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地域経営レクチャー
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東洋大学大学院公民連携専攻

根本ゼミ

統計で見る白山・美杉の課題と今後の方向性

参考になる全国の事例紹介

Ⅰ 統計で見る白山・美杉の課題と今後の方向性

１ 自然増減

２ 社会増減

３ 世代別増減



津市旧町村地区自然増減（出生－死亡）
人

白山地区自然増減（死亡・出生）
人



美杉地区自然増減（死亡・出生）
人

階層別人口推移（旧白山町）



階層別人口推移（旧美杉村）

津市 旧町村地区社会増減（転入－転出）
人



白山地区社会増減（転出・転入）
人

美杉地区社会増減（転出・転入）
人



人口階層別の増減（津市旧町村,H12→H17）
人

人口世代別の増減（白山,H12→H17 ）
人



人口世代別の増減（美杉,H12→H17 ）
人

現在20代の世代のH9-H16年時点での人口

人



現在30代の世代のH9-H16年時点での人口

人

現在40代の世代のH9-H16年時点での人口

人



現在50代の世代のH9-H16年時点での人口

人

現在60代の世代のH9-H16年時点での人口

人



現在70代の世代のH9-H16年時点での人口

人

まとめ

白山：高校期の流
入、卒業後の流出

美杉：２０代以降の
社会減少が大きい

白山の拠点
性を活用

白山、美杉とも出生
数が減少

雇用機会
の創出

公共サー
ビスの維持

出生、子育
ての支援

白山：２０代以降の
社会減少が少ない

産業の振
興



Ⅱ 参考になる全国の事例紹介

１ 産業振興

林業、農業・農地、２次・３次産業、観光

２ 公共サービスの維持

３ 出生、子育ての支援



【 事 例 集 】

ヤマト運輸コールセンター 三重県名張市／新潟県南魚沼市

東京都内の顧客からの問い合わせを
受けるコールセンターを南魚沼市に設
立。大阪府内及び和歌山県からの問い
合わせを受けるコールセンターを名張
市に設立。南魚沼市は市町村合併で
不要となった旧塩沢町議場を、名張市
は廃校になった旧長瀬小学校を利用。
地元住民を中心に700人のパート雇

用。名張市は今回の企業誘致に対し、
特例支援措置として建物の改修費と駐
車場整備費計7400万円と、賃貸料524
万4000円／年の5年間分をそれぞれ2
分の1負担。オペレーターの研修費
4000万円は、三重県が「地域ニーズ対
応型職業訓練助成事業」にて全額負担。
南魚沼市は家賃約100万円の半額を新
潟県が負担。

企

若者定住促進住宅 長野県下條村

全168戸。部屋の広さは２ＬＤＫで約63
㎡。家賃は36,000円。
隣接する飯田市で同条件の部屋を借り
ようとすると、倍の家賃がかかる。
このような取り組みにより出生率が上

昇し、現在国の平均値を上回り、長野
県下でも最高値。

出生率の変化
1.80（1993年～97年の平均値）
1.97（1998年～2002年の平均値）
2.12（2004年。全国平均1.25）

その他の取組
中学生まで医療費無料、公共下水道で
なく合併浄化槽方式でコスト削減、住民
自ら生活道路の改修、獣害カモシカの
毛皮販売

住



【 事 例 集 】

民間企業による自治体経営 アメリカ・ジョージア州サンデイスプリングス市

アメリカの基礎自治体はたいてい
「郡」であるが、住民の意思で「市」を作
ることができる。
2005年3月に市制化法案が州議会で

可決、同年6月住民投票で94％が賛成、
12月1日付で人口99,000人のサンデイ・
スプリング市が発足。
市の運営は約350人で行われており、

市役所職員4名、受託企業社員135名、
警察・消防職員210名。
「市役所を訪れた市民が笑顔で帰っ

てくれること」を目標に、「電話は原則2
時間以内に折り返すこと」といった市民
の満足度を上げる努力をしている。

自

提案型公共サービス民営化制度 千葉県我孫子市

市役所の全ての事務・事業（１１００以
上）の内容や人件費を含むコストを公
開し、民間（企業、ＮＰＯ等）から「この
仕事は市役所より自分がやったほうが
市民のためにずっと良いサービスを提
供できる」という提案を公募。
提案されたものを市職員、専門家、

