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中山間地域における農業集落の類型化と

担い手の意向からみた地域維持について

原裕美*・遠藤祐子

C1assification of Rural Communities and Methods of Maintaining the Region 

from the Intentions of Successor in Hi1ly and Mountainous Area 

Hiromi HARA and Yuuko ENDOU 

Abstract. We classified the rura1 communities based on the increase and decrease 

of the tota1 number of houses. 1t was found that the deve10pment type was 17 %， 

the midd1e type was 59 % ， and the decline type was 24 % . Among these， 5 % of the 

communities faced serious difficu1ty to maintain community functions. 1n this regards， 

it cou1d be said that in 2010 about 143 rura1 communities will be faced serious 

difficu1ty to maintain the community functions 

It will be forecasted that the number of peop1e engaged in agricu1ture will be 

decreased in near future. Consideration and the intention to agricu1ture and the farm 

village are di百"erentdepending on successor's attribute. However， they have common 

considerations which fee1 importance to succeed the farm1and from the ancestor， and 

to eva1uate the versatile functions of agricu1ture. Moreover， each has the intention 

which affects the region through regiona1 activities and framework. 

From the intention and the decreasing forecast of the successor， it is necessary to 

secure the ta1ents and act to maintain the region by exceeding the rura1 community. 

1t is a1so necessary to p1an the activities in such way so that various ta1ents can 

participate in the community deve10pment 

緒言

これまで中山間地域に対する様々な提案や支援が実

施されてきたが、 2000年世界農林業センサス(以降

は「農業センサス」とする)においては、全国で約

5，000の農業集落が減少した。

落自体の維持の困難化が懸念される。このような状

況の中で、集落維持の困難な集落の実態解明やこの

ような集落をはじめとした中山間地域の維持方策が

求められている。

そこで、本報告では、集落機能に視点をあてた農

業集落の類型化を行い、集落維持の困難な限界的集

落の実態解明と今後の予測を行った。さらに、担い

手の意識や意向を分析することにより、今後の地域

維持の方向性を明らかにした。

山口県においては、農業集落減少率が 7.1%で全国

第3位の高い値を示し、農業集落の減少が続いてい

る。また、他県よりも早いペースで高齢化が進行し

ており、農家戸数の減少や耕作放棄地が増加し、共

同活動等集落機能の維持が困難化している集落もで

できている。さらに、戦後中山間地域を支えてきた

60歳代後半から 70歳代の担い手がリタイアの時期

を迎えることからも、ますます農地の維持管理や集

*現山口県農村振興課

現地調査にあたっては、周南市鹿野総合支所、周

南市大潮地区、阿武町福賀地区及び同地区出身者の

関係者、関係農林事務所等多くの方々に御協力いた

だいた。関係各位に対し、深く感謝の意そ表する。
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方法

1 農業集落の類型化

1980年、 1990年、 2000年の農業センサス農業

集落調査結果を用い、総戸数の推移による集落分類

と寄合や共同活動等の集落機能による分析を行った。

2 集落活動実態調査

周南市大潮地区 7集落及び阿武町宇生賀地区4集

落において、 2003年に集落代表者、役場担当者、農

林事務所担当者を対象に聞き取り調査を行った。

3 農業・農村に対する担い手の意識調査

上記2地区において、 2004年に農業者、非農業者、

他出あとつぎ、不在地主を対象にアンケート調査を

実施した。アンケート回答者については、第 l表の

とおりで、結果は 2地区の合計値で示した。

第 l表アンケート回答者

E室主主i
大潮地区宇生賀地区

担い手区分 年齢 不豆
口口l

農業者 45~82 65 
非農業者 55~80 17 

他出あとつぎ 40~54 7 
不在地主 40~ 10 

56 9 
15 2 

7 
10 

注:アンケート調査 (2003年実施)

結果及び考察

1 農業集落の類型化と限界的集落の予測

農業センサス農業集落調査では、農業や農家、集

落活動の実態から農業集落の状況を明らかにしてい

る i。しかし、近年では混住化が進み非農家が集落

活動に参加し、集落の状況に影響を与えることが考

えられるため、農業集落を総戸数増減で分類した九

分類の方法は、 1980年から 1990年、 1990年から

2000年にかけて、総戸数が増加し続けた集落を発展

型、総戸数が減少し続けた集落を衰退型、それ以外

を中間型とした。

分類結果は、中山間地域における発展型集落の割

合は 17%、中間型集落は 59%、衰退型集落は 24%

であった(第 l図)。そのうち、総戸数の停滞、減少

傾向と集落機能の低さから、中間型と衰退型のうち

総戸数9戸以下の集落を集落維持が困難であるため、

限界的集落**と定義した。

農業集落を類型別にみると、発展型から衰退型集

落に向かうほど、農家人口の減少と高齢化が進み、

集落機能が脆弱化する傾向がある(第2表)。発展型

(3%) 

