まちづくりの視点

れ、
シンポジウムや研究発表があったのですが、

つくることになっていますが、今日はお二人の

体です。人口は、合併当時は九万八〇〇〇人い

産業は、温暖な気候を生かした一次産業であ

保有しています。

「国が資金を用意して地方による地域活性化や

市長に「地方創生、地域 ま･ちづくりの視点」
というテーマで、地域の事情や問題、どんなこ

ましたが、この九年間で一万二〇〇〇人減り、

今年度内に、各自治体で地方版の総合戦略を

地方振興を誘導するといった政策は、これまで

とに取り組まれているのか、どんなことを考え

住民基本台帳で八万六〇〇〇人程度になりま

高村 先日、グローバルビジネス学会が開催さ

にも何回もあったが、はたしてそこから、いま

なくてはいけないのか、お話していただきたい

す。核家族化が進んでいるものですから、世帯

る農業や、豊かな水産資源を生かした漁業が主

に生きる知恵がもたらされたのか」という意見
と思っています。

数はそんなに減っておらず、三万七五〇〇ぐら

いを維持しております。

いま天草市の﨑津集落を含む「長崎の教会群

中村 熊本県でも一番南西部に位置するのが天

デコポンや天草晩柑（ばんかん）などの柑橘類

産業からいきますと、
温暖な気候を利用して、

とキリスト教関連遺産」の世界遺産への登録を

や小手先の手法ではいかんとも仕方なく、地域

草市です。平成一八年三月二七日に二市八町の

のほか、いろいろな農産物が非常に豊富なとこ

高村 最初に、中村市長から、天草の特性の紹

天草の豊富な農産物と
水産資源、観光

が出ました。それぞれの地域が力を結集して、
新しい取り組みを積み重ね、知の体系を築いて
いかなければ、五年、一〇年経ったときに、
「昔
あんな政策があったけれど、
何が残っている？」
ということになりかねません。

それぞれに生き方そのものを見つめ直す必要が

合併で誕生しました。天草市は周囲を美しい海

ろです。それから、日本でも最大級の地鶏「天

目指し、がんばっております。

あります。今回の地方創生は、そのためのほと

に囲まれた上島、下島といくつかの離島で構成

草大王」を、いろいろな形で、いま売りだして

介から始めていただけますか。

んど最後の契機となるものであり、その成果を

され、中心は旧本渡市です。熊本県の四五の市

地域の生存そのものが危うくなるいま、もは

この国の経験値として積み上げられるかが、問

それから、観光面で脚光を浴びているのが、

れている地域です。

しいし、アワビもとれ、豊富な水産資源に恵ま

はタイ、ブリ、マグロ、イセエビ、ウニもおい

大変重宝がられている一つです。水産に至って

な現状ですが、いま農協に扱っていただいて、

少なくて、ほかの地域とは競争ができないよう

も本当においしいのですが、量的にまだ頭数が

ということもやっております。天草黒牛、これ

んで、ハラル製品にしてアジアに売っていこう

います。その一つとして、東京の商事会社と組

義晴

京丹後市長）

泰

天草市長）

五木

町村の中では、六八三平方キロと最大の面積を

中村
（熊本県

中山
（京都府

高村

（日本大学理工学部まちづくり工学科 教授
元内閣官房地域活性化統合事務局参事官）

（平成27年7月14日
「ルポール麹町」で開催）

われます。

者
席
出

〈敬称略〉
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座談会 ● 地方創生、地域･

いつでも会える野生のイルカウォッチングです。

岸から船で五分程度出ますと、通詞島沖合に生

息するミナミバンドウイルカを見ることができ、

各地から観光においでいただいています。

また、昨年、天草地域が日本ジオパークに認

定をされるなど、多様な観光資源も構築されつ

つあります。四面を海に囲まれ、従来から南蛮

文化やキリシタン文化が受け継がれてきた地域

でもあります。そういうものを今後生かしてい

きたいと考えています。

それから、来年、平成二八年で、天草五橋開

通から五〇周年、雲仙天草国立公園の指定を受

けてから六〇周年となり、非常に話題の多い年

を迎えようとしています。

絶好の機会ですから、これを交流人口の増加

につなげ、来年は、オール天草でがんばろうと

いうことで、
「ＶＩＳＩＴあまくさ」というプ

ロジェクトチームをつくり、二市一町、県の四

つの行政組織で取り組んでいるところです。

京都縦貫自動車道を活かし
健康と環境に付加価値を
つけ産業展開

高村 では、中山市長、京丹後の特性について、

紹介をお願いいたします。

中山 われわれの市は、京都の日本海側、丹後

半島に、一一年前の平成一六年に六つの町が合

併してできました。現在、国調（国勢調査）の
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中村五木氏
高村義晴氏
泰氏
中山

延長ベースだと人口五万六〇〇〇人のまちで、
京都市内から直線距離では約一〇〇キロと比較
的近いけれども、これまで都市部との交通アク
セスの整備が日本の中で一番遅れてきた地域の
一つで、京都市内からは二時間ちょっとかかっ
ていました。ようやく、今週末（七月一八日）
に京都縦貫自動車道が全通、一時間ちょっとで
都市部から入ってくるということで、画期的な
変化を迎えるなと思っています。
京丹後市は、近畿という地域にありながら、

「海の京都」はじめ全市で観光立市を進めてい

域です。観光資源は、
温泉も含めて豊富にあり、

一緒に世界のジオパークにも認定されている地

国立・国定公園に指定されて、山陰の皆さんと

恵まれている地域でもあります。海岸線は全て

東に北陸が始まり、南に近畿が始まる。地理的

われわれのところから、西に山陰が始まって、

の端、近畿の北の端なんですね。逆に言えば、

地理的に言うと、山陰の東の端で、北陸の西

業が非常に多様な地域であるということです。

強く支えてくれています。そういう意味で、産

れから求められる健康とか環境とかの付加価値

大都市のさまざまな活力を引き入れながら、こ

と時間的にも近くなり、京阪神や中京圏などの

京都縦貫自動車道が通って、京阪神、名古屋

う環境と健康に恵まれている地域です。

百寿率が全国平均の三倍近い地域です。そうい

海・山・里の自然環境が残っており、豊かさに

ます。農業、漁業も質のいい特Ａ級のものがさ

をつけて、新しい産業へと展開していくような

同時に、伝統産業として絹織物、丹後ちりめ

然の、薬草などが三〇〇種類近く野生で自生し

の気候と、多様性を含んでいる地域であり、自

そこに先人からずっと引き継いでいるものも含

高村 お二方のお話で、地域には、歴史、文化、

っております。

取り組みを地域でこれからやっていきたいと思

んが地域の繁栄を連綿と支えてきました。
ただ、

ており、
中国の漢方薬の都の亳州（はくしゅう）

そのことは、山陰や北陸の気候と同時に近畿

絹織物は厳しい状況が続いているので、これを

めて多様な潜在可能性、資源や芽がたくさんあ
れると思うのです。健康という意味では、一一

高村 これまで、私たちは、しっかりと地域づ

雇用の場の確保、
天草の二地域就労促進事業

と友好都市になっています。
これからの時代は、

また、日本最古級のたたら製鉄の遺跡がある

六歳の世界最長寿のおじいちゃん、二年ほど前

再生していきたいと、いま地域としてがんばっ

ものですから、
日本の「ものづくりのふるさと」

に亡くなられましたが、ギネスブックに記録が

るということが分かります。

という言い方もする。そういった系譜の中で、

載っているぐらいで、一〇〇歳長寿に恵まれた

環境の豊かさや健康が大切な価値として求めら

機械金属系のものづくりや建設業が、地域を力

ています。

豊かさに恵まれています。

な始点・鼎の位置にある地域です。

京丹後・かぶと山展望台から望む久美浜湾と小天橋

まざまな分野でとれ、自然環境や農業、漁業の

伝統の丹後ちりめん（白生地）
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私たちの地域では、起業・創業されても、後

継者がいない、売り上げが伸びないということ

で、会社を閉鎖されるため、統計によりますと、

平成一八年から平成二四年までの六年間で、約

四〇〇〇人が職場を失い、廃業なさっていると

いうことです。

そういう現状を打開するため、本年四月から

「起業創業・中小企業支援センター（アマビズ）
」

を立ち上げ、一〇〇社の企業を創り出し、育て

上げ、そこで一〇〇人の雇用を行うということ

なら、天草市でもできるのではなかろうかと取

り組んでいるところです。

た。改めて、
これまでの地域づくりを超えた
「新

していけないことが浮き彫りになってきまし

くりで有名な地域であっても、人口減少に対応

と信じてきました。けれど、実際には、地域づ

れは都市部の企業が天草市と繋がり、関わりを

始めたのが「二地域就労促進事業」でして、こ

で、高村先生のご指導により、平成二三年から

現状に対しまして、何か対策が必要ということ

住民票を市外に移して就職します。そのような

若い人が高校、大学を卒業すると、ほとんど

いるところです。

業から六次産業化まで支援していこうと進めて

ていただくように、雇用の場を確立し、一次産

し、まずは地元に、若い人たちが一人でも残っ

ないという現状が続いてきました。そこに着目

るために、中間業者からたたかれ収益性が伴わ

福岡などの大都市圏に売っても、零細企業であ

これまで、魅力ある商品をつくり東京、関西、

たな枠組みをもつ地域づくり」が求められてい

持ちながら社員を天草市で就労させ、その中で

です。

いま、地域はどういう状況で、どのような視

一緒に新たな仕事を生み出すという、それまで

るということです。
点で、潜在可能性をどう花開かせるのか、どう

高村 京丹後市は、今年三月に全国に先駆けて

り、現在五つのプロジェクトに取り組んでいる
合併以前から、旧二市八町それぞれの自治体

「地方版総合戦略」と「人口ビジョン」を策定

ことをお聞かせください。
が年間一二〇〇から一四〇〇人で推移していま

において企業誘致を推進してきましたけれど

されており、人口ビジョンについては、積極的

ところです。

す。お亡くなりになる人が月に一〇〇人ぐらい

も、何十年かかっても、結果的には成果が出な

中村 天草市は、自然動態も踏まえて人口減少

ですから、一二〇〇人は確実に減る。あとの二

な展望をだされていますが、そのあたりのお考
かったのが実情ですからね。

夢や希望のある社会観に
支えられた人口展望が
なぜ必要なのか
になかった新しいカタチの企業誘致となってお

天草市・野生のイルカウォッチング

いう課題があるのか、お考えになっておられる

くりに取り組んでいれば、必ず地域はよくなる

来年の世界遺産登録をめざす天草市・﨑津集落

〇〇人が転入者と転出者の差し引きによるもの
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･ まちづくりの視点
● 地方創生、 地域

