づくりをめぐって

きな問題は、人口減少あるいは少子高齢化に対

くうえで、どのようなお考えを持っておられる

を持った都市を築き、次の世代に引き継いでい

のまちづくりをめぐって」と題し、誇りと活力

し、どう都市なり地域が向き合っていくかとい

か、何をしていったらいいのか、お二人の市長

高村 現在、都市や地域をめぐる危機の中で大

うことにあります。一方で国際化や情報化、技

にお話しを伺い、これからの地方都市のあるべ
き方向について考えてみたいと思います。

術革新といった動きもあります。
今日はそういうことを踏まえて、
「地方都市

歴史ある二つの都市の特性
に描きやすいまちだと思っています。
歴史をひもといていけば、藩政時代を過ぎ、
として転身を図ってきた。そして、リンゴを基

三つの気質、
「じょっぱり（頑固者）
」と「もつ

明治には軍都で栄え、戦後は学都（弘前大学）

高村 まず、葛西市長から弘前市の特性につい

け（お調子者）
」と「えふりこき（いいカッコ

何でも新しいものにすぐ飛びつく進取の気

軸にした基幹産業により経済を発展させてきま
弘前は「津軽の中心都市」ですが、方言がな

質、そして、頑固にそれを守り続けるという気

て、ご紹介をお願いします。
城下町」で一〇万石の都市ですけれども、
現在、

かなかきつく、分かりにくいことも一つの大き

しい）
」があります。

人口一八万人で、大き過ぎず小さ過ぎず、コン

な」と言われるぐらいです。

れど、弘前は最初からコンパクトシティだから

市はコンパクトシティを一生懸命やっているけ

い収まります。富山の森市長に「われわれ富山

市街地は、半径二・五キロの円の中にだいた

ます。

この弘前のまちを育ててきたのかなと思ってい

設計の建築物は八つもある。
そういった気質が、

ル・コルビュジエに師事した昭和期の前川國男

の神社仏閣や、明治・大正期の洋風建築、あの

質、見えっ張りの部分もあって、藩政時代から

弘前市長）

葛西憲之
（青森県

上越市長）

村山秀幸
（新潟県

教授）

な特徴だと思っています。そこに培われてきた

者
席
出

高村義晴
（日本大学理工学部まちづくり工学科

（平成28年7月29日
「ルポール麹町」で開催）


〈敬称略〉

パクトなまちをつくっていくには、絵姿の非常

した。

前川國男建築（弘前市立博物館）

葛西 弘前市は「四〇〇年の歴史と伝統を誇る

津軽の中心都市 弘･前市

個性と活力のある都市経営の課題と対応策
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市町村合併により、市域が郊外に広がったけ

れども、その郊外もコンパクトにまとまってい

て、
公共交通をネットワーク化していくことで、

国土交通省が進めているコンパクト・プラス・

ネットワークの形成がうまくできていくという

のが弘前の特徴だと思っています。

また、四〇〇年の歴史と伝統があり、伝統工

芸が盛んなんですね。
「ブナコ」は、ブナの木

をテープ状にして、それを独自の手法で成形し

ていくものですけれども、これが京都リッツカ

ールトンの照明に採用され、パリの見本市「メ

ゾン・エ・オブジェ」において、ホール８とい

う一番デザイン性の高い場所でプレゼンテーシ

ョンができるところまで仕上がっています。

さらに、
「津軽塗」や「津軽打刃物」
、
「こぎ

ん刺し」もあって、工芸都市としての可能性も

秘めていることから、大きな産業として育てて

いきたい。そのほか、医療産業とか、リンゴ産

業の機械化など、イノベーションも成長戦略の

枠組みとしてあります。

弘前が歴史文化を前に出すことができたの

も、戦災に遭わなかったからで、洋風建築も神

社仏閣もそのまま残っている。ここが大変強み

だと思っています。そういったことを切り口に

全体をうまくコーディネートして、超少子高齢

化・人口減少時代に対処していける枠組みをつ

くろうと、今、全力を尽くしています。

そこに人材をしっかり育て上げて、行政だけ

5

村山秀幸氏
高村義晴氏
葛西憲之氏

併し人口一二万人の都市ができました。それが
今の上越市の母体です。さらに平成一七年一月
に、全国でも最多の一四市町村の合併により、
市域は九七三平方キロメートル、
東京都の半分、
二三区の約一・五倍の面積を持つようになった
んです。
上越市は、歴史的にも古い神社やお寺などが
数多く残っている一方で、新しい産業もありま
も早い明治三〇年代ぐらいに豊かな水量を活用

す。この地域は川と水に恵まれたので、日本で
ではなくて、
若い経済人や大学なども含めた
「産

した水力発電ができ、重工業が発達したんです
ね。
ものづくりを含めて産業のまちでもあった。

で市政の運営に邁進してまいりました。

力と誇りの持てる弘前」ということで、これま

が「子どもたちの笑顔あふれるまち弘前」
、
「活

育大学という大学院大学に変わっています。直

新潟大学の分校があったのですが、今は上越教

を記念して植えられたのが始まりです。
その後、

本三大夜桜に称えられる高田公園の桜も、それ

てきて軍都でもあった。弘前公園とともに、日

高田には、明治期に陸軍の第一三師団が入っ

在、一九万七〇〇〇人です。この中で、どうや

でしたが、一〇年で一万一〇〇〇人減って、現

特例市なのですが、合併したときは約二一万人

度も一平方キロメートル当たり二〇二人です。

と人口の密度が全く逆転していまして、人口密

域に三割、中山間地に一割という、地域の経済

すが、住んでいる人は、市街地に六割、田園地

して市街地が一割、あとの六割が中山間地域で

高村 潜在可能性をどういうふうに花開かせ

江津のまちは港町で、国際コンテナ航路を持っ

ってまちづくりをしていくかという非常に難し

て、定着させるかがカギですね。

ている物流拠点ですし、
大きな工場もあります。

合併により
多様な共生都市・上越市
高村 では、村山市長、上越市の特性について、

なり、平成の一四市町村合併で、さらに異質な

ンなども、上越市には直江津、市役所のある春

ご紹介をお願いします。

私は、この異質のよさを、それぞれ出してう

日山、それに高田という拠点が三つあって、さ

化計画とか都市計画法の都市計画マスタープラ

の拠点があります。高田のまちは、徳川家康の

まくまとまっていくことが、合併した意義にな

共生が始まりました。

六男、松平忠輝がつくった四〇〇年の歴史をも

駅というゲートウェイがある。コンパクトなま

らに、そこに新幹線ができましたので上越妙高
現在、面積的には農村部がだいたい三割、そ

るだろうと思っています。
昭和四六年にこの高田と直江津、二つの市が合

つ城下町で、
直江津は港町で国鉄のまちですが、

村山 上越市には、高田や直江津などいくつか

今回の都市再生特別措置法に基づく立地適正

い課題をかかえています。

今も大きな企業がずいぶんあります。

高田公園の夜桜

このように、昭和の合併で異質のまちが一緒に

市長選挙に出たときの私のキャッチフレーズ

っています。

学官金労言」
、オール弘前で進めていこうと思

ブナコ製品（ランプ）
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ンをつくっていますが、各地域をどうやって生

れを公共交通ネットワークでつなぐというプラ

ちということで、拠点が三つも四つもあり、そ

だきながら進めています。新しいまちづくりが

していただくなど、市民の皆さんに理解をいた

「産官学金労民」の五六団体の皆さんから参画

がりからはじまる挑戦」
をサブタイトルに掲げ、

「つなぐ」
というのが、
これからのテーマですね。

割分担しながらどう拠点化、連携していくか、

高村 同じものがあっても仕方がないので、役

これから始まると思っています。

「人と地域」
「地域と地域」の関係性をもう一回

っていこう」で、
何をするかといえば、「人と人」

きのキャッチフレーズは「健やかなまちをつく

合併の五年後に引き継ぎました。選挙に出たと

にくるという中で、どういう認識で、どんなこ

やすいのですが、時代の流れが非常に速く一気

も少子化でも、時間がゆっくりならば対応もし

応策について、伺いたいと思います。高齢化で

高村 次に、まちづくり・都市経営の課題と対

れて、どうしても合計特殊出生率がほかの市町

なんです。女子学生の比率が上がっていくにつ

は合計特殊出生率になかなか換算できない部分

ちの半分五〇〇〇人ほどは女子学生です。ここ

もう純然たる学都だと言えるんですね。そのう

人の学生がいる。人口一八万人の中で一万人、

都市経営の課題と取り組み

活拠点として整備するか、皆さんに理解しても
らって役割を果たしてもらうことが、重要だと
思っています。

構築しないと、人口減少と高齢化にも対処でき

とに取り組まれているのでしょうか。

私は平成二一年に市長に就任しましたので、

ないだろうと考えたわけです。今回、
それが
「地

直江津港と工場群

です。なぜかといえば、六つの大学が弘前にあ

それに、二〇歳から二四歳までの転出が顕著

がよく分かったんです。

村に比べて下がる。完全に反比例していること

方創生」という言葉で表現されていますが、そ
の考えは間違っていなかったなと思っていると

人口問題と
就職問題の解決施策

ころで、昨年策定した地方版総合戦略も「つな

葛西 時代の流れ、トレンドは変えられないと

るのですが、卒業とともに転出するからです。

そこに着目し、焦点を当てた政策をやれば、弘

いう状況の中で、私どもが「まち・ひと・しご

ところが、分析が、基礎自治体は弱い。そこ

前の安定にもなるということで、今、取り組み

弘前で学んだ学生が、弘前で働いて、出会って、

で、
「ひろさき未来戦略研究センター」という

をしています。

と創生総合戦略」で描いた人口戦略は、まず分

自治体シンクタンクを設立し、分析力を持った

「ＣＯＣ＋」
という文部科学省の制度があって、

結婚して、
子育てするのが理想パターンなので、

職員を募集したところ、いろいろ人が集まって

弘前大学が取り組んでいますが、これは、学生

析から始めました。

きて、証券会社の女性のアナリストまで入って

っちりした仕組みをつくろうと動いています。

と企業との就職のマッチングで、市も絡んでが
その結果、どういうことが分かったかという

弘前大学の学生を例にすると、卒業後、弘前

きたのです。
と、当市の場合は、六つの大学があって、一万
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市内に残るのは八・八％、青森県内でも三〇％
程度です。将来を見据えたときに、その企業で

