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□特集基調論考口

住み継がれる集落をつくる営みのなかの「農村協働力」

一『住み継がれる集落をつくる 交流・移住・通いで生き抜く地域』の再読一

'Potential of Collaboration in Rural Communities'through the Activities to Create Inheritable Communities 

佐久間康富＊・山崎義人＊＊

Yasutomi SAKUMA, Yoshito YAMAZAKI 

1 はじめに

本特集企画の編集担当者から「農村協働力」というキ

ーワードで，筆者らの近著である『住み継がれる集落を

つくる 交流・移住・通いで生き抜く地域』（学芸出版社，

2017年円以下本書）の内容を基にした論考の依頼があ

った。そのため本稿では，本書で取り上げた住み継がれ

る集落をつくる営みを「農村協働力」の観点から再読す

るかたちで論を進めていきたい。

2 『住み継がれる集落をつくる』の概要

(1)作成経緯

本書は筆者らが編者として位置づけられているが，作

成の母体は， 日本建築学会農村計画委員会内の集落居住

小委員会を中心とするメンバーである。主に 30代から

40代の研究者 15名注 I)で構成されている。

2012年度から活動が始まり，メンバーそれぞれの研

究に加えて，毎年 1.2回の公開研究会， 2回 (2014年，

2017年）の日本建築学会大会での研究協議会等の開

催（表 1) を通じて，議論を重ねてきた。その成果を，

2017年8月，出版できたというのが作成経緯である。

(2)主題

私たちは，社会的，空間的観点から集落がいかに住み

継がれていくのかという問いを主題とした。昭和一桁世

代，戦後生まれの高齢者を中心に維持されてきた，地域

社会，地域空間が次世代によって「いかに住み継がれて

いくのか」という問いである。

人口減少社会のなか，集落の限界や自治体の消滅可能

性が懸念され，近年は「地方創生」政策のもと人口獲得

競争ともいえる局面にある。いたずらに危機感をあおる

論が展開され，わかりやすい成果が早急に求められ，地

域の人々の暮らしを見通す上での不安感が助長されてい

る。こうした中，計画を担う学問分野として，地域の人々

表 l 公開研究会の概要

回開催場所日程 主題 ゲスト

#01 兵庫県丹波市 「定住のカタチ」 出町恨氏（関西大学研究員）
青垣 から「住み継ぐ」
2012/12/14 カタチへ

#02 徳島県三好市 地域の多様な住 大南信也氏 (NPO法人グリーンバレー理事長）／
2013/6/29 み継ぎ方を考え 吉田絵美氏（三好市地域おこし協力隊 ・NPO法人

る マチトソラ）／坂口祐氏（物語を届けるしごと）

#03 和歌山県紀美 都会から田舎 西岡靖倫氏（紀美野町役場産業諫・きみの定住を支
野町 へ、 1ターン移 援する会）／鞍雄介氏（りら創造芸術高等専修学校）
2013/11/3 住の現場 ／増廣貴子氏（紀美野町地域おこし協力隊）

#04 大分県国東市 住み継ぐための 中野伸哉氏（エ房ラパロマ）／今冨正幸氏（今冨建築）
2014/11/22 古（民）家再生 ／吉田拓也氏（「集ういえ」案内人）

評 新潟県十日町 “奇跡の集落'多田朋孔氏（十日町市地域おこし実行委員会事務局

市 が生まれる背景 長・地域おこし協力隊 OB)/山本浩史氏 (-j-日町

2015/7/11 とインターン 市地域おこし実行委員会代表理事）／日野正基氏（中

シップの取組み 越防災安全推進機構復典デザインセンター）

#06 宮城県石巻市 被災集落の流動 宮定章氏（まち・コミュニケーション／李仁子氏（束
旧十五浜 的居住とその行 北大学）／高橋頼雄氏（雄勝硯生産販売協同組合）
2015/10/31 方 ／徳水利枝氏（雄勝スターズ）／山下恵美氏（同左）