座談会

ときに、これは、いまの中学生が定年になるか

辺の地方都市に及び、このことが、東京一極集

中にあらがいながら、裾野広く地方創生や日本

えを説明いただけますか。
どうか、それぐらいの長い時の間、展望を地域

高村 そこはポイントですね。たぶん大都市で

中山 今回、政府の地方創生では、四五年先の

同時に、今回の日本の挑戦というのは、これ

は全く実現できないような、その土地ならでは

創成を果たして行く大きなカギとなる。この点

まず、出生率を中心に考えたときに、全国人

だけ求心力の大きい東京一極集中も是正しよう

の新しい暮らしのスタイル、そこでの楽しみ方

として語り継がないと意味がないですから、現

口が人口減少時代に入っていることは、基本的

ということですから、地方に夢や希望がある社

が、それぞれの地域から提唱され、それがグロ

人口ビジョンを問われているわけですが、われ

に否定しがたい事実であります。

会観がないと、
それはかないません。社人研
（国

ーバルに共感を与えるというシナリオが必要で

からも、小さな自治体が夢を持って元気一杯に

他方で、地方の人口展望をどう政策的に描い

立社会保障・人口問題研究所）の推計でも、日

すね。

実感も持てる前提で、夢や希望のある社会観に

ていくかというときに、この全国の趨勢は、も

本の人口は八七〇〇万人に減少するわけで、そ

われは長期の展望を、どう真剣に考え、これに

ちろん影響を受けることは当然です。しかし、

れを一億人で踏みとどまらせて、かつ加えて、

がんばれる環境づくりが必要だと思います。

全国推計の場合は、出生率とか生残率のみで基

東京一極集中を是正しようというのですから、

支えられないといけないでわけですね。

本的には勝負する世界ですけれども、個々の地

各地の人口展望に夢や希望がないとこれは全く

挑戦しようとしているのか、ということです。

域においては、純移動率が入ってきます。そう

かなわない。

殺されますので、どちらかというと市町村に比

に、都道府県の場合は、市町村の社会増減が相

とりわけ都道府県と市町村を比較したとき

れば、子どもを産んで、育てて、がんばろうと

ない。極端に言えば、夢や希望さえ現実に持て

てしようという希望を持ってもらわないといけ

を通じ、若い人たちに、子どもを産んで、子育

会増減ではなくて出生率ですから、展望と戦略

さらに言うと、全国で問われているのは、社

いいものがたくさんあります。そのような潜在

地域には、地域の美意識・風土 技･などに彩
られる、その地にしかないもの、魅力的なもの、

く必要があります。

イル、楽しみ方のスタイル」を見つめ直してい

のためには、一つには「そこでの暮らしのスタ

き方を問い直していくことが求められます。そ

高村 地方創生は、地域それぞれに、自らの生

必要とされる内発的な
地域のライフスタイルの提案

いう意味で、社会増の向上を通じて相応の人口

べて出生率に依存する率が高くなると思うので

なれるわけで、
なおさら社会観の中に夢や希望、

可能性をどう花開かせるか。右肩上がりの社会

の増加を獲得することは、地域のがんばりの結

すが、市町村の場合は、特に、われわれのよう

元気や魅力のある人口展望が必要です。

響よりも、社会増減の影響のほうが大きい。な

で一律に言えませんが、
その上で大切なことは、

人口展望の大小自体は、地域の実情によるの

り・停滞社会に対応した「内発的創生型」に切

の流れをくむ「外発的発展型」から、右肩下が

果次第で十分可能なのです。

に小さければ小さいほど、出生率、生残率の影
ので、努力の成果次第では、人口増を大きく可

そうして、大都市や他地域との、新たな協働

り替えていく必要があります。
な自治体が、夢と志を持って魅力と元気ある展

関係を築いていく知恵が必要になります。それ

とりわけ、われわれのように裾野で支える小さ
特に、四五年先、半世紀先の人口ビジョンで

望を打ち出し、実現していくことで、効果は周

能とする可能性があると受け止めています。
すので、地域政策としてどうあるべきか考える
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いくものでなければなりません。

は双方が協働で新たな付加価値をつくり上げて
ことによって、都市に働きに通えますから定住

隣であれば、居住環境とか子育て環境を整える
対策になるんですね。われわれのところは、仕
事も一緒に持ってこないといけないことが決定

まずは、そこでの暮らし方、美意識、価値観、
あるいは食の楽しみ方、祭りでも何でも、大都

けれども、ＩＣＴ（情報通信技術）の環境が

的なことでした。

きをかけて「天草ライフ」
、
「京丹後ライフ」と

整ってきてテレワークができると、京都、大阪、

市や他地域の住民が惚れ込むなにかを地域が磨
して完成度を高めていくことが、一つの方向と

東京の会社に属しているのだけれども、ふだん

地元に戻りたいけど、子育てをそこでしたいん

子育て環境を整えたとしても、
「行きたいけど、

にあっての課題は何かというと、居住環境とか

うとしたときに、大都市部から離れた地方都市

しかしながら一方で、今回の人口対策をしよ

分野でしていくことが必要だと思うのです。

とが大切です。そういう取り組みをいろいろな

こと自体を地域の人自身が好きになっていくこ

をいかに提案していくか。そのためには、その

色を生かしたライフスタイル、ワークスタイル

と、おっしゃったとおりで、京丹後の伝統、特

行く行くは天草市に帰りたいという結果が出ま

ンケート調査をお願いしていますが、四〇％が

中村 天草におきましても、帰省した学生にア

ってきます。

きたいと思っています。それは人口対策にもな

クライフスタイルを五〇年かけて積み上げてい

テレワークしながらやるといいな」というワー

を整えて、
「やはり都会より、京丹後に住んで、

京丹後らしい食、子育て、自然を生かした環境

ワークの環境をつくっていく。同時に、例えば

な柱の一つはテレワークの推進なのです。テレ

そういう意味で、われわれの総合戦略の大き

厳しい現状にある方々も、アマビズに相談に行

の老朽化などによりなかなか収益も上がらない

何とか地元の人に起業していただいて、設備

談業務などを行っているところです。

皿になって、起業創業後のフォローを含めた商

庫、天草市、この五つで支援機構をつくり受け

に、二つの商工会議所、それに商工会と信用金

ャレンジ基金を市単独予算で創設するととも

ピーディに支援するため、七億円の産業振興チ

後において、実際に起業創業を行う事業者をス

も相談においでになっています。加えて、相談

込んでいたところ、六月までで、もう一九〇名

まして、当初は月に三〇名程度の相談者数を見

小企業支援センター（アマビズ）を四月にオー

だけど、働くところがないではないか」と言わ

す。ところが、帰りたくても職場がないですか

かれて、何が悪いのか相談員と一緒になって考

日は、逆に都会に行きますというようなライフ

事をしますということができる。たまには、土

は京丹後のすばらしい居住環境の中に住んで仕

してあると思うのです。

帰ることができる
地域づくり、雇用の場づくり

れることですね。

ら、何とか天草市の中で企業を育てていこうと

え、
「こういうふうに変えたらどうですか」
、
「設

プンしました。これが非常に順調に行っており

実際、若い世代、壮年の世代に帰ってこいよ

いうことで、富士市産業支援センター（エフビ

備をこうしたらいいのではないでしょうか」と

スタイルです。

と言っても、
「帰りたいのは山々やけど、どう

ズ）のサポートを受けて、天草市起業創業・中

中山 少し自分なりに引き寄せて申し上げます

天草市起業創業・中小企業支援センター
（アマビズ）の開設

して飯食うねん」という話になる。都市部の近
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っているところです。

人でも雇用の場をつくっていきたいと、がんば

まだ三カ月ですので、いい方向に向けて、一

イスを受けていくわけです。

会議所、商工会に融資の条件を相談し、アドバ

いう助言を受け、実動の際は、信用金庫、商工

れは、直近の五年間の社会増減の値を、将来長

一割程度、推計値自体が違ってきています。こ

四〇〇〇人違うんです。十年の経過ですら、約

同じ二〇三〇年が四万四八〇三人なんですね。

は四万八六九一人、
一〇年後の推計値を見ると、

年前の三〇年先、二〇三〇年は、京丹後の場合

人研は三〇年先しか出していませんので、一〇

交通社会資本の整備の相対的な遅れが、構造的

いまちだったのです。この大きな人口変動は、

は、明治初期は、日本の中でも人口規模が大き

あるのですが、富山や新潟、金沢といった地域

における位置づけが小さくなりました。資料も

は太平洋側が伸びる一方で、相対的に人口構造

の中で、われわれ日本海側の地域は、人口規模

要は、交通社会資本が人口構造に与える長期

に大きく影響したと言われています。

て振れ幅の大きさが出てきているのです。

期間、継続して延長しており、そのことによっ

地域の矜持、ポテンシャル
を基礎に人口ビジョンを描く

て必要になるというのが、今回の地方創生で国

クトにするとかということが、まちづくりとし

て、他とのネットワークとか、あるいはコンパ

ように、都市のつくり方、まちのつくり方とし

ば、地域のなりわいとか人の定着がうまくいく

ので、同時にこれが現実感を持てる範囲に入る

だけだと単なる夢とか希望になってしまいます

シャルに対する展望を基礎に描きながら、それ

自らの能力と将来の可能性を信じて抱くポテン

いのか、地域の矜持と言っていますけれども、

われは、まず、半世紀先どういう社会を築きた

どういうふうに人口ビジョンを描くのか。われ

業に与える影響、
人口に与える影響を検証して、

とともに、そういうことを基礎としながら、産

のではないか。近未来のテレワーク環境の整備

影響を相対的に取り戻す、画期的な意味はある

造的に人口にも結果、この間長期に及んだ負の

諸環境が整備されつつある時代を今後迎え、構

うやく、京都縦貫自動車道はじめ交通アクセス

において全国の中で一番遅れていた部分が、よ

的な意味はすごく大きいのです。その点、本市

が描いた筋書きだと思うのです。

のか、さまざまな角度からの検証に耐え得て、

展望も出してきたということです。

だったら、
推計に「大きな振幅」がある中で、

はどう関わりますか。

はじめて展望としての性格を帯びるビジョンと

高村 地方創生とまちづくりとの関わりで言え

中山 まず、京丹後はなぜ、いまの人口、五万

なっていくと思っています。

京丹後のビジョンの中で、交通アクセス問題

六〇〇〇人に対して、五〇年後は七万五〇〇〇
先述のように、人口ビジョンは、地方の場合

に七万人を超えている地域でした。一〇〇年の

五年前、日本の人口が五五〇〇万人のときに既

高村 どういうふうに地域のなりわいをつくり

実は、われわれの地域は、国調が始まった九

は社会増減に大きく影響されるので、基礎とな

間に日本の人口は倍増以上したのに、われわれ

出すのか、基本は人であり、そのための人材を

人と掲げたのか。

る統計の推計値自体、振り幅が大きく、特に四

の地域は二割減になっている。このことをよく

天草産品の販路拡大・
商品開発の支援による
活性化

五年先となるとかなり大きく変動しうると思っ

中村 天草市では、大都市圏や海外等の大消費

きいれていくのかが、問題となります。

地域内で育成するなり、外部の地域の人材を導
よく言われるように、太平洋側に鉄道も含め

検証していく必要があると思うのですね。
例えば、京丹後の場合は、社人研の今回の推

て交通資本が整備されてきたという大きな趨勢

ています。
計と一〇年前の推計を比較するわけですが、社
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ていこうとしています。農協の幹部クラス、そ

