
研修会参加報告書

山口 忠孝

市町村議員研修会

◆平成 2８年 4月 14日（木）～4月 15日（金）
◆全国市町村国際文化研修所（滋賀県大津市）

平成 28年度 第 1回市町村議会議員特別セミナー

高齢化や人口減少など地域社会にとって厳しい状況が続くなかで、地方創生が進められ

ている今日、私たち地方議会の議員には、地域の資源や人材を有効に活用した地域活性化

の取り組みや施策の提案を一層求められるようになってきています。

今回は、「地方創生」、「地域おこし」をテーマに、各分野で活躍されている行政の長や民

間の方々4氏から講義を受け、地域の活力創造、魅力づくりのポイントなどについて色々考
えさせられました。特に、ここのセミナーで知り合った養父市議会議員の地元市長の講義

や ぶ

や『神山プロジェクト』として全国から注目されている神山町の大南信也氏の話を聴いて

みたいと思い参加しました。

〈増田朝子議員と私を含め、全国から 270 名が参加〉

4月 14日(木)【1日目】
講義Ⅰ 「養父市における国家戦略特区の取り組みと地方創生について｣

や ぶ

兵庫県 養父市長 広瀬 栄氏
や ぶ

講義Ⅱ ｢神山プロジェクト～創造的過疎から考える地方創生～｣

特定非営利活動法人グリーンバレー 理事長 大南 信也氏

4月 15日(金)【2日目】
講義Ⅲ ｢教育から始まる地方創生・地域活性化｣

株式会社 PrimaＰinguino 代表取締役 教育政策アドバイザー 藤岡 慎二氏

講義Ⅳ ｢地方創生の課題と地域力のポイント｣

一般財団法人地域活性化センター 理事長 椎川 忍氏

講義Ⅰ

○国家戦略特区に取り組む背景

・動機・思い…人口減少と地域の衰退に何とか歯止めをかけ、新しい中山間地農業の

仕組みを創りたい

・提案内容…農地流動化における農業委員会関与の廃止(農地の流動化を促進し、多様
な農業担い手の確保)。シルバー人材センター会員の労働時間規制の緩和(高齢者の活
用で地域経済の活性化)

○特区指定までの経過



・H25.8.28特区提案→H26.2.17ワーキンググループヒアリング(400地区の中から 6
地区に残る)→H26.3.28.諮問会議開催→H26.5.1政令による特区指定(養父市中山間
農業改革特区)

○規制改革の成果

・耕作放棄地の再生…農地権利移動許可の事務処理期間を短縮(処理件数 79件､12,8ha)、
農家とみなす農地所有面積を 10ａに引き下げ
・6次産業化の推進…農業法人の設立(11事業者の農業参入―市外 9社、特区事業者の
営農面積約 11,8ha)
・アグリ特区保証制度の活用…6次産業化への資金調達円滑化―6件 9600万円の融資

○農業以外の規制緩和

・シルバー人材の積極的活用…農業等に従事する高齢者の労働時間拡大

・インターネットによる酒類販売の要件緩和…市内事業者が提案

・旅館業法施行規則の要件緩和…古民家を改築し、宿泊・レストランを営業

○新たな規制緩和の提案

・シルバー人材センター会員の労働時間拡大…請負・についても拡大

・農業生産法人の要件緩和…農業者以外の出資比率を 1/2以上にする・農業以外の売上
高 1/2以上でも認可・農地の適正管理に係る条例制定
・遠隔医療とドローンの活用…交通手段の乏しい地域でのドローン活用で医薬品販売

・自家用有償旅客運営の拡大(ライドシェア―いわゆる白タク)…高齢者の足として
・企業が農地を所有し、営農を行えるような規制緩和

○国家戦略と地方創生

・画一化は地方発展につながらず、消滅に向かう

・国家に従ってやってきたが何も得られなかった

・地方から国を変える―地方の反乱

・養父市は、国家戦略特区を中心に地域を変えていく―失うものは何もなく挑戦し続

ける

まとめと感想

養父市は、兵庫県丹波地方に位置する人口 24239人、面積 422,91k㎡で、市全域が
過疎地域で豪雪地帯でもある。2004年八鹿町、養父町、大屋町､関宮町の 4町が合併
し養父市が発足。広瀬市長は 1976年町役場に就職、2008年より現職で 2期目の 69歳
である。