市民で「市民の利益」を基準に審査す
る。行政側の都合（コスト削減）でなく、
民間からの発想を優先して質を高める。
行政側が民間に出したいものではなく、

民間がやりたいものをテーブルに乗せ
る。

自



【 事 例 集 】

０円リゾート構想による都市農村交流 山口県阿東町

無駄な投資をせずに料金もとらない
「０円リゾート構想」を掲げ、異業種・地
域外の視点を取り入れた新しい企画に
より従来閉鎖的であった農業経営の現
場を一般に開放して「教育の場」などと
して多くの都市住民を集めるなど、地域
の人々と協調し、サービス提供と一体
化した農産品販売を実現した。船方総
合農場の交流ビジネスの基本は「生産
現場を魅せる」ことであり「農業のある
風景を守る」ことである。
異業種・地域外の人々の意見・ノウハ

ウの利活用・吸収、地域の人々との協
調を図るしくみとして1985年に「交流の
里研究会」を設置。農業者に加え、
ジャーナリスト、銀行マン、デザイナー、
建築設計士、研究者、商店経営者、教
育関係者等が参画。

観

農家レストランを核にした起業・都市農村交流 宮城県加美町

平成８年に築１７０年を超える自宅母
屋を改装した農家レストランを開業し、
当初、近所の人が集まって遊べるとこ
ろを作ろうという動機から母屋の改装を
行い、コンサートやイベントなどを楽し
んでいたが、都市住民の食への関心が
高いことを背景に生産現場からの食の
提案、地元食材のＰＲを思いついたこと
をきっかけとしてレストランへの展開を
図ることとした。
提供する料理の食材は、アイガモ農

法による有機米や自家野菜、地元で採
れる山菜、川魚であり、地元で受け継
がれてきた伝統食や独自にアレンジし
た料理を古い食器を活用し提供してい
る。渋谷さんの抜群の料理センスは、
都会から訪れる客の舌と目を堪能して
いる。

観



【 事 例 集 】

農村滞在型交流観光による地域再生 新潟県柏崎市高柳町

高柳町は、1955年をピークとして急
激に過疎化と高齢化が進展したことか
ら、このままでは町がなくなってしまう
という地域存続の危機感が表面化。こ
れといって特徴のない豪雪・農山村の
町で、都市農村交流という視点で、新
しい形態の観光産業を創出することに
成功。経済活性化を目的とするコア施
設として、中高年齢層を対象とした、宿
泊施設、温泉、農産物直売施設等を
備えた複合交流施設「じょんのび村」と、
親子連れを対象とした自然体験施設
「こども自然王国」を、隣接して整備し、
集落の活性化を主眼とするサテライト
施設として、荻ノ島集落や門出集落に、
茅葺き屋根農家を活用した農家民宿
「かやぶきの里」、産地直売施設等を
整備するという２段構えのシステム。

観

村民参加による地域観光振興「たくみの里」 群馬県新治村

農村のもつ潜在的な観光魅力に着
目し、都会からの観光客とのふれあ
い・交流に村民が積極的に参加するこ
とにより観光振興と地域活性化を促進
するという独特の「たくみの里」構想な
どを推進することにより、村民も観光
客も喜ぶ観光地づくりに成功。
新治村で普通に行われていた伝統

的な手工芸や地場の材料を使用した
食作り（わら細工、木工、竹細工、また
味噌作り、こんにゃく作り、豆腐作りな
ど）に着目し、村民が観光客と直接ふ
れあう交流施設を実現した。開業３年
目の平成２年度には来場数が２０万人
を超えた。

観



【 事 例 集 】

ブルーベリーを活かした観光農園 静岡県菊川市

主婦がゼロから始めた農業を「観光
農園」として施設を充実させる他、苗木
の販売、オリジナル商品の開発を行う
など、地域観光の目玉とするとともに、
地域の活性化に貢献。
ブルーベリーは、「軽作業、女性や高