援とか、商品開発事業をこの公社を通して行っ

「天草宝島物産公社」を設置して、販路拡大支

に課題が多い。そこで、
これも本年四月ですが、

ない商品など、天草産品を取り巻く現況は非常

品、知名度が非常に低い商品、販路先が見込め

市場がありながら、少量の出荷しかできない商

ない」とおっしゃるんですね。

う場合、レストランなどは「もう付き合いでき

商品の提供が途切れることもあるので、そうい

は海が時化（しけ）になると漁に出れなくなり、

つける。ただ、悩ましいことに、海産物の場合

ル側が対応可能ということであれば契約に結び

というプランをつくって、それを提示し、ホテ

月から何月まではこういう商品を出荷できます

われているんです。

最近では、天草市は消滅可能性自治体とまで言

ていた。
それでも国が振り向いてくれなかった。

自治体は、そういう施策は以前からずっと訴え

をかけるとおっしゃるけれども、われわれ地方

わけです。国は、地方創生や人口減少に歯止め

距離が非常に離れているために、物流コストが

しかしながら、
大消費市場の東京からすれば、

ています。

によって、ブランド名を上げて行ければと考え

こういう方々にご協力いただいて売り捌くこと

通用するブランド商品が少ないものですから、

状と課題は、
農産物とか水産物の知名度が低く、

そういうことで、いま天草産品を取り巻く現

ジ基金の新設に思い切って、七億七〇〇〇万円

の公社とともに、アマビズ、産業振興チャレン

う努力をすべきではないかという想いから、こ

どもたちを一人でも二人でも地元に帰そうとい

も減っていく現状ですから、一旦市外に出た子

いまの天草市においては、年に約一四〇〇人

っていくということも研究しているところです。

イアップして、市場が開いたときに有効的に売

ありますので、それを利用し、漁協や農協とタ

の鮮度を落とさずに保存できる急速冷凍設備も

そういうことがないように、海産物や農産物

るところです。

いるのかなという思いで一生懸命がんばってい

このように、天草に何かちょっと風が吹いて

〇万円で改修し、これらの企業に活用いただく

庁舎の空きスペースを一〇〇〇万円から二〇〇

より廃校となっている小・中学校や、市の支所

大変ありがたいことだと思います、学校統合に

名、来年六〇名の雇用が見込まれていることは

一社の天草市進出が決定し、平成二七年は三〇

が二社と藻類バイオマスの実証実験を行う企業

そういった中ですが、今般、ＩＴ関係の企業

して、手広く海外にも輸出する商品など扱って

高くて、価格競争では太刀打ちできない現状に

の予算を投入し、一体的に運用することで、ひ

いらっしゃる事業者の方々で組織され、地域商

ありますので、まずは、地域的にターゲットを

とつ活性化をやろうと、いまがんばっていると

現状で、
企業間の競争力も乏しい地域ですから、

の人員とか、販売員を十分に確保できていない

心だったところなんです。昭和二二年が天草諸

中村 天草地域は、この五〇年間、出稼ぎが中

モデルになっていけばいいですね。

高村 明晰でわかりやすいので、これが一つの

やくできてきたという背景、さらには、ＩＣＴ

中山 人口構造に影響を与える交通基盤がよう

でしょうか。

ビジョンの中で留意されたことなどは、いかが

高村 中山市長、
京丹後のなりわい創りに向け、

現実感を持ち夢や希望も
入れた京丹後二〇六〇年の
人口ビジョン

そういうことを踏まえて、宝島物産公社の専門

島の人口のピークで二四万人だったのが、いま

を使ってテレワークがやれるようないい環境に

社機能を持たせようということです。

福岡の市場に絞ってみようかという考え方をし

ころです。

予定です。

ております。

家に消費者の目線で、プランをつくってもらっ

一二万人ですから、六八年間で一二万人減った

また、天草は大消費市場における営業のため

ています。例えば、福岡の大きなホテルへ、何
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ち込まないよう、純移動率回復の現実的な仮定

本市の人口ビジョンでは、恣意性を不当に持

層の社会増につなげていきたいと考えています。

けていろいろな仕事場をつくって、若者や壮年

なってきたという背景を持ちながら、五〇年か

ヘッジさせ、データ管理していくことが不可欠

中では、今、現実の足元を見つめて短期中期に

入れていくことです。特に五年間の総合戦略の

なかった場合のリスクヘッジをしっかりと組み

戦略も、その中に、展望や目標が万一達成され

な人口増と財政収入など最大の効果を得られる、

で、本市もその点、最小限の財政投資で持続的

いまの人口減をゼロに持っていき、同時に、三

不用意なぬかりのない総合戦略としています。

を長期に継続させ、結果、今後、二〇年かけて
〇年後には人口増加率が五％、四〇年後には一
〇％をそれぞれ超え、二〇六〇年には人口が七
万五〇〇〇人に届く設定の展望としています。

活用、そこで養蚕の技術開発をしていく。人工

いうことで、課題は大きいですが、ぎりぎりの

している自治体のところまで持っていきたいと

なことを言っているのではなくて、現実に達成

いこうということです。地から足が離れたよう

〇年にかけて、全国的な居住魅力地域を築いて

達成しています。われわれとして、三〇年、四

率が厳しい中でも、基本的に、社会増によって

治体は八つあります。各地域とも、総じて出生

えている自治体が六九、一〇％を超えている自

に分けた人口増加の調査表をみると、五％を超

体の二〇〇〇年から二〇一〇年までを五年ごと

のミソの一つとなります。そこで、全国の自治

率五％とか一〇％は、現実的かどうか」が検証

していますが、その上で、
「五年間で人口増加

だいたのが、先端的な大学、京都工繊大学や信

いうことで、国の地域再生計画に認定していた

これをもう一遍、復活、再生させていきたいと

丹後ちりめんをつないできた地域ですけれども、

一つは、伝統産業、古代から連綿と絹織物、

れを生かした形の産業環境をつくっていきたい。

ども、具体的には、地域の実情を踏まえて、そ

づくりをしていきたいということなのですけれ

中山 そういう前提の中で仕事づくり、仕事場

いのですが。

のですが、そのときの売りを教えていただきた

し、提唱していくというやり方をされると思う

方も憧れるという社会、新しい地域社会を構想

んでいる人も、まさに誇りを持って、来られる

高村 京丹後市では、新しい社会を築いて、住

いった協働社会のいい面を、きちんと現代に引

「みんなで支え合う」とか「つながり合う」と

が、
脈々と息づいています。地域に遺っている、

かげさま」など、大都市などでは失われたもの

高村 地方には「持ちつ持たれつ」とか、
「お

支え合い助け合う協働社会、
地域情報の発信、
地域間のつながり

くりの大きな柱の一つに位置づけております。

つなげていく取り組みをし、われわれの仕事づ

最終的にはジャパンブランドの絹織物の再生に

いく研究を両大学とやっていくことを通じて、

そして、クモの糸の性格を持つ絹糸をつくって

シルク」
、クモの遺伝子をカイコに組み込んで、

にもなるという研究、もう一つは「スパイダー

的な環境をつくってやると生産性が五倍、六倍

現実感を持ちながら、夢や希望も入れ込んだ展

州大学と連携して、養蚕の技術開発の高度化を

丹後ちりめん復活 再･生と
ジャパンブランド化

望にしています。

き継いでやっていくような新しい形ができれ
もう一つ大切なことは、人口ビジョンも総合

していこうということで、閉校舎の後を改修・

このように慎重さと積極性が共存する展望と

地方創生に向けた連携を誓う
京丹後市長と３金融機関の代表
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ば、次の地域社会のモデルになる。今回の地方
蜂蜜を売るときのパッケージをデザインして渡