市長は人口減少、地域経済の衰退の危機感から中山間地農業の改革拠点として国家

戦略特区に取り組まれた。中央官庁に出向き、安倍総理や石破大臣、菅官房長官、 竹

中平蔵氏らと交流を深め、地区指定を受け規制改革を実践されている。企業の農業参

入は、独立自営農民の生活を圧迫するのではないかとの質問に対し､荒廃地・耕作放棄

地に多様な農業の担い手として企業に入ってもらうもので、これまでの専業・兼業農



家には頑張って自立してもらい、企業的感覚を取り入れてもらいたいと答えられた。

中山間地農業を取り巻く環境は厳しいものがあり、果たしてこの取り組みがうまくい

くのかどうか今後注視していく必要があるだろう。知り合いの養父市の議員さんに話

を訊ねても、必ずしもいいことばかりではないような感触だった。「霞が関(東京)で話
し合いをされても、養父市の駅に降り立ったら感じが違うと思う」と話されたのが気

になった。

講義Ⅱ

○創造的過疎

・過疎化の現状を受け入れて、数ではなく内容を改善。外部から若者やクリエイティ

ブな人材を呼び込み人口構成の健全化を図る。

・ICTインフラ等を活用し、多様な働き方ができるビジネスの場所としての価値を高
め、農林業だけに頼らない、バランスのとれた持続可能な地域をめざす。

○地方や過疎地における課題…雇用がない！仕事がない！

・若者がふるさとへ帰って来られない

・移住者を呼び込めない

・地域を担う後継人材が育たない

○神山の地域づくりのきっかけは…グリーンバレーの軌跡

・青い目の人形の米国への里帰り(アリス里帰り推進委員会)1991.3.3。30人の訪問団の
中の 5人はグリーンバレーの中心メンバー(成功体験を共有)。その訪問団を神山町国
際交流協会へ作り変え 1992.3.3。海外から毎年 50名ほど民泊で受け入れ。
・国際文化村委員会…徳島県新長期計画とくしま国際文化村プロジェクトに乗り換え

1997.4.18。住民目線で国際文化村を提案。10年後、20年後…未来から今を観る。
アイデアキラー(過去の失敗を例に挙げながらアイデアを破壊する人)が出現するが、
とにかくやってみることが時代の歯車を動かす。それが、環境と芸術に思いを込め

た活動であるアドプト・プログラム(道路清掃ボランティア事業)と国際芸術家村(神
山アーティスト・イン・レジデンス)

・NPO法人グリーンバレー設立 2004.12.1
○アートによるまちづくりにおける二つの手法

・見学に訪れる観光客…評価の高い(著名な)アーティストの作品を集める。資金がいる。
専門家が必要。

・制作に訪れるアーティスト…滞在満足度を上げ、神山町の持つ「場の価値」を高め

る。自費滞在を希望するアーティストに、宿泊・アトリエ等のサービスを有償提供

することで、ビジネス展開模索⇒情報発信(ウェブサイト『イン神山』の制作へ)。西
村佳哲氏、トム・ヴィンセント氏によるプランニング・ディレクションで｢神山で暮

らす｣が大反響。アートでビジネス⇒移住需要の顕在化

○サテライトオフィス(神山プロジェクト①)



・IＴ、映像、デザインなど働く場所を選ばない企業の誘致
・2015年 11月現在、12社がサテライトオフィス設置、本社移転、新会社設立
・合計 30名の新規雇用が生まれ、数年後にはさらに 30名程度雇用見込み
・エンジニアやプログラマーだけでなく、営業部門(オンライン)も展開
・サテライトオフィスはヒトノミクスから生まれた―神山に集まる人の思いやアイデ

アを一緒に紡いでいく中で誕生

○ワークインレジデンス(神山プロジェクト②)
・町の将来にとって必要となる働き手起業者の誘致(逆指名…職種を特定することで町
のデザインが可能)

