１ はじめに
（１）持続可能な地域づくりを目指して
人口減少や少子高齢化が進む中で、住み慣れた地域で将来にわたり安心して暮らしていくため
には、まずは住民一人ひとりが自分が住んでいる地域のことを知り、地域の課題を把握した上で、
これからの地域の「持続可能性」や「目指す姿」について考えることが大切です。
「持続可能な地域づくりのために、具体的に何をすればいいのか分からない。
」と言った地域の
声に応えるために、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、将来にわたり地域住民が暮
らし続けるための一つの方策として、人口減少や高齢化が著しい中山間地域等において、一体的
な日常生活圏を構成している「集落生活圏」を維持するための地域住民が主体となった取組の必
要性を掲げています。
その流れを受けて、住民の暮らしを守り、地域コミュニティを維持して持続可能な地域づくり
を目指すための取組である「小さな拠点づくり※1」や、住民生活を支える新しい地域運営の仕組
みとなる「地域運営組織の形成※2」に注目が集まっています。
※1 小さな拠点とは
（H29.6 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局・内閣府地方創生推進事務局資料）
小学校区など、複数の集落が散在する地域（集落生活圏）において、商店、診療所などの日常
生活に不可欠な施設・機能や地域活動を行う場所を集約・確保し、周辺集落とコミュニティバス
等の交通ネットワークで結ぶことで、人々が集い、交流する機会が広がっていく、集落地域の再
生を目指す取組
※2

地域運営組織とは
（H29.3 総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書）
地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主
体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的
に実践する組織

（２）これまでの長野県事業の振り返り
県では、人口減少により、人々の暮らしの原点である「地域の絆」や、文化・歴史・景観など
の無形財産、農地・山林などの「ふるさと」の基盤が失われてしまうことを課題として捉え、各
地域の実情を踏まえた「集落対策」や「地域づくり」の取組が必要であると考えています。
そこで、地域コミュニティの根幹である集落を守り、市町村と住民の力を再び熱く燃やして欲
しいという思いから「集落“再熱”実施モデル地区支援事業」（H25～H28）、地域コミュニティの
維持と地域での暮らしを総合的に支える仕組みづくりの観点から「住民によるまち・むら活力確
保支援事業」
（H27～H29）に取り組んできました。
〇 集落〝再熱〟実施モデル地区支援事業（H25～H28）
趣
旨 市町村と住民が一体となった、自分たちの暮らす地域の存続のための取組に対し
支援を行い、その成果を検証・発信することにより、各地域への広がりを期す
実施内容 地域住民が主体となり、地域の目指す将来像（ビジョン）を策定し、策定したビ
ジョンに基づく取組を行政との協働により実施（９地区）
成
果 課題解決に向けた住民主体の取組がスタートし、事業の継続実施や他団体等と連
携した取組に発展するなど、一定の成果あり。
課
題 ・持続可能な取組とするための担い手や、取組に寄り添う人材不足
・当事者意識を醸成させ、地域住民を巻き込んだ活動にまで発展させていくこと
が課題
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〇 住民によるまち・むら活力確保支援事業（「小さな拠点」関連事業）(H27～H28)
趣
旨 「小さな拠点」の形成や「地域運営組織」の運営について、県内市町村に対
する制度の周知を図る。拠点整備や組織の立ち上げについては国事業を活用
することにより、住民主体による取組を支援
実施内容 【平成 27 年度】
『
「小さな拠点」づくりセミナーin 信州』の開催による制度周知
【平成 28 年度】
・拠点形成をめざす２地区をモデル地区として選定し、委託事業により拠点形成
のノウハウやプロセスを調査研究
・
「小さな拠点」に関するセミナーの開催により、研究内容を発表
成
果 ・
「小さな拠点」の制度概要を多くの県内市町村に周知
・委託事業による研究を通じて、拠点形成（立ち上げ期）に関する課題等を把握
課
題 ・
「小さな拠点」の概念や制度の内容を理解した市町村が、具体的な進め方で戸
惑っている。
・実際に取組を進めて行く上では、住民意識の醸成や組織の担い手となる人材の
確保、運営体制などが課題
（３）平成 29 年度の取組
〇 住民によるまち・むら活力確保支援事業（「小さな拠点」関連事業）(H29)
平成 29 年（2017 年）度は、平成 27 年、28 年に取り組んできた「小さな拠点」事業のまとめと
して、取組の初期段階である「ファーストステップ」に焦点を当て、県内市町村における取組事
例から市町村や地域の皆さんが取り組みやすいプロセスについて研究し、
「小さな拠点事例集」を
作成してみようということになりました。
そこで、11 月に「中山間地域の住民力・地域力による社会的事業支援研究会※3」の中に「小さ
な拠点分科会」を立上げ、事例集作成について具体的な検討を始めました。
（※3）
『10 年、20 年後を見据えた持続可能性を模索するために、住民自らが学ぶことで課題を発見し、社会的
事業化等の取組により課題解決していくことにおける県の政策的可能性』について研究するため、H29.9 に
立ち上げた庁内関係課による研究会