齢者向き、無農薬」ということで導入。
化学肥料を使用せず、河川敷などの

雑草を堆肥とした無農薬栽培を実践。
年間販売額約7000万円、来場者は年
間３万５千人。

農

耕作放棄ミカン園を滞在型市民農園に 神奈川県小田原市

都市部の住民が農園に隣接した宿
泊施設に寝泊まりしながら農作業を体
験できる滞在型市民農園の事業化に
向け、検討を開始した。
農家の高齢化などにより手が回らな

くなったミカン園を市民農園として有効
活用することで、ミカン園の荒廃を食い
止めるのが狙い。
事業名は「荒廃みかん園クラインガ

ルテン化推進事業」（仮称）。

農



【 事 例 集 】

ゆずオーナー制度 栃木県茂木町

産業が斜陽化し、高齢化・過疎化す
る地域を再生する手段として、農家の
屋敷内のゆずに目をつけ、ゆずの生
産とイベント・特産品による地域おこし
をスタート。
平成５年「ゆずの里かおり村」を設立。

ゆずのオーナー制度（年会費１万円）
による都市農村交流を実現。
初年度９８人であったゆずの木の

オーナーは、現在は６００名を超え、集
落には１万本のゆずが植えられ、年間
２万人の観光客が訪れている。

農

遊休農地を花畑に 岡山県

遊休農地を花畑にしてイベントを開
催したり、種からバイオエネルギーを
製造したりする取り組みに補助してい
る。
補助対象は、市町村や農協、特定非

営利活動法人（ＮＰＯ法人）といった団
体。
０５年度の農林業センサスによると、

県内農地に占める耕作放棄地の割合
は１６．７％で、全国平均の９．７％を
上回っている。

農



【 事 例 集 】

耕作放棄地に民間企業が農業参入 熊本県小国町

熊本県小国町と食品卸売業者「ベス
トアメニティ」（福岡県久留米市）は、町
内の耕作放棄地１７ヘクタールに同社
が農業参入する協定に調印した。
町が開墾するなどして農地整備を行

い、同社に貸し出す。
町は、企業誘致環境整備事業として

９００万円を計上した。

農

地域資源の掘り起こしと活用 福島県三島町

•鉄道ファン向け観光ＰＲ
ＳＬ「ばんえつ物語」の運行および撮
影スポットのＰＲにより全国から集客を
実現。
•魅力ある特産品づくり
①雪国の手仕事
･･･編み組細工振興「工人郷」
②三島桐の商品開発
･･･従来からの生活に根ざした工芸品
にデザインセンスを加えて売り出す。
（お小遣い稼ぎとして成り立つ）
③三島地鶏の育成
④つるの湯復興
･･･只見川沿いの７７１年（宝亀２年）以
来の名湯を復興。

１００年前の山ブドウ籠

マタタビ細工

ヒロロ細工

農



【 事 例 集 】

豊後・大山「ひびきの郷」 大分県日田市大山町

１村１品発祥の地である大分県大山
町。「梅栗植えてハワイに行こう」を合
言葉に戦後植えられ、有数の梅産地
になる。
旧大山町が出資する株式会社おお

やま夢工房はその梅を利用し、ニッカ
ウイスキーと共同開発した高級梅酒の
企画から製造、販売を行う。
その他ひびきの郷には温泉、体験工

房、宿泊施設等を備える。
多くの観光客が訪れるが、最近は合

併で行政の機能維持が難しくなった旧
大山町役場の代わりに、地域コミュニ
ティの核ともなりつつある。

観

キンニャモニャセンター 島根県海士町

承久海道キンニャモニャセンターは、
海士町の玄関口・菱浦港に臨む、杉材
でできた木造建物。１階は海士町観光
協会、隠岐観光菱浦営業所、隠岐汽
船海士営業所や、農漁産物直売所の
「しゃん山 ・ 大漁」や、特産品販売所
「島じゃ常識商店」がある。２階には地
域食材提供レストランの船渡来流亭
(せんとらるてい)があり、海士町名物こ
じょうゆ味噌を使った創作料理が堪能
できます。
観光客向けのレストランや直売所が