・オフィスイン神山(空き家改修プロジェクト)…クリエイタ―がお試し滞在出来るオフ
ィス兼住居

・ビストロ、カフェ、パン屋、ピザ屋、靴屋、ゲストハウス…などが起業

・商店街への展開によって、今までに類を見ないような中山間地における商店街モデ

ルの誕生

○神山塾(神山プロジェクト③)
・厚生労働省の基礎訓練・求職者支援訓練による後継人材の育成

・訓練生の属性：独身女性、30歳前後、首都圏出身、クリエイター系が多数
・6期 77名終了。移住(約 50％)・SO就職(10名)・婚活(10組誕生)
・2015年 11月より 2016年 3月まで第 7期実施(30名が町内 4企業において 5カ月間
の訓練終了)

○地域内経済循環による地方創生モデル

・文化・芸術振興⇒移住者(芸術家)⇒移住者(起業者)⇒IT・デザイン・映像(サテライト
オフィス)⇒サービス産業(ビストロ・ピザ屋)⇒農業
・農業⇒景観⇒観光⇒サービス＋都市圏住民インバウンド

まとめと感想

ただ聴き入るばかりの講義で、大南氏の個性がまちおこしの流れをつくってきたよ

うな感じだった。しかし、その個性も知識や教養、体験に育まれて醸成されてきたか

らこそヒトノミクスと言われるような相乗効果を発揮し得たのではなかろうか。

田舎では、道路拡張工事などインフラが整備されると便利になり喜ばれるが、逆に

都市へ出やすくなり市街地への移住が始まり、山間部には老人たちが取り残されると

いう状況が続き過疎は止めることができなかった。そこで彼は、神山に入ってきたい

人を増やすしかないと思ったそうだ。この思いこそが原動力となって今日の神山を作

っているのではないかと感じた。

そして、その思いこそがまちづくりに必要なのではと感じたところだ。是非、この

町へ行ってどんなところか観てみたいという思いが強くなってきたが、それが幸運に

も明後日実現することになった。そのことについては、稿を改めて後ほど述べてみた



い。

講義Ⅲ

○隠岐島前高校魅力化プロジェクト

・地域唯一の高校存続の危機…入学者が激減。高校としての教育機能維持が困難。地

域視点のない適正規模、標準の発想(県教育委員会)
・存続を目指すと存続しない。生徒が行きたい、保護者が行かせたい、地域も活かし

たいと思う学校づくり、魅力づくりを目指す。

・学ぶ(人づくり)だけではなく実践(地域づくり)する
・課題先進地域(超人口減少、超少子高齢化、財政難)だからこそのキャリア教育ができ
る。※ここでの挑戦が日本の未来を切り拓く。

・島全体が学校、地域の方も先生、ICTも活用しグローカルに学ぶ。
○高校が地域課題に取り組む理由

・地域担い手の育成…人材流出に対する既存の進路指導の限界

・学習意欲の向上…学校と地域の剥離が生徒の学ぶ理由と主体性を喪失

・21世紀のスキル育成…答えがない問題に対する力が求められている
○高校連携型公立塾隠岐國学学習センター

・一人ひとりにあった学習支援

・高校での授業内容をふまえた指導による学習の相乗効果…学習効率の向上

・夢ゼミ(キャリア教育)で地域内外の大人と関わりながら社会人基礎力と学習意欲を醸
成し、地域のつなぎ手を育成

・寮の利活用…多様な交流や全人教育

○全国に拡がる高校魅力化

・天売高校(北海道羽幌町にある離島)…働きながら(水産業)学び、学費を貯めて自立
て うり

・沖縄県立久米島高校…久米島学習センターで生徒のサポート(ちゅらゼミ)
・広島県立大崎海星高校…大崎上島学(高校のカリキュラム改革)として-潮目学・羅針
盤学・航海学