施設と市の公共下水道施設を統合し、年間のラ

ンニングコストとイニシャルコストを合わせて

の立ち位置がイメージできるか。できないから

弘前はコンパクトなまちで、市街地が広がって

葛西 まちづくりの観点からすれば、もともと

ので、いま研究に余念がないところです。アセ

市経営の中で大きな課題だと私は思っています

ファシリティマネジメントは、これからの都

一〇〇億円ぐらいを回避できた。

中央に行くのだと思うんですね。そこに流出の

はいません。ＤＩＤ（人口集中地区）と市街化

ットマネジメントと同時に、やっていくことに

ファシリティマネジメント
の観点による都市経営

大きな原因がある。

区域がほぼ一致しているので、インフラに関し

働いて、将来の希望を見出せるか、自分の将来

だから、私は企業にはっぱをかけ、企業の宣

よって、将来の負担をドラスティックに回避し

ていきたいと考えています。

てはそれほど大きな問題はないと思います。
一方、
当市には六〇〇以上の公共施設があり、

伝文句、企業の資格取得への支援、先輩たちの
声、この企業に入ったらどういう未来が描ける

向こう四〇年間で計算すると年間八〇億ぐらい
円ほどオーバースペックになります。どうやっ

高村 では、村山市長、都市経営の課題につい

のかまで、きちんと示していただくようお願い
そんなことをやりながら、うまくマッチング

て、施設を統合し廃止していくか。ファシリテ

てはどうでしょうか。

合併による財政面の課題

して、合計特殊出生率も、定着率も上げていけ

ィマネジメントの観点から、人口とそれに見合

村山 上越市の場合、都市経営の観点から見る

の更新費用が必要となり、今の水準より二七億

ば、弘前の人口問題は解決していけると思って

う都市施設の適正化を考えていかなければ、将

と、合併により非常に多くの課題を持ったこと

しているんです。

います。

来の都市経営が成り立たないわけです。

そのために、産業構造をどうするのかマトリ

にとどめようというビジョンを策定しました。

結果が出ていますが、それを一四万三〇〇〇人

ら平成五二年度に一三万人まで減るという推計

けて一・五八まで戻そう、今の人口一八万人か

なかそこまでいかないので、これから二五年か

ているわけですが、弘前の場合、現実問題なか

一・五八が最高です。県や国は二・〇七と言っ

理しようということにしました。それがＭＩＣ

そんなにお金をかけられないので、下水道で処

％に上がってきている状況の中で、し尿処理に

うことが分かりました。下水道の普及率が九六

けないとなったのですが、五十数億円必要とい

処理施設の老朽化が進んで、改修しなければい

備事業）
」というものがあります。圏域のし尿

事例として、
「ＭＩＣＳ（汚水処理施設共同整

当市が加わっている環境事務組合の取り組み

年後の平成五二年には、一九万七〇〇〇人が一

思いますから、人口減少はもう否めない。二五

ますが、上越市の場合はまだ相当先のことだと

八〇〇人。やがて自然減が減ってくる時期が来

少しています。自然減が一〇〇〇人、社会減が

人口もこの一年で、大きく一八〇〇人ぐらい減

すが、
現在は一四〇〇人しか生まれていません。

域で一年に七〇〇〇人ぐらい生まれていたので

われわれ団塊の世代が生まれた頃は、今の市

弘前市の合計特殊出生率は、過去二五年間で

ックスを描き、それを埋めるような施策を数多

Ｓ事業です。これによって、大きく将来の負担

五万六〇〇〇人まで二〇％落ちるという推計な

になると思っています。

く打っています。そのあたりが弘前の都市経営

を回避しました。

んですね。

の課題としては大きいですね。

同時に、同じ敷地内にあった県の流域下水道
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高齢化率も今、市全体で三〇％。旧町村部で
は四五％から五〇％近くなっています。人口は
減っているけれども、一方で、世帯数は七〇〇
〇、八〇〇〇と増えている。その理由は、移動
しているだけなんです。子どもさんたちがまち
へ出て来て、お父さん、お母さんが山里に住ん
でいる。
そういうことが拡大しているんですね。
市の財政面でもそうです。一〇年前に合併し
たとき村の中には、予算規模は三〇億円で税額
が一億少しという自治体もありました。交付税

雪しなければならないんです。

これは、きちっとやらなければ財政的にもた

ないというふうに考えまして、
財政計画も立て、

平成三四年度以降には、財源が不足する状況を

見込みながら、現在財政運営を行っています。

一〇〇〇の施設を適正の六〇〇に減らす、五

五〇に減らすとなると、合併した市民は大反対

になるわけですが、私は、平成一七年の合併か

ら五年後の平成二一年に市長に就任し、このこ

とに取り組まなければどうにもならないと思

上越市の場合、人口密度は低く、面積は大きい

全国平均で七〇％まで復活するという。
しかし、

足を運んでいろいろなお願いをしていますが、

大変だということで、総務省に三、四年前から

すから、九〇億円減ることになります。これは

ります。これが一五年たちますとゼロになりま

特例算定替えの差が一年間で九〇億円ぐらいあ

上越市の場合、普通交付税は一本算定と合併

今後、財政面をてこ入れしなければいけない。

補正で一一四〇億円になっています。
ですから、

ちなくて、
今年の予算を一一三二億円で組んで、

たっても、まだ予算規模が一〇〇〇億以下に落

ところが一緒になっています。合併して一一年

でも一年に最大で二メートルぐらい降り、奥部

その手当てをしながら片方で、雪が高田の中心

域の六割の中山間地域に発生してきています。

くる、買い物難民が出てくるということが、市

す。一方で、新しい課題として空き家が増えて

行政コストが非常に厳しい状況になっていま

このように経営的には、人口の減少の中で、

は、合併後の一〇年というのは短すぎました。

非常に大変です。市民の皆さんの理解を得るに

ので、行政をこの広域な市域でやっていくのは

すから、私立などを含めると七〇近くあります

だけで七七。保育所が市立だけでも四八ありま

体育館を含めて一〇〇〇施設もある。小中学校

一〇年たって五〇〇人減っただけです。施設が

って、一次産業がポシャると、二次も三次も壊

が、今、農業の後継者がいないということがあ

三次に波及して大きな効果を生んでいるのです

かり見据えることが大事だと思います。

機会をブラッシュアップして、雇用の道をしっ

できるとしたら、若者と女性の雇用環境と雇用

えるときに、先を見て、明るさを見せることが

葛西 これからの都市問題、人口減少問題を考

組みをされていますか。

高村 課題を解決するために、どのような取り

い、手を着けましたが、都市経営上の課題は少

ですから、算定経費の数字にのらず、五七％ぐ

は五～六メートルは普通に降りますので、除雪

滅していく状況になります。そこで、一次産業

と補助金でやってきたわけですから。そういう

らいまでしか復元していないんですね。

道路の延長が二六〇〇キロ、北海道から九州へ

の担い手確保の連携施策として、大阪の泉佐野

弘前市は一次産業が基幹産業になって、
二次、

雇用問題解決のための
取り組み例

なくありません。

職員数や施設の数についても課題がありま

行くぐらいの間を、毎年平均三〇億円かけて除

冬期間における除雪作業（上越）

す。合併時には職員が二五〇〇人いましたが、
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市と組み、ＮＰＯがニートや引きこもり、就農
希望の人たちを集めて、
いろいろな教育をして、

いって、やめてしまう市町村もあるかもしれま

せんが、この活動は五年、六年たってじわじわ

それに今度は、石川県も加わる。そういった

いというのです。

修体験をしながら、でき得れば最後は就農した

効果が上がっており、何十人か来て、農業の研

症化にならないために相当努力をしてもらって

健師が戸別訪問する、連絡して来てもらう。重

の健診と健診の事後指導を徹底しています。保

で赤字はないんです。国保に係る市民の皆さん

村山 私が市長に就任してから、国民健康保険

に失敗してしまうと破綻しかねません。

すが、人の長寿命化、健康をどうするか、これ

フラのマネジメントや長寿命化が叫ばれていま

高村 地域経営の大事な視点ですね。現在イン

んですね。

効いてきて、その後は、一気に効果が出てくる

広域的な地域間連携がうまくいけば、ニート、

いますので、
介護認定者数が減ってきています。

効果の高い
観光での地域間連携

効果的な上越市の
健康福祉施策

引きこもり問題も解決でき、弘前市では後継者

上越市の福祉の取り組みは、全国的にも注目

弘前市で就農してもらっている。これはすごく

問題の解決ができるということにもなります。

され、厚生労働省にも褒められています。市が

って、お互いが共存共栄の関係になるというこ

もう一つは、女性の課題としてシングルマザ

食事の制限など細かいことまで、国民健康保

とも必要だと思うのですが、そういう事例があ

高村 自分のところで持っていないものを、持

グルマザーに資格取得してもらい、仕事を提供

険加入者すべてのリストができていて、健診の

りますか。

やっている健康福祉施策について、全国のいろ

していく枠組みをつくって、シングルマザーの

結果が出ており、それを国保と健康づくりの保

葛西 地域間連携、官民連携、政策間連携、こ

ーが増えている状況があります。その受け皿と

活躍の場をつくる官民連携の取り組みをしてい

健師がすり合わせて、面接して、全員に結果を

の三つだと思うのです。

っている外とつながって、ウイン・ウインの関

ます。

渡す。医者にかかっている場合は、医師会と相

地域間連携の中で観光地同士がつながるとい

いろな自治体などの講演に担当の保健師が呼ば

また、定住、移住ということが大きな課題、

談して、生活習慣などの助言をします。一〇年

うことで、青森県と函館が連携しました。七月

して、商工会議所がメインになって「マザーフ

そんな時代になりました。
「弘前めぐりあいサ

近くやりましたから、続けていけば、確実に元

から九月にかけて、圏域内のＪＲと自治体、観

係で共有価値を創出していく。一＋一が三にな

ポーター出愛創出事業」
、
「若者魅力アップセミ

気に過ごせて、病気で伏せる時間が少なくなっ

光業者が共同で、ＤＣキャンペーンを実施して

れているほどです。

ナー」など、あらゆることをやっています。副

ていく。二〇人以上いる保健師が、地域に張り

おり、七月の段階ですでに宿泊客数が増えてき

ィールド」というＮＰＯ法人をつくって、シン

市長を二人まで増やして、マトリックスに考え

ついて努力してやってくれています。

ている。観光は、効果の発現性が早いといいま

昨年、
「弘前城本丸石垣整備事業」で、天守

平成二六年度には国保の給付費が、平成二七
れらが上がる市町村はあっても、下がるところ

の曳屋、観光客の皆さんにお城を引いてもらっ

すか、交流人口が増えるということですね。
はほとんどありません。最初は効果が出ないと

年度には介護認定率も下がりました。通常、こ

られる課題と施策を埋めて、一つ一つ個別に対
応しながら相乗効果を上げていくような取り組
み方をしています。
もう一つは、健康。医療費も大変です、国保
は大変じゃないですか。
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地域から北陸に行く、新潟に行く、首都圏に行

く、中京に行く、上越はその結節点なんですね。

ここを通らないと、それぞれに行けない。鉄道

も北陸新幹線が走り上越妙高駅ができました。

高速道路も上信越自動車道、北陸自動車道の結

節であり、長野から静岡に抜ける中部横断自動

車道が平成三〇年にはほぼ完成しますので、第

一東名、第二東名を横切って静岡まで行ける。

そうすると、首都圏の物流まで変わってくると

思います。

これらの交通ネットワークを利用しながらコ

日本のお城の中で、天守が昔のまま残ってい

五億円ぐらいの効果があったと言われていま

たんです。それが結構人気で、広告換算値で二

目玉ができます。シティプロモーションをやっ

間連携といった切り口にしたら、一気に観光の

作品がある都市で、近代建築ツアーによる地域

の日本人弟子の一番手が前川なので、前川建築

美術館が世界文化遺産に登録されましたが、彼

また、日本で一番古く、一〇〇年超えたフィ

一五万人ぐらいの人が訪れます。

越蓮まつり」
が七月下旬～八月中旬まで開かれ、

タールもの外堀に咲き誇る蓮花群を楽しむ「上

田城百万人観桜会」を始め、東洋一、一九ヘク

思っています。観光で言えば、高田公園の「高

ラボレーションをしていくことが大切なのだと

るのは一二しかないんです。
私が全部行脚して、

ていくうえで、認知度を高める大きなツールに

ルム式の映画館「高田世界館」が、まだ現役で

す。

巻物に連判状のようにサインしてもらって同盟

なる。そういったネットワーク化にも、着目し

そういったことを支える人がいて、まだ残って

て、今の若い人たちは経験がないでしょうが、

映写機の回る音を聞きながら映画を見るなん

上越にあります。レトロな映画館で、フィルム

をやったんです。陣羽織を着てメディアにもど
です。その連判状を観光庁長官に見せて、新し
い観光商品の造成をお願いしたところ、クラブ
ツーリズムで、弘前を起点にした観光商品を企

お酒も含めて上越市内に酒蔵が一六ぐらいあ

いるのですね。そういう誇れるものがある。
つくるか、人をどう育てるか考えていくと、一

高村 地域での生業（なりわい）や仕事をどう

また、弘前には近代建築の巨匠、前川國男の

日本のワインぶどうの父と言われる川上善兵衛

るんです。
「岩の原葡萄園」は、明治二三年、
る必要があります。

が創設したワイナリーです。雪室に貯蔵した雪

つは地域の中に潜在している可能性に目を向け
ています。

村山 上越の地勢的なポイントは、それぞれの

建築物が、創成期から晩成期までの八つ現存し

画してくれました。

地域が持っている潜在力

ているところですね。

現存12天守同盟の各自治体の皆様をお招きしての
「重要文化財弘前城天守曳初式」

んどん露出し、シティプロモーションにしたん

8日間で約3900人の一般参加者で行った弘前城曵屋

先般、ル・コルビュジエ建築作品の国立西洋
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とか「人と人、人と地域、地域と地域をもう一