#07 広島県小佐木 島を継ぐもの。 柳幸典氏（現代美術作家）／野口孝志氏（公財）ポエッ
島 ク里海財団業務執行理事）／大橋実咲氏 (ART
2016/6/4 BASE MOMOSHIMAチーフマネージャー）／来山哲

二氏（ポエック株式会社代表取締役社長・（公財）
ポエック里海財団代表理事）／山本公平氏（広島経
済大学教授・（公財）ポエック里海財団業務執行理事）

#08 北海道札幌市 北海道の観光と 前原功治氏（ニセコ町商工観光課）／飯嶋瑶子氏（ふ
2016/11/26 地域づくりの最 らのまちづくり（株）タウンマネージャー ・Le

前線 BON PLANコーディネーター）／高橋大樹氏（（株）

Full Comission) /中尾有希氏 CR.／P森roj傑ec氏tバジェッ
トトラベル事業プロデューサー） （北海道
大学建築計画学研究室）

注 1) 2015年度農村計画委員会春季学術研究会として開催

の地道な取り組みや，地域を住み継ぐ意思を支援し，地

域が住み継がれるカタチを社会で共有し，未来を展望す

るビジョンを描く必要があるのではないだろうか， とい

う主題設定をした。

主題設定に基づき，後に詳しく述べるように，空き家

の利活用，地域外との繋がり，地域づくりの枠組み，移

住戦略という観点から，全国事例の到達点を示し，いか

に住み継がれていくのかという主題の論考をまとめたの

が，本書の内容である。

(3) 「住み継がれる」とはなにか

本書の結論では，以下のような「住み継がれる」概念

について記している。「農村協働力」の今後を想定する

際にもその補助線となることを期待する。

家屋などの居住空間，田畑・山林などのなりわい空間

を適切に次世代に送り届けるには，定期的な維持管理作

業が欠かせない。一般的に維持管理作業は，時間の経過

＊和歌山大学システム工学部 Wakayama University, Faculty of Systems Engineering 

＊＊東洋大学国際学部 Toyo University, Department of Regional Development Studies 

Keywords : 1)交流， 2)移住， 3)通い， 4)空き家， 5)集落，なりわい
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図l 「住み継がれる」概念図

とともに担い手が高齢化 し，活動量が減衰 していく。衰

退した集落空間 ・なりわい空間を次世代も利活用可能な

ように立て直すためには．地域外住民を含めた多様な担

い手による一定の労力が必要である。一方で．全国的な

人口減少局面のなかなかなか先を見通すことは難 しい。

結果意思決定は先延ばしにされ，資産は流動化せず，

私有財産としての空き 家は地域のスト ックにはならずに

朽ち果て，集落が荒廃している。

そこで地域外住民を含めた多様な担い手による一定

の労力を受け入れながら，意思決定可能な期間に時限を

区切ることで先の見えない時代でも意思決定を可能に

することができる。兵庫県篠山市では， 10年とい う時

限を区切ることで集落住民による NPOが農家民宿事業

を始めることができ兵庫県神河町の事例で「セ ットア

ップモデル」とされているように， 2年で解散すること

を規定に盛り込んだ LLPにより 生業が再生され，次世

代への継承が企図されている （本書の5章）。 立て直す

取り組みの永続を期すると心理的負担が大きいが，5か

ら10年の見通し可能な年限を設けることで実施の意思

決定が可能になる。集落が 「住み継がれる」のは，こう

した有限のプロジェクトを繰り返すことで達成されると

いえる （図 1)。

時限を区切った意思決定により ，次世代に住まい，生

業集落を継承し，その可能性をいわば積極的に先送り

する。途中でバトンがこぽれ落ちることもあるかもしれ

ないが，次の世代に継承の可能性を広げ，選択を託す。

こうした将来の可能性に向けて．丁寧にバトンを渡して

いった結果として現われてくるのが 集落が「住み継が

れる」ということではないだろうか。

本書の結論では，以上のような「住み継がれる」概念

について記した。

3 「縮み方の シナリオ」と「農村協慟力」

(1)「縮み方のシナ リオ」

「農村協働力」に向けた議論に戻りたい。上記の検討

の過程において， 筆者の山崎より，「縮み方のシナリオ」

が示された （図2)。これまでの住み継ぐ主体は生活拠

点を地域に置いている「常住住民」が前提であったが，

住んでいる人を黄身に，ご縁のある外部の人を白身にと

して「目玉焼き」に例え，常住住民と地域外の主体との

.,‘,＇’
し，＇卜，．9
9
,

．，••• 

＼
．
．．c

る
・
凸

．．
 
、

7

7

 s, 

＼
も

は

．

て

＇

ヽ
1,'