・長野県立白馬高校…国際観光科新設、高校連携型公営塾“しろうま学舎”、教育寮

○視点を変える

・超小規模→少人数教育、弱い学校→地域資源の活用、超不便・不自由→教育の売り

・教育の標準化→教育格差・都会の担い手育成→若者流出・後継者不足→過疎化・少

子高齢化・文化産業衰退

・教育の魅力化→地域のつくり手育成→若者増、継承者、誇りの創出→地域の魅力化、

産業創出、持続可能化

まとめと感想

演題の「教育から始まる地方創生・地方活性化」は、そのタイトルからして正直期

待をしていなかったのだが、高校魅力化の取り組みの事例を聴くに従ってどんどん話



に引き込まれてしまった。隠岐の島前高校の話は以前から聞き知っていたが、それに

直接関わっておられたのには驚き、その他の事例も興味をそそられる話だった。地元

でも高校統合再編で嬉野高校と塩田工業高校の問題があり、僻地の高校の存続問題は

別として、白馬高校の取り組みは同じ観光地にある高校の取り組みとして参考になる

のではと感じた。ただ、この取り組みの仕組みや財政的な面がわからないので気にな

るところだ。

考えてみれば、優秀な人材は中央に出て位人臣を極めるのが当たり前という考え方

が明治以降の中央集権の国づくりの基本であり、現在も変わっていない。しかし、こ

れからは地方でこそ優秀な人材が必要とされるだろうし、そういう人材づくりが教育

に求められるのかも知れない。地域づくりは人づくりとよく言われるが、教育の本質

が今問われているのではないだろうかと感じた講義だった。

講義Ⅳ

○椎川忍氏のプロフィールとライフワーク

・1953秋田県出身。1976年自治省入省、2012年自治財務局長にて退官。退職後も地
域活性化センター理事長の他、多くの肩書が示すように活躍されている。

・東京マラソンのランナー、羽黒古修験道山伏

・人材育成と地域おこし…ライフワーク

○これまでの地域活性化政策との違い

・地方は、減少する人口のパイの奪い合いという競争の中に投げ込まれた。

・利他的な取り組み…自分たちのためではなく、子や孫のための課題解決

・国民的課題…社会問題であり、若者の参画が必要

・ここ 5~10年の問題ではなく、30~50年後の人口問題の地域存亡の危機
○地方創生のあり方は

・本来は下から積み上げるべきものではないか…自治体における交付金の決め方を問

うべき

・短期的・表面的な問題解決ではなく、本質的問題にじっくり取り組む…人材育成、

自立心の再生、住民自治の確立、地域経済の循環構造の構築、若者が力を発揮でき

る風土づくり、市民運動など

○成功する地域の条件

・人材が育っている。住民自治が確立している。

・国の言いなりではなく、自分たちの目標をしっかり持ち、やるべきことを粛々と

やっている。

○地方創生の課題

・地方を守らないと、日本の優秀な人材・企業・大都市は守れない

・政府のできることは限られているから国民運動の展開が必要

・教育のあり方が成否をにぎる…4つの縦割り行政(都道府県と市町村、首長部局と



教育委員会)と住民の壁を越えられるか―自分の庭先だけをきれいにするのではな
く、立ち止まって考えるのが必要

・一次産業が活性化しなければ地方創生はない…特に林業の再生が重要な課題

・国の総合戦略は、ひとづくりの政策がほとんどなく、外から持ってくるような話

ばかりで、人材育成の視点が弱い…地域活性化センターの役割は重要

・地方創生人材プランが策定された…地方創生カレッジ(仮称)創設を提言
まとめと感想

椎川氏は自治省出身で見識や人脈が広く、地域づくりと人材育成をライフワークに

されておられる通り、様々な活動に携わっておられる。特にやねだん(鹿児島県鹿屋市
串良町柳谷集落の通称)地区は、すべての社会問題や地域問題を解決しているとして紹
介された。また、長野県下條村の人口が安定している理由についても少し触れられた。