発展型
17% 

中間型
59% 

第 l図類型別の農業集落割合

注:限界的集落は中間型、衰退型集落の

うち、総戸数9戸以下の集落

第2表類型別の農家人口、高齢化率、農業集落機能

農業生産機能 生活的機能

集落類型農家人口 高齢化率寄合函数集団転作実行組合 用排水路 話し合いの実施率 生活関連

実施率 組織率 集落管理 祭り・逼動生活関連福祉・厚生 施設集落
率 会 施設 管理率

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

発展型 64.3 32.6 4.8 3.3 74.4 77.8 75.6 54.7 3l.7 77.2 
中間型 48.7 35.3 5.1 3.1 74.0 68.1 78.0 54.9 35.2 79.4 
衰退型 36.1 4l.0 4.5 4.3 67.3 67.0 73.6 5l.2 3l.4 77.8 
限界的 15.1 39.8 3.9 0.8 70.4 58.7 66.4 45.6 28.0 63.6 

注:1)実行組合は統計用語で、具体的には生産組合、農事実行組合、農家組合、部農会、農協支部
などの名称で呼ばれている集団のこと

2)その他は第 1図と同じ

*大野が参考文献3)で示した「限界集落」は、集落の総人口に占める 65歳以上人口が 50%以上の集落である。

集落機能が非常に脆弱化しているという点では、「限界的集落」も同様であるが、定義が異なるので区別するため

「限界的集落」と表現した。
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第2図 類型別の農業集落分布状況
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第3図 主要施設までの所要時聞が 30分以上の

類型別農業集落割合

注:DID (人口集中地区)とは、人口密度 4，000人

/km2以上の国勢調査区c1調査区おおむね

50世帯程度)がいくつか隣接し、合わせて人

口 5，000人以上を有する地区をいう

集落は、人口の多い瀬戸内地域に隣接して多く分布

しており、衰退型集落は、旧市町村境に多く分布し

ている(第2図)。

限界的集落は 125集落あり、集落機能は衰退型集

落よりも脆弱化している。また、生活上の主要施設

から速い旧市町村境に多く(第3図)、衰退型集落と

隣りあって分布している。さらに、 2000年の総戸数

と総戸数増減率から 2010年に総戸数が9戸以下に

なる集落を限界的集落に含めると集落数は 143とな

り(中間型 66集落、衰退型 77集落)、今後も増加

が予測される。

このことから、市町村合併により、旧市中心部か

ら離れた地域では総戸数の減少が進むとともに、機

能が低下した集落の増加にともない地域活力の低下

する可能性が高い。それをくい止めるには、それら

の集落が連携し、地域に必要な活動を住民が中心と

なって進めることが重要と考える。
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第3表今後の農業意向と帰村予定
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(単位:%)

農業をする
農業をしな わからない

帰村予定
担い手区分

合計 拡大 維持 縮小 ある
ない・わかし、
らない

農業者 83.6 8.2 75.4 0.0 4.9 11.5 

非農業者 17.6 76.5 5.9 

他出あとつぎ 100.0 0.0 71.4 28.6 

不在地主 0.0 100.0 

注:1)他出あとつぎでは帰村予定のある 71.4%が「農業をするJ1"農業をしない」に回答

2)ーはデータなし

第4表農業に従事する理由

生活費を 先祖から正式自然の中 機械化に農業機械z農産物自 ネ 守 益農業は生
担い手区分補う収入方 け高齢、やで働くのが健康維持より作業かがま戸使え その他

給ができる ー き甲斐
得られる 土地をするすき 楽になった る

農業者 34.5 76.4 76.4 38.2 41.8 38.2 29.1 21.8 3.6 

0.0 

0.0 

非農業者 33.3 堕よ 堕よ 33.3 邑よ 0.0 0.0 0.0 

他出あとつぎ 25.0 25.0 100.0 50.0 50.0 0.0 25.0 25.0 

不在地主

注:1)非農業者と他出あとつぎは第 3表で「農業をする」を選択した人が回答

2) はデータなし

第5表農業上の課題

(単位%)