のです。
「市のお金は要らない自分たちでやる」

たときに、民間だけでやる事業が相当出てきた

野の皆さんが集まってチームをつくって検討し

んです。

も、一度に二〇〇人規模の従業員が集まらない

て、労働集約的な世界的な企業の立地があって

企業誘致についても、装置的な企業誘致をし

は城下町高田市街地の町屋を再生して設置する

一方、
共同提案していた事業が、
総務省の「ふ

今、
高校の卒業生が一五〇〇人程度いますが、

予定ですが、これにより、新しいライフスタイ

回見直して、次の時代にきちっと渡していこう

そのうち地元には五〇〇人ぐらいしか残らない

ルの創出やまちの活性化をはかるチャンスが広

るさとテレワーク推進事業」に、今日、採択と

んです。あとは大学などで県外に出ていってし

がっていくものと考えています。人と仕事が上

よ」という声がでて、本当に動き始めてきたな

まう。地元に教育大学、
看護大学がありますが、

越市に向かう流れを、つくりだしていきたいと

の内示をいただきました。サテライトオフィス

そのほかは、首都圏なり関西圏に出ていってし

思っています。

と思っています。

まう。

都市 地･域の魅力創出、発信

ご主人に連れられて転勤で来た若いお母さんた

れるぐらいのＮＰＯ法人が、上越にあります。

それから、子育てでは日本一、国から表彰さ

のがある」と教わりながら、自分たちで工夫し

ど、プロの人たちが入ってきて「こんないいも

なかったのですが、最近は旅行エージェントな

あっても、これまでは、情報の発信が上手では

や生業を生みだすといった営みなり仕組みを

や企業が、地域とつながって地域に新たな仕事

完し合うべく、東京など大都市圏の人材・住民

経営資源は地方では不足する。これを相互に補

一方で、
それを生業にしていく知恵やノウハウ、

するに東京などにはないものがいっぱいある。

でも、地域にはすごくいいもの、ほんもの、要

場してきています。文化や美意識でも、手の技

高村 「二地域就労」という考え方が新たに登

も上越でも、あそこの暮らし方や美意識が好き

に出てきており、地域に魅力があって、弘前で

がないと帰れない。地方に憧れる人たちも確実

エイティブな仕事ができるとか、魅力あるもの

っても、自分の力を発揮できる仕事なり、クリ

っても外に行ってしまう。Ｕターンしたいと思

がっていくこともやっていかないと、学生が育

をどう花開かせるかというときに、他所とつな

その意味では、地域のほんもの、潜在可能性

育成することも叶いません。

ちが残って、チームをつくって子育てを支援し

「二地域就労」といっています。地域にいいも

だ、ああいう手仕事やこだわりが大好きだ、住

4 4 4 4

ているんですね。こういう動きは、まちの中に

のがあっても、それを最終的にビジネスにして

んでみたいという人も少なくないはずです。
地方版総合戦略作成の過程で、上越市の各分

てやっているんです。

力があることを表していると思うんです。

いかなければ、持続させていくことも担い手を

このように素晴らしいものが他にもたくさん

なっています。

つくって保存した。これは石蔵で有形文化財に

によって発酵温度を調整するなどしてワインを

高田世界館
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そういう「二地域就労」といった考え方が必
要ではないかと思いますが、お考えを聞かせて
ください。

弘前デザインウィーク
新しい価値の創造と発信
葛西 どの自治体も、地域の創意工夫で、必ず
明確な成長戦略を打ち出せるものがあります。
そういうものを一つ一つ磨き上げて、顕在化さ
せていくような取り組みをしていかなければい
けないと思いますね。
「二地域就労プロジェクト」というお話の関
連で言えば、
「弘前版ＣＣＲＣ」を進めていま
して、二地域居住などとの関連性がかなりあり

確に打ち出さないと難しいと思います。
そこで、考えなければいけないのは、発信力、

地方への移住はなかなかできないと思うんで

意識してもらわなければ、
私は二地域居住とか、

文化自体では負けていません。そういうふうに

の文化、洋風の文化がある。トータルすれば、

は三つもあるわけです。大学があって、喫茶店

それから能の流派も三派もある、オーケストラ

化の水準は極めて高い。オペラも楽しめますし、

弘前には四〇〇年の歴史と伝統があって、文

ィーク「ＳＡＫＵＲＡ」では、子どもたちの感

さくら祭り期間中に開催した弘前デザインウ

連続放映されました。非常に有効なんですね。

般も茂木健一郎さんとの対談がＢＳ放送で二週

活用しながら、どんどん情報発信しており、先

東京デザインウィークのさまざまなメディアを

よって、世界の窓を開けようというものです。

ている東京デザインウィークと連携することに

ウィーク」
、これは、先行して世界につながっ

シティプロモーション、シティセールスだと思

す。田舎暮らしだと思うから達成できずに、す

性を磨くためのおもロボ（おもしろロボット）

ます。ただ、都市あるいは国が考える地方暮ら

ぐポシャるという今までの図式がある。そうで

を企画しました。われわれの世代は、ロボット

うのです。当市で発信している「弘前デザイン

はなくて、豊かな文化と高い教育水準に支えら

というと「鉄腕アトム」で、合体なんかしませ

しというのは「田舎暮らし」なんですよ。

れている地方都市があるのだということを、明

のが新しい観光コンテンツであり、新しいイベ

ーションの根底になり、そこから生まれてくる

組みを始めました。これが当市のシティプロモ

ーになってまちをデザインしていくという取り

そして、市民一人一人がまちづくりのプレイヤ

結して、
市民自体をクリエイターに育てていく。

とできない。クリエイターがたくさん弘前に集

こういうことは、クリエイターがそろわない

した。

合体タメノブーンⅤ（ファイブ）
」を開始しま

リー仕立てにして、城ロボプロジェクト「超城

勝利して暖かい春を迎えるというようなストー

雪がウィークポイントなので、
冬将軍と戦って、

など、弘前にあった五つのお城が合体します。

んが、高岡城（今の弘前城）
、石川城、堀越城

超城合体タメノブーンⅤ

ント、新しいプロダクツになると思います。プ

13

● 地方都市のまちづくりをめぐって

座談会

HIROSAKI DESIGN WEEK プランツリー

ロダクツは産業に直結し、観光コンテンツは観
光産業に直結しますので、企業も参加して「オ
ール弘前」で取り組んでいきたい。
発信力を高めることによって、われわれが目
指そうとしている地域づくりを明示する。その
ことは、市民にそう思ってもらえるようにしな
いと伝わらない。それを圧倒的な弘前のプレゼ
ンツとして示すことができれば、これは全く違
った様相を形づくることができる。
今までは、あるものをもう一度磨き上げて新
しい価値を創造していくというスタイルでした
品や特色ある特産品を認証することで、内外に

が、これからは、これに全く新しい概念を加え
ていくような取り組みを今、まさに始めようと

発信し、販路開拓や販売促進を支援しているも

いがあるそうです。

また、プールでシンクロナイズドスイミング

高村 村山市長、上越ではいかがでしょうか。

でき、研究するのですね。自信を持つのです。

市場にたえられるものをつくろうという意識が

が、
海外まで売れるようなものも出てきました。

認証を受けた工業製品が二一品目あります

の産業を再生できればと思っています。

った技術を活かし、これらを表に出して、地域

ーワンは上越市内の中小企業なんです。こうい

るスピーカーを納めている、国内シェアナンバ

などをやるとき、水の中で音を聞くことができ

村山 私のところは、まず、合併したときの一

つようにしたらと始めたのですが、参加する企

い素材で食べていたから、これまでは、あまり

里もありますから、食の魅力もある。新鮮でい

特産品でみれば、上越市の場合、海も、山も、
業が本気になって、特許まで取りに行くところ

で、三年前に「メイド・イン上越」という認証

の高い製品として出していけないかということ

で再生できないか、技術を生かして、付加価値

できるというものを開発しました。ものづくり

理に使われましたが、大きなものを何でも破砕

破砕できる破砕機、熊本や福島でも廃棄物の処

例えば金属くずや粗大ごみ、廃タイヤなども

つけて認めている。これが、ずいぶん意欲をか

品をつくる。毎年審査して、三年間だけ期限を

など、上越の産品にこだわって、いろいろな製

目ぐらいありまして、米、地域の畜産、海産物

た食は、お土産品みたいなものを含めて七八品

工夫をすることがなかったのですが、認証され

制度をつくって、
スタートさせました。これは、

の技術を持って開発したら、あちこちで引き合

も出てきました。

積極的に研究開発により製造した優れた工業製

が数多くあります。こういうものを、地域の中

もう一つは、上越市には、ものづくりの技術

す。

今あるものに手を加えて、地域の発信力を持

のです。

高田の冬の雁木通り

体感を改めてつくることが大切だと思っていま

メイド・イン上越による
地域産業再生

しているところです。

メイド・イン上越（特産品）
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チャレンジを尊敬し、民間のチャレンジを増や

上越ならではのものを大切にしながら、民間の

ジでは継続が難しいと思います。上越らしさ、

これからの都市経営は、行政だけのチャレン

図っていくことさえできれば、自信を持ってや

然恐れる必要はない。その地域のブランド化を

わけです。外国人もそのとおりなのですね。全

そういうものを見ることを至上の楽しみにする

が、いま観光コンテンツで一番いいのですね。

いうか生活の文化そのものを見せるということ

のまさにブランド化ですね、ライフスタイルと

葛西 人口減少時代に対して、ライフスタイル

高村 誇りとか絆は、地域が生き長らえていく

誇りを持ってきているんですよ。

だんだん自分たちのやっていることや、まちに

方創生を含めていろいろな議論をしたときに、

ろうとか、景観を守ろうとか、合併した後の地

ロメートルぐらいあるんですが、その雁木を守

きました。高田の日本一長い雁木通り、一六キ

すね。また、合併して、いろいろなＮＰＯがで

があっていい音だよ」という声が出てきたんで

きたてるようです。

す。
そういった取り組みを続けていきたいです。

っていけると思います。

同社会、そして生活文化産業などの、次の新た

れを原動力として、豊饒な地域文化、新たな共

イフスタイルのブランド化といっています。そ

る独自の輝く個性を生み出す。それを、私はラ

タイル、それが地域の絆を生み、活力と誇りあ

その土地固有の美意識、暮らしの楽しみ方・ス

高村 都会では希薄となっている季節感・旬、

そこを訪れたり、住んだり、二地域居住や二地

拡がる。そしてそれに共感し憧れる人たちが、

いなものが全国に、それぞれ独自の輝きを放ち

高村 「ライフスタイルのブランド都市」みた

たところです。

送して、白神めぐみ寿司という取り組みを始め

すが、白神山地の恵みを受けた西海岸の魚を直

地域ブランドでは、弘前市には海がないので

案されていくべきですね。

するという、新しいタイプの観光もどんどん提

高村 そういう意味では、人と触れ、人に感動

とはないと思いますね。

スタイルさえ貫くことができれば、何も怖いこ

共鳴・共感し合う感動と交流の新しい旅、その

葛西 訪ねてきた旅人と地域住民が、お互いに

ライフスタイルのブランド化
そのネットワーク化

な価値が内発的に創出されていく。新たな地域

域就労したりする、ということになれば、地方

く、弘前スタイルがブランド化していく。そう

とっていますが、ありがたいことに市民の八割

村山 当市では定期的に市民からアンケートを

への新たな流れが出てきます。

はやってみたいと思っています。

っていくとすごくいい。そんなことも個人的に

を放ちだし、それが都市連合などの形でつなが

の都市（ライフスタイルブランド都市）が輝き

その地域独自の暮らしの楽しみとかスタイル

上での絶対に不可欠な成分です。

戦略です。

いうものが地域で共有の想いとなり、広く全国

の方が上越市を暮らしやすいと考えていただい

上越の暮らしのスタイルがブランド化してい

に発信されていけば、地域の誇りとなり、都会

葛西 そのネットワークをこしらえればいいで

高村 本日は、ありがとうございました。

ています。そして、その割合は回を追う度に増
街並みについても、上越市には、二筋の通り

や他所もうらやむ地域となる。人口は減るが、
のスタイル（二地域就労）で地域に関わり、そ

に六六カ寺が建ち並ぶ一画、寺町通りという通

すね。

こに新しい何か、地域の生業づくりにつながる

りがあるんですが、住民から「寺町を訪ねて回

えてきているんですよ。

ものどんどん生みだされていく。それを糧に地

ったら、あの景観っていいね。夕方になると鐘

都会などのファンが増える。その人たちが自分

域が活力と誇りをもって生き長らえていく。
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● 地方都市のまちづくりをめぐって

