
嬉野市議会議員　 増田　朝子　　　　　　　　Ｎｏ.１

開催月日

開催時間

開催場所

主催者

研修会等の名称

講師等の氏名等

が災害の時代において特に重要になる。嬉野市も今後もっと中山間地に目を向けて地域づくりをもう一度、見直

経 費 の 内 容 支 払 先 金 額

旅費規程に基づき算出された旅費 28,960円

研修費・食費・活動費 32,700円

振込手数料

合　計 61,660円

※裏面に領収書、開催通知等を貼付のうえ、実績報告書の支出明細に添付すること。

第16回　地方議会議員研究会　人口減少をふまえて地域の将来像を考える

記念講演　　　　「人口減少」と地域づくり　　～現場から学ぶ～
講師　岡田　知弘氏　（京都大学院経済学研究科　教授）

1990年代半ば以降、大規模な災害、水害、雪害火山災害が相次ぎ、住民の命と基本的人権の尊重、国土及

び地球規模での自然環境との共生をいかに図っていくか。これらの重い課題が、国だけでなく、地方自治体

とその首長、議員、職員、そして住民につきつけられている、

（様式３－１）　　　　調査研究活動記録票（研究研修費：研修会等参加用）

平成29年 8 月3日（木)～8月4日（金）

8月3日（木）13：00～16：50　8月4日（金）9：20～15：00

エルおおさか（大阪府立労働センター）

NPO法人　建設政策研究所　関西支所

に図っていくかがこれからの大きな課題となっている。「人口」の数字の背後にはその国や地域に住むひとり一

行うことが災害の時代において特に重要。

④人口増加自治体の最大の要因（全国市長会の調査）は地域コミュニティがしっかりしていること。

⑤地域資源を見出し地域内再投資力を高めることが徹底的に重要…地域の「宝物」⇒地域資源＝自然、歴史、

企業、最終的には「ひと」

【感想】

①　地域からものをみることの重要性…「人口」の数字の背後にはその国や地域に住むひとり一人の生活が

ある。この視点が無い「人口対策」は時として効果を生まないだけでなく害悪にもなる。

②「地域」があってはじめて国や世界がある…国や地方自治体が誰のためにあるべきかが鋭く問われる時代

③地域を「活性化する」、「豊かにする」とは…住民一人ひとりの生活が維持され、向上すること。

　　「地域内再投資力」…地域経済の自立性の向上が、財政力の強化につながり、農山村に社会的投資を

人がある。この視点が無い「人口対策」は時として効果を生まないだけでなく害悪にもなり、地域から物をみるこ

との重要性があるとの講師の言葉に共感しました。「地域」があって初めて国や世界があり、その逆ではない。

「地域が豊かになる」住民ひとり一人の生活が維持され、向上することであり、農山村に社会的投資を行うこと

していくべきと思う。

会議や研修等の資料についても整理保管すること

上記活動に要し
た経費

内容・結果等

今回の研修は全国より89名（県会議員7名、市議会議員7名、町議会議員9名）の参加があった。

「人口減少」をどう捉え、どのように取り組むかの内容に興味があり、今回の研修を受講した。

1990年代半ば以降、大規模な自然災害が相次ぎ、住民の命と基本的人権の尊重、自然環境との共生をいか



嬉野市議会議員　 　　　　　増田朝子　　　　　　　Ｎｏ.２

開催月日

開催時間

開催場所

主催者

研修会等の名称

講師等の氏名等

経 費 の 内 容 支 払 先 金額

旅費規程に基づき算出された旅費 NO.１に記載

研修費・食費・活動費

振込手数料

（様式３－１）　　　調査研究活動記録票（研究研修費：研修会等開催用）

平成29年 8 月3日（木)～8月4日（金）

8月3日（木）13：00～16：50　8月4日（金）9：20～15：00

エルおおさか（大阪府立労働センター）

NPO法人　建設政策研究所　関西支所

第16回　地方議会議員研究会　人口減少をふまえて地域の将来像を考える

特別公演　　　逆境から未来を拓く、あば村宣言と「小さな拠点」づくり
講師　皆木　憲吾氏（あば村運営協議会　事務局長）

内容・結果等

【あば村宣言】