大学が入ってくると、京丹後大学と呼べるよう

二〇も三〇も大学に来ていただいて、年中、京

な規模感のある活動になるんですね。いまは国

伝統とか文化とか、その地域が持っているも

丹後に大学生が、京丹後大学という枠の中で大

すのです。お金のやりとりではない。大都市で

マンド型のタクシーを導入してやっていこうと

のに人は共感したいというところがあるので、

勢活動しているという場面をつくっていきたい

創生でそういうものができてくれば、いいと思

いうのがあります。通常のタクシーだと、人を

今回の地方創生戦略は、ほかにはないものを基

と提案しています。大学生はいろいろな発想を

のお金もいただいているけれども、なくなって

乗せて運び対価を払うということですが、今回

軸にやっていくことが必要だなと思っています。

持っており、すごく創造性、発展性があるので、

は、
まずそういうつながり方はあり得ませんが、

お願いして国の通達を出していただいたのは、

民間も地方創生に目を向けていることは事実

確実に地域発展の力になります。

います。

外出困難な方のためにちょっとした物を乗合タ

なので、うまく情報発信していけば、一緒に仕

高村 たぶん地方分権の話が出てきてから、そ

も、連携の形態を協働法人として組織化した基

クシーで運ぶ、あるいはサービスを運ぶ、例え

事をやってみたいという人や企業もでてくると

れぞれが主体的にがんばるのだという風潮の中

地方でしか、そこでしか成り立たない関わりが

ば、都会に住んでおられる方が、田舎に住むお

思います。

で、情報交換する場所が少し減ってきているよ

中山 民民同士のさまざまな分野でのつながり

父さん、お母さんはどうしているのか心配だと

中山 その点で言うと、地方再生の取り組みと

うな気もするのです。同じような悩みを有する

盤を創れれば、より一層、地域で持続的にお金

いうことで、低料金でタクシー会社の方が定期

して、「地域協働大学法人」
の設置ということで、

ところがつながり合って、何か一つのことを実

何かを生み出すことが、あり得る。そういうと

的に訪問する見守り代行とか、外出困難な方な

国に特区のお願いをしています。われわれのと

現していくと。例えば、地域協働大学を全国で

を、行政施策がバックアップしていくというこ

どの地域包括ケアにつなげていくような取り組

ころは、大学がないのですね。また、大学を出

五カ所つくり、プログラムをみんなが融通し合

を出して運営していくことができるので、今後

みも入れております。そういう、施策と連動し

ても、
戻ってきて働くところが十分でないので、

うというふうにする。たぶん一つの大学だけで

ころがうまく出てくればいいですね。

て、支え合い、助け合いの社会がますます広が

そのまま人口が減ってしまっているのです。も

とで、
「地域再生計画」の中に、公共交通にデ

っていくようなことを、いろいろ考えていきた

は無理なので幾つか組み合わせる。例えば、も
そこで、大学生に京丹後のほうに来ていただ

また、それぞれのところで独自の地方創生に

ちろん大学本体が来るといいのですが、課題が

生業（なりわい）づくり支援を行っていますが、

く。大学のゼミ単位で地域に入って、地域の住

取り組んでいく中で、同じような悩みとか、少

いと思います。

そこでこんな経験をしました。ある集まりのと

民の皆さんと一緒になって活動する
「域学連携」

し違った悩みで、みんなが集まって、大学とか

っと簡単に言えば、学会みたいなものをそれぞ

き、若い女の人が、蜂蜜をつくっている年配の

というものがあるわけです。これをいま関西、

民間も入りながら、例えばインターンシップ制

あります。

方に「私、蜂蜜欲しい」と言う。そうしたらそ

関東中心に一〇ぐらいの大学とやっているので

度みたいなものを採り入れてもいい。

高村 東日本大震災の被災地である岩手三陸で

の人は、
「わかった」と、家から蜂蜜を持って

す。地域の側から見ると、ゼミ単位でも一〇も

れ一カ月ごとにやることだってできます。

きてあげる。もらった女性は、その代わりに、
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そういう意味での順番が自分たちに回ってきた

予算も与えなかった。一番遠い支所から本庁ま

その他の九つの旧行政区を支所にし、
権限も、

たわけですね。

時、人口が一番多かった旧本渡市に本庁を置い

中村 私のところ天草市は二市八町で合併した

たします。

高村 では最後に、それぞれ一言ずつお願いい

ってやっていくというのもあり得ると思います。

く。また、任意の大学をつくって、横につなが

流儀でやり、京丹後は京丹後の流儀でやってい

つきましても、県の助成額に上乗せして補助す

にしましたし、保険適用外の特定不妊治療費に

これについては、医療費を中学生まで全部無料

ちを残すか、女性に子どもを産んでもらうか。

生活支援」ということで、どうやって若い人た

回説明してきました。三つ目が「きめ細やかな

すね。二つ目は「強力な経済対策」
。これは今

したが、水道料も一律化して六月に上げたんで

から、大変市民の皆さまにはご無理申し上げま

は早い段階から手を打つべきだろうということ

四億円の普通交付税が減額されますので、これ

線の行財政改革」です。来年から約五年間で四

をあげました。まず一つ目は、大事な「市民目

私は「明日への道しるべ」として、三本の柱

なります。そしてそれを軸に、地域、地域での

それは他の地域にとっても共感を集めるものに

自分たちらしい生き方が、
第一の鍵となります。

っていくことが望まれ、
東京でも大阪でもない、

まず、新しい地域社会、新しい社会像をつく

って花開いていくと思います。

ていくのかということが、それぞれの知恵にな

みと天草市の取り組み、戦略としてどこを狙っ

高村 今日お話をお聞きした京丹後市の取り組

きたいと思っています。

ろバネにして、地方の創生・発展につなげてい

していきたいと思いますし、そのねじれをむし

れを生かして、大都市部の活力とうまくコラボ

な宝の原石がいっぱいあるところですので、そ

時代が、日本のみならず世界的にも求めるよう

それと、商店街にしても、みんな諦めている

では五〇分かかります。支所長は全然権限がな

るようにしました。今後も、さらに引き続き、

豊かなローカリティ、それも地域文化にまで高

企業に勤めていながら、いろいろな地域を紹

と思っています。

いため、市民が要望書を出しても、ただ本庁に

安心して産み育てられ、働ける場がある、心豊

めていく、その多彩さを実現できるかどうかに

と私は感じたんです。ですから、商店街の中に

伝えるだけなんです。なので、そちらの地域で

かに暮らせる天草をつくりあげるため全力で取

二つめの鍵があります。三つめには、それらを

介してもらい、一カ月ぐらいその地域に入って

そんな中で、われわれのところは、豊かな環

は、
「この合併で、もうわれわれのことを聞い

り組んでいきます。

もとに大都市や他地域と新たな協働、すなわち

アマビズを設置し、何とかやる気を起こしてい

てくれなくなった」と諦めていました。

中山 繰り返しになりますが、全国の人口が減

付加価値創出の関係を築きあげる。これら三つ

いくという形も必要だと思うのです。しきたり

そのようなことでしたので、私が去年市長に

少する時代であるのですけれども、京丹後にと

の鍵を相互に連携させながらどう進めていける

境とか、健康とか、伝統産業とか、これからの

就任した後、支所長に権限を与えるとともに、

っては、逆に交通基盤、ＩＣＴの産業環境など、

かに地方創生だけでなく、この国の未来がかか

ただきたいと考えました。

本庁の部長との合議制にしました。災害時の簡

産業の活性化と人口増をリンクして考える、取

っているように思えてなりません。

とか、価値観もあると思うので、天草は天草の

易な片付けや体育館の維持などは、支所に権限

り組むことができる時代にようやくなってきた

おわりに

と予算を与えて、スピーディに対応できること

と。全国の趨勢とはねじれていますけれども、

本日は、ありがとうございました。

となりました。

14

発明なくして地方創生なし
浩

連鎖と循環による新しい都市計画手法を探して
西村

株式会社 ワークヴィジョンズ 代表取締役
東京藝術大学 非常勤講師︵建築家・デザイナー︶

ところが今、人口は減少局面に突入

だ。疲弊し続ける地方都市の再生を目

う思いや努力が報われない一番の原因

る。これが、街をなんとかしたいとい

は一三・五％にも達する。さらに空き

し、
高齢化と共に生産年齢人口も減少。

指す上で、二〇世紀に編み出された既

不足気味で、使われる時代だった。

家は解体されて空き地となり、地方都

経済成長の勢いも衰える中で、当然の

成の手法は、もはや通用しないと考え

日本の空き家は八二〇万戸、空き家率

市の中心市街地は青空駐車場だらけの

ことながら、都市を拡大する時代では

発明の時代へ
地方都市の疲弊ぶりが激しい。かつ

土 地 利 用 に 固 着 し て い く〈 写 真 １〉
。

二〇世紀の手法はもう通用しない

ては商業で賑わった中心市街地の空洞

画手法の〝発明〟が求められているの

た方がいい。未だ誰も経験したことが

しかしながら地方都市では、空き家

である。社会の価値観が一八〇度変わ

なくなった。縮退を前提に、膨大な量

と青空駐車場だらけの状況にもかかわ

ったと考えて行動すべきなのだ。

行政や市民も無策だったわけではな

らず、これまで通り〝再開発〟という

化に歯止めがきかない状況だ。
いまや、

日本の人口は、二〇〇四年のピーク

言葉が飛び交い、さらに床を増やそう

ない縮退の時代に向かって、根拠のな

で約一億二七〇〇万人。明治維新（一

という勢いが止まらない。
「車だらけで

の既存のストックを活かしながら、都

八六八年）の頃には三三〇〇万人程度

危なくて、街なかには行けない」と訴

縮退の時代に日本の都市が向かうべ

い。あの手この手でこの状況を好転さ

なので、なんと約一三〇年間で日本の

える子育て世代の母親の声に耳を貸さ

き理想像が、
コンパクトシティである。

い〝前例主義〟を捨て、新しい都市計

人口は、一気に約九〇〇〇万人も増え

ず、商店街の先輩方は、今でも〝車が

国も改正都市再生特別措置法におい

市を再編集する時代の到来である。

たことになる。結果、日本の都市は、

客を連れてくる〟と信じている。二〇

て、全国市町村に立地適正化計画策定

は思わしくないというのが正直なとこ

高度経済成長の波に乗って、中心から

世紀の時代の勢いは、その慣性力によ

を求め、地域公共交通網の形成による

ろだろう。

周縁へ次々と開発を進め、急速に都市

って、人々の発想の転換を鈍らせてい

コンパクトなまちづくりは
実現可能か？

を拡大していった。道路も建物も供給
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せようと努力してきたはずだが、成果
写真１ 青空駐車場だらけの中心市街地

活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

ィを目指している。今後も都市インフ

多極ネットワーク型のコンパクトシテ
りの発想からは、何も前に進まないこ

たな〝発明〟が必須である。今まで通

れば、区画整理や再開発といっ

である。右肩上がりの時代であ

街なかは、本来、商業集積地

う経済の縮小を考えると、それ

な人口減少や高齢化とそれに伴

再生を目論むところだが、急激

た手法で、再び高密度な商業地

とは明白だ。

私は、
九州の佐賀県佐賀市の出身だ。

〝空き〟のマネージメントと
いう発明的発想

ラや市民サービス水準を持続的に維持
できるような効率的な都市運営を考え
れば、都市をコンパクトに誘導し、都
市の密度を維持していくことが理想で
あることは間違いないが、話はそう簡