座談会

新しい国土形成計画と
地域づくり

貴彦
長谷川

国土交通省 国土政策局 地方振興課長

新しい国土形成計画と
「地方創生」

こと」（現計画第一部第二章）を国土の

促す『対流促進型国土』の形成を図る

涌き起こし、イノベーションの創出を

『対流』を全国各地でダイナミックに

新たな担い手への中間支援活動」につ

ル、
「小さな拠点」と「地域づくりの

国土政策局と関わりの深い二つのツー

部の施策として、ここでは国土交通省

ワーク、②個性と連携による対流の促

いて紹介する。

平成二七年八月、新たな国土形成計

進、③ローカルに輝き、グローバルに

「小さな拠点」
の形成促進

基本構想とし、①コンパクト＋ネット
画（全国計画）
（以下本稿では「現計画」

羽ばたく国土、などを通じてこれを実

現計画で初めて提唱された大変重要

という。
）が閣議決定された。この計

「日本創生会議」が「地方消滅」という

な概念として「小さな拠点」がある。

現することとされているところである。

という。
）を七年ぶりで全面的に変更

フレーズで人口減少のトレンドを訴え

現計画の該当箇所を抜粋する。

画は平成二〇年に決定された従前の国

したものである。併行して全国八つの

たのを契機として「地方創生」が国の

ちょうどこの時期、民間団体である

地域ブロックにおいて広域地方計画の

大きな政策テーマとなり、まち・ひと・

土形成計画（全国計画）
（以下「前計画」

作業が進められ、これらについても平

しごと創生本部の設置、地方版総合戦

小さな拠点の形成にあたって

れることを目指す取組である。

え、愛着のある地域に住み続けら

む地域においても人々の生活を支

さな拠点づくりは、人口減少が進

進めることが有効である。この小

クを確保した小さな拠点の形成を

集め、周辺の集落とのネットワー

ービス機能を歩いて動ける範囲に

の小さな集落地域では、必要なサ

困難となると見込まれる人口規模

生活サービスのいくつかの維持が

日常生活に必要な買物、医療等の

中山間地域等において、住民の

成二八年三月に国土交通大臣が決定し

力点を置いた政策として現計画に基づ

略の策定などの対応が次々と行われて

国土交通省では現計画の決定に先立

く国土政策と一連の地方創生関連施策

た。
（この際、同時に新たな北海道総

って平成二六年七月に「国土のグラン

に密接な関わりがあるのは当然であり、

きたのは周知の通りである。地方部に

ドデザイン２０５０」を公表し、そこ

計画策定や政策形成において両者は連

合開発計画も閣議決定された。
）

で示されたわが国の将来像を踏まえて

携して対応しているところである。

対流促進型国土の形成に向けた地方

地域づくりのための
施策
（ツール）

国土審議会での議論や各方面との意見
交換を重ねてきた。その結果現計画に
おいては、豊かさを実感でき、活力あ
る国土づくりを進めていくために「多
様な個性を持つ様々な地域が相互に連
携して生じる地域間のヒト、モノ、カ
ネ、情報の双方向の活発な流れである
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は、その地域に生活する住民のニ
ーズ、発意に基づく身の丈に合っ

国土交通省では、国土審議会のもと

確保」も必要不可欠な要素と考えられ

受する周辺集落からのアクセス手段の

いえば、これらと併行して「複数の生

ども活用しつつ、
黒字経営を実現した。

での検討と併行してこれらの地区の研

る。

を県の重要戦略の一つと位置付けて推

人口三百人弱の雲南市入間地区は平

究やモニタリング調査などを続けその

拠点的施設が公共的性格を持つ場合

による株式会社「大宮産業」を設立し

成二○年に廃校となった旧入間小学校

成果を「小さな拠点」として現計画に

は種々の公的支援がなされ得るが、既

活サービスを集約した拠点的施設の設

を地元のコミュニティ協議会が引き受

提案したのは前述の通りである。国が

存の公共施設の再編・集約を行う場合

進するところも出てきた（平成二四年

け、農水省の交付金の活用、早稲田大

考えるその形成プロセスはさらに「ま

は国土交通省の「
『小さな拠点』を核

てガソリンスタンドや店舗の経営に乗

学の学生の協力なども得ながら学校の

ち・ひと・しごと創生総合戦略」でも

とした『ふるさと生活集落圏』形成推

置」
「当該施設（群）とサービスを享

中山間地域は、地形的な制約に加え

テイストを残した
「入間交流センター」

具体的に述べられている（以下、平成

進事業」
の活用が可能である。例えば、

度から展開）
。

第一次産業の衰退などにより、全国に

として再生、地域住民だけでなく県外

二七年末に改訂された最新の戦略によ

徳島県美馬市の木屋平（こやだいら）

り出し、施設の改修には県の補助金な

先行して著しい人口減少に見舞われ、

からも利用者を集めて活発に活動して

る）
。

た持続可能な取組が重要であるこ

これらの地域の振興は国土計画におい
いる。

探るアプローチが進められた。

落の存続」という視点から課題解決を

地域コミュニティの実体としての「集

れる集落が存在」と指摘し、ここから

高齢化が著しく、維持・存続が危ぶま

た。前 計 画 に お い て は、
「 人 口 減 少、

こうした動きは限られた地域だけで

くんま」を設立するに至った。

らに活動を広げるためＮＰＯ「夢未来

「道の駅」に認定、平成一二年にはさ

として順調に発展をとげ、平成七年に

産品直売所兼レストランが地域の拠点

進協議会が昭和六三年に設置した地元

天竜区熊地区は、全戸参加の活性化推

かつての宿場町である静岡県浜松市

営組織の形成」といった要素が重要で

を尽くす」
「目的を明確化した地域運

プが示されている。特に「地域で議論

る仕事・収入の確保」の四つのステッ

活サービスの維持・確保④地域におけ

織の形成）③地域で暮らしていける生

持続的な取組体制の確立（地域運営組

の合意形成②地域の課題解決のための

①地域住民による集落生活圏の将来像

そこでは「地域住民が主体となって

とから、見守り業務や荷物の配達など

スだけでは十分な需要が見込めないこ

屋平地区の例にもあるが、送迎サービ

アクセス手段の確保については、木

は市）である。

から三年間をかけて実施中（事業主体

館などを集約する事業を平成二六年度

してＮＰＯの活動拠点や診療所、公民

実施してきたが、旧中学校校舎を改修

高齢者の移動サービスや見守りなどを

地区では住民有志によるＮＰＯ法人が

ることが重要である。

が主体となって地域づくりを進め

受けつつも住民や地域のＮＰＯ等

とから、地方自治体等から支援を

ても一貫して重大な政策課題であっ

らなるが、平成一七年にＪＡが経営す

はなく、全国各地で見られる。高知県

ある。さらに地域づくりという観点で

大宮地区は山間地にある三つの集落か

例えば高知県四万十市西土佐地域の

る地区内唯一のガソリンスタンドの廃

のように「集落活動センター」の設立
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止が決定したのをきっかけに住民出資

地域の個性を生かしたまちづくり
特集

の「合わせ技」を工夫していく取組が
試みられており、国としても注目をし
ているところである。
「田園回帰」ということばが一般化
しつつあり、
中山間地域の「反転攻勢」

新たな地域づくりの
担い手を育成するための
「中間支援活動」
支援

活性化することが、地方都市にも刺激

ある。こうしたいわば地方の周縁部が
発意・活動を積極的に地域づくりに活

い手と位置付け、
」
「多様な民間主体の

なく多様な民間主体を地域づくりの担

平成二○年の前計画は「行政だけで

や交流を生み、より広域的な「地域」
かす取組を進める。
」と記述し、それ

診療所

は手応えの感じられる段階になりつつ

の活性化が展開されることが期待され

まで公共分野の仕事とされてきた行政
サービスや国土管理といった領域にも

る。
このような取組により形成される

積極的に民間主体の参加を求める方向
こうした取組は引き続き重要であ

「小さな拠点」は、住民が日常生活を
らず、道の駅との連携や宿泊施設の併

り、現計画でも「共助社会づくり」と

を打ち出した。

設等により地域外の住民との対流拠点

して多様な主体が地域づくりを担うこ

送る上での「守りの砦」となるのみな

となる。例えば、ＩＣＴを活用した農

特に地域社会の持続性を確保すると

とに大きな期待を寄せている。

としての機能を担い、
雇用を生み出し、

いう観点から、地域を支える活動を収

スーパー跡地

例：旧役場庁舎を保育所、デイ
サービスセンター、体験宿
泊施設などに活用

小学校

例：スーパー撤退後の施設を集落、
コンビニ、農産物出荷拠点な
どに活用

ガソリン
スタンド

業の六次産業化等イノベーション拠点
ＵＩＪターンの受け皿となるなど、い

る。こうした活動が一定の地域に即し

益性のある事業
（ソーシャルビジネス）

国土政策局では、
「小さな拠点」づ

て展開される場合は「地域ビジネス」

わば「攻めの砦」としての役割も期待

くりの知恵袋として、各地の事例や有

とも呼ばれる。地域ビジネスは地域資

として展開することが注目されてい

識者のご意見等を踏まえたガイドブッ

源の有効活用や魅力創出、人材育成な

される︿図１﹀
。

クを作成、公表しており、集落地域に

どさまざまな効果をもたらす。
国においても、このような地域ビジ

おける持続的かつ効果的な地域づくり
の推進のためにも、
参照いただきたい。

小さな拠点

例：廃校舎を公民館、図書館などに
活用

郵便・ATM

例：事業者とNPO等の協働による
新たな輸送システムの構築

道の駅

ふるさと集落生活圏
集落

例：道の駅に特産品直売所、コミュニティスペ
ース、役場機能、診療所などを併設

例：周辺集落や市街地とつながる
生活交通の拠点づくり

旧役場庁舎

集落
集落

集落

例：小さな拠点づくりに併せてコミュニ
ティバス・デマンドタクシーなどによ
り交通手段を確保

図１．
「小さな拠点」の概念
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ネスの育成に関しさまざまな研究や支
展開する上で重要な要件になると考え
この支援体制は現在三年目を迎えて

たからである。

を活用した新たな商品の開発やその販
おり、例えば千葉県銚子市ではこの制

援を行ってきた。その中には地域資源
路の開拓など一定の評価を得られるも
地域の産官学金が一体となって複数の

度を利用して「銚子円卓会議」として、

さ、資金源の不確実さなどを理由に事
ビジネスの芽を支援しつつ、今後の事

のも出てきている。しかし、組織の弱
業の継続が困難になる事例もまた少な
地域ビジネスを持続させることはな

業開拓をめざす体制を整えつつある。

そこで国土交通省においては、平成
かなか簡単ではないが、しばらくこう

くない。
二六年度から、地域ビジネスの（持続

した支援を継続しながら地域活性化の
促進を図っていく予定である︿図２﹀
。

的な）担い手を育成するための仕組み
として「地域づくり活動支援体制整備
事業」を開始した。これは地域ビジネ

国土政策の目標はシビルミニマムを

結 語

主体に寄り添いながら事業の構築を支

確保するための社会基盤等の整備を図

スの直接の担い手ではなく、そうした
援する「中間支援活動」に対し国から

ることから、多様な担い手を育成する

にシフトしてきている。すなわち、地

の補助金を交付するものである。この

融機関の参加を必須としたことがあげ

域の活性化は国土政策の直接の成果と

ことにより内発的な地域の発展を促

られる。事業型の地域づくり活動（＝

なりうる。このような観点から今後も

制度の特徴として、支援する中間支援

地域ビジネス）の公共・公益性の確保

国として長期的な展望を検討しながら

し、持続的な国土経営を実現すること

等の観点からは行政が、事業の採算性

さまざまな手段により地域の活動を支

のための組織の構成員として行政と金

や地域経済への貢献の評価等の観点か

援してまいりたい。

ハンズオン支援

地域づくり活動C 商品開発
販路拡大
（組合）

構築支援
国

…

…
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らは地域金融機関がサポートすること
は、担い手が持続的な地域ビジネスを