あるとともに、生活必需品を販売する
商店や、農家が必要とする堆肥等も販
売している。

拠



【 事 例 集 】

内子フレッシュパーク「からり」 愛媛県内子町

農村女性による農産物直売による都
市住民との交流の草分け的存在。生
産者の顔が見える安全・安心・新鮮な
農産物を追求し、リース教室ツアーな
ど年間をとおした「食」と「農」の農業体
験活動を実践。
発足当初(平成６年７月)は出荷者

100人、年間販売額4,200万円であった
が、平成１４年度の販売額は、３億
9,000万円で、内子町の農業総生産額
(28億5,000万円)の13.6％を占めている。

拠

ＩＴ系ベンチャーを共同出資にて設立 奈良県下北山村

地域活性と雇用創出を目的とし、奈
良県の下北山村で、岐阜県大垣市の
IT企業「サイエンスネット」と下北山村
などが共同出資し「下北山情報ネット
サービス」が設立。
「地域での遠隔勤務」ではなく、地域

に会社を設立し、地元のIT化事業や他
府県からの業務を行う形の「テレワー
ク」。
過疎化に悩む同村の自然環境を逆

手に取り、業務の合間にリフレッシュで
きる「絶好の福利厚生」という。

拠



【 事 例 集 】

町営住宅団地をＩターン者に無償分譲 北海道標津町

町外からのＵ・Ｉターン定住者を呼び
込むため、造成した町営の住宅団地
の宅地を無償で分譲する。
２００６年夏から募集を開始し、これ

まで町民用で６件、町外住民用で８件
の合計１４件が最終的な契約を行った。
現在のところ未分譲の区画も多く、

完全な成功と言えるかどうかは今後の
展開次第だが、思い切った方策ときめ
細かなサービスが、過疎地でのIター
ンという困難な目標を実現している点
は多いに評価できる。

住

ＵＪＩターン起業者家賃補助制度 栃木県宇都宮市

ＵＪＩターンによって市内に定住し新規
に起業する人を対象に助成する。助成
対象には家賃などの住居費も含まれ
ており、起業家支援策としては全国的
にも珍しいという。
支援内容は、事業・生活拠点を賃借

する場合に家賃の１０分の３を最長３
年間、補助する。取得する場合には、
事業拠点については２１６万円、生活
拠点については７２万円をそれぞれ限
度に購入費の１０分の１を助成する。
このほか、法人設立費用などを含め、

合計で最大３０３万円までの補助金を
受けられる。

住



【 事 例 集 】

住宅用地無償貸与制度（２０年） 栃木県那賀川町

住宅用地１５０坪（約４９６平方メート
ル）を２０年間無償貸与する定住促進
事業を始める。子どもにも引き継ぐこと
が可能で、交流人口の増加と遊休農
地の活用が狙い。
固定資産税優遇措置も新たに設け、

１０年間で３億円の経済効果を見込む。

住

※画像は那賀川町のものではありません。

移住体験住宅 福島県会津若松市

市外からの移住者を増やすため、１
０月から移住体験住宅を開設した。北
会津地区にある物件で、以前は旧北
会津村の職員公舎だった。
その後、英語指導助手の公舎に利

用され、今回移住者のためのお試し物
件に活用されることになった。
市内への定住、二地域居住を検討し
ている人を入居対象とし、一時的な転
勤などの転入者は除く。
入居期間は１カ月以上６カ月以内で、
市は入居者に対して月に９５００円の
協力金を出す。

住



【 事 例 集 】

自然木住宅とバイオ・リージョン 北海道栗山町

「北海道」にこだわり、北海道の自然
の木だけを使った住み良い住宅を供
給して、冬が厳しい北海道を「住み良
い」地域にすることを提案し、宿泊体感
できるテーマパークを開設するなど、
『バイオ・リージョン』の考え方を徹底し
て、住宅を通じた観光資源づくりを実
践。
敷地面積65,000坪の「木の城たいせ

