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□特集基調論考口

田園回帰の時代における農村協働力

Co-operating Power of Rural Area in the Age of Rural Return 

藤山浩＊

Ko FUJIYAMA 

はじめに～集落とタワーマンション

本論考では，この 2010年代において田固回帰のうね

りが起こりつつある中．農村の地域社会における協働力

について，その可能性を検討してみたい。ここでいう協

働力とは，「それぞれの個人や分野ごとの損得を超えて．

地域社会全体としての幸せを，長い目で見て実現しよう

とする，つながりの力」と定義しておこう。ちなみに，

この定義は，誰のものでもない。農村集落に現に日々暮

らしている一人の住民である私の実感である。

今私たちの国で最も対照的な地域社会は，中山間

地域の集落と東京のタワーマンションと言えよう。

図1は，私が暮らす島根県益田市の中山間地域集落に

ある神社の写真である。

図2は，ここ 10年くらい東京に林立したタワーマン

ションの一つである。

前者の集落の神社では，年に 8回の祭りと毎月 2回の

掃除が，集落の氏子で続けられている。それは，農村協

働力の象徴のような営みである。そうした祭りや掃除を

したからと言ってそれぞれの個人に物質的利益が生じ

図1 集落の神社～月 2回の掃除の様子（島根県益田市）

るものではない。しかし．損得抜きの協力は．お互いの

つながりを実感させ，集落の真ん中に心安らぐ場所を創

っている。しかも，それは. 800年以上にわたって．続

いてきた営みなのだ。

神社の本殿や神楽殿そして鳥居や石段などのここかし

こには，苦しい暮らしの中から寄進した方の名前が刻ま

れている。

一方，後者のタワーマンションには．神社のような空

間自体があり得ない。管理組合のような仕組みがあるの

だろうが， 日常的な会話もどれだけあるのか，あるいは

必要とされているのか．疑問である。建物を共同所有し

ているわけであり ．考えようによっては．集落以上の運

命共同体とも言えるのだが．そうした自覚は， タワーマ

ンションの住民には，ほとんど共有されていない。エン

トランス等の共同部分も．支払われる管理費によってビ

ジネスと して掃除される。そこは．協働という営みが．

極限までに排除された地域社会となっている。

この 2010年代において，注目されることは，大都市

のタワーマンションが多くの住民を引き付ける一方で，

これまで過疎に悩んできた山間や離島といった縁辺部の

図2 タワーマンション （東京都） ＊本文内容とは1関係ありません。
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地域社会が，人口を取り戻し始めている事実である。

表 1は， 2010年と 2015年の国勢調査データを比較し，

社会増を達成した上位 20自治体を示したものである。

東京 23区を含む全自治体における上位 20位内には， 千

代田区や港区といった明らかにタワーマンション増加が

寄与 している東京都心だけでなく，十島村や粟島浦村と

いった縁辺性の高い島しょ部の自治体も目立つ。

過疎指定自治体における上位 20位を見ると，そのほ

とんどは，離島・山間部の合併していない自治体となっ

ている。これらの自治体のほとんどは，2014年に日本

創成会議が発表した人口予測において「消滅可能性」

自治体とされていたところである。

過疎自治体全体 (797自治体）においても， 2010年・

2015年の国勢調査を比較すると， 11.7%(93自治体）

が杜会増を達成している。また，それぞれの過疎自治体

の2015年時の 30代女性 (30~ 39歳）を 2010年時の

25 ~ 34歳女性と比較すると， 41.0%(327自治体）が

流入超過となっている。この 30代女性の流入超過率の

上位自治体も，表 lのような離島・山間部の小規模自治

体で占められているのである注I)。

ちなみに，私が暮らす集落においても，この 10年間

で小学生の数は，ほぼ2倍に増えている。

本論考では，このような田園回帰（都心回帰も同時に

進行しているが）が始まりつつある農村において，協働

力がどのような展開を見せ始めているか，次のような 3

点を中心に検討を進める。

第ーは，協働力を発揮する組織が，自治組織に留ま ら

ず事業組織を含めた形で複合化 している動き である。
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表 1 社会増上位 20自治体 (2010年-2015年）