図２．中間支援活動支援のスキーム

地域ビジネスの創出

連携により継続的に多様な地域づくり活動を支援

地域づくり活動E
高齢者支援
（自治会、大学、NPO）

農協

地域づくり活動D 耕作放棄地
（企業、NPO） 解消
地元
民間企業
地元
民間企業

デザイナーの派遣

商工会

地元
民間企業

地域づくり活動B
飲食店経営
（NPO）
NPO
NPO

NPO
個人

漁協
協会

販路の開拓
地方 地域づくり活動 地域
公共団体
金融機関
支援体制

（例）
地域づくり活動A
インターン
（企業）
・プランニング
・マーケティング
・ファンディング
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地域の仕事づくり・ひとづくりのための

「二地域就労の推進」

義晴
高村

日本大学理工学部 まちづくり工学科教授
二地域就労促進市町村連合 事務局長

現在、我が国の地域なり都市は、急
激な人口減少・高齢化という大きな危

が想定されます。地方に移住するか否

かに関わらず、地域の生業・仕事づく

総力や知恵を結集し、個性に磨きをか

いきません。それぞれの地域が、その

性もあろうが、急速ともなればそうも

ば、不断の努力で乗り越えられる可能

国計画）に登場する「二地域就労」で

が、昨年策定された国土形成計画（全

たな方法としての可能性を秘めるの

構図や内発的成長の論理を超えた、新

このようななか従来の外発的発展の

携、大都市との協創による商品づくり

大都市の企業と地域の事業者との連

ＳＲ／ＣＳＶ活動、
ビジネスの新展開、

ライフなどでも構いません。企業のＣ

Ｕ・Ｉターン、二地域居住、セカンド

や、時々の来訪、短期的な滞在・就労、

二地域就労構想とは

け、地域の潜在可能性と魅力あるロー

す。この構想の推進体制として、すで

などもあり得ます。地方移住の切っ掛

りに寄与するのであれば、テレワーク

カル性を花開かせていく。これを基軸

に「二地域就労促進市町村連合（会長：

機に直面している。緩慢な変化であれ

におかざるをえない。けれど、このよ

けとなる取組みなども含まれます。こ

のように捉えると、その可能性は一気

天草市長）
」が設立されています。
二地域就労とは、地域に暮らしの糧

うな精神論を振りかざすだけでは、座
して、国土や地域が崩れていくのを待

進すれば、人が移り住み、企業や工場

しくなります。
〝まちづくり〟にまい

力を持続させる外発的発展の図式も厳

を呼び込み、それによって地域の生命

を整えることで、大都市や他所の活力

でのように都市の空間的な魅力や条件

全体が縮小するなか、単純にこれま

就労とは〝大都市等との協創による地

みをいう。言葉を換えるなら、二地域

きとした地域の生業・仕事を興す取組

な付加価値を創出することで、生き生

け、そこに地域の生命力源となる新た

域の人や事業者・地域等」とを結びつ

や他都市・地域の人材・企業」と、
「地

出すことをねらいとします。
「大都市

それらを次の世代に引き継ぎ、地方創

れてきている〝ほんもの〟があります。

技、自然があります。そして受け継が

季節の楽しみ方、美意識や文化、手の

その地ならではの暮らしのスタイル、

連綿と生き長らえてきた地域には、

に広がりをもちだします。

が立地するとのシナリオも、右肩下が

域の生業・仕事づくり〟に他ならず、

生につなげていくには、生業化、ビジ

となる生業（なりわい）や仕事を生み

り社会では成り立ちがたい。もはや地

そのための具体的な方法論を提唱する

ネス化していくしかない。そうしなけ

つことにもなりかねません。

方は、そう覚悟せざるを得ない時代を

ものです。
得る社会の仕組みなり妙策が渇望され

地方創生のソフトなインフラともなり

くりに関わるところにあります。この

住者・就業者が、地方の生業・仕事づ

その核心は、大都市等の企業等や居

きてくれることも望めません。

が難しいばかりか、次の担い手がでて

から地域に必要な所得を確保すること

れば、特に中山間地域や地方は、これ

二地域就労の必要性

迎えています。そのためには、新たな

ます。

点こそが要諦であり、さまざまな形態
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えるに越したことはありません。

の嗜好、感性、知恵や資源などもつか

市に販路を求めようとすれば、そこで

ていくというのは厳しい。全国や大都

何らかの価値を生み出し、生業を立て

粋にそこだけの知恵・技や資源だけで、

けれど、あるひとつのところが、純

定（コーディネート）に加え、結びつ

立ちません。そのための場や機会の設

般に行われているようなものでは歯が

マッチングが求められます。それは一

（地域）
とを結びつけるには、いわゆる

要となります。そして大都市等と地方

新たな制度や現行の仕組みの改善も必

きの背中を押す仕掛け
（プロデュース）
その先導役を、二地域就労促進市町

とすれば、地域と大都市との協創が
との連携」
といった掛け声だけでなく、

村連合が果たしていく必要がありま

二地域就労の概念図

が内蔵されていなければなりません。

実効性のある具体的なプログラムとし

す。さらに幅広く想いを共有される市
町村にもご参加いただく。二地域就労

スゴイ！

もっと地域資源を
活用できないかな？
業展開で
新しい事
っと
天草をも
ゾ
輝かせる

地方の生業・仕事づくり
（付加価値創出）

求められます。それは「大都市と地方

て、そこに地域の力と大都市等の力が
結集するだけのなにごとかが共有化さ

について検討されている企業、関心の

4

れていなければなりません。それを、

ある企業・人材、ＩＣＴ企業、人材派

4

膝を突き合わせ互いに共感をもって見

遣企業、地方創生に関心のある企業の

4

出すことが共有価値の創造となりま

方のご参画についても検討が望まれま

4

す。二地域就労の要所はまさにこの一

す。さらには、二地域就労に関する取

4

点につきます。

組み、そこから生まれる知見・実践知
を体系化し、地方創生の新たな方策・
及させていきたい。いかばかりとも活

二地域就労促進の取組み
二地域就労促進の取組みとは、以上

力と誇りをもって生き長らえる地域づ

処方箋として確立し、全国にそれを普
のようなニーズや潜在可能性を実現や

くりに寄与していきたい。そう願って
やみません。

試行に結びつけることです。そのため
の仕組みや仕掛け、
運動論となります。
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地域（地方）の資源

大都市・地域外の経営資源

よ〜し！
天草のために
私も起業しよう !!
でも、どうしたらいいの？
地域資源がいっぱい！
まさに宝島ネ
何かできそう !!

●事業をより安定化させ、持続可能なものにしたい！
●新たな分野を開拓したいが、商品開発や販路に悩んで
いる！
●起業したいがそのためのノウハウや知識が十分では
ない！
●経営をアドバイスする人材が欲しい !
●地域の美味しいもの・良いもののビジネス化を通し、
若者の定着や地域の暮らしを支えたい！

こんな声が
聞こえます

…など

●天草ならではの地域資源を活用して、新たな魅力・
価値を創り出し、新事業展開したい！
●新たな企業戦略として、地域の活性化を応援したい！
●地域社会に貢献することで企業の新たなイメージを
つくりたい！
●福利厚生の一環として社員のセカンドライフにつな
がる就労を応援したい！
●天草を舞台に社員の研修や健康増進を考えたい！
…など