つ

量

減が

＇

ー

動

‘

点
い。

人る―

、

翌
．
．
i

でん
。．
 

9
9
,

'

 

..
 

，
住

干`，
1

,
4
~

.＼
も

．
性
つ

ーロニ[

• 

図2 「縮み方のシナ リオ」
（「住み継がれる集落をつくるJp.20, 21をもとに作成）

関係を図式化している。人口減少局面の中で，何もしな

ければ自然減・社会減により人口が減り，地域の活動量

（ご縁の総量）も減少していくが，人口減少局面を受け

入れつつ，常住住民が積極的に外部との交流を展開する

ことで，常住住民の人口が減ってもご縁の総最を落とさ

ないようにすることができるのではないか。結果，住み

継いでくれる人が現れる可能性を広げることが出来るの

ではないか。このシナリオによ って，人口が減少しても

住み継がれる集落を次世代に送り届けていくことが出来

るのではないか， という仮説をまとめたのが「縮み方の

シナリオ」である。

ただし，農村の常住住民と地域外の主体との関係から，

地域を捉えようとするまなざし自体は新しいものではな

い。そもそも地域は周辺との関係の中にあり続けてきた

ともいえるし，70年代鶴見和子らによる内発的発展論

イングランドのニューカ ッスル大学 ・農村経済センタ ー

で展開され，村上，安藤，小田切，後藤らによ って紹介

されている「新しい内発的発展論（ネオ内発的発展論）」叫

あるいは「共発的地域づくり」 6>, いずれも周囲との関

係の中で地域をとらえようと したものである。新しい内

発的発展の説明にも， 「どの地方でも外来的な力と内発

的な力は存在しており ，地方レベルでは地方と外部が相

互に関係 し合わなくてはならいのである。重要なポイン

トはこう した広範囲に及ぶプロセス，資源，行動を自分

たちのためにハンドリングできるような地方自らが能力

をいかに高めていくかである」 4) とあり，周辺との関係

を自らがハンドリングできることの重要性が指摘さ れて

いる注2)。

「縮み方のシナリオ」で仮説的に示された図式は，こ

れまでの議論を踏まえながら，住み継がれる集落のあり

方を主題と して，周囲 との関係の中にある農村を取 り上

げ，常住住民と地域外の主体との関係をわかりやすく示

したところに特徴があるといえるのではないか。
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(2)「農村協働力」