t!l.o'手 労働 官 情報 ぞあ雇

勤めと農 農業機械農業経営
担い手区分後継者確労働力が農作業は作業のや農産物価が高くてはもうから農地の確農業技術相談相手年金が少家族の介農作業で

保ができ不足して体力的ド」りくりが大格が安い維持更ず維持困供ができや情報ががし、ない なく将来護等で時自由な時
ない いる きっい 変 新が困、難難 ない ない が不安閑がない間がない

農業者 55.2 66.0 70.7 39.1 86.2 亘ι♀ 71.4 8.0 25.5 8.0 57.7 17.0 26.0 
非農業者 100.0 辺込旦 100.0 71.5 66.6 立ょ呈 77.8 12.5 37.5 25.0 77.7 16.7 37.5 

他出あとつぎ 57.2 57.2 斗4 28.6 57.2 42.9 42.9 。。 42.9 14.3 28.6 。。 28.6 
不在地主 80.0 60.0 80.0 60.0 80.0 担ム且 80.0 20.0 40.0 40.0 40.0 。。 20.0 

注:1)回答の選択枝は「非常にそう思うJ1"ややそう思うJ1"どちらともいえない」

「あまりそう思わないJ1"まったくそう思わないJ1"わからない」とした

2)データは「非常にそう思う」と「そう思う」の割合を合計している

2 地域に関わる多様な担い手の意識と今後の意向

1 )農業への取り組みの意向と他出者の帰村予定

農業者では将来も農業に従事する人が 83.6%で、

現状規模を維持する意向が強い。農家ではあるが農

作業に関わっていない非農業者では、農業に従事す

る人が 17.6%と少ない。また、他出あとつぎの内の

帰村予定者全員が農業に従事する意向を持つが、人

数は少なく、不在地主で帰村予定のある人はいない。

これらのことから、農業に従事する人は将来的にも

減少し、農業の担い手不足は深刻化することが予想

される(第3表)。

農業に従事する理由として、どの担い手にも共通

して多いのが、「先祖から受け継いだ土地を守る」こ

とである。このことに加えて、農業者は「農産物を

自給できる」と言う収益面を理由にする人が多く、

非農業者は「農産物を自給できる」という収益面に

加えて「健康維持」という新たな農業の効果に期待

する人が多い。挙げた人は少ないが、担い手間で共

通の理由に「生活費を補う収入が得られるJ1"自然の

中で働くのがすき」など、収益面と新たな農業効果

の面も認められる。

また、農業者のみが「機械化により作業が楽になっ

た」を選択していることから、現状の農作業を楽に

することによって農業に従事する意向は高まり、農

業に従事する意向の強い農業者と他出あとつぎが「農

業機械がまだ使えるJ1"農業は生き甲斐」を選択して

いることから、所有機械や生き甲斐の消失によって

農業に従事する意向も消失することが推察される(第

4表)。

このように、農業に従事する理由には担い手によ

り違いがあることから、収益面と農業効果の面を考

慮した取り組み方法を提示すること、さらに、地域

に関わる多様な人材を担い手として捉え、減少する

農業の担い手を補完していくことが必要と考える。
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2)農業在行う上での課題