こんな声が
聞こえます

て
開発し だが…
商品を
ん
新しい 定させたい
安
経営を
を持って
!!
社員に夢
せたい
ことをさ
やりたい

たから

たから

天草外の創造性で輝かせてみませんか？
天草の地域資源を輝かせてみませんか？

ら

か

た

ら

か

た

天草では
「素材があってもノウハウがない！
新しいアイディアやノウハウが欲しい !!」
「もっとできることがある！
地域と連携した取り組みがしたい」
天草外では

天草の地域資源を

あなたの創造性で

地域の個性を生かしたまちづくり
特集

地域資源を生かした
日田市のまちづくり

はじめに
大分県日田市は︑北部九州のほぼ中

れるなど︑九州の政治・経済・文化の
中心地として繁栄し︑当時の歴史的な
町並みや伝統文化が︑今なお脈々と受

熊本県に隣接した︑人口約七万人の都

的建造物群保存地区﹂となっており︑

なかでも豆田町は︑国の﹁重要伝統

け継がれています︒

市です︒周囲を阿蘇・くじゅう山系や

白壁や瓦屋根の商家が建ち並んでおり

央︑大分県の西部に位置し︑福岡県と

英彦山系の美しい山々に囲まれてお

ます︒

日本遺産認定の﹁咸宜園﹂

り︑これらの山系から流れ出る豊富な
水から︑古来︑山紫水明の地として知
られ︑水が澄んでいることから︑濁ら

間の力によって設立された私塾で︑﹁咸

幕府や藩の援助を受けず︑完全に民

日本遺産の最初の認定をいただくこと

取組の中で︑昨年︑文化庁が創設した

登録を目指して活動をしており︑その

また︑本市には︑江戸時代の儒学者

く宜し︵ことごとくよろし︶
﹂を教育

ができました︒

ずに〝水郷︵すいきょう︶日田〟と呼

理念に︑身分や階級制度の厳しい江戸

四月に発生した平成二八年熊本地震

である広瀬淡窓先生が開いた日本最大

時代において︑学歴︑年齢︑身分を問

の影響で︑来訪者は減少しております

ばれております︒盆地特有の内陸型の

わず︑全ての門下生を平等に徹底した

が︑
これまで数ある災害等にも負けず︑

規模の私塾﹁咸宜園﹂があります︒

実力主義の下で教育が行われました︒

これらの歴史を守り抜いてきた日田の

気候を持ち︑夏は暑く︑冬は寒く︑国

古くから北部九州の各地を結ぶ交通

門下生一人ひとりの意志や個性を尊重

魅力は尽きることはありません︒どう

Hita

内でも有数の酷暑地域として知られて

の要衝として栄え︑江戸時代には幕府

したその教育は︑当時の教育水準の向

ぞ︑元気な日田の姿を見にぜひ足をお
Kyushu

います︒

直轄地・天領として西国筋郡代が置か

上や教育の裾野の拡大に貢献しており

校﹂の備前市の三市と連携して﹁近世

大の河川である筑後川上流域に位置す

本市は︑緑豊かな森林と九州地方最

林業振興の背景
日本の教育遺産群﹂として︑世界遺産

戸市︑
﹁足利学校﹂の足利市︑
﹁閑谷学

この﹁咸宜園﹂は︑
﹁弘道館﹂の水

運びください︒

咸宜園跡 秋風庵

ます︒

Oita

啓介
原田

大分県 日田市長
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り日本有数の林業地として盛んに行わ

源によって育まれたスギ等の木々によ

林業・木材産業については︑豊かな水

したものとなっております︒とりわけ

産業として︑いずれも地域資源を生か

した︒なかでも農林業と観光業は基幹

がら︑数多くの産業を生み出してきま

る三隈川の豊富な清流の恵みを受けな

に利用できる時期を迎えているにもか

してきた人工林が︑資源として本格的

そのため︑先人が営々と植栽・育林

の長期低迷期が続くこととなりました︒

始め︑本市においても林業・木材産業

格は︑昭和五〇年代をピークに下落を

外国産材の輸入によって︑国産材の価

形成されていきました︒
しかしながら︑

増加していくなど︑
﹁林業地日田﹂が

の区分で方向性を掲げています︒

指す森林・林業・木材産業として三つ

このビジョンにおいては︑本市が目

橋渡しとなる建築士︑公共建築での木

材としての主流である住宅産業やその

した下駄や家具・木工産業︑また︑用

は︑原木市場に製材工場︑木材を活用

源やそれを管理する森林組合︑さらに

本市には先人から受け継いだ森林資

スター化﹂です︒

重要となってくるのが﹁産業の再クラ

てる﹂とし︑木材生産機能はもちろん

一つ目が︑
﹁森林︵もり︶を守り育

業観光の推進︑さらには︑林業研究の

りとの一体化や地域資源を活かした産

材の利用︑林業の町としてのまちづく

産業の再クラスター化

れております︒
かわらず︑地域資源として十分活用さ
今後︑本格的な人口減少社会を迎え

ですが︑水源涵養や災害防止機能など

専門機関や林業の学科がある高校など

本市の市域面積に占める山林の割合
資源は︑木材の生産をはじめシイタケ

るにあたって︑地域社会を維持してい

﹁森林の多面的機能﹂を将来に亘って

れていない状況となっています︒

やタケノコ等の特用林産物の生産など︑

くためには︑基幹産業の振興は欠かす

多くの資源があります︒

は八三％にものぼり︑この豊かな森林

林業や木材産業の発展と山村の振興に

発揮できるようにすること︑

会情勢の変化︑
生活の多様化等により︑

ことができず︑地方創生が言われる今
日︑本市においては︑利用期を迎えた

とし︑日田材のブランド化を進め︑素

森林・林業・木材産業を取り巻く環境

寄与しております︒
日田林業の歴史は古く︑江戸時代に

豊富な森林資源の活用や木材関連産業

材生産から製材・流通・住宅産業など

が日々刻々と変化している中︑これま

しかしながら︑産業構造や経済・社

は既に杉の植栽が広く始まり︑
戦後は︑

の振興など︑林業・木材産業がその役

が一体となった生産・販売の拡大を目

二つ目が︑
﹁森林︵もり︶を活かす﹂

復興需要に押されての拡大造林や多く

割を大きく果たすものと考えました︒

でのように︑同業種・同業界内だけで

の原木市場の開設に伴い︑製材工場が

指すこと︑

の産業の振興や様々な課題解決は厳し
育成などを﹁森林︵もり︶でつながる﹂

そこで︑地域の資源・技術・人材な

三つ目に︑木育や地域活性化︑人材
そこで︑目指すべき森林の姿と基幹

とし︑積極的に﹁木﹂に関わってもら

どを︑これまで以上に地域内外で様々

林業振興ビジョンの策定
産業である林業・木材産業の今後の指

えるような体制づくりと林業・木材産

い状況にあります︒
針となる﹁新しい日田の森林・林業・

に組み合わせたり︑ネットワーク化す

ることを﹁産業の再クラスター化﹂と

業を担う人材育成を行うことです︒
これらの方向性を推進していく中で︑
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木材産業振興ビジョン﹂
︵日田もりビ
ジョン︶を策定したところです︒

地域の個性を生かしたまちづくり
特集

といたしました︒

出し︑産業の振興を目指していくこと

固に連携することで新たな価値を生み

ビジョンの中で定義し︑それぞれが強

ています︒

ォーラム﹂を本市で開催することとし

るため︑本年十月に﹁全国産業観光フ

野での再クラスター化の取組を推進す

小水力発電︑太陽光発電︑風力発電な

発電︑畜産・生活系バイオマス発電︑

ルギーは︑木質バイオマス発電や水力

目指しており︑地域における再生エネ

ギーと観光の絆﹂をテーマに︑豊かな

ぐくむ産業︑未来をつくる自然エネル

出すことから︑地域に密着した地場産

特色を生かして電気エネルギーを作り

これらの再生エネルギーは︑地域の

どと多種多様です︒

森林とそこから生み出される水資源に

業ともいえます︒

このフォーラムでは︑
﹁森と水がは

という知的欲求を満足させることので
恵まれた日田市の自然が生み出す︑再

他産業との連携・発展

きる観光形態が注目を集めており︑森
生可能エネルギーを利用し産業観光化

近 年︑
﹁ 知る ﹂
﹁ 学ぶ ﹂
﹁ 体験する ﹂

林・林業・木材産業をはじめ︑多くの
の可能性を探ります︒

製材工場

情報収集

サイクルを維持することが必要です︒

る↓収穫する↓使う↓植える﹂という

に活用するためには︑
﹁植える↓育て

林業の基本として︑森林資源を有効

ゴの生産に利用することとしており︑

設では︑発電で利用した温排水をイチ

まれています︒加えて︑本市の発電施

ところなく使うという新たな需要が生

一端にもなっています︒

日田材のブランド化

一方で︑地域一体となった日田材の

ていた間伐材や低質材が木質バイオマ

昨今︑林地残材として山に放置され

や﹁日田下駄﹂の生産は歴史も古く︑

ですが︑歴史的に見ると﹁日田家具﹂

圧倒的に建築用材の生産が多い本市

ブランド化の取組も進めています︒

スとして利用されており︑木材を余す

ります︒

﹁木材のカスケード利用﹂が重要にな

バイオマスとして熱や電力利用する

紙やボードに利用する︑あるいは木質

材を建築等の資材として利用した後︑

農業との連携という再クラスター化の

木質バイオマス発電所

その中でも﹁使う﹂においては︑木

す︒

ており︑今後の需要拡大が期待されま

地域の林業・木材産業と密接に関係し

なかでも︑木質バイオマス発電は︑

木質バイオマス発電

施設︑技術が集積する本市では︑それ

「日田の森林・林業・木材産業の再クラスター化」のイメージ

本市は︑
﹁自然を活かしたエコなま

都市

らを生かした﹁産業観光﹂という新し

産業観光

ちづくり﹂を掲げ︑環境都市日本一を

電力
・熱利用

い分野の確立が期待されます︒この分

木造建築利用拡大
マーケット

建築士
住宅

筑後川流域
建築物
家具・木工

まちづくり
建物の木質化

・情報発信
・マーケット創出
・サプライチェーン
マネジメントの強化

森林・木材・住宅の情報発信
観光新ビジネスの確立

下駄
乾燥材
リフォーム材

日田林工
高校
【情報】 【資源】
森林
ニーズ
技術 産業集積
課題 文化・歴史
人材

原木市場

大分県農林水産
研究指導センター
林業研究部

資源・情報の域内循環
製品の高付加価値化
業種横断的な連携強化
人材育成

素材生産

日田市
（自治体）
木材粉、
医薬品利用等の開発
集約化
路網整備
低コスト林業の確立

森林組合
協定販売
合板
輸出

研究テーマの
提案

新マテリアル
利用
燃料利用樹種の
開発

森林
所有者

学生・研究者等の
新素材の開発
受入
機械等の改良
・開発

木質
バイオマス利用
（発電・熱）
森林監理

大学
研究機関
工場
農業
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との連携の中で﹁浴衣に下駄が似合う
と下駄の貸出を行ったり︑さらには︑

ひとつのブランドとして定着をしてい
しかしながら︑
﹁日田家具﹂は︑現
若い職人によるデザイン性の高い下駄

まち﹂として︑女性宿泊客への色浴衣

在では材料のほとんどが外国産広葉樹
を作成するなど︑様々な取り組みを行

ました︒

となり︑日田材︑特に杉を活用してい

によるデザイン性の高い身近な雑貨の

また︑最近では︑若手クリエーター

っているところです︒

市内で進む
木材のカスケード利用

るものはごくわずかとなっていたり︑
ライフスタイルの変化により︑下駄の
需要が低迷しているところです︒

製材端材の活用
（木材乾燥機）

バーク
（樹皮）
の活用

日田ウッドパワー

建築廃材等の利用

農業分野での新たなビジョン

がっています︒

今年度作成するビジョンにおいては︑

この自然循環に加え︑農業分野以外の

分野との連携を強化するクラスター化

を図ることで︑更なる農業分野の強化

と︑新しい需要の創出を目指します︒

おわりに

本市の人口は減少が進んでおり︑現

在約七万人いる人口は︑国立社会保

をいかに生かしていくかが︑

このように︑今ある資源

豊かで健康な市民生活や多様な教育活

としながら︑
農業分野のみに止まらず︑

全に配慮した自然循環型の農業を基本

を推進しています︒これは︑環境の保

五万人までに留めるための取り組みを

合戦略を策定し︑二〇六〇年の人口を

昨年度︑日田市まち・ひと・しごと総

います︒これに歯止めをかけるため︑

〇六〇年には三万五七一五人とされて

障・人口問題研究所の推計において二

地方創生のかぎであり︑本

動︑
活発な地域間交流などを促す
﹁様々

行っています︒

本市では︑
﹁日田式循環型有機農業﹂

市では︑豊かな森林資源を

な循環の輪﹂を総合的に加えた︑新し

す︒

背景とした林業や︑それに

いまちづくりを目指すものです︒

皆様とともに作成をしてい

な振興ビジョンを関係者の

農業分野においても︑新た

ます︒そのため︑
今年度は︑

た観光業であると考えてい

裏づけされた資源を生かし

かした農業︑歴史と伝統に

を図るとともに︑麦等が畜産農家に飼

産物が市内に出回り︑地場消費の拡大

います︒その農家で生産された有機農

肥や飼料等に再生し農家等に配布して

場の廃棄物であるビールかす等を︑堆

過程で生まれる家畜排泄物やビール工

この取り組みの中で︑農畜産業等の

づくりを目指していきます︒

少する社会に対応できる自立したまち

きると考えており︑今後は︑人口が減

定住・交流人口の増加を促すことがで

雇用が生まれ︑
地域の活性化に繋がり︑

仕組みを作ることができれば︑新たな

加工まで一貫して日田市の中で行える

ルギーの生産から︑農林産物の生産・

基幹産業をしっかり連携させ︑エネ

よって育まれた水資源を生

して︑大きく期待していま

開発が盛んになっており︑木材の︑さ

木質バイオマス発電所

そこで︑
新たな需要を創出するため︑

グリーン発電大分 天瀬発電所

らには︑林業地日田をＰＲする動きと

吸収・固定

若手クリエーター製作のランプ

料として渡り︑市域内の自然循環に繋

日田市内で進む木材のカスケード利用

るところです︒
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CO2

下刈

伐採
植林

間伐

日田杉を活用した家具の開発や︑観光

間伐

地域の個性を生かしたまちづくり
特集

人づくりこそがまちづくり ～創客創人～

日南市のまちづくり総合戦略

史朗
横山

日南市 総合戦略課 課長補佐

はじめに
日南市は、宮崎県南部に位置し、東
崎市に接している。日南海岸国定公園

より現在の日南市が誕生し、直ちに平

平成二一年三月に一市二町の合併に

るよう地域コンセプトの策定が必要で

ためにも、地域の良さや独自性を語れ

人ひとりが地域の課題を自分事化する

多くの自治体運営に外部専門家とし

の青い海と深緑の飫肥杉の山々に囲ま

成二二年からの一〇か年計画である総

あるとの理由からであった。

針となる総合計画の見直しを図り、人

れた風光明媚で自然豊かな都市であ

合計画を策定した。本計画では市内の

地域コンセプトの策定は難航を極め

て携わってきた大久保氏がまちづくり

る。温暖な気候を活かした超早場米や

均衡ある発展や協働型社会の実現を目

た。大久保氏のファシリテーションの

口減少対策や雇用創出などに対する新

柑橘類等の農業、飫肥杉による林業、

標としていたが、ほとんどの地方公共

もと市職員や市民代表者、有識者を中

を進めていくうえで重要だと説いたの

マグロ・カツオを主とする漁業、王子

団体の総合計画がそうであるように、

心に協議を行うが方向性さえも見出せ

たなビジョンや戦略を掲げることにな

製紙㈱日南工場などを基幹産業として

市の事業全般に対して網羅的に扱って

ない。協議メンバーを入れ替えても進

が「地域コンセプト」の策定。市民一

おり、広島東洋カープや埼玉西武ライ

おり、重点的に取り組むべき事業が不

展しない。スタートから三か月ほど経

った。

オンズ、Ｊリーグのキャンプ地として

明瞭。職員の日常の業務との密接度が

過したあたりだっただろうか、郷土史

に日向灘を臨み、北は県庁所在地の宮

も知られている。

低く活用されていないのが現状であっ

に詳しい専門家を招き、日南市のこれ

昭和三〇年に八万七〇〇〇人に達し

た。

制定された「まち・ひと・しごと創生

都市、いわゆる増田レポートや同年に

問題検討分科会が発表した消滅可能性

平成二六年に日本創成会議人口減少

の市外流出が大きな課題となっている。

少率は宮崎県内でも高く、特に若年層

〇〇〇人にまで減少しており、その減

務省地域力創造アドバイザーで新日本

総合計画の見直しにあたっては、総

を念頭に課題解決に臨む必要があった。

くのか、
これまで以上に「選択と集中」

をどのようにまちづくりに活かしてい

限られた行政資源（ヒト・モノ・カネ）

経費など行政需要は年々増大しており、

本大震災を教訓とする防災、津波対策

高齢化に伴う社会保障費の増大や東日

もともと厳しい財政状況の中、少子

それは飫肥藩が人材育成に力を注いだ

わたり藩を保ち続けることができた。

る周辺の脅威を受け続けながら長きに

小藩であったが、薩摩藩をはじめとす

じ領域。飫肥藩は約五万一〇〇〇石の

に約二八〇年間続いた飫肥藩とほぼ同

合併後の現在の日南市は、江戸時代

かヒントを得ようということになった。

までの歴史を振り返ることによって何

ていた人口は、平成二八年には五万四

法」を契機に、人口減少問題が大きく

有限責任監査法人経営専務理事の大久

人づくりこそがまちづくり

クローズアップされるなか、本市にお

保和孝氏に協力を依頼した。

〇人の家臣を抱えて隣藩の脅威に備え、

小藩ながら通常の倍以上の約二二〇

からであった。
いても地方公共団体のまちづくりの指
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平成₂₇年5月に「創客創人シンポジウム」を開催