岡山県阿波（あば）は平成の大合併の流れの中、平成17年に津山市と合併し115年続いた『村』はなくなりました。

（中略）『逆境のデパート』状態となってしまいました。しかし、未来を切り開く挑戦が始まっています。

（中略）この度、私たちは、ここに「あば村」を宣言いたします。　　（あば村運営協議会：2015年2月）

岡山県津山市阿波地区　人口：536人、世帯数：223世帯、高齢化率：45.0％、市役所本庁から距離３０ｋｍ

取組のポイント

①地域の誇りの醸成。…地域の誇りを再認識する　②物語の発信…共感者の獲得、デザイン（世界観）の統一

専門家の関わり　　③組織づくり…あば村運営協議会（温泉交流館、合同会社あば村、（一財）あばグリーン公社、ＮＰＯ　

エコビレッジあば、連合町内会）　④基本的スタンス、視点…小規模（小さいことを逆手に）、多機能、複合化、近隣

循環　　※「小さな拠点づくりは国の「まち・ひと・しごと総合戦略」の大きな柱　　⑤行政との協働…共創、協働の４つの

ステージ　⑥自治の模索…団体自治（あば村から津山市）、住民自治（あば村宣言）

地域の持続的運営に向けての課題

①安定的財源の確保・資金確保…補助金ではない、行政の仕組みの中に位置づける必要性（一括交付金、業務委託

【感想】

115年続いた村が合併し、（平成17年）10年。急速な人口減にて小学校（平成26年3月閉校）、ＪＡガソリンスタンド（平成

26年5月撤退）、幼稚園（平成25年3月末休園）、役場支所（平成27年4月～規模縮小）などがなくなり、「逆境のデパート」

状態になり、その逆境に抗して心のふるさととして「あば村宣言」をされた。このことは危機感というより、「自分たちの村を

自分たちで何とかしよう！」と村人が一体となって頑張って来られたことに感銘を受けた。一生懸命に取り組むことによって

（指定管理）など・出超所の業務委託の検討（現在、正職員5名と嘱託職員2名　　人件費：4千万円相当）

②地域マネジメント（企画・調整）機能の確保…補助金の中から2名確保（130万円／年×2名）

③実行組織の安定運営…ＮＰＯ法人エコビレッジあば（過疎地有償運送：他地区までの移送ができない）、合同会社

あば村（経営が厳しい）、あばグリーン社（手数料の見直し、受託事業の再点検）

④後継者づくり・人材育成…若者を活動にどう引き込むか、女性、移住者、共感者の関わりに期待（H.24～H.28移住者29名）

地域住民に留まらず、地域外からも協力者や移住してくる若者も増え始めているとのこと。懸命に取り組まれているが、

やはり運営は厳しいとのこと。しかし、何もしなければ、衰退するばかり。村民一体となり地域を磨くことで、地域への

共感が広がっていることに、あば村への「郷土愛」を強く感じた。自治組織運営の本来の姿を学んだ。

上記活動に要し
た経費



嬉野市議会議員　 増田　朝子　　　　　　　NO.３

開催月日

開催時間

開催場所

主催者

研修会等の名称

講師等の氏名等

自治体（総合計画をアレンジして総合戦略を策定）

経 費 の 内 容 支 払 先 金額

旅費規程に基づき算出された旅費 NO.１に記載

研修費・食費・活動費

振込手数料

平成29年 8 月3日（木)～8月4日（金）

8月3日（木）13：00～16：50　8月4日（金）9：20～15：00

エルおおさか（大阪府立労働センター）

NPO法人　建設政策研究所　関西支所

第16回　地方議会議員研究会　人口減少をふまえて地域の将来像を考える

（様式３－１）　　　調査研究活動記録票（研究研修費：研修会等開催用）

選科Ｂ　農村として「地方創生」にどう向き合うか　～自治体としてとるべき姿勢と対応策を考える～
講師　坂本　誠氏　（NPO法人　ローカル・グランドデザイン　理事）
講義１　　「『地方創生』政策の罠」

内容・結果等

１、中央政権への回帰（地方分権改革からの逆光）

①トップダウン的な計画体系…「総合戦略」＝努力義務とはいえ交付金と紐付けられており、実質的な義務付け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈国⇒都道府県⇒市町村〉という、明確なトップダウン式の計画体系