て、街なか居住を促進し、再び職住近

コンパクトシティの目標の一つとし
る。それでも一九七〇年代、僕が小学

それほど大きくない規模の都市であ

六年四月現在）
、県庁所在地としては

の配置や有り様をマネージメン

き 〟 の 価 値 を 再 考 し、
〝空き〟

認めることが肝要で、その〝空

まずは、街なかの〝空き〟を

は無謀な試みだ。

接の街へと転換していくことが挙げら

生だった頃は、佐賀市の街なかは、商

トしていくことの方が現実的だ。

人口は合併後で二三・五万人（平成二

れるものの、多くの住民が郊外に一旦

店が軒を連ねてアーケードを形成し、

単ではない。

所有した不動産を手放して、家賃や不

新たな価値を持つ〝空き〟の力

れからの街再生には、既成手法

多くの市民で日常的に賑わっていたも

しかし、大学や仕事でしばらく佐賀

のトレースでは全く役に立たな

動産価格が高い上に、子育てに適した

また、郊外から撤退するための〝たた

を離れ、
「佐賀の街をなんとかしてほ

い。ここには発明的な発想が必

で、その周囲の土地利用の代謝

み方〟も見えていないし、そもそも、

しい」という依頼で、再び佐賀に戻っ

要で、政治・行政・地域住民が

のだ。お祭りのときには迷子になった

〝集まる地域〟と〝たたむ地域〟を積

てきたときには、僕の記憶にある街の

一体となって、その発明を実践

環境や安全が担保されていない街なか

極的に宣言する、すなわち、市町村に

姿は、完全になくなっていた。衝撃的

する覚悟が不可欠だと思っている。

を活発化させるのが狙いだ。こ

よる立地適正化計画策定において、都

な風景だった〈写真３〉
。市民や行政

記憶もあるほどだった〈写真２〉
。

市機能誘導区域や居住誘導区域を〝コ

もただただ手をこまねいて傍観してき

に、
積極的に移り住むとは考えにくい。

ンパクト〟に線引きをすることは、政

たわけではなく、なんとか街の衰退を

〝原っぱ〟で動機の連鎖を生む

治的には極めて困難だ。

佐賀の「わいわい コンテナプロジ

の先にあるまち再生の戦略は、街なか

に増殖する青空駐車場や遊休地を〝原

っぱ〟に置き換えることだ。
〝原っぱ〟

が、残念ながら、その努力を超えて、

受け入れ、
〝空き〟の価値を再考するた

ェクト」は、中心市街地の〝空き〟を

てくる、ドカンが山積みにされた空き

己責任で活用される。ドラえもんに出

ール以外、利用制限はなく、市民の自

は公園とは違う。市民自らが決めたル

を着実に実行していかなければならな

社会状況の変化の方が圧倒してしまっ

めの社会実験である〈写真４・５〉
。そ

食い止めようと努力してきたはずだ

いことは間違いない。だからこそ、こ

ている。

それでも、コンパクトなまちづくり

写真２・３ 1
 970年代（左）
と2009年頃の佐賀市街なか商店
街の様子

の二律背反の状況を一気に解決する新

!!
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には中古コンテナを使った雑誌図書館

を引き出す力がある。加えて、
〝原っぱ〟

え、地域住民の自由な発想や行動意欲

には、行政頼りだった市民の意識を変

能で、イベントも自由に行える。ここ

っている。マナーさえ守れば商売も可

び、それを周囲の大人達が温かく見守

地のイメージだ。子ども達が自由に遊

また、わいわい コンテナの周囲では、

いく必要性からも大きな意味を持つ。

とは、まちづくりの担い手を育成して

子ども達の関わりが再生されてきたこ

る。特に子ども達の利用が多く、街と

り、街なかの回遊人口が増加しつつあ

常 的 に 多 くの 市 民 が 訪 れるよ う に な

る空間を用意したことで、平日でも日

居住人口が増え、来街者が増えれ

に繋がっていく。今後、街なかの

環境が生まれ、街なか居住の動機

年寄りの散歩にも適した暮らしの

商業中心の街なかに、子育てやお

た、
駐車場の〝原っぱ〟化によって、

が回復していく様子が伺える。ま

実感でき、次第に街の〝基礎体力〟

結果、次第に夜の飲み屋街となりつ

理・運営の仕組みの検証を行っている。

を促すプログラムや持続可能な維持管

や交流スペースを設置し、来街や回遊

くために必要なコミュニティの再生も

生まれ、日常生活を持続的に支えてい

世代を超えた人と人の出会いの機会も

ようになってきた。そしてここでは、

店舗の売上向上や新規出店も見られる

っぱ〟周辺には、新規建設の動機

そして、人が日常的に集まる〝原

商売が再び成り立つようになる。

ば、結果として、身の丈にあった

ただし、ここで肝心な事は、安全で

そのものが、これからの縮退する社会

るところには市が立つ」この古典原則

再生は、直接的には行政の役割ではな

安心な環境による街なか居住の促進や

の中における、官民連携による賑わい

くりとそれを持続的に支える仕組みこ

市民活動の場の提供によって街なかに

再生の原点ではないかと改めて感じて

く、結果にすぎないのだ。
「人が集ま

人を集める「公共」と、そこできちん

いる〈図１〉
。

佐賀の街なか再生に関わりはじめ

敷地に価値なし、エリアに価値あり
を経営していくことである。これが、

て約五年、商店街の様子は随分変わっ

「民間」が、上手に役割分担をして街

リックマインドを持って街に貢献する

と収益を上げて事業を行いつつ、パブ

そが、街再生のはじまりである。

人と知恵が日常的に集まる動機づ

ストックの活用促進も期待できる。

バージョンの動機が生まれ、既存

に加えて、リノベーションやコン

つある街なかに、昼間の時間を消費す

写真４・５ 子ども達が集う「わいわい!!コンテナプロジェクト」

図１.マチ再生に向かうよい循環
官民連携の本来の姿なのだ。商店街の
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活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

なったよね！」との嬉しい声が届くこ

からも「この辺り、随分雰囲気がよく

ある風景に変わってきた。市民の方々

もあって、見た目にも心地よい潤いの

こに芝生を張り樹木を植えてきた成果

た。空いている土地を見つけては、そ

の声が聞こえる明るい雰囲気になっ

ある呉服元町商店街は、今や子ども達

した。これは、できるだけ多くの空き

タープロジェクト」を実施することに

の約一か月間限定で「オープンシャッ

町商店街を対象に、ひなまつりの期間

のが現実である。そこで、この呉服元

あり、なかなかシャッターが開かない

貸し物件になっていないという課題が

ことと、シャッターが閉まっていても

ーの数が圧倒的に不足しているという

都市では、空き店舗に対してプレイヤ

明だ。わいわい コンテナをはじめと

個々の不動産の価値も上がることの証

言葉どおり、
エリアの価値が上がれば、

アに価値有り」という清水義次さんの

ある。まさに「敷地に価値なし、エリ

ないという予想外の状況になったので

出店希望者が集まり、空き店舗が足り

が起こった。なんと、そこに四二人も

の募集を開始したところ、驚くべき事

件の空き店舗を確保して、出店希望者

不動産オーナーの協力で何とか一〇

た。特に、現在わいわい コンテナの

とも増えた〈写真６・７〉
。

物件の不動産オーナーに対して、一か
月間限定でシャッターを開けさせてい

して、パブリックマインドを持って取

とはいえ、まだまだこの商店街には
多くの空き店舗があり、このエリアへ

程度で変わってきたと感じる理由は、

り組んできたまちづくりが、エリアの

賑わい再生を誘導するエリアをできる

ただく交渉をして、そこに出店希望者

ことがないほどの賑わいの風景が再生

だけコンパクトに設定して、賑わいの

出店を希望するプレイヤーと、空き店

され、
「商店街がずっとこうなるとい

量ではなく密度を高めることに着目し

価値向上に繋がったのだ。言うまでも

いね」
と未来を見据える若者もいれば、

ていることだ。エリアが小さければ小

を募集し、商店街の賑わいの雰囲気を

「昔はこういう雰囲気だったんだよな」

さい程、短期間で街の賑わい再生を肌

舗を所有する不動産オーナーのマッチ

とかつての商店街の賑わいに想いを馳

で実感できる。住民が短期間で街の再

なく、呉服元町商店街では、近年見た

せるご年配の方もいた。いずれにして

生を実感できれば、少しずつ、より多

ア設定が政治的に困難なわけであるか

線引型の手法では、コンパクトなエリ

ただ、これまでのように行政主導の

のである。

り、まちづくりによい循環が生まれる

も、この賑わいの風景を取り戻したい

佐賀の街なかの雰囲気がわずか五年

線引型から誘導型都市計画へ

たまねぎ戦法

た〈写真８〉
。

くの住民の参加が期待できるようにな

体感するための実験である。
写真６・７ 2006年（上）と現在の佐賀市街なか商店街の風景

写真８ 賑わいの風景を再生した「オープンシャッタープロジェクト」

という想いを共有できたことがよかっ

ングを進める必要があるのだが、地方

!!

!!
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再生のエリアは、極めてコンパクトで

もエリア設定が広いが、佐賀の街なか

で設定されているエリアは、政治的に

されている中心市街地活性化基本計画

呼んでいる〈図２〉
。全国各地で策定

私は、この手法を「たまねぎ戦法」と

ング」という手法も、まさにこれだ。

ール氏が提唱する「プレイス・メイキ

型の都市計画手法」である。ヤン・ゲ

る。それが佐賀で実践してきた「誘導

ら、ここには新たな方法論が必要とな

となったその場所は、次々と人を集め

向上する。いわゆる〝人気のエリア〟

が一変し、そのエリアの価値が一気に

とから、明らかにそのエリアの雰囲気

〇人の活動でも賑わいの密度が高いこ

アをコンパクトに設定すると、同じ一

こで停滞してしまう。ところが、エリ

続ける機運が市民の中に浸透せず、そ

い。だから賑わい再生のための努力を

困難で、全くエリアの価値が上がらな

エリア設定ではその実感を得ることは

が活動を始めたと想定した場合、広い

ィも透けて見えるような気がする。

まねぎ戦法〟であれば、そのリアリテ

ソフト主導の誘導型都市計画手法＝た

実現が困難なコンパクトシティも、
〝

ード主導の線引型都市計画手法〟では

なのだ。二〇世紀の発想に基づく〝ハ

その都市の「コンパクトシティ」の姿

込まれたコンパクトなエリアこそが、

ギュウギュウに質のいい賑わいが詰め

て、周辺への波及が止まりながらも、

ていく縮退社会を迎えるからだ。そし

時代の要請だ〈図３〉
。

佐賀では、わいわい コンテナとい

ていくということはおそらく

的な全体まで賑わいが波及し

活性化エリアのような、理想

ただし、例えば中心市街地

ンパクトなエリア設定」だ。

言うが、勘所は、最初の「コ

法」なのである。繰り返して

くという戦略が「たまねぎ戦

の賑わい再生へと波及してい

って、中心市街地の広い範囲

いく。この上向きの連鎖によ

リアの価値向上にも連鎖して

の要素が、連鎖的に循環していくよう

いく。コト・ヒト・モノ・カネの四つ

をあげ、働く場所として雇用を生んで

の場所〟で、
将来的には「収益（カネ）
」

ていく。そうやって生まれる〝僕たち

は、できるだけ自分の手でつくりあげ

してもらい、
そのために必要な「モノ」

多くの「ヒト」と協力して実践し体験

ト」を自ら発想し、それをできるだけ

しくなければ続かないのだ。
楽しい
「コ

くなければならないと思っている。楽

こそ、私はまちづくりはとにかく楽し

まちづくりは時間がかかる。だから

向に注目して欲しい。

きたいと考えている。是非、今後の動

ながら、賑わい再生の物語を描いてい

イデアで、多くの市民の方々と協力し

験である。今後もさまざまな新しいア

一世紀の新しい都市計画手法の検証実

グに過ぎないが、官民連携による、二

賀の街なか再生は、まだまだプロロー

と良い連鎖を起こしていくことだ。佐

生を強靭に支える触媒となって、次々

自体を目的化せず、その先にある街再

所は、建築・土木といったモノづくり

に様々な可能性が見え始めている。勘

う一つの社会実験から、
〝 次の一手 〟

ない。なぜなら、今後、地方

求められる持続性と波及力

図３.事業としてのまちづくりの流れ
なプログラムを編集することが、この

るようになり、その周囲のエ

!!