【参考１】分科会開催
開催日

内容

第 1 回 H29.11.16（木） 分科会の進め方、県内の現状・課題、事例紹介（上田市真田地域）
第 2 回 H30. 1.26（金） 調査結果報告（喬木村・豊丘村）、事例集作成の方向性
第 3 回 H30. 2.15（木） 事例集の内容検討
【参考２】分科会構成員
○ 有識者（県内実践者）
新 雄太 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻特任助教
○ まちづくり・中山間地域等活性化全般
建設部都市・まちづくり課、農政部農村振興課、企画振興部地域振興課（事務局）
○ 生活サービス機能の提供
企画振興部交通政策課、長野県農業協同組合中央会（ＪＡ長野県くらしのセンター）
○

小さな拠点分科会での議論
分科会では、既に県内で取組が始まっている「小さな拠点」や「地域運営組織」などの事例を

取り上げて、それぞれの取組を始めたきっかけや、地域住民の合意形成に向けたプロセスなど、
拠点や組織を形成するための「ファーストステップ」に特化した事例集を作成しようと考え、２
回にわたり議論を行いました。
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メンバーからは、
「
『ファーストステップ』とは何なのか。何をもって『ファーストステップ』と定義するのか。」
「
『小さな拠点』の形成に向けて、取組を推進する必要はあるのか。」
「
『小さな拠点』や『地域運営組織』を形成すること自体が目的化してはいけないのではないか。」
「事例集を作成するねらいを明確にしなければいけないのではないか。」
「この事例集を読んで欲しいターゲットは誰なのか。」
「いろんな事例があるのだから、事例紹介のフォーマットは統一しない方がいいのではないか。
」
など、事例集作成の方向性や中身について多くの意見が出ました。
また、平成 29 年（2017 年）９月から始まった研究会本体において各種事例研究を進めて行く
中で、「拠点や組織の形成」はプロセスから導かれた結果に過ぎず、単に「拠点を形成しました」
という事例を紹介することよりも、
「取組の過程でどう判断してそうなったのか」というプロセス
そのものを分析することが大切であると認識するに至りました。
これらの検討結果を踏まえ、「
『小さな拠点』や『地域運営組織』の事例をまとめて一冊の本に
する」というこれまでの固定観念から脱却し、地域住民等が主体となり取り組んでいる「地域活
動」を取り上げて、その取組が行われてきたプロセスについて研究し、まとめてみるという新し
いタイプの事例集にチャレンジすることに方針転換いたしました。
今回の分析集作成にあたり、有識者の皆様からいただいた主なアドバイスを紹介します。
○ 新 雄太 氏 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻特任助教
・
「小さな拠点」や「地域運営組織」という言葉は、初めて聞く方が多いというのが実情。
新しい言葉として出回って、概念として出来あがっているが、地域で活動している方々のほ
とんどがある意味「小さな拠点」と「地域運営組織」を持っているという捉え方もできるの
ではないか。
・
「暮らしを支える組織、暮らしを支える活動」、「小さな役場」、「官の縮小ではなく公の拡
大」とか、そういった言葉を使って住民に伝えるよりも、自分たちがやっている活動そのも
のがそういうものなのだと気づいてもらえることに意味がある。
・事例集は、組織立ち上げを誘導するものでは全くない。「手を携えてみんなでつくってい
こう」
、
「これなら自分の地域に取り入れられそう」というノウハウを入れること。
・
「こうするとアドバイザーを呼べるし、ワークショップという手法があるんだ」というよ
うに、何かきっかけを繋げていけるようなものになるとよい。なかなかこういうものを取り
まとめるということは今までなかったし、価値ある作業になる。
・デフォルトは常に動いているので、点で切るのではなく、時間を追って見てほしい。事例
もどんどん時間を経て変わっていくので、後追いも可能であれば、更新可能性も含めて検討
すること。事例も今後増えていくとさらにいい。
○ 船木 成記 氏 長野県参与（信州総合ブランディング担当）
・誤解のないように言うと、国が「小さな拠点」として取り上げているものは、「小さな拠
点」を作ろうとしたわけではなく、地域の暮らしや営みの結果であるということ。ある意味、
後付け。
・その意味で、
「事例集」という言葉を使ってしまうと、こうやれば、小さな拠点になりま
すよ的な、小さな拠点形成マニュアルに捉えられてしまうので、作成方針を捉え直し、言葉
を丁寧に使ってほしい。
・結果的に「小さな拠点」として評価できる地域活動には、それぞれ、その地域ごとの歴史
やつながり、人の動きがあり、そのプロセスを丁寧に、時間軸を追って作り上げて欲しい。
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○ 広石 拓司 氏 株式会社エンパブリック代表取締役
・
「どういう取組をしているか」よりも「何が起きているか」がイメージできるものにする
こと。
・
「合意形成のために新たな取り組みをしている」という観点よりも、
「結果的に何が起きて
いるのか」ということが分かるものにする。
・
「そういうことだったらうちでもやっているよ」とか、
「小さな拠点づくりという道筋では
なかったけれど、我々は必要性に迫られてそういう交流が起きている」とか、「高齢者も参
加している状況がある」とか。今こんなことが起きていて、こんな人たちが集まっていてと
いうところが見えると、顔が見える事例集になるのではないか。
・つい施策の説明ばかりしがちだが、「施策の結果、こんなことが起きて、こんな人たちが
暮らしています」というアウトプット、アウトカムのイメージが見えるといい。