②財政面の集計体系…交付金配分の決定権限を握るのは国であり、交付金の使途にも強力な指導がある。結果

　　　　　　　　　　　　　　として多くが国の推進する施策（ＣＣＲＣ・ＤＭＯ・地域商社・小さな拠点等）

③「KPI」は誰のためのものか？…自治体として自立的に管理すべきことについてなぜわざわざ国が手法や方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＫＰＩ）を定めてまで管理させるのか？

※　自治体現場で起こったこと…①疲弊する自治体（総務担当：マイナンバー、産業振興担当：プレミアム商品券

新規事業の押しつけ合いやコンサルタントへの丸投げ（資金も流出）②国の顔色をうかがう自治体③割り切り型の

２、煽られる自治体間競争…①縮小するパイを奪い合い、少数の「勝ち組」と多数の「負け組」を発生させる不幸な

「マイナスサムゲーム」　②結果としての自治体間の給付競争（子育て世代への給付競争、移住者にターゲティング

「自治体の消滅」を生み、数字に踊らされず、地域の将来を自分の目で見つめ、考えて行くことが大事

「人口」増加ではなく、「人間」を幸福にするための地域社会づくりをするべき。

【感想】

農村として「地方創生」にどう向き合うかという問いに、

「地方創生＝人口対策」と捉えるかぎり、「地方創生の罠」からは逃れられない。「人口」増加ではなく、「人間」を

した優遇策競争）③「地域間競争」の罠（『（地方創生）は地域の個性を磨き合う競争だ』として分権を装っても主権者

である国をトップとする強力な上下関係。④見落とされた「旧町村部」（人口減少対策として合併があれば地域の

疲弊を生むことになる。

３、「地方創生」の罠に陥らないために…①「地方創生＝人口対策」と捉えるかぎり、「地方創生の罠」からは

逃れられない。②「地方創生に向けてとるべき姿勢…自分のものさしをもって「地方創生」に取り組む（「あきらめ感」が

幸福にするための地域社会づくりをするべきの講義に、人は住んでいるところで幸福を感じられたら、定住する、よって

高齢者もその住み慣れた土地に生活持続可能であれば住み続けられると思った。何もないとあきらめ感を抱いたら、

外から見て素晴らしい地域でも疲弊してしまうと感じた。嬉野市でも自分のものさしをもって「地方創生」取り組んでい

きたいと改めて思った。

上記活動に要し
た経費



嬉野市議会議員　 増田　朝子　　　　　　　NO.４

開催月日

開催時間

開催場所

主催者

研修会等の名称

講師等の氏名等

経 費 の 内 容 支 払 先 金額

旅費規程に基づき算出された旅費 NO.１に記載

研修費・食費・活動費

振込手数料

（様式３－１）　　　調査研究活動記録票（研究研修費：研修会等開催用）

平成29年 8 月3日（木)～8月4日（金）

8月3日（木）13：00～16：50　8月4日（金）9：20～15：00

エルおおさか（大阪府立労働センター）

NPO法人　建設政策研究所　関西支所

第16回　地方議会議員研究会　人口減少をふまえて地域の将来像を考える

選科Ｂ　農村として「地方創生」にどう向き合うか　～自治体としてとるべき姿勢と対応策を考える～
講師　坂本　誠氏　（NPO法人　ローカル・グランドデザイン　理事）
講義２　「農村の直面する課題～農村政策の展開とその限界」