つテーマパーク」では、地球環境の保
全に貢献しながら北海道の資源を有
効活用する地産地消型の「木の工房」
があり、木を活かす知恵を実践公開し
ている。

林

民有林を自治体が管理 岡山県西粟倉村

村内に点在している民有林を村管理
に移すため、所有者との契約締結交
渉に入った。村有林と合わせて村が一
括管理することによって、集団間伐の
コストを引き下げる。同村の森林面積
は村有林が１４００ヘクタール、民有林
が３０００ヘクタール、社有林が１１００
ヘクタールであり、民有林のウェイトが
非常に高い。スギやヒノキが樹齢４０
年ほどに成長しており、数年後には伐
採による収益が見込まれているが、細
分化されて作業効率が悪いことに加え、
高齢化による担い手不足もあり、手入
れできないまま放置される未整備森林
が増えている。村は、民有林の各所有
者に対し、森林管理から販売までの業
務を、村と美作森林組合に委託しても
らうよう求めることにしたものである。

林
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住民自治推進交付金制度 北海道北見市

１市３町の合併により新市が誕生し
た。自治区間で取り扱いに大きな違い
があったコミュニティ支援策を再編し、
地域毎の事情に合わせつつ統一的に
まとめた制度。
旧３町の自治区協議会は「住み良い

地域づくり計画書」を作成し市から交
付金を受け取り事業・活動を実施して
いく。旧北見市は小学校区で住民組織
を立ち上げながら活動を始める。
希薄になりつつある相互扶助意識の

向上を図り、地域団体間のネットワー
クを強化して、地方分権、地域主権の
時代にふさわしい住民自治のまちづく
り目指している。

自

街並み景観づくり１００年運動と金山型住宅 山形県金山町

住民が住みやすく、風景と調和する
美しい景観を取り戻そうと壮大な１００
計画をつくり実践している。
その基軸は地元の金山杉を使用した

伝統的な金山型住宅である。技術向上、
後継者育成をめざし「住宅建築コンクー
ル」を開催し話題となる。また、木材の
提供だけでなく、金山匠大工が上棟工
事まで施工する「金山匠方式」と首都圏
の協力工務店が施工する「金山スギ方
式」もとっている。
人口６４００人の町に、全国各地から

観光客や視察希望者が後を絶たない。

林
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コミュニティバス運営（高齢者等外出支援） 千葉県我孫子市

平成１７年３月から、高齢者や障害
者の買い物や通院、駅や公共施設ま
での足として、市内の病院や自動車
教習所、大学、市の福祉センターの
送迎バスを施設利用者以外でも無料
で利用できる運行サービスを開始。

自

「通勤型住宅～アクティブハウス」 （酪農） 北海道別海町

 JA中春別営農サポート協議会が酪農スタ
ッフ受け入れ策として、住宅事業を実施。

 自宅から受入先（農家宅）へ通勤できる女
性専用マンション「アクティブハウス」運営

・仲間作りになる。

・電化製品、家具が一式揃い、地方からも
安心して即入居可

・AT軽自動車を貸与。安心して通勤できる。

住
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滞在型市民農園による都市農村交流 兵庫県多可町（旧八千代町）

町の伝統産業である織物業が衰退、
新たな産業として観光を見いだす。

都市農村交流という視点で新しい形
態の観光産業を創出。

中核となったのがバンガロー型宿泊
棟と小さな畑を組み合わせた滞在型
の市民農園「フロイデン八千代」である。

都市住民と地元住民の、きめ細やか
な交流ソフトの充実により、開設から
10年以上を経ても契約者が離れること
なく、待機者200組以上を抱える人気
の施設となっている。

観

地域資源の掘り起こしと活用 福島県三島町

•鉄道ファン向け観光ＰＲ
ＳＬ「ばんえつ物語」の運行および撮
影スポットのＰＲにより全国から集客を
実現。
•魅力ある特産品づくり
①雪国の手仕事
･･･編み組細工振興「工人郷」
･･･従来からの生活に根ざした工芸品
にデザインセンスを加えて売り出す。
（お小遣い稼ぎとして成り立つ）
②三島桐の商品開発
・・・桐タンスのみならず、サーフボード
（湘南のサーファーが愛用、１本100万
円！）など新たな用途の開発
③三島地鶏の育成
④つるの湯復興
･･･只見川沿いの７７１年（宝亀２年）以
来の名湯を復興。 １００年前の山ブドウ籠