回答の多い項目を「担い手J1労働J1経営J1情報」

「その他」で整理し、回答者の割合を第 5表に示めす。

( 1)農業者

過半数の人が回答した課題を割合の多い)1恒に並べ

ると、農業者では「農産物価格が安いJ1農業機械が

高くて維持、更新が困難J> 1農業経営はもうから

ず維持困難J> 1農作業は体力的にきついJ> 1労
働力が不足しているJ> 1年金が少なく将来が不安」

> 1後継者が確保できない」になる。農業者は経営

が不安定な状況を最も懸念していることが判る。

( 2)非農業者

農業者の場合を同様に過半数の人が回答した課題

を割合の多い順に並べると、非農業者では「後継者

が確保できないJ1労働力が不足しているJ1農作業

は体力的にきついJ> 1農業機械が高くて維持、更

新が困難J1農業経営はもうからず維持困難J> 1年
金が少なく将来が不安J> 1勤めと農作業のやりく

りが大変J> 1農産物価格が安い」になる。非農業

者は担い手が少なく、体力的にきつい状況を最も懸

念していることが判る。

( 3)他出あとつぎ

他出あとつぎでは、「農作業は体力的にきついJ> 
「後継者が確保できないJ1労働力が不足しているJ1農

産物価格が安い」になる。他出あとつぎは体力的に

きつい

状況を最も懸念していることが判る。

( 4)不在地主

不在地主では「後継者が確保できないJ1農作業は

体力的にきついJ1農産物価格が安いJ1農業機械が

高くて維持、更新が困難J1農業経営はもうからず維

持困難J> 1労働力が不足しているJ1勤めと農作業

のやりくりが大変」になる。不在地主は後継者が確

保できず、体力的にきついのに、経営が不安定であ

るというような懸念のあることが推察される。

全体的には「担い手J1労働J1経営」を課題とし

て選ぶ傾向にある。中でも「農作業は体力的にきつい」

の割合は、どの担い手においても高い。特に他出あ

とつぎは 40、50代の若い世代であるにも関わらず

課題の中で最も割合が高く、農作業の個人負担の軽

減は農業に従事する上で重要な課題である。さらに、

農業者は「経営」、非農業者は「担い手」、他出あと

つぎは将来農業に携わる時の「労働」というように、

課題の順位や回答割合の偏りには、担い手の区分に

よる農業に対する立場の違いが現れている。

3)農業・農村に対する意識

担い手の農業・農村に対する意識を、担い手毎の

回答率で第6表に示した。それらについて、担い手

毎に過半数が回答した項目を回答率で並べ替え、そ

れぞれの意識を分析した。

( 1)農業者

農業者は「農地を守ることは自分達の役割J> 1先
祖伝来の農地を守ることは重要J> 1農業はうるお

いややすらぎを与えているJ> 1農業は生物に住む

環境を与えたり、災害防止機能がある」となり、自

分達が農業によって農地を守り、やすらぎを享受し、

環境保全・災害防止に貢献できるという意識をもつ

ことが推察される。

第6表農業・農村に対する意識

先祖伝来 農業は潤
農地を守る

の農地を 斗いややす
担い手区分 ことは自ノ

守ることは 刀らぎを与え
達の役割

重要 ている

農業者 86.0 89.5 71.7 

非農業者 70.0 77.8 66.7 

他出あとつぎ 66.7 50.0 50.0 

不在地主 75.0 37.5 75.0 

注:第 5表と同じ

農業は生
物に住む将来、地域

集落内の
環境を与 づくり活動

人間関係
えたり、災に是非参

が面倒
害防止機 加したい
能がある

70.4 33.3 14.5 

81.8 55.5 20.0 

83.4 50.0 16.7 

85.8 42.9 28.6 

(単位:%)

集落あるい
は地域で
の共同活
動が負担

36.0 

18.2 

0.0 

57.2 
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第7表今後地域に対して自分ができること
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(単位:%)