都市は、人口が急激に減少し
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ある。そこに仮に一〇人のプレイヤー

図２.「たまねぎ戦法」（誘導型の都市計画手法）

活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

脱・シティプロモーション
乃

内に向けたアプローチによるブランディングで
地域を元気に
木村

映画等のロケ誘致などによって地域を

致、特産物開発や販売促進、テレビや

す。企業誘致、観光客誘致、消費者誘

自治体による営業的政策のことで

シティプロモーション。

る活動が繰り返されている状態をつく

ものとして再生したり、創造したりす

として継承しつつも新たな価値をもつ

されている状態、それらを大切なもの

の人々に愛され、親しまれながら維持

場産業等を背景とする地域文化が地元

に行ってみたい、買物に出かけてみた

ている地域であればこそ、そこに遊び

そのような住民が生き生きと暮らし

節を追加する必要があります。

はできません。そこで、次のような一

必要です。霞を食って生きていくこと

な経済活動によってお金を稼ぐことは

とても重要な視点なのです。

なか上がらない原因を紐解くうえで、

ションという営業的政策の成果がなか

このことは、昨今のシティプロモー

明治大学商学部 特任准教授

活性化しようという取組が、このシテ

ることが地域を活性化するということ

い、住んでみたいという他地域の人、

ビズデザイン株式会社 代表取締役

ィプロモーションという政策のもとで

になるのだと思います。

寂れた地域は
〝外に向けたアプローチ〟
で
活力を取り戻せるのだろうか

進められています。

そもそも自治体がこうした政策に力

点を置くようになったのはなぜでしょ
しようという人がたくさんいる地域で

わがまちの文化を維持・再生・創造

たちの言葉もすっかり東京言葉になっ

る。お祭りも廃れてしまった。若い人

人がどんどん減って寂しくなってい

民一人あたりに課せられる住民税）の

治体の人口の減少は均等割住民税（住

その最大の理由は人口減少です。自

業家、企業も増えるのである。

創業したい、事業進出したいという起

うな地域です。

「地域」とは、言語、習俗、地場産

あって、ここに住み続けたい、ここで

てしまって地元らしさを感じることも

減少、そして消費の減少、ひいては税

うか。

業等にみられる生活様式、すなわち文

学び働きたい、一度は出ていったとし

なくなってしまった。そんな地域に遊

私が考える活力ある地域とは次のよ

地域活性化とは地域文化の
維持・再生・創造を繰り返すこと

化を共有する一定の連続した空間のこ

てもいつかは戻ってきたいという人が

民税については、税率を上げない前提

とであると私は捉えています。したが

でしょうか。買い物に行きたい、住み

であれば人口が増えないかぎり増加す

収全体の減少に直結します。均等割住
このことを疑問に思う人も多いかも

たい、起業したい、事業進出したいと

ることはありません。一方、消費につ

びに行きたいと思う人がどれだけいる

その地域の文化を活性化するというこ

しれません。文化なんかより経済の方

思う人は本当にいるのでしょうか。

たくさんいる地域。

とにほかなりません。その地域独特の

が重要じゃないか、と。たしかに活発

って、
地域を活性化するということは、

言語や習俗、存立基盤となってきた地
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住人口から交流人口へ」という方針転

いては別の方法があります。
それが
「定
できようがありません。

です。これでは心のこもった交流など

としてしか見ていないように感じるの

〝内に向けたアプローチ〟
が
もたらす大きな求心力

換です。つまり、その地域に住んでい
る人口が減るのであれば、他所からや
ってくる人口を増やせばよいのではな
いかということです。
「交流人口」と

二〇一一年に日本テレビ系列で放送

〝外に向けたアプローチ〟には効果

流人口」とは「お金をもって流入して

されたテレビドラマ「高校生レストラ

いう婉曲な表現をしていますが、実際

くる人」のことを指していると考えて

ン」をご存じの方も多いでしょう。三

がないということに気がついている人

よいでしょう。内需から外需への政策

重県多気町を舞台とする「まごの店」

には流入消費者であり、流入観光客の

転換。それが、
〝外に向けたアプロー

を取り上げたドラマです。
「まごの店」

は少なくありません。

チ〟であるシティプロモーションに注

を仕掛け成功させた岸川政之さんはこ

ことなのです。
自治体政策において
「交

力している背景なのです。

みれば、
〝外に向けたアプローチ〟を

当にいるのでしょうか。冷静に考えて

と調理実習に取り組めるようにと、岸

か）高校料理部の生徒たちがしっかり

った施設ではありません。相可（おう

たアプローチ〟の成果であると言うべ

命、真剣に考え、実践する〝内に向け

めに何ができるかということを一所懸

く、地元の手づくりで地元の若者のた

ごころシリーズ」というスキンケア商

ラボレーション「相可高校共同開発ま

ドネット）
、万協製薬株式会社とのコ

いの店」の開業（株式会社 相可フー

によるお弁当・お惣菜のお店「せんぱ

とあるごとに「ベクトルは内向きに」

前提とするこの方向性はそもそも現実

川さんをはじめとする地元の皆さんが

きでしょう。こうした取組によって、

品の開発といったかたちで〝若者が活

しかし先述の通り、人がどんどん減

的ではないと言わざるを得ません。さ

協力してつくった調理実習施設です。

多気町は〝若者が活躍するまち〟とで

躍するまち〟とでもいうべき文化が展

と 仰 い ま す。た し か に、
「 まごの店 」

らに言えば、この方向性のもとでは他

結果的にたくさんのお客さんが他所か

もいうべき文化が定着しました〈写真

って寂しくなっている地域に遊びに行

所から訪れてくださる人々を「人間」

ら訪れることになりましたが、それは

は他所から来るお客さんのためにつく

として迎え入れ、おもてなしするとい

な㈱近江兄弟社もこうした動きに賛同

開しています。
「メンターム」で有名
１・２〉
。
具体的には、
「まごの店」の卒業生

「どうか来てください」という〝外に

きたい、買物に行きたいと思う人が本

（写真提供：岸川政之氏）

写真２．たくさんのお客さんで賑わう
「まごの店」

う姿勢が欠落しているようにすら感じ

（写真提供：岸川政之氏）

向けたアプローチ〟によるものではな

21

写真１．岸川政之さん︵中央左︶と村林新吾先生︵中央右︶、そして「まごの店」のスタッフ︵生徒︶たち

られます。
「人間」ではなく、
「財布」

活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

らのファンを惹きつけるという大きな

地域文化が、たくさんの協力者や外か

けたアプローチ〟によって創造された

による取組が続いています。
〝内に向

し連携しています。他にも様々な若者

家の皆さんにその気になっていただこ

げを伸ばしていったそうです。地元農

資によって直売所は設立され、売り上

のでしょう。その後、農家の方々の出

の方々に取り戻してもらおうとされた

は大きな価値があるという誇りを農家

うという〝内に向けたアプローチ〟の

求心力を発揮したのです。
本年七月十九日（日）からＴＢＳ系

区という限界集落でとれるお米をロー

せん）さんもその一人です。神子原地

石川県羽咋市役所の高野誠鮮（じょう

レオンの村」の主人公モデルでもある

「過疎高齢化しているからお願いで

に答えています。

は報道番組のインタビューで次のよう

の移住者の募集事業について高野さん

それだけではありません。空き家へ

成果です。

マ法王に献上することに成功し、ブラ

すから来てくださいとはやってないん

列で放送が始まった「日曜劇場 ナポ

ンド米の「神子原米」というヒット商

ふんだんに取り入れた作品となってい

ます。いずれも地元では熱狂的な人気

を誇っています。ヒーローショーや関

連グッズ、映像作品等も大人気です。

誰しも、懐かしさや共感を感じると、

なぜか心が元気になるのです。このよ

うに地元の方々にとっては「ある！あ

る！」と大喜びできるようなキャラク

ターやストーリーなのですが、他所の

人にとっては知らないこと、なじみの

ないことばかりです。セリフも方言ば

かりなので、県外の人にはよくわかり

ません。
「琉神マブヤー」のＤＶＤで

は〝日本語字幕〟がつくほどです。営

がありません。テレビ放送もヒーロー

業でも県外にはほとんど出ていくこと
〝内に向けたアプローチ〟です。地元

ショーも県外で見ることはほとんどで

です。選ぶのは村の人たちなんです」
（二〇一〇年九月五日放送「新報道二

住民の皆さんの誇りを大切にした住民

品を開発したことばかりが注目されが
ちですが、高野さんのアプローチは決

〇〇一」
（フジテレビ系列）より）
。

す。そこで高野さんは、農家の方々に

農家の方々は当初及び腰だったそうで

出資を求めることの働きかけに対し、

家に働きかけていました。農家自身に

うにと地元野菜等の直売所の設立を農

サラリーマン並みの収入を得られるよ

野さんは、神子原地区の農家の方々が

いものと私は見ています。そもそも高

ください」というのは〝外に向けたア

齢化しているからお願いですから来て

当てているように思います。
「過疎高

ルスが抱える問題の本質をずばり言い

高野さんの言葉は、現在のシティセー

けというしくみをとっていたのです。

のは住民による面接をクリアした人だ

していたようですが、村に移住できる

当時七〇名ほどの移住希望者が待機

方言（秋田弁、
ウチナーグチ）や風習、

ができます。両ヒーローともに地元の

向けたアプローチ〟の成果をみること

や沖縄県の「琉神マブヤー」に〝内に

れる秋田県の
「超神ネイガー」〈写真３〉

が、ご当地ヒーローの元祖として知ら

詳細をご紹介することができません

他にも例はあります。紙面の都合で

いローカルビジネスであると言えま

でももたらしているたいへん素晴らし

る求心力も発揮した結果、経済効果ま

地の人々に愛され、さらには外に対す

アプローチ〟にこだわった結果、ご当

いるそうです。徹底的に〝内に向けた

がマレーシアで制作され人気を博して

なる
「琉神ジュワラー」（テレビドラマ）

に至っては、そのスピンアウト作品と

きません。それにも関わらず、全国に

成功体験をしてもらおうと一計を案じ

プローチ〟です。それに対して、
「選

県民性（精神性）
、つまり地域文化を

ファンは大勢います。
「琉神マブヤー」

ました。それが神子原米のブランド化

ぶのは村の人たち」というのはまさに

言えます。

でした。自分たちが作っているものに

本位、地域本意のアプローチであると

して〝外に向けたアプローチ〟ではな

写真３．地域に溶け込み、地元で愛されている超神ネイガー ©Neiger Project
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「とーりまかし」
（二〇一五年六月号）