さて，本特集のキーワードである「膜村協働力」であ

る。「協働」とは，「異なる能カ・資格を有する複数の行

為主体が，共通の上位目標を設定して．力を合わせて活

動すること」 7) とされている。「まちづくり」の分野で

は．協働の前段階として 1970年代に「参加型まちづく

り」が世田谷等でうまれ， 90年代に入りワークショッ

プの手法を伴って全国に広がった。1995年の阪神淡路

大震災の復興支援に多くのボランティアが駆けつけたこ

となどを契機にNPO法の施行につながり，「新しい公共」

概念，「自治基本条例」．「協働事業提案制度」の広がり

へと至っている。行政に市民が参加する形式から．市民

自らが行政を巻き込んで公共的領域を見いだしていく場

が生まれている。異なる主体の役割分担によって，公共

的課題の解決にあたる実践が広がってきているといえる。

一方で．前項の「縮み方のシナリオ」で示された地域

外の主体との関係は，住み継がれる集落を主題としたも

のであるが，集落内の資源だけでなく地域外の主体との

関係を積極的に維持していくことを想定している。常住

住民と地域外の主体が「協働」することが想定されてい

るともいえ， ここに「農村協働力」を見て取ることが出

来る。

ここで. 2つの協働を想定したい。まず「縮み方のシ

ナリオ」で示された常住住民と地域外の主体といった地

域内外の異なる主体による「地域内外の協働」が想定さ

れる。次に「まちづくり」の分野で先行してきた課題解

決に向けた主体間の役割分担としての「地域内の協働」

も想定できよう。両者は明確に分けられるものではなく，

多くの場合は重なっているが．「鹿村協働力」から事例

を読み解く際の手がかりになると思われる。

4 「農村協働力」の観点から本書を再読する

この「農村協働力」の観点から．本書の 4つの章で取

り上げた空き家の利活用．担い手の「通い」，地域づく

りの枠組み，移住戦略の事例（図 3) を再読したい。

(1)空き家の利活用における 「農村協働力」

本書の 3章では．空き家の利活用に着目し，空き家に

地域や外部支援者が関わることで住まいとして住み継が

れている事例を紹介している。

空き家の利活用においては，いずれの事例においても

空き家所有者，移住者等の新しい利用者．その両者をつ

なぐ仲介役・世話役の 3者が紹介されている。空き家は．

所有者が利活用，適正管理をする動機，理由がなく，結

果として放置されることが多い。農村に限ったことでは

ないが特に農村では新しい移住者の振る舞いで集落に

迷惑をかけたくない．お金に困っていると思われたくな
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図3 全国事例の整理と住み継がれるもの