内容・結果等

１、人口問題の諸相（いろいろな姿）

①高齢化：高齢人口が急増する都市・都市近郊、高齢人口が減少する農山漁村

※　高齢者どうしの格差問題（農村：衣食住に欠くことはあまりない。都市：経済的貧困が「食」「住」の欠乏に直結）

　　セーフティーネットとしての社会関係の濃密さ（農村：コミュニティや親類家族　都市：社会関係が希薄）

②若年層の東京圏への集中・滞留とその要因…高度成長期は若年層の地方からの流出が顕著だが、70～90

年代は地方に還流、ところが2000年代に入るとその流れは逆転要因として2000年代の地方における雇用関係の

悪化と所得減がある。

２、背景１　　地域経営における多様性の喪失

①「農」の営みと「山林」の営みの切断…古く山林は里山として木材だけではなく薪炭（エネルギー）、家畜飼料（飼

葉）、肥料（肥料）、の供給源として多方面に活用され、農村生活と密接に結びつく。「モノカルチャー化」した林業は

農村（山村）経済の木材価格への依存（自律力の低下）をもたらす。

②「農」自身もモノカルチャー化…「水田稲作モノカルチャー」の経済構造は「農家」経営の高米価政策への依存

（自律力の低下）を生む。

②　政治・経済システムの空洞化（ＪＡ・漁協・森林組合など協同組合や商工会議所・商工会などを地域社会におい

て組織してきたが、総合再編もしくは合理化によって地域の現場から縮小撤退した。

【感想】

この講義では、農村の直面する課題及び農村政策の展開とその限界を学ぶ。高齢化：高齢人口が急増するなかで、

農業人口の減少、公共事業の縮減など雇用環境の悪化と所得減により若年層の地方からの流出が顕著だった。

③人口支持政策とその限界…農林業の衰退によって生じた余剰労働力を吸収するための政策（企業誘致、公共

事業）を実施するも結局、都市から農村への大規模な財政移転を前提としたモデルは持続的ではなく、1990年代

半ばには限界を迎える。⇒人口支持力を弱めた農村では2000年代に入って若者層の社会減がより深刻化した。

３、背景２　　地域経営におけるマネジメント力の喪失～農村社会における3つの空洞化　

①社会システム（地域コミュニティ）の空洞化（人口減・高齢化→「いえ」「むら」の空洞化）　

嬉野市においても、若者の雇用の場がなく、社会システム及び政治・経済のシステムの空洞化が進み、その限界を

感じる。この講義のように我々市民もここにいたるまでの振り返り、分析をする必要があると考える。そこから

農村の未来に向けて私たちができることを考えていけたらと思った。

上記活動に要し
た経費



嬉野市議会議員　 増田　朝子　　　　　　　NO.５

開催月日

開催時間

開催場所

主催者

研修会等の名称

講師等の氏名等

②「人口」ではなく「人間」に向き合う…『人口』という数値指標ばかりにとらわれるのではなく、『人間』に目を向ける

経 費 の 内 容 支 払 先 金額

旅費規程に基づき算出された旅費 NO.１に記載

研修費・食費・活動費

振込手数料

平成29年 8 月3日（木)～8月4日（金）

8月3日（木）13：00～16：50　8月4日（金）9：20～15：00

エルおおさか（大阪府立労働センター）

NPO法人　建設政策研究所　関西支所

第16回　地方議会議員研究会　人口減少をふまえて地域の将来像を考える

（様式３－１）　　　調査研究活動記録票（研究研修費：研修会等開催用）

の中で自分の存在が認識されていると実感できる状態をつくること。

④地域づくりの効果＝住民の地域に対する「誇り」と「愛着」の再生…誇りと愛着を感じる地域からは人は簡単に出

ていかないし、戻ってこようとする。→「究極の人口減対策」

⑤その他の対応策…「支える側」と「支えられる側」に分論からの脱却が必要でまずは互酬性の及ぶ関係の再構築

３）新たな人材確保に向けて

選科Ｂ　農村として「地方創生」にどう向き合うか　～自治体としてとるべき姿勢と対応策を考える～
講師　坂本　誠氏　（NPO法人　ローカル・グランドデザイン　理事）
講義3　農村の未来に向けていま私たちができること～自治体としてなすべきことを中心に