マタタビ細工

ヒロロ細工

農
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広い意味での公民連携を進める上では、市民自ら地域における公共サービスのあり方を考え、方法を決定
していくための仕組みが必要である。今年度新たに導入された地域経営会議はその可能性を秘めた画期的
な仕組みである。
もともと、藤沢市では、地区市民集会からくらし・まちづくり会議へと、市民参加の市政を進めてきた経験があ

る。これをさらに発展させた仕組みが、地域経営会議である。

地域経営会議 神奈川県藤沢市 自

地域経営会議の仕組み
地域経営会議は、地域住民による地域自治の意

思決定機関となるものである。そのため、権限と予
算を各地区に移譲する。各種地域団体からの推薦
と公募により選出された委員で構成し、市長が委
嘱し、任期は2年（無報酬）である。実施にあたって
予算が必要となる場合は、市民センター・公民館を
通して予算要求できることになっている。

特に、予算・権限を持つことは非常に重要である。
単純に好きなように使えるということでなく、移譲さ
れた権限をもとにその地域で必要とされる公共
サービスの優先順位を議論し、多数の住民の同意
を得るようにしなければならない。権限は責任と表
裏一体なのである。

以上の通り、同制度は、公共サービスの意思決
定単位を小さくし、かつ、市民が参加しやすいよう
にする効果を持っているといえよう。

2005年7月、農協の支所跡を地元住民
が250万円で買い上げて開店。菓子やイン
スタントラーメン、地元の食材などを販売。
地元有志が出資したNPO法人「耶馬渓

ノーソンくらぶ」が運営。 2008年度の売上
高は約385万円。名前は「ローソン」と「農
村」そして「損をしない」のイメージ。
NPOは「ノーソン」運営のほか、収穫した

野菜を市場に出し、多い人は月に10万近く
稼ぎ、孫に小づかいがやれて年金の足し
にもなる仕組み。
NPO事務局長の中島さん「地域で最低限

欠かせないのは、健康を守る診療所とお金
をおろす郵便局、そして、生活用品を買う
お店」
小学生がプールの後に立ち寄り、夕方ま

での遊びの場になっている。「津民小19人
の子守も引き受けている」。

子守も引き受けるコンビニ「ノーソン」 地域：大分県中津市馬渓町 農
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住民・団体・企業が「里親」となり、公共空間（道
路・河川・公園等）の一部をいわば「養子（アダプ
ト）」とみなし、自主的に清掃・草刈等の美化活動
を行い、行政がこれを支援する制度。
2006年3月時点で260を超える自治体が導入。参

加している団体は「美化への関心向上」に留まら
ず「地域への愛着が深まる」「地域の連帯感が高
まる」などまちづくりに関わる多面的効果を感じて
いる。

静岡県磐田市は道路の簡易補修を含めたアダ
プト制度を導入。参加した市民からは、自分たち
で簡単に解決できてよかったとの声が寄せられて
いる。
千代田区では、フラワーロードの会が番町学園

通りアダプト制度を利用した花壇作りを行った。壇
作りには、区立九段小学校全校児童をはじめ、地
元三番町町会、大妻女子大、地元企業などから
総勢４００名が参加。

従来の公の領域で民間が主体的に担う活動
「アドプト制度」 地域：静岡県磐田市、東京都千代田区ほか全国各地で事例あり

自

直営、補助、委託等により運行されてい
た村内のバス路線を効率的に再編。

基幹路線としての村営巡回バス（NPO法
人へ運転を委託）に加え、村営巡回バスで
カバーできない地域・時間帯を運行する過
疎地輸送を実施。過疎地輸送は、地元
NPO法人が規制緩和により可能となった
「自家用車による有償運送サービス」を導
入し運行。これにより、交通空白地帯を解
消し、村民の移動手段の確保に貢献。この
ほか、社会福祉協議会へ運転を委託する
福祉輸送も実施。

相乗効果等から、再編前と比べ、巡回バ
スの利用者1.8倍となった。

地域生活交通バス 地域：長野県中川村

福祉輸送

巡回バス

過疎地輸送

自