加
動
日

産
活
対

農
工
毒

物
直
動
日

産
の
活
劫

農
等
売
差

業
伝
句

作
手
民

農
の
川

詩
的
る

町
内
幅
四
オ

農
有

l
分区手

車で近
環境美 所の人を

趣味の
化やイベ

仲間づく
、ト等の 加 や病院
手伝い ソ に連れて

行く

地域でで
イベント

介護のきた野菜 i

手に客と
手伝いや米を購 # 

入 して参加

農業者 37.7 盟主 37.7 24.5 

非農業者 0.0 盟.，.Q 30.0 20.0 

他出あとつぎ 0.0 33.3 0.0 0.0 

不在地主 0.0 37.5 0.0 25.0 

平均 9.4 42.9 16.9 17.4 

注: はデータなし

( 2)非農業者

非農業者は「農業は生物に住む環境を与えたり、

災害防止機能があるJ> ["農地を守ることは自分達

の役割J> ["先祖伝来の農地を守ることは重要J> 
「農業はうるおいややすらぎを与えているJ> ["将来、
地域づくり活動に是非参加したい」となり、環境保

全・災害防止のために自分達の農地を守る必要性と、

農業によるやすらぎを享受できる地域づくり活動へ

の取り組み意識を持つことが推察される。

( 3)他出あとつぎ

他出あとつぎは「農業は生物に住む環境を与えた

り、災害防止機能があるJ> ["先祖伝来の農地を守

ることは重要」となり、環境保全・災害防止のため

に農地を守る意識を持っており、「集落あるいは地域

での共同活動が負担」という意識はないので、集落

や地域の呼びかけによって農業や地域づくり活動に

参加する可能性が高いことが推察される。

( 4)不在地主

不在地主は「農業は生物に住む環境を与えたり、

災害防止機能があるJ> ["先祖伝来の農地在守るこ

とは重要」、「農業はうるおいややすらぎを与えてい

るJ> ["集落あるいは地域での共同活動が負担」と

なり、環境保全・災害防止のために農地を守る必要

性と農業のうるおいややすらぎを感じる反面、共同

活動に負担を感じるので、集落や地域の呼びかけに

よって、農業や地域づくり活動に参加することはな

いにしても、協力の得られる可能性はあることが推

察される。

これらのことから、すべての担い手は、農地を守

る意識が強く、農業の多面的機能を高く評価してい
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20.0 

7.5 

10.0 

50.0 33.3 33.3 0.0 50.0 16.7 

37.5 12.5 12.5 12.5 75.0 25.0 

50.6 19.8 7.5 33.4 62.5 20.9 

る。その中でも、農業者と非農業者は農地保全の役

割を意識し、他出あとつぎは農業や地域づくり活動

へ参加する意向を持っていることは明らかである。

4)今後地域に対して自分ができることへの意向

「これからの農業や地域を元気にするために、あな

たが何かできると思うことはありますか」という質

問について、第7表に回答率を示した。

担い手毎に半数以上の人ができるとしたことの順

位は、農業者では「環境美化やイベント等の手伝い」

> ["農作業の手伝いをする」、非農業者では「環境美

化やイベント等の手伝いJ>["農作業の手伝いをする」

> ["趣味の仲間づくり」、他出あとつぎでは「環境美

化やイベント等の手伝いJ["地域でできた野菜や米を

購入」、不在地主では「地域でできた野菜や米を購入」

になる。

すべての担い手に共通する選択枝の中で、最も平

均回答率が高いのは、「環境美化やイベント等の手伝

い」、次が「農作業の手伝いをする」になり、農地保

全の意向が反映しているものと考える。また、「農作

業を積極的にできる」のは農業者の 37.7%のみであ

るが、非農業者や不在地主にも農作業の手伝いや直

売に参加できるという回答がある。さらに、農業関

連以外のことは立場の違いはあっても共通してでき

ることがあり、特に、他出あとつぎや不在地主は地

域農産物購入の意向が強く、間接的でも地域に役立

ちたいという思いがうかがえる。これらのことから、

すべての担い手が地域に関わることで、多様なこと

に取り組むことができると考える。

3 地域維持の方向性

今後の地域維持には、集落を越えて人材を確保し、
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活動肉容 活動事例

|既存組織の活動内容、参加範囲、現状の活動評価
意識・意向の把握|

目今後の活動意向等の把握(世帯員個別調査)

幅広い世代、男女 ~~oh...~;:tm""'-;:!:;-"'E3 1 世代別、男女別ワークショップの開催
十丁う1参加意識の高揚|の参加を促す I I -'1 -~-/~I-I~l!:'''I~V~I=J1WJ I他出あとつぎや不在地主への情報誌の送付