1）「地域運営組織」による自律力（マネジメント力）回復の可能性と留意点

①「3つの空洞化」への対応策としての「地域運営組織」…①社会システムの再構築…旧村・小学校区単位の「新

たなコミュニティ」　②政治システムの再構築…昭和合併前の旧村ないし学校区単位の「小さな役場」　③経済シス

テムの再構築…「小さな農協」　　※　（例）　広島県東広島市（旧河内町）織田地区における地域運営組織設立事例

②留意点…▾行財政効率化・産業振興を目的とした”行政による動員”の手段と化すおそれ（役割を担わせるために

地域運営組織の設置が行政主導で進められる例もある）　▾進む「政策化」「制度化」とそれに伴う弊害に関する

懸念（政策化・事業化は、「ハコモノ」事業と化す危険を孕む。財政措置も新たな型枠をかねることになり、地域それ

ぞれの多様性を奪う恐れもある）

２）地域内の多様な人材を活かす

①地方創生の罠に陥らないために…「地方創生＝人口対策」と捉えるかぎり、地方創生の罠から逃れられない、

自分のモノサシをもって「地方創生」に取り組む、「人口」増加策ではなく「人間」を幸福にするための地域社会づくりを

※　（例１）高知県梼原（ゆすはら）町松原地区（山間部における事例）　　（例2）鳥取県南部町東西町ニュータウン

（都市近郊における事例）

③「地域づくり」の大原則に立ち返ろう…住民一人ひとりが地域に自らの個性や能力を活かせる居場所があり、地域

上記活動に要し
た経費

①田園回帰（農村漁村への定住願望の高まり）をどう受け止めるのか）…背景として「ライフコース」の多様化」があり、

多様な生き方を自ら作り出す必要が求められる時代変化し、農山漁村を志向する人々が増えてきているが、地域が

彼らを受け止められるかが問題である。　②移住・定住対策のあり方「（地域の将来を一緒に築いていく）仲間を募

る」という姿勢で、若者に対して将来の夢を語れる地域、地域の将来に向けて一緒に汗をかこうとする地域。」

※（例３）島根県海士町　　（例4）鹿児島県トカラ列島（十島村宝島）



嬉野市議会議員　 増田　朝子　　　　　　　NO.６

開催月日

開催時間

開催場所

主催者

研修会等の名称

講師等の氏名等

▾炭火…すぐには火はつかず、火が消えたように見えても、炭を追加してもう一度風を吹き込めば、また燃え上がる。

経 費 の 内 容 支 払 先 金額

旅費規程に基づき算出された旅費 NO.１に記載

研修費・食費・活動費

振込手数料

（様式３－１）　　　調査研究活動記録票（研究研修費：研修会等開催用）

平成29年 8 月3日（木)～8月4日（金）

8月3日（木）13：00～16：50　8月4日（金）9：20～15：00

エルおおさか（大阪府立労働センター）

NPO法人　建設政策研究所　関西支所

第16回　地方議会議員研究会　人口減少をふまえて地域の将来像を考える

選科Ｂ　農村として「地方創生」にどう向き合うか　～自治体としてとるべき姿勢と対応策を考える～
講師　坂本　誠氏　（NPO法人　ローカル・グランドデザイン　理事）
講義3　農村の未来に向けていま私たちができること～自治体としてなすべきことを中心に

４）農村における経済対策（市町村だけでなく、県・国レベルでも取り組むべきこととして）

①「多業」を前提とした収入対策…パート・季節雇用の組み合わせにより一定の収入を確保する働き方

そもそも農山漁村は「多業」を前提に生計をたててきたはず（農家＝百姓）　　※　（例5）宮崎県諸塚村

②支出対策…「収入」対策だけでなく、「支出」対策による生活条件の確保を併せて行なうことが必要。

③特に教育費負担をめぐる社会的矛盾の解消が必要。

４、まとめ～地域づくりに取り組む際の心がけ

１）完成品志向からの脱却～漸進主義へ　①「完全」や「完成品」を求めようとしない　②漸進主義～「変わらないこ

と（我々を育んだ地域、地域を育んできた風土）」と「変わり続けること（自己変革を忘れた地域は取り残される）」の

両立

２）炭火型地域づくりを目指そう（長期戦で考える）

▾ガスバーナー型…すぐに火がつくが、ボンベの中身が亡くなれば火はすぐ消える

　　　　　（炭は自給も可能）

ない。「わが町」「わが村」として住民が地域を愛し、次の世代によりよい形で受け継ごうと努力していると

ころに、若者は「共感」を抱き、吸い寄せられていく。」

上記活動に要し
た経費

けていま私たちができること」の具体的な事業と思う。今後、地域コミュニティの強化を目ざし、新たな人材の確保や

人材育成が課題となるが、私もその一助となればと思う。

最後に・・・講義資料より
「そこに住む人々が「こんな町」や「こんな村」など卑下しているところに、若者はやって来ないし、戻っても来

【感想】

全国的に「地方創生」と謳われる中、坂本氏の講義で①自分のものさしをもって「地方創生」に取り組む

②「人口」増加ではなく、「人間」を幸福にするための地域社会づくりをするべき、また「人口」ではなく「人間」に向き合

う。これらのことが一番、共感できた。また、各市町の紹介してもらい参考になり、中身の濃い分科会だった。

この分科会での講義の内容を嬉野市において考えた場合、地域コミュニティの取り組みがまさしく「農村の未来に向