（４）しあわせ信州創造プラン 2.0 との関連性
平成 30 年（2018 年）度から始まる長野県の総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン 2.0」
は、副題に「～学びと自治の力で拓く新時代～」を掲げ、自主的・能動的に知識や技術を身につ
けようとする主体的な「学び」と、学びが社会や組織の中で共有され、各人が協働して地域課題
を解決していこうとする「自治の力」の二つを政策推進エンジンに掲げています。
平成 29 年（2017 年）度の研究会での「学び」を次の５か年計画につなげていくために、
「住民
が自主的・主体的に地域の価値を捉え直し、課題解決に取り組むための新たな手法の構築」や「小
さな拠点の形成など、地域での暮らしを総合的に支える市町村や住民の取組支援」を計画に盛り
込み、県民一人ひとりが「学びと自治」の実践者となり、
「自治の力みなぎる県づくり」の取組を
県全体で進めていきたいと考えています。
「しあわせ信州創造プラン 2.0～学びと自治の力で拓く新時代～」
（抜粋）
「学びと自治の力」
かつて「教育県」と呼ばれた長野県には今も学びの精神が息づいています。変化の激
しい時代にあっては、誰かから与えられるだけの受動的な教育ではなく、自らを高める
ために自主的・能動的に知識や技術を身に着けようとする主体的な学びが重要です。県
民の皆様一人ひとりが学び続け、変化に適応し対応していくことが、これからの時代の
大きな力になります。
また、学びが社会や組織の中で共有され、各人が協働して地域の課題を解決していこ
うとする力、すなわち自治の力がなければ、地域の向上・発展は望めません。
地域に根付く学びの風土と自主自立の県民性を再認識し、未来に向けて活かしていく。
そうすることで、長野県は、これからの時代を牽引する新しい生き方や暮らし方、価値
を創造できる最先端の地域、すなわち“クリエイティブ・フロンティア”になり得るもの
と考えます。
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（５）分析集にこめた想い
当初は、「小さな拠点分科会」という入り口で、「小さな拠点の形成」に特化した事例集の作成
に取り掛かろうとしていましたが、県内で行われている様々な事例について研究していく中で、
拠点の形成を目指していたわけではないのに、結果として「小さな拠点」や「地域運営組織」に
繋がっていると言えるような取組を見てきました。
また、取組の結果や成果だけを見るのではなく、それぞれの取組のプロセスに寄り添い、相手
の立場に立って事業を見ることの大切さ、自分たちが直接関係する事業単位で地域活動を切り取
って見るのではなく、地域で起きていることを総括的に受け止めるために、ものごとを見る時の
見方を変えることの大切さに気づきました。
そこで、有識者の意見やメンバーで議論した結果を踏まえた上で、本分析集は、一般的な事例
集のような、取組の中で「何が行われてきたか」だけではなく「その時どう判断したか」という
観点で、取組概要を紹介することとしました。
これから紹介する取組には、
「地域住民が作りだしたいと思う状態」
、
「地域にある物語（アイデ
ンティティ・資源・プロジェクト）
」、
「各事業の分岐点における判断」の３つの視点を取り入れて、
それぞれの取組のプロセスと今を紹介しています。そして、
「地域づくり」という、日々変化する
現場の状況について、県庁内の関係各課がチームとなって学んできた過程を開示しています。
「分析集で取り上げた取組から何かを学び取りたい」
「地域づくりの取組を実践するためにこれ
から動き出したい」と考えている地域の方々や市町村をはじめとする行政職員の皆様などに読ん
でいただきたいという想いをこめて、本分析集を作成しました。

（写真１）研究会の様子

（写真２）小さな拠点分科会の様子

平成 30 年（2018 年）６月
中山間地域の住民力・地域力による社会的事業支援研究会
小さな拠点分科会
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