地域コンセプト「創客創人」を共有するためシンポジウムを
開催。
﨑田日南市長、大久保和孝地域力創造アドバイザー、志伯健
太郎㈱GLIDER代表による記念対談と市民代表を交えたパネル
ディスカッションにより、日南市の将来について立場や世代を
超えた意見交換をした後、
「創客創人」のイメージ動画を初披露。
市内高校生100人を含めた800人を超す市民の参加で会場は盛
り上がった。

最後は参加者全員で手をつなぎ「人」の文
字を作って締めくくった。

㈱GLIDER制作の「創客創人」
イメージ動画のQRコード

地域コンセプトを市民
と共有することを目的
に映像化しました。是
非ご覧ください。

る飫肥杉やカツオ節、砂糖など新しい

よって、藩財政を支えていくことにな

に人を育てて人に役割を与えることに

秀な人材を輩出していった。このよう

外交官小村寿太郎をはじめ、次々と優

れ、後にポーツマス条約を結ぶ明治の

実務に役立つ学問である実学を取り入

では、当時主流であった儒学ではなく

割を与えていた。また藩校「振徳堂」

宝であるという考えのもと、任務や役

また古くからの家臣を大事にし、人は

た稲本龍生前副市長と夜遅くまで協議

いる。農林水産省から出向でみえてい

くて軽い総合計画ではないかと思って

〇分の一以下の二〇ページ、日本一薄

ジに対して日南市重点戦略プランは一

した結果、旧総合計画が約二五〇ペー

使い易さと市民へのわかり易さを追求

二万四〇〇〇世帯に配付した。職員の

略で重点施策を整理し、市内全世帯約

戦略」
、
「次世代育成戦略」の四つの戦

「住民による住民のための地域づくり

ショップなどを経ながら、半年足らず

を重ね、市内九地区で開催したワーク
地域コンセプトは、
「創客創人」に

の期間でコンサルタント会社に頼らず

産業も興していったのであった。
決定した。創客創人とは、様々な分野

使い易さとわかり易さが功を奏した

職員手作りで策定できたことは非常に
る。かつての飫肥藩と同じように様々

のか、私立日南学園高等学校では早速

において「客＝新しい需要」を創り出

な課題に直面しているなか、
「人づく

この冊子を教材としてプロジェクト学

感慨深いものであった。

りこそがまちづくり」であるとの考え

習を導入し、一年間の学習を経て市に

せる人財を創り出すことを意味してい

のもと、市民一人ひとりが力を高めて

の取組が広がっており、
若い世代の
「日

対する高校生からの施策提案にまで発
新しい総合計画は、
「日南市重点戦

南市に対する愛着、誇り、共感」
（シ

いくことで明るい未来を見出していく

略プラン」と名付け、創客創人の地域

ビックプライド）の醸成にも貢献でき

展した。市内の県立高校二校にも同様

コンセプトのもと、「働く場創出戦略」
、

たと思っている。

ことを目指すものであった。

「移り住みたくなるまちづくり戦略」
、
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・日南市のこれからの方針などがよく分かったので、今回参加
できて本当に良かったです。
・今日のシンポジムを受けるまで、絶対に理解できないとか面
倒くさいなどマイナスなイメージしかありませんでした。でも、
受けた後は、話は面白かったし、とても分かりやすくて積極的
に地域貢献に関わりたいと思えるようになりました。
・自分の夢につながる話があって、とても面白かったです。
・
「創客創人」について深く知ることができて本当に良かった
なと思いました。私自身も日南市の一員として、地域に深く加
わっていきたいと思いました。
・今回のシンポジウムで、日南に住み続けることも悪くないと
感じました。今まで、日南の活性化について考えた時、どこか
他人ごとのように考えていましたが、これから、日南を良くし
ていくために自分ごとで考えていくことが大切と思いました。
・日南最高！

〈シンポジウムに参加した高校生たちの声〉

地域の個性を生かしたまちづくり
特集

三年前の市長選で宮崎県の職員であ
どで勤務した経歴を持つ田鹿倫基氏を

ング推進室」を設置し、リクルートな

部署横断的な組織である「マーケティ

とを最重要課題に掲げ、市役所内部に

成二八年に市内初のＩＴ企業となるポ

このような取組などが実を結び、平

い環境づくりにも努めた。

用など、ベンチャー企業が進出しやす

めのコワーキングスペースとしての活

五万人の市の奇跡
った﨑田恭平市長が初当選した。当選
「マーケティング専門官」として登用

向こう三年間で五六名であり、この成

当時は弱冠三三歳、全国で二番目の若
田鹿氏は﨑田市長が県庁から厚生労

功事例は「五万人の市の奇跡」として

ート㈱の進出が決定した。新規雇用は

市長就任後、真っ先に取り組んだの
働省に派遣されていたときに主宰し

官庁速報でも紹介された。これまで県

した。

が働く場の創出である。毎年度実施す
た、東京で宮崎の未来を議論する若者

庁所在地である宮崎市以外の自治体が

さで九州では最年少の市長であった。

る市民アンケートの満足度調査で市民
の会のメンバーであった。

杉工芸品の出展や、国内最大級

ーヨークギフトショーへの飫肥

ファンディングを活用したニュ

ィング戦略。例えば、クラウド

だと企業が思うようなマーケテ

は「日本一組みやすい自治体」

はＳＮＳが非常に効果的である。事業

出席などで不在が多い市長との協議に

りとりを行っている。出張やイベント

職員が市長とＳＮＳを使って情報のや

どが決め手となった。私も含め多くの

のあるＩＴ企業向けの独自補助決定な

て珍しいことであったが、スピード感

ＩＴ企業の立地に成功することは極め

のお笑いＷＥＢサイトとコラボ

やテーマごとにグループを作成し、市

田鹿氏がまず手がけたのが、日南市

ニーズが最も高いものが「働く場の創
出」であった。新たな仕事をつくるこ

したお笑い題材の提供。当時自

日南市」というイメージ発信を

って、
「企業とコラボしやすい

とを積極的に取り組むことによ

治体の取組として前例がないこ

る。他の自治体と比較して上下左右に

や機関決定の迅速化にもつながってい

も可能にしており、会議開催の省略化

長と複数の職員が情報を共有すること

の受け皿になるとともに、首都圏や福

良いことから、地元高校新卒者の就職

本市に少ない事務職であり雇用条件も

や、国登録有形文化財「油津赤

ーションオフィスとしての転用

また、公共施設のインキュベ

雇用が決定している。ＩＴ関連業務は

の進出と向こう五年間で約二〇〇名の

次々と進出の話が舞い込み、既に七社

最初のＩＴ企業進出が決定した後も

る医療サービスの確保は地方の大きな

開している。将来にわたって提供でき

また、ポート㈱とは新たな取組を展

増加も期待できる。

レンガ館」をＩＴワーカーのた

展開した。

岡市、宮崎市などからのＵＩターンの

油津レンガ館でのWebライター研修会

風通しの良い環境だと言えるだろう。

ポート㈱との企業立地協定調印式

28

隔診療の実証実験を本年六月よりスタ
上で働くテレワーカー。子育て中のマ

時間と場所にとらわれずオンライン

企業で働ける人材や上級者ワーカーへ

ートした。雇用創出のみではなく誘致
マが在宅で収入を得ることができれば

課題であることから、過疎化や高齢化

したＩＴ企業との協働により課題解決
家計も助かり、もう一人子どもを生み

育成するプランで構成される。

を目指す取組は、新たな地方創生のモ
育てたいという気持ちになるかもしれ

が進む中山間地域でＩＴを活用した遠

デルといえるだろう。
ない。作物の収穫まで農閑期となる農

国が一億総活躍社会の実現に向けた

月収二〇万円も決して夢ではなく、物

活が安定する。現代版の内職であるが

業者にとっても副収入の増加により生

取組を推進する中、本市においてもマ

価の安い本市では月収二〇万円は魅力

テレワーカーの育成

ーケティング専門官が眠っている労働
的な収入額である。

このテレワーカーの育成事業は、先

力の掘り起こしに動いている。
子育て中のママやアクティブシニア

っている。五年間で約二〇〇人の雇用

ほど紹介した市内に誘致したＩＴ企業

コワーキングスペースである国有形

を確保はできたが、いかに雇用できる

を主なターゲットとしたクラウドソー

登録文化財「油津赤レンガ館」を拠点

人材を確保するかも大きな課題となっ

で働く人材を育成するという一面も担

に、日本最大級のクラウドソーシング

ている。例えば在宅ワーカーとして経

シングの推進だ。

を展開する「クラウドワークス」と連

験を積んでスキルアップし、子育てが
る。実際にセミナーを受講していた子

携してテレワーカー育成プロジェクト
プロジェクトは初心者向けと経験者

育ての落ち着いた女性テレワーカーが

落ち着いたら市内のＩＴ企業へ就職す

向けの大きく二つに分けられ、子育て

前出のポート㈱で即戦力の正規社員と

に取り組んでいる。

中のママや親の介護者、退職者を中級

して働き出している。

終わりに

紹介した事例以外でも、シャッター

街となった商店街を再生するテナント

ミックスサポートマネージャーの木藤

亮太氏や、九州の小京都飫肥城下町の

古民家やまちなみを再生する徳永煌季

氏など民間人を登用して活性化につな

げる取組を進めている。

いずれも地域住民との対話と協調を

大事にしており、
「よそもの」の発想

や行動力が地域住民を刺激して動き出

す市民をつくりだしている。

多くのＩＴ企業を立地できたのもマ

ーケティング専門官の功績だけではな

く、民間人特有の迅速性、柔軟性と市

行政の持つ専門性、信頼性が上手く融

和し、宮崎県の企業立地担当職員をは

じめとする多くの方々の協力があった

からこそであり、ひとの力がＩＴ企業

の心を動かしたのである。

コンセプトは創客創人。人づくりこ

そがまちづくり。

この精神を市民とともに共有してか

つての飫肥藩のように果敢にチャレン

ジを続けて地方創生のモデルとなれる

ような自治体を目指していきたい。
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者ワーカーへ育成するプランと、ＩＴ

地域の個性を生かしたまちづくり
特集

木藤亮太氏が取り組む油津商店街の再生。飲食店やIT企業を中心に17店舗が埋まり街の眺めは一変した。
市民の力を最大限に活用した商店街再生は、小学生アイドルグループまで生み出し賑わいを取り戻しつつある。