地方創生の最終的な目的は、日本の今後のありようを考えるものであり、目先の事

ばかりにとらわれていては道を誤るという椎川氏の考え方には共感できるものがあっ

た。どうしても肩書が多い人や中央で活躍されている人は、押しつけがましい話をさ

れるものだと思っていたが、それは間違いだった。それを施策として押し付ける政治

家や官僚が問題ではないのだろうかと感じた。

最後は、文明論に触れられ、これまで世界史の主流をなしてきた西洋近代文明に陰

りがみえ、これからは日本の農村文明が世界史のスタンダードになっていくのではと

やや手前みそ的なことも話された。日本は単一民族であったという発言は時代錯誤で

あるが、明治以来の西洋崇拝主義は改めなければならないという意見は真理をついて

いると思う。

どの講義も 1時間 30分と限られた時間であり、その中で自分の思いを私たち議員に
伝えるのは至難の業だと思うが、養父市のある議員の方が懇親会の席で私に「私たち

は何故毎回ここに(大津市の研修所)来ているかというと、中央の人がどのように考え
ているのかを聴きに来ているのです」と話してくれた。今回もいい話が聴けて良かっ

たと思う。

追記

※このセミナーの予定にはなかったのですが、講師を務められたグリーンバレーの代

表大南信也氏の地元である徳島県神山町を、セミナー終了翌日に訪ねることができ

たので(公式な視察ではない)講義Ⅱの参考になればと思い、簡単に記してみました。
神山町紀行

限られた時間で公式な視察でもないので、神山町がどういうところにあり、どのよう

な雰囲気なのかが伝えられればと思う。また、土曜日でもあったのでオフィス関係も閉

まっており、全体に静かな町でした。

山間に沿った国道を走っていると、盛りが過ぎたしだれ桜が所々群生しているのが目

についた。まず道の駅に寄り、事情を話し、どこに行けば何か話が聞けるか訊ねたら、



神山町農村環境改善センターが活動拠点であると紹介してくれた。そこに行き、事務員

の方に町の中心部やグリーンバレーの話を少しだけ聴くことができた。大南さんの自宅

はこの上の方で、日頃はここに居ないとのことだった。「グリーンバレーの活動で移住者

が増えて何が変わったかというと、地元の方たちも自分たちで何かやれるのではないか

と思い始めたことじゃないかな」と話してくれた。事務員の方と話していたら、何かの

婦人部の会合が終わったらしく 10人位ぞろぞろ出てきて挨拶をして帰って行かれたが、
最後に残ったおばあちゃんが私たちに(友人と二人)興味を持ったらしく、「少し案内して
あげる」と言って、車を取りに坂道を上って行かれた。少々運転が荒っぽく見えたが、

是非ここを観てもらいたとある建物へ案内された。まだ外側が出来たばかりで中はこれ

からという建物で、おばあちゃんが言うには、定年退職した地元の人が一人でこつこつ

作っているらしく、完成したら地元の人に貸し出し集会所や催し物などに使ってもらう

という話を感心顔で話された。さらに帰る途中に、移住者の方(埼玉からという若い方)
のオフィスというか仕事場(元縫製工場跡の建物でレーザーカッターを使い看板など作る
仕事をしている)に突然案内され、こちらが恐縮した。そこで、親切なそのおばあちゃん
とは別れたのだが、あまりに元気かったので別れ際に歳を訊ねたら、「７7歳」と答えて
下さった。

昼は、まだ出店新しい惣菜屋さんに立ち寄り、店の若い方と話をしながらそこの弁当

を頂いた。女性の方は愛知県豊田市から来たと話された。後から若い男の店の人が来ら

れたので、女性の人に「ご主人ですか」と尋ねたら、「なるかもの人です」とやんわり答

えられた。「パン屋さんはどこですか」と尋ねたら、「もう他所に移られましたよ」と教

えてくれた。この店の隣はｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞの靴屋さんで丁度お客さんの相手をされていた。そ

の先の方には、フレンチの店があり流行っている様子だった。土曜日の昼下がりで、商

店街という賑わいのある一般的なイメージは感じられなかったし、空き家はあちこち目

についた。でも神山町は、空気もさわやかで景観もよく、水は清く澄み、長閑でいいと

ころだった。もう一度ゆっくり訪れてみたいと大南さんの講義を思い出しながら、町を

後にした。

おわりに、突然の行き先決定にもかかわらず快くここ神山町まで西明石から車で連れ

て来てくれた友人川原氏に、紙面を借りてお礼を申し上げます。彼が居なかったら神山

町に来ることもなかったし、この紀行文も書けなかったでしょうから…。