ーチセンター」が発行している月刊誌

ートライフスタイルの「じゃらんリサ

また、参考として、株式会社リクル

絡協議会）
」のウェブサイトをみると、

グ（ご当地グルメでまちおこし団体連

てくるといった有様です。
「愛Ｂリー

た〝ご当地カレー〟がどんどん生まれ

話題になればそれまで地元にはなかっ

れば〝ご当地焼きそば〟が、カレーが

に掲載されたデータ〈表参照〉をご紹
こうした動きに危機感をもっておられ

す。

介しておきます。ご当地愛と人気の観
いわゆる〝ゆるキャラ〟ブームに便

ることがよくわかります。

ただけるかと思います。これもまた、
乗したり、大河ドラマや映画の舞台に

光地に相関があることがおわかりい
〝内に向けたアプローチ〟が発揮する

なったりすることによって知名度を高

果もあることでしょう。しかし、それ

りません。たしかに観光客を増やす効

めようとする気持ちはわからなくもあ

求心力の表れではないかと思います。

〝内に向けたアプローチ〟による
地域ブランディングを

な文化を地域ブランドとして確立する

もなるでしょう。泊りがけで来る人も

お酒を酌み交わしながら語り合いたく

はあくまでも一時的なものです。ブー
終了を迎えるのです。こうした〝外向

ことをお勧めします。そうすれば、地

多くいることでしょう。せっかくだか

シティプロモーションというと、地
くなる傾向があります。地元の人が食

きのアプローチ〟は地元住民の共感を

元の方々の共感が喚起されます。そし

ムはいずれ去り、ドラマはいずれ放送

べてもいない「Ｂ級グルメ」を創作す

呼ぶことができません。地元の文化を

域外の人にウケることを第一に考えた

る動きなどはその典型です。Ｂ１グラ

らと、地元の人がおいしい、おいしい

に買って帰る人もいることでしょう。

て、皆で協力して活性化に向けた活動
機運の高まりがみられる元気なまちで

こうして、いつのまにか他所の人々に

愛する気持ちを刺激することがないか
将来にわたって持続力のある活性化

あれば、他所の人々も放ってはおかな

よる消費も増えてくるのです。

ンプリの主催者「愛Ｂリーグ（ご当地
のウェブサイトには「安くて旨くて地

を目指したいのなら、
〝外向きのアプ

いでしょう。視察する人も、遊びに行

〝内に向けたアプローチ〟による地

と勧めてくれる野菜やお菓子をお土産

元の人に愛されている地域の名物料

ローチ〟を脱却して、地元の文化を維

く人も増えてくるにちがいありませ

域ブランディング。いま、それが求め

に取り組む機運が高まります。そんな

理」でまちおこしを目指すとの趣意が

持・再生・創造するような〝内向きの

ん。そして、訪れた方々は地元で活動

られているものと私は確信しています。

らです。

掲げられています。しかしながら、近

アプローチ〟に転換し、地域の方々が

している方々と食事をしながら、また

グルメでまちおこし団体連絡協議会）
」

年のＢ級グルメブームはその趣意とは

愛着と誇りを感じることのできるよう
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︵出典︶とーりまかし 2
 015年6月号︵株式会社リクルートライススタイル じゃらん
リサーチセンター発行︶より

大きくかけ離れ、焼きそばが話題にな

活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

斉

縮小社会における開発に有効な
五つの経営手法
木下

私は地方都市中心部において、不動

くり分野への「経営」に関する導入に

ながら、未だ日本においては、まちづ

歩んでいくことになります。これは、

換し、今後も継続的な人口減少社会を

かしながら、既に人口縮小社会へと転

て日本は他の先進国よりも一歩遅れて

と言っても過言ではありません。そし

政策」の輸入を中心に展開されてきた

一般社団法人 エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事

産所有者との共同出資会社の経営、道

ついては、多大なる誤解と過剰なる期

だ増加対応策へとアレンジできたとい

路・公園・河川などの規制緩和を活用

（縮小都市）問題とはまた別に、
「国単

うこともあったかと思います。

対応を行えるだけに、他国よりも進ん

本論は今後の縮小社会における経営

位での人口減少」と「都市単位での人

それは、増加人口による「内需」の

欧米におけるシュリンキングシティ

従事してきました。一環してテーマに

的手法の有効性と実際の導入に必要な

口減少」の二つの人口減少を同時にか

待が入り交じっています。

してきたのは「経営」をまちづくりに

観点について整理し、広くまちづくり

した新たな事業開発などに一五年来、

導入するということです。

経済や財政については、所与の条件と

継続的な拡大を背景にしてきたため、
これまでの人口増加社会は、産業革

して基本的に拡大基調を保てている背

つ急激に経験することになります。
命以降、先進国各国が経験し、特に日

景のもとでの社会運営でした。個別施

に経営が導入され、
「稼ぐまちづくり」

本はそれら欧米各国の都市計画を始め

策の問題や失政による財政の非効率性

衰退問題が深刻化している地方にお

とした計画手法、開発手法、行政経営

も、拡大する経済、増加する税収によ

が行われることを期待するものです。

手法をもとにして、独自のモデルへと

って見えにくくなっていたという点も

いては、従来の方法論の限界を考えざ

日本におけるまちづくり分野への

転換してきました。しかしそれらの学

得なくなり、減少する税収に対して自

により、多くの人は地域を離れざるを

るを得ない状況に至っています。衰退

治体はサービスや人員を削り、さらに

「経営」の導入の必要性は、大きくは

否めません。

自力で稼ぐ
「まちづくり」
への転換

再分配の
「まちづくり」
から

国からの交付金や補助金や借金への依

問の背景は、常に人口増加し「足りな

一方で、これからは減少人口を背景

その社会的前提の変化によるところが

に「内需」は基本的にその量の増加で

存度を高める傾向が強くなってきてい

我が国は明治維新以降、終戦前後の

とが求められ、経済も財政も減少基調

率的に「提供するか」ということを中

い」ものを如何にして、計画的かつ効

このような中、経営をまちづくり分

人口減少は例外として、一環して急激

これまでは、そのような「増加対応

はなく、質的な転換を果たしていくこ

多くあります。

野に導入し、従来の方法の課題を乗り

な人口増加社会を歩んできました。し

心に捉えられてきたわけです。

ます。

越える要請は高まっています。しかし
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つまり、これからの地方に必要なの

方都市において発生している状況です。

になるのは、既に九〇年代後半から地
長させ、それに伴う税収を確保し、公

らうためではなく、経済を内発的に成

足りないものを東京から分配しても

会の変化そのものが経営課題で、それ

減少も問題であるわけです。つまり社

に、人口増加も問題であり、また人口

もあったものの、縮退社会においては

拡大社会において有効に機能した場面

り分野での補助金支援策があります。

人口増加社会は、供給が社会問題で

衰退を加速させるような制度になって

これまで、地域分野、まちづくり分

した。例えば人口が増加するのに住宅

をどう解決するか、ということこそ経

縮小社会においては、供給によって

野では「経営」という意識を強く持つ

が足りない、出店希望者が多いのに商

共サービスを支えていくという構造へ

ん。そのような支援では永遠に支援を
問題解決ができた時代の方法をそのま

ことなく行えてきたのは、人口増加社

業ビルが少ない、道路・上下水道など

は、稼ぎの足りないものを支援するギ

拡大し、継続しなくてはならなくなっ
ま採用すると、地方はますます衰退し

会であり、清く正しく美しく物事を運

も全てにおいて同様に、足りないこと

います。

てしまいますが、そのようなことは不
てしまう恐れがあります。逆に方法論

営しさえすれば、マクロ的な拡大によ

が社会問題でありました。そして何よ

営の本分でもあります。

可能です。それは稼ぎ柱であった東京
を転換すれば、人口縮小社会を過度に

ってどうにかなってきたからです。し

の転換が必要となっています。

でさえ、急速な高齢化により社会保障

悲観視する必要はないと考えています。

ャップファンド型のものではありませ

を中心に財政は厳しくなるからです。

都市開発全般に用いられ、未だに生き

長期に生まれた再分配型の予算配分が

めに、地方活性化の意味合いで高度成

がら、東京と地方の格差を是正するた

のプロセスではありません。しかしな

いうことでもあります。限りある財源

率性に目を向けることが可能になると

スの見直しの契機となり、量よりも効

らなかった社会インフラや公共サービ

する中で、一貫して拡大しなくてはな

人口減少は、これまで急速に人口増

ん。

公共サービスを守らなくてはなりませ

うる施策を考え、人々の生活を支える

って経済活動を喚起し、税収を拡大し

所与の条件ではなく、自らの手によ

転換を行う必要がでてくるわけです。

効果的に地域に投資・配分するという

そ、経営と向き合い、限りある資源を

かしこれからは違います。縮小局面こ

た時代がありました。

という仕掛けが、計画経済的に機能し

金調達能力を補完するために、補助金

ップを埋める、自治体が地元企業の資

国などが信用与信力（資金力）のギャ

たという状況もありました。
その際に、

信力が地方自治体、企業などになかっ

り、拡大はわかっていても、十分な与

本来、まちづくり、地域活性化とは、

残っているという問題があります。

での効率的な経営と向き合うことが、

かつては、
人口急増社会のことを
「人

経営で人口減少局面を乗り越える

むしろ、地方活性化を目指すまちづ

落ち着いてできるようになったとも言

につなげる事業です。
開発についても、

口爆発」と呼んで、人口増が様々な社

投資・成長のプロセスであり、再分配

くりを行う上で、今必要なのは、地方

えます。

従来型の単に予算がくるから開発、で

会問題を引き起こすとして問題視され

あり、従来の常識や当たり前ではない

逆に言えば、やるべきことは明白で

問題です。つまり、ひと通りのものが

人口縮小社会においては、需要が社会

このような時代に、補助金制度を展

できない、といった問題です。

するのに必要な需要が存在せず維持が

なったり、既に整備したものさえ維持

整った。活用する人が圧倒的に少なく

従来型のやり方の一つに、まちづく

制度支援型の補助金が衰退加速
制度になった、二つの理由

やり方を逆転させれば良いだけです。

しかし今は、
これが逆転しています。

の独自の自立・成長に向けた「稼ぎ」

はなく、自分たちの地域が豊かになる

ていたことも忘れてはいけません。
地域経営、自治体経営を見据えた際
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ための仕掛けを含めて開発しなければ
なりません。