復興と地方創生のあいだに
あるもの

～オープンシティ釜石の戦略と実践～

復興とは何かという問い
釜石市は、岩手県三陸沿岸に位置す
る人口約三万六〇〇〇人の地方都市
で、東日本大震災により甚大な被害を

2040

2035

2030

2025

将来の人口展望

を数えた人口は五〇年間で六割減少し、

最盛期の一九六三年に九万二一二三人

鋼業とともに発展してきた当市ですが、

して、東北有数の工業都市として、鉄

続出銑に成功した近代製鐵発祥の地と

あり、壊れたものを元に戻せば地域が

右肩上がりの時代は「復旧＝復興」で

下がりの時代では復興の意味が異なる。

経済や人口が右肩上がりの時代と右肩

ける復興」という考え方があります。

らの学びの一つに「人口減少時代にお

は、住民票上の人口や経済規模に留ま

ゆえに、私たちが釜石で大切にすべき

は本当のビジョンにはなり得ません。

象徴されるような、根拠なきビジョン

で二億人を超える〟といった笑い話に

る将来人口推計を合算すると日本全体

通言語を市民とともに磨き上げていく
クラムかまいし復興プラン」
において、

ば、大規模な移民受け入れを実行しな

重要な示唆です。誤解を恐れずに言え

ことだと考えています。
〝 復旧 〟という単語が七五回に対し、

い限り、多くの自治体において人口が

七〇〇名を超える市民との対話から

これは「地方創生」を考える上でも

〝復興〟という言葉が四一七回登場し

Ｖ字回復するような未来を描くことは

もっとも開かれたまち」
を目指して

「市民一人ひとりが役割を持つ、

ていることは象徴的です。

生まれた「釜石市オープンシティ戦略

中越地震（二〇〇四年・新潟県）か

不可能です。
〝全国の自治体が試算す

た釜石市復興まちづくり基本計画「ス

高齢化率は三六％を超えています。こ

図２．オープンシティ戦略の考え方

らず、真に大切にすべきモノサシ（＝

35,000

よくなっていくと感じることができた

30,000

うした状況下において、当市のみなら

40,000

評価軸）を探求し、地域が自らのアイ

45,000

が、
「復旧 復興」の時代は、復興と

社会研による将来推計

受けました。死者・行方不明者は一〇
〇〇人を超え、約三〇〇〇戸の家屋が
全壊、
市内事業所の六割近くが浸水し、
五年が経過した今もなお、被災された
約六割の方が仮設住宅での生活を余儀
なくされています。

図１．人口減少時代における復興

ず三陸沿岸地域においては、
〝復興と

日本で最初の洋式高炉による鉄の連

人口減少の緩和

25,000

2020

2015

2010

20,000

活動人口、
つながり人口が
増加することによって
もたらされる活力

人口

年
2020
2004

1964

1945

デンティティを感じることのできる共

発災

いう言葉を自ら定義していく必要性を

復旧＝復興

は何か〟という問いに向き合う必要が

発災

私たちに突きつけます〈図１〉
。 ※１

GDP/人口

あります。二〇一一年十二月に策定し

復旧≒復興

≒

重成
石井

釜石市総合政策課オープンシティ推進室 室長（兼）
釜石リージョナルコーディネーター協議会 事務局長
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いう考え方に基づく戦略です〈図２〉
。

地域の活力を維持・発展させていくと

企業）
」を増やしていくことによって、

石にポジティブな関わりを有する人や

クティブな市民）
」
と
「つながり人口
（釜

まち」
という理念を掲げ、「活動人口
（ア

とりが役割を持つ、もっとも開かれた

（釜石市総合戦略）
」は、
「市民一人ひ

ェブサイトを制作し、関連するプロジ

タビューコンテンツを活用した特設ウ

るよう、インフォグラフィックやイン

民や関係者が戦略を直感的に理解でき

議論を得て、原案を作成しました。市

と創生本部会議における三〇時間超の

市長を本部長とするまち・ひと・しご

分析や理想像の探求を行うとともに、

いくには限界があり、住民自

し、厳しい財政状況にある自

地域間移転といった課題に対

加、住宅再建に伴う被災者の

身世帯や高齢者のみ世帯の増

が進められています。高齢単

有償サービス化し合う取組み

た活動を住民が主体となって

り、手料理教室の開催といっ

「活動人口」
と
「つながり人口」
が
もたらす地域の活力
︵事例︶

と家の往復でつまらない（遊

②釜石〇〇会議は、
〝 職場

現化した事例です〈写真①〉
。

域包括ケアと互助の精神を具

盤の確保を目指すという、地

とで、支え合いによる生活基

り、地域づくりに参加するこ

らが生活支援の担い手とな

治体が全てのニーズに応えて

この背景には、①人口減少・少子高

ページで
ェクトの動きを公式
Facebook
リアルタイムに発信しています
〈図３〉
。

齢化時代における持続可能性の探求
と、②度重なる津波災害や太平洋戦争
時の艦砲射撃からの復興、ポスト高度
成長期における積極的な企業誘致や共
同研究、東日本大震災後の多様な企
業・大学・個人との連携といった、当
市の歴史から紡ぎ出される〝社会・経
済情勢の変化に対して開かれている姿
勢（オープンマインド）
〟という釜石

動人口」と「つながり人口」を築いて

るけど、横のつながりがない〟

様々な人が釜石に移住してい

ぶところがない）
〟
〝震災後に

オープンシティ戦略の策定において

いくという理念の下に、二五の施策を

〝まちのために何かしたいけ

オープンシティ戦略では、
豊かな
「活

は、単に既存施策を再整理するのでは

定めています。六つの具体的な事例を

人のＤＮＡが存在します。

なく、公募選出の市民二五人と、人口

紹介します〈表〉
。

概要

①

コミュニティビジネス

市／釜援隊協議会／
釜石市社会福祉協議会

-

・専門家を交えたワークショップ等を通じて、住民が地域の課題を
洗い出し、地域包括ケアと互助の理念を学び合う
・住み慣れた地域で豊かに暮らし続けるために必要な取り組みを、
地域住民がコミュニティビジネス化

②

釜石○○会議

釜石○○会議実行委員会

-

・釜石で＂何かしたい＂という若い世代が集い、
アイデアを出し合い、
仲間と行動をつくる場を提供
・2015年には9プロジェクトが誕生し、商店街リノベーションや、
ラ
グビーWC2019に向けた機運醸成などの取組みを市民が推進

③

ミートアップ

釜石シティプロモーション
推進委員会

-

・釜石の歴史・文化や、特定分野における専門性を有する市民が
「鉄人」
となって、観光地域づくりを推進
・震災5周年イベントでは、400名超が参加し
（約半数が県外から
参加）
、市民が地域に人を呼び込むコンテンツを形成

④

オンデマンドバス

市

トヨタ自動車
株式会社

・トヨタ自動車と協働し、2012年よりオンデマンドバスを導入
・地域公共交通全体における、行政コスト適正化とサービスレベル
維持の両立を目指す
（一部区間において、路線バス＆市運行バ
スと、
オンデマンドバスの統廃合を実施）

⑤

釜石コンパス

市／RCF

UBSグループ

・UBSグループと協働し、市内高校生に対するキャリア構築支援
プログラムを開発・実施
・市内外の活躍する大人との対話によって、釜石への愛着を育む
とともに、進路選択における自己決定感の向上を目指す

⑥

林業スクール

釜石地方林業組合

バークレイズ
グループ

・バークレイズグループと協働し、森林組合や林業に関わる団体・
個人に対し、林業経営から実作業にわたる多様な学びを提供
・林業への関心喚起や高収益化など、産業活性化を目指す

市職員二五人によるワーキンググルー

〇年を現役世代で迎える三五歳以下の

ネスの展開では、資源ごみのごみ置き

①支え合いによるコミュニティビジ

い姿を話し合い、自分たちが納得でき

生まれた場です。釜石の課題やありた

ない〟といった若い世代の生の声から

ど、どうすればいいか分から

ビジョンのターゲット年である二〇四

パートナー

場への搬入や近隣住民の居場所づく

表．
「活動人口」と「つながり人口」がもたらす地域の活力事例（抜粋）

プを構成し、ゼロベースで地域の課題

る釜石をつくるための行動を生み出し

ます。二〇一五年には九つのプロジェ

クトが生まれ、多様な市民活動が展開
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推進主体

つながり人口
↗

プロジェクト

活動人口
↗

事例
No.
理念

図３．オープンシティ
戦略特設ウェブサイト

地域の個性を生かしたまちづくり
特集

化・食・新たな取り組みを題材にした

③ミートアップは、釜石の自然・文

②〉
。

がる場として機能しています〈 写真

という垣根を越え、新たな仲間とつな

されるとともに、地元出身者と移住者

なプログラムを展開していきます。釜

が「鉄人」
（ホスト役）となる魅力的

モーション推進委員会を中心に、市民

し、今後も継続して、釜石シティプロ

三日間で二〇の体験プログラムを提供

「釜石のこれまでと、
これから。
」では、

④トヨタ自動車と協働し、二〇一二

が始まっています〈写真③〉
。

る、人に立脚した観光資源の磨き上げ

うコミュニティだからこそ提供でき

ー効果として、アクティブな市民が集

なるケースも存在し、施策間のシナジ

要があります。
既に一部地域において、

ランスさせる最適解を探求していく必

化とサービスレベルの維持・向上をバ

ともに、中長期的な行政コストの適正

が、被災者の暮らしの足を確保すると

交通利用者数は減少傾向にあります

やマイカー保有率の上昇により、公共

市内全校で実施し、生徒の進路選択に

る対話セッション「釜石コンパス」を

地域内外で活躍する大人と高校生によ

開）
、釜石市による三者連携の下で、

〇一二年より当市で復興支援事業を展

ＢＳグループ、
一般社団法人ＲＣＦ
（二

で最も出された意見の一つでした。Ｕ

見は、戦略策定のワーキンググループ

釜石の魅力を知ってほしい〟という意

外へ転出します。
〝釜石を離れる前に

過半数の高校生が高校卒業と同時に市

の高等教育機関を持たない当市では、

展開しています。通学圏内に大学など

とするキャリア構築支援プログラムを

⑤二〇一五年より市内高校生を対象

きます〈写真④〉
。

で、地域公共交通の理想像を描いてい

画・再編実施計画の策定プロセスの中

との統廃合を実施しており、網形成計

されているバスと、オンデマンドバス

年よりオンデマンドバスの実証実験を

●
❺

石〇〇会議で生まれたプロジェクト

●
❻

観光体験プログラムです。二〇一六年

●
❸

路線バスおよび市補助金によって運行

●
❹

進めています。震災前から、人口減少

●
❷

が、ミートアップの人気コンテンツに

●
❶

三月に開催した震災五周年イベント

◦地域の支え合いについて話し合う住民
❶
❷釜石○○会議の活動報告会
◦
❸震災５周年イベント
◦
「釜石のこれまでと、これから。」のポスター
❹オンデマンドバス
◦
❺「釜石コンパス」の授業風景
◦
❻「釜石・大槌バークレイズ林業スクール」の
◦
作業風景
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向上を目指しています〈写真⑤〉
。

おける多様性の確保や、自己決定感の
就業をめざす若者に、作業の実践や幅

事業体に勤務する若手職員や林業への

す。林業スクールは、森林組合や林業

ターを越えた価値創造を担う人材の確

は、行政・企業・ＮＰＯといったセク

シティの理念を具現化していくために

⑥バークレイズグループの支援を受

インパクトを与え始めています。オー

成立するプロジェクトは地域に大きな

口とつながり人口が存在するからこそ

口の増加を目指す、あるいは、活動人

このような、活動人口とつながり人

よって構成されています〈写真⑥〉
。

をもってもらうための公開セミナーに

生を含め広く一般の方々に林業に関心

団体や第三セクターなどを支援し、行

興活動や地域活性事業に取り組む民間

中から委嘱された二四人の隊員が、復

外を中心に二〇〇人を超える応募者の

設立した釜援隊プロジェクトでは、県

興支援員制度を活用し、二〇一三年に

機会を提供してきました。総務省の復

釜石の復興まちづくりに関わる様々な

ター制度「釜援隊」をはじめとする、

保・育成が不可欠です。当市では、震

しています。市面積の約九割を占める

プンシティ戦略の描く地域ビジョンと

政を含めた団体間の連携促進を図って

広い視野から森林や林業について考え
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る知識を体得させる少人数実習と、学

を担う人材の育成を目的としていま

さな希望が連鎖することによって、結

る事例や、釜石市市議会議員に選出さ

っとも開かれたまち」というオープン

「市民一人ひとりが役割を持つ、も

＂まちの人事部＂
機能を構築する

ます〈図４〉
。

果的に多様な人材が還流するというプ
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開発に取り組む、あるいは、中長期イ
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するだけでなく、釜石という地域全体
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プロジェクト実行に必要な人材マネジ
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