非農業者への技術的支援、生産以外の役割分担等に
よる直売所への参加

参加の場づくり|定年前後世代への農業セミナー開催

住民総参加の清掃、緑化活動、交流イベントの開催

他出者や都市在住者の参加による伝統行事の継承

第4図地域維持の課題と対策、活動内容

活動を展開する必要があると考え、その方向性につ

いて以下に提言する。ポイントとしては、共通の愛

着や目標を見つけること、農業生産だけではなく環

境美化や交流活動等も取り入れ、農業者を始め、他

出あとつぎや不在地主等多様な人材の参画を促すこ

とである。

そのための活動としては、以下の 1)~3) に示す

ように、地域に関わる多様な人材の意識や意向を吸

い上げ、参加意識の高揚を図り、多くの人が参加で

きる場づくりを行うことである(第4図)。

1 )地域の多様な担い手の意識・意向の把握

複数集落で活動するには、地域住民が共通の目的

と活動範囲への共通した愛着意識があることが重要

である。そのためには、住民意識調査や活動組織の

聞き取りなどにより、その地域における人的な共通

項そ見つけることが必要である。調査地区における

主な共通の目的は、地域活性化あるいは農地の維持

であり、旧小学校区や祭事に基づく愛着意識がある。

2)多様な担い手の参加意識の高揚

地域の農業者だけでなく、非農業者、他出あとつ

ぎ、不在地主など地域に関わる多様な人材の意向や

意見を吸い上げることが必要である。地域では特に、

若者や女性の意見を吸い上げる機会が少ないため、

世代別や男女別などで寄合をすることも有効である。

地域への関わりが希薄になりがちな他出あとつぎや

不在地主に対しては、地域の行事等を伝える情報誌

の送付などにより、地域への関心を高めることも必

要である。

3)地域住民総参画のための活動の場づくり

多様な担い手の意見に対応した参加の場づくりを行

うことで、地域住民が総参画できるようにする。調

査地区での活動への参加意向等から、以下のような

ことが提案できる。

①多様な担い手の参加意向が強い環境美化やイベン

ト等を地域活動にあまり参加していない人が主体的

に取り組めるように企画し、誰もがそれぞれの能力

を発揮できるように役割を持たせることで、多くの

地域住民の参加を促す。

②直売所活動は、技術的支援や生産以外の役割の分

担などにより農業者以外も参加を促すことができる。

このような体制も含めて、地域にある直売所の活動

の見直しゃ強化を検討する。

4)定年前後層の動向

最後に、農業就業人口のコーホート分析による世

代聞の変化率を第8表に示した。変化率から男性が

30~64 歳、女性が 55~64 歳で農業就業人口の流

入がみられ、特に男性の 60~64 歳層を中心にその

前後の層で大きく増加する。これらの階層には、企

業等の定年退職者が多く含まれることが推測される

ことから、今後も農業生産の担い手不足を緩和する

人材として、定年前後層は重要な世代といえる。

定年前後層を主な対象に多様な担い手を確保する

ためには、作業熟度に応じた役割分担や熟練者でな

くてもできる作業分担、 l人の作業量を減らす等で、

労働負担の軽減を図り、非農業者や他出あとつぎ等

地域に関わる人材を活用する体制を整備する必要が

ある。

第8表農業就業人口のコーホート変化率 (1995~ 2000年)

年爵 20~29 30~39 40~49 
男性 0.42 1.16 1.02 
女性 0.64 0.98 0.75 

資料・世界農林業センサス(1995、2000年)
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以上のような活動に住民自身が参画し、実践して

いくことが、今後の地域維持と活性化にとって非常

に重要であると考える。

摘要

集落機能に視点をあてた農業集落の類型化を行い、

集落維持の困難な限界的集落の実態解明と今後の予

測を行った。さらに、担い手の意識や意向を分析す

ることにより、今後の地域維持の方向性を明らかに

した。

1.農業集落を総戸数増減で類型化すると、発展型

が 17%、中間型が 59%、衰退型が 24%であった。

この うち、集落機能が非常に脆弱化した限界的集

落は 5% (125集落)を占めている。

2.集落機能は、発展型から衰退型へ向かうほど、

脆弱化する傾向があり、衰退型集落は旧市町村境

に多く分布している。

3.限界的集落は 125集落あり、集落機能は衰退型

集落 よりも脆弱化している。また、生活上の主要

施設から 遠い旧市町村境に多く、衰退型集落と隣

りあって分布 しており、 2010年の限界的集落予測

は 143集落になる。

4. 担い手の意向から、今後も農業の担い手は減少

する ことが予測されるため、地域に関わる多様な

人材を担 い手として捉え、減少する農業の担い手

を補完する必要がある。

5.担い手の立場によって、農業や農村に対する意

識や意向は異なっている。しかし、農地を守る重

要牲を強 く感じていたり、農業の多面的機能を評

価するなど共通した意識を持ち、地域に関わる意

向を持っている。

6.地域を維持するには、集落を越えて人材を確保

し、 集落の機能を活かして活動することにより、地

域を活性化していく取組が必要である。そのため

には、多様 な人材が関われるような活動のしくみ

が必要である。

ヨ|用文献

1)原裕美:中山間地域農業集落の動態とその要因一

山口県における実態一.2003年度日本農業経済学会

論文集，129-134，2003.

2)中国農業試験場:限界町村における定住人口の役

割と地域社会の活性化方策の解明，1996.

3)大野晃:山村の高齢化と限界集落. 経

済，55-71，1991.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