（左表は全自治体．右表は過疎指定自治体）

市町村名 増減率 順位 県名 市町村名

千代田区 278% 1 鹿児島県 十島村

鹿児島県 十島村 277% 2 新潟県 粟島浦村

福岡県 新宮町 19.6% 3 沖縄県 与那国町

東京都 港区 19.0% 4 沖縄県 渡名喜村

束京都 台東区 18.8% 5 島根県 海士町

新潟県 粟島浦村 17.2% 6 島根県 知夫村

沖縄県 与那国町 17.2% 7 高知県 大川村

東京都 中央区 15.0% 8 烏根県 西ノ島町

宮城県 大和町 14.1% ， 広島県 大崎上島町

東京都 渋谷区 12.4% 10 沖縄県 座間味村

茨城県 つくばみらい市 114% 11 愛知県 束栄町

沖縄県 渡名喜村- 11.1% 12 和歌山県 北山村

北海道 東神楽町 10.1% 13 北海道 ニセコ町

沖縄県 与那原町 97% 14 北海道 原真町

島根県 海士町 9.4% 15 沖縄県 竹宮町

東京都 江東区 8.9% 16 高知県 北川村

愛知県 阿久比町 8.4% 17 山口県 阿武町

埼玉県 戸田市 8.4% 18 福島県 金山町

沖縄県 中城村 8.3% 19 宮崎県 木城町

島根県 知夫村 8.3% 20 長野県 生坂村

増減率

27.7% 

17.2% 

17.2% 

ll.1% 

9.4% 

8.3% 

7.1% 

6.5% 

6.2% 

57% 

5.6% 

5.3% 

4.9% 

4.3% 

4.0% 

4.0% 

3.9% 

3.1% 

31% 

30% 

第二は．協働力を評価する手法として，分野ごとの単

独決算ではなく．地域ぐるみの連結決算が注目される。

第三は．協働力を引き出す価値観とは．何かという問

題である。

1 分野を横断した組織と拠点の展開

この2010年代に入って注目される動きの一つは，待

ったな しの定住の取り組みを進めるために， 小学校区・

公民館区等の一次生活圏レベル（人口規模 300~ 3,000 

人程度）において，集落をつないだ自治組織だけでな く，

分野を横断した事業組織を立ち上げる動きである。私は，

そうした複合・協働的な事業組織を「郷づく り会社」と

呼んでいる。

例えば，島根県邑南町出羽地区（人口 913人）には，

自治組織と二人三脚で定住実現に取り組んでいる法人組

織「合同会社出羽」が活動している。自治会の機能だけ

では難しい，収益事業空き家対策起業支援等につい

て，機動的に対応できる実働部隊と して 2013年に設立

された。当初は，住民有志6人が 1万円ずつ持ち寄り法

人を立ち上げた。

法人は，農業部門と定住部門の二本柱で運営されてい

る。農業部門では，担い手が不足している集落を中心

に農地を 32ha集積して， 2名の新規就農を達成してい

る。空き家活用も 5軒まで増やしている。 2017年からは，

起業支援として，カフェと定住相談窓口を兼ねたパン屋

もオープンしている。この他，加工品や薪活用も自治会

の産業部や生活部で試行して仕組みが出来れば合同会社

で展開するといった， 自治会 ・法人を連携させた多分野

連動の仕組みが注目される。

また，現在地方創生の重点的な柱として進めら

れている「小さな拠点」も，分野を横断した事業展

開が生命線である。

三次市川西地区（人口 1,128人）では，地区での

取り組みの経験や丁寧な話し合いの積み上げを基

に，地域の特色や課題，可能性を踏まえて具体的な

「合わせ技」の 「小さな拠点」の検討を進めてきた。

そして， 2015年に，地区内の広範な出資を中心に

株式会社「川西郷の駅」を設立し， 2017年には，「川

西郷の駅 いつわの里」のオープンを実現している。

図3にあるように，この川西地区の「小さな拠点」

は，産直市，食堂，コンビニエ ンスストア， トイレ

等を併せ持つ複合的な施設であり，今後の福祉や観

光， 交通分野等における地域の協働センターとして

の進化を展望している。

＊国勢調査を基に， 2010年0-64歳と 2015年5-69歳を比較し，自然減を除
このように， 自治組織ベースのボランタリ ーな助

け合いに留まらず，分野を横断した事業展開を収益いて計打。
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固3 川西郷の駅 いつわの里