い， といった理由が障壁になる。利活用を促進させるに

は，こうした空き家所有者に丁寧に働きかける仲介者・

世話役の存在が重要である。大分県国東市伊美の事例で

は移住支援などに取り組む NPOや市が，福島市志賀島

の事例では地域課題に取り組む民間事業者と自治会によ

る団体が熊本市中緑校区の事例では校区をはじめとし

た自治組織や協議会が，福井県美浜町・鹿児島県頴娃

町の事例では地域の課題解決にあたる地域型 NP081と

もいえる主体がそれぞれ仲介・世話役の役割を果たし

ている。地域外の専門家の支援を得る場合もあるが，基

本的には空き家を利活用する理由のある地域が主体とな

り「地域内の協働」によって課題を解決している様が

見て取れる。

(2)担い手の「通い」の事例に見る「農村協働力」

次に 4章では，担い手の「通い」に着目し，人口減少

や大雪災害を契機に転出した他出者が地域への「通い」

によって集落を住み継いでいる事例を取り上げている。

兵庫県但馬地域では他出した元住民が無住化した集落

に通っている事例，長野県栄村・北海道旭川市西神楽で

は冬期の過酷な環境を二拠点居住でしなやかにしのいで

いる事例，新潟県長岡市山古志地域では中越地震の復興

に際して離村した旧住民による通いや大学生や地域復興

支援員といった外部の主体の関わりの事例，宮城県石巻

市十五浜では被災から復興する人々を紹介しながら離散

した人々が再び集まる依り代になる生業の可能性を示し

た事例，山梨県早川町では地域型 NPOや地域外ボラン

ティアの集落支援活動により地域が新規移住者を迎え入

れることが出来るようになった事例が取り上げられてい

る。いずれも地域外との関わりを示した事例であるため，

「地域内外の協働」の成果を見て取ることが出来る。地

域外の担い手は地域外のボランティア，専門家だけで

はなく，他出，離散した人々も外部の支援者になりうる

可能性が示されている。



(3)地域を支える枠組みの事例に見る「農村協働力」

5章では地域を支える「枠組み」の観点から，集落

を支える主体（組織）のあり方を工夫し，集落の生業や

風景の継承に取り組んでいる事例を取り上げている。

兵庫県篠山市集落丸山における空き家であった古民家

を地域の専門家団体と自治組織による LLPい） が再生し

集落住民の NPOが民宿を運営している事例，兵鹿県神

河町における地域が主体となった LLPが地域外の専門

家の支援を受けながら茶圏の継業注°にチャレンジして

いる事例，広島県小佐木島・百島において民間事業者の

活動を母体とした公益財団法人がアート プロジェクトを

支援して島の環境を美しく再生している事例が該当す

る。 NPO,LLP. 公益財団法人と枠組みの形態は違うが，

「地域内の協働」を活動の基盤として「地域内外の協働」

によって空き家，生業島の風景が再生されている事例

と解釈できる。

(4)移住戦略の事例に見る「牒村協働力」

6章では，移住者を受け入れる「戦略」に着目し，そ

の仕組みづくりに取り組んでいる事例を取り上げている。

徳島県佐那河内村での集落を介した移住者の受け入れ

を行政と自治組織が協働で取り組んでいる事例，和歌山

県紀美野町での行政と NPOが協働して移住者と地域社

会を丁寧につなぎ着実に移住者を受け入れている事例が

紹介されている。地域外の移住希望者を受け入れるため

に地域内の協働により受け入れ態勢を整え，着実に受け

入れている地域の事例といえる。

(5)「農村協働力」からの再読

以上の事例から「農村協働力」についてまとめておき

たい。再読してきた本書の事例であるが， (1)空き家の

利活用， (4) 移住戦略については， 「地域内の協働」が

主軸になっており， (2)担い手の「通い」， (3)地域を支え

る枠組みについては，「地域内外の協働」が主軸になっ

ているといえる。冒頭で見たように周囲との関係の中に

農村があり，異なる主体との協働によって住み継がれる

集落がつくられている様子が再確認できたといえよう 。

ただし，協働を地域内外の関係から捉える枠組みは，

あくまでも対象を理解するための便宜的なものである。

実際は，専門家は地域の中にも存在するし，常住住民も

移住希望者も，地域との関わりにおいて図に示すような
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「定住」以外にも地域には多くの関わりの段階がある。「移住」のみが政
策目標になりがちだが、 通いや定住にも多様な関わり方がある。

図4 「住み継ぎの段階性」概念固

多様性がある。また，住まいを移すことによってその局

面は変わりうる。移住者数の増加を目指す「移住」の一

断面のみが政策目標となることが多いが，各段階の担い

手を想定した適切な働きかけが求められる（図 4)。 こ

こで各世帯の財産，地域の共有財産の継承者が増えるこ

とが必須ではない。少人数社会システムの構築に向けて

財産の継承者は少なくとも ，協働の要諦である他者との

コミュニケーションを丁寧に重ねながら，各段階の担い

手への適切な働きかけをすることによって，地域内外の

活力をハンドリングしながら集落を住み継いでいくこと

が求められているといえよう 。

注

注 1)小委員会のメンバーは以下の通りである (2018年3月

現在）：内平隆之 （兵庫県立大学），大沼正寛（東北工業大

学），岡田知子（西日本工業大学），席和雄 （ふるさと回婦

支援センター）， 佐久間康富 （主査 ：和歌山大学），柴田祐

（幹事：熊本県立大学）， 消野隆 （江戸川大学），田口太郎 （徳

島大学），野村理恵 （北海道大学），姫野由香（大分大学），

平田隆行 （和歌山大学）．藤原ひとみ （有明工業高等専門

学校）， 八木健太郎 （広島大学），山崎義人 （前主査 ：東洋

大学）， 遊佐俊彦 （奈良県立医科大学）

注 2)その背景にある都市空間のとらえ方として， Healeyに

よる都市の定義「都市とは物理的な対象ではなく 「活動

する大衆」の交錯する流れの中の柔軟で拘束されることの

ない結びつきである」がある 翌

注3)LLPとは．有限責任事業組合 (LimitedLiability Partner-

ship)のこと。損益や権限の分配を 自由に決めることので

きることが特徴のひとつである。

注 4)継業とは地域のなりわいを引き継ぎつつ，移住者な ら

ではの新たな視点により再活性化して．地域で継続できる

なりわいを営むこと 9)。
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