事業も含めて行い， より持続的な地域ぐるみの協働を展

開する動きが特に西日本の島根県や高知県，広島県等

で目立っている。

2 分野を横断した「連結決算」の必要性

分野を横断した協働を支える組織や拠点をどう評価す

るかということは，大きな課題である。従来からの分野

ごとの単独決算では，その真価を正しく受けとめること

は出来ない。

地域全体を見渡した時近年，農業生産以上の経費が

かけられているものは，介護分野である。国民全体にお

いても， 2016年度において，ついに 10兆円を超えてい

る (2016年度予算ベース，厚生労働省調べ）。しかも，

このまま推移すると， 10年後の 2025年には， 21兆円に

もなることが予測されている。これは，国民一人当たり

平均で約 10万円から 20万円かかることを意味する。

実際に，中山間地域の各地区の介護費用を分析して

みると，高齢化が進んだ地域では， 1人平均 20万円前

後の介護費用が発生している（表2)。これは，例えば

400 ~ 500人程度の小地域においても，年間の介護費用

が1億円を超える可能性があることを意味する。当然の

ことながら，地域ベースにおいても国民ベースにおいて

も，この巨額の介護費用が 10年で倍増するといった負

担には耐えることが出来ない。したがって，今後は，地

域ぐるみで健康度を高め，介護費用を節減することによ

って，実質的に財源を創出するアプローチが不可欠となる。

図4は，表 2に示した山口市中山間地域 10地区の介

護費用における全国平均との住民 1人分差額を比較した

ものである。単純平均同士の比較ではなく，それぞれの

男女別の年齢構成に各年齢階層別の認定率．介護度・介

護費用の全国平均値をあてはめて計算し，実際にその地

域でかかっている費用と比較すると，高齢化率等に左右
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表2 山口市中山間地域における介設府用 (2017年）

要支援 ・
介護費用

地域 人口 高齢化率 同人口比 総額
介護者数

（万円）

山口市 193,287 28.2% 14,207 7.4% 1.527,660 

串 344 631% 52 151 % 6,740 

島地 1,292 49.9% 151 11.7% 19,582 

出雲 2,720 40.5% 255 9.4% 34.135 
八坂 1,453 530% 210 145% 30,762 

柚野 316 58.5% 52 165% 6,789 

篠生 853 53.7% 110 12.9% 16,668 

生雲 1,056 58.0% 157 14.9% 24,530 

地福 1,211 497% 132 10.9% 21.029 
徳佐 2,362 50.4% 240 102% 35.403 
嘉年 415 65.3% 57 137% 10,409 

山間総合 12,022 51.1 % 1.416 11.8% 206,047 

＊介護保険と住民基本台帳データにより分析

¥40,000 

¥20,000 

¥〇

¥-20,000 

¥・40,000 

¥-60,000 

¥-80,000 -

¥-100,000 

¥-120,000 

串島地出雲八坂柚野篠生生雲地福徳佐嘉年

住民1人

当たり

（万円）

7.9 
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15 2 
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21.2 

215 
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23.2 

17.4 

150 

251 

17.1 

■男
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図4 山口市中山間地域における全国平均との介護費用差額

されずに実質的にその地域における全国平均との差額が

判明する。その差額状況は，その地域のいわば総合的な

「お達者度」を示すことになる。

図4を見てわかるように地区ごとの全国平均との差

額には大きな違いがある。そしてそうした地域間の違

いこそ，これから介護費用全体を抑制していく大きな原

動力となり得る。つまり他地区に比して，大きく介護

費用を浮かしている地区の取り組みや知恵を自分の地区

に取り入れ，改善していく可能性が広がっていることに

なる。例えば，図 4の10地区中，男女とも一番 1人平

均で介護費用を浮かしている串地区は，地区ぐるみの協

働活動が非常に盛んであり，野菜の共同出荷等の取り組

みも含め，高齢となっても一人一人に役割と出番が作ら

れている（ヒアリング結果）。介護費用の節減は，決し

て偶然の結果ではないのである。

地区ぐるみで介護費用を抑制しようとすればやはり，

分野を横断した協働の取り組みの効果が高い。



例えば，島根県益田市の真砂地区（人口 389人）でも，

分野を横断 した 「合わせ技」を公民館を結び目にして

展開 している。真砂地区では， 5年前から商店が無くな

り車の免許を持たない女性高齢者は買い物に苦労してい

た。そこで，地元の福祉施設が，昼間は空いているデイ

サービスの送迎用の車を提供し，買い物支援バスを週 1

回無料で運行することになった。 この試みはとても好評

であった。実は，買い物先の市内中心部のス ーパーは，

地産地消の産直コーナーに力を入れていた。そこで，今

度は，週 1回の買い物時に，野菜を収穫・集荷しス ーパ

ーヘ同じ車で持っていくことになった。買い物と野菜の

出荷を複合的に行う「合わせ技」で， 地域の課題を別分

野の新たな可能性を組み合わせて解決しているよい事例

である。

注意したいことは，この真砂地区において，交通分野

だけの単独決算では無料運行なので，当然赤字になっ

ていることである。また，買い物の利便性確保と少量の

野菜販売だけでは，その赤字を補填できない可能性もあ

る。しかし，視野をさ らに広げて，そう した買い物や鹿

業が，高齢者の生きがいや活動性を高め，その「お達者

度」を向上させることによって，介護や医療の費用を押

し下げているとすれば，地区住民全体の「連結決算」と

しては大きな黒字になる得る可能性が出てくる （図5)。

地域における協働の取り組みは， しばしば限られた部

門ごとでは，その効果がわかりづらい場合がある。こう

した地区全体としての協働の効果を総合的に評価してい

く①横断的な収支構造についての情報共有：沼

赤•;~ ストを収益とて字l きる制度（インセンティブ）
が必要

諷断的に事業を運営する組織が必要〉一望
図5 地区全体の協働を評価する「連結決算」の必要性

く情報共有と部門間の連結決算を可能にする制度と組織

が極めて重要となってくる。

3 協慟力を引き出す価値観としての「記憶」

地域における協働の営みは，分野ごとの断片的な効果

として現れにくいだけでなく，その時その時の即時的な

効果にもつながらない場合も多い。

最近，私自身都市部から農村に田圏回掃した人々と

話してみて気付いたことは，農村地域に引き継がれてき

た世代を超えた価値や営みへの驚きである。つまりな

ぜ，農村の人々は， 自分一代ではなく，次の世代のこと

も考えて生きているのか，それはすごいという感動がそ

こに生まれている。

私の集落の葬式に出ると語られることは「今だけ，

自分だけ，お金だけ」ではなく，頑張って地域に尽くし

た人の想い出である。そして昔からそこに暮らす人々

が「今だけ，自分だけ，お金だけ」で生きてきたとすれば，

現在のような集落の姿にはなっていないことも，また確

かな事実なのである。地域がだんだんと良いものになっ

ていくとすれば，それは，世代を超えて記憶のリレーが

つながっていく時ではなかろうか。

農村における協働力も，そう した地域における記憶の

共有に裏打ちされたとき，単なる助け合いを超えた深い

地域づくりの力になる。それは，すべてがビジネスと資

産ベースのタワ ーマ ンションにはあり得ない社会関係

資本なのである。

田園回帰の時代は，一人一人の記憶が共有される地域

社会を再構築する時代としたいものである。

＊なお，本論考は，拙書「田園回帰 1%戦略～地元に

人と仕事を取り戻す」における人口と所得に関する理論

を基に，最新の調査データによる分析等による発展を図

ったものである。

注

注 1)詳しくは，「一般社団法人 持続可能な地域社会総合研

究所」ホームページを参照されたい。

http://www.susarea.jp/news.html#20l 7082l_Ol 
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