活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

退を加速させられることになります

す全体の負担が重たくなっていき、衰

め、不必要な供給が加速され、ますま

開しても、地方は需要が問題であるた

けです。しかしながら、未だに総事業

一八〇億円規模に達する場合もあるわ

倍はかかると言われ、つまり全体で

コスト全体をみれば、開発費の四～五

プロジェクトも、実はライフサイクル

費中心の議論だけにとどまり、そこへ

〈図１〉
。
さらに、支援を受けた施設経営も、

結果として、国からの支援はライフ

の国費支援規模などで意思決定が進め

の経営努力によってその成果は左右さ
サイクル全体でみれば限定的であり、

かつてのようにマクロで経済力、税収

れるようになっています。そのため、

様々な特別措置で建設時での補助率な

られたりしているわけです。

個別の施設経営に必要な資金について

どが上乗せされたとしても、たかが知

が共に拡大する時代とは異なり、個別

は、地元の経済・財政から長期的に拠
れているとも言えます。

人口増加社会であり、供給が足りな

出可能であるかを細かに検討しない
と、大変なことになっていきます。

で作成され、課題の整理が始まってい

端を発して、公共施設白書が各自治体

まり考えずに可能であったかもしれ

体の税収増加によって賄うこともあ

費用を地元の民間の経済成長、自治

す。これからの縮小社会における開発

法を抜本的に変えていく必要がありま

ります。

になるという構造を実現する必要があ

黒字化し、
（ｃ）自治体も収支が黒字

い時代であれば、供給後にこれだけの

るものの、地元の経済・財政で支えき

ません。しかし、人口縮小社会では、

方法が、今まさに求められていると言

昨今では「朽ちるインフラ」問題に

れない現実が見えています。かつて維

一六五億円を十分に稼ぎ出すだけの経

階で、その開発行為は縮小社会におい

三ついずれかがマイナスになった段

持費や更新費用についての検討が足り

わけです。しかしそのような議論は未

えます。

しかしながら、未だ新規開発におい

て地方衰退要因になっているという判

います。そのため、供給は既に十分で

提を踏まえた上で、確実に地方におい

これからの開発事業はこのような前

域に活性化を生み出すためには、
（ａ）

縮小社会において、開発効果で地

（１）逆算開発の徹底

三者が黒字にならなくてはなりません。

ト全体、関わる民間、自治体、という

だ限定的です〈図２〉
。

あり、需要が問題である地方において

て「プラス」にできる規模と内容で検

プロジェクト収支が黒字になり、
（ｂ）

ては、総事業費が中心の議論となって

は、開発後の維持費・更新費用がさら

討しなくてはなりません。ライフサイ

断をすることが基本です。プロジェク

なる重荷になってしまうわけです。

従来開発方式は、供給サイドで予算

さらに開発を通じて民間の経済活動が

例えば、三〇億円の建設費がかかる

クル全体をみて無理があれば、開発方

縮小社会における開発効果への
経営導入、五つのポイント

営モデル、長期財政計画が求められる

図２．開発から維持費をトータルでみた時の判断

なかったためです。

図１．国から地方への支援機能における構造的課題
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す。

発規模の最適化を図る必要がありま

回り営業を徹底することによって、開

要サイドに問題があるこれからは、先

営業を行うモデルでした。しかし、需

や仕様を固めて開発を進め、最終的に

とをしても、最適化されません。とい

話になったりするのですが、そんなこ

空き店舗補助金を活用して、といった

かったりします。そこで、往々にして

最適な店舗は実際にはまちに存在しな

が、
それだけの家賃支払い能力があり、

範な地元団体を絡め、さらに自治体が

は、地域活性化などを狙う事業では広

定者の不明瞭化にあります。これまで

例のほとんどは、責任の所在・意思決

開発事業において問題が発生する事

独採算モデルの徹底

（２）ＳＰＣによる責任の明確化、単

を受けている場合も多く、本来あるべ

うのは、金額だけでなく、施設スペッ

逆に、顧客営業を行った上で、支払

き自立した第三セクターとも言えない

公共施設開発においても、長期財政

によって民間事業床部分での家賃管理

い可能家賃を算定し、そこから逆算す

ような状況に陥っているゾンビ状態の

出資を手厚く行い支援をする形式が多

費で捻出する構成にする、低負担開発

れば、無駄なく、顧客が必要とするス

ものが多くあります。

クは限りなく顧客希望に適合すべきで

モデルを徹底しなくてはなりません。

ペックの内装を四年投資回収で計算し

今後の縮小社会においては、そのよ

計画や人口見通しなどによるライフサ

行政が先行投資して経済が開発され

て最適化することが可能になります。

うな形式では決して事業はうまくいき

く、ＳＰＣによる単独採算モデルを徹

く見られました。場合によっては、こ

ることは、これからの縮小社会ではあ

このように需要側に問題がある場合

ません。あくまで行政の関与は出資を

底し、プロジェクトファイナンス形式

あり、やはり先回り営業をして、顧客

りません。しっかりとした先回り営業

は、需要サイドの問題を一番最初に解

するにしてもマイナー出資であり、あ

での資金調達を基本として行動する。

イクルコスト全般からの逆算を基本と

によって割り出された具体的な数字に

決する必要があります。これは新築開

くまで独立した特定目的会社
（ＳＰＣ）

つまり、地元で開発を推進するのであ

のような形式で設立された第三セクタ

基づいて、開発規模の適正化を図る必

発においても同様で、施設仕様を固め

として設立されるべきであり、民間企

れば、民間側が自らのビジネスとして

を決めて具体ニーズを明確化しないと

要があります。

る前に営業を行い、その上で開発を考

業として貫徹する必要があります。投

責任をもって取り組む、
「行政に頼ら

していくべきです。さらに、可能な限

〈図３〉は小規模リノベーション物

えなくてはなりません。公共施設にお

融資を受ける場合にも、自治体に信用

ぬ覚悟」を持たなくてはなりません。

ーはほぼ自治体とイコールで信用与信

件に関する事例ですが、四年投資回収

いても同様に長期財政計画、公共施設

与信面での支援などを受ければ、確実

私が投資していたり、経営に関与す

不可能なのです。

を見込んだものです。従来の開発方法

の再編計画などを多角的に検討し、そ

に事業は歪み、失敗し、地元の財政負

りその税支出については、複合施設化

に則り、不動産オーナーと建築関係者

の確定した情報に基づいて考えなくて

担になるだけです。それであれば、最

徹底しています。結果として、合理的

る各地のまち会社においても、これを

公共施設・民間施設などの区分けな

ります。

が集まり最初に仕様を固めて四〇〇〇

はなりません。

初からやらないほうが地元のためにな
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図３．先回り営業による逆算方式への転換

万円を投資してしまうと、年間一〇〇
〇万円の家賃収入が必要になります

活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

低コスト化が図れる場合も出てきます。
杓子定規に従うのではない、プロセス

て幾度となく見直しをかけていく必要
そのため、縮退社会においては「計

自体の見直しも図る必要があります。

な資金調達が可能ではない＝赤字にな
ルは、
決して進めることができません。
画・開発・運営」を（２）で述べたよ

（４）公共施設の集客機能をテコにし

プロセスの一体化と共に従来の方法に

だからこそ、事業が適正化され、確実
うなＳＰＣが一括して責任をもって進

た経済開発＋歳入増加

が発生します。

に地元にプラスになるプロジェクトと
めていくことが基本になっていきます。

ることが確定している歪んだ事業モデ

することが可能になっていきます。

開発は建設会社に投げられ、そして最

たものは過去にもあり、経営的に失敗

しかしながら、官民合築施設といっ

縮小社会においては、これまで地域

後の運営を指定管理者制度を活用して

している事例が多数見られます。その

計画は誰かがやって、開発も誰かが

経営の基本は、
「決める人を決める

外注などするものの、入札不調で予算

原因は極めて簡単です。行政側が補助

眉唾の経済効果や、波及効果などで

こと」にあります。皆で決めるなんて

の積み増しが迫られるような公共施設

金や運営予算を捻出すると共に、仕様

クで施設全体を整備し、その一部を公

内で官民で分けていた区分を壊すこと

曖昧な話は、結局は誰も責任をとらな

が発生しています。さらには、そうで

設計についても公共施設を前提とした

共施設が共有するという方式にし、こ

やって、あとは運営に引き渡されてい

いという話になっていきます。まちづ

なくとも、運営を開始して一～二年で

内容を求めるため、民間施設部分まで

の施設全体は（２）のＳＰＣが、
（３）

妥当性を認めさせるようなやり方は縮

くりは、往々にしてそのような構造で

テナントのほとんどが抜けてしまうよ

過度に高コストな体制となってしまう

の計画・開発・運営を一体化して実施

が求められます。限りあるリソースを

過ちを繰り返してきています。

うな公民施設事例も少なくありませ

からです。坪二〇〇万円などを超える

することが有効です。

くようなやり方は、今後はますますう

（３）計画・開発・運営の一体化

ん。それは端的に言えば、運営から逆

公共建築と同スペックの施設で商売は

小社会では通用しません。しっかりと

これまでの開発事業では、供給がボ

算して適切な計画見直しを図らず、一

成立するはずがないのです。それは、

間施設の家賃管理費を引き出すことが

最大限に活かすためには、統合化とい

トルネックの場合には分業化を図り、

方通行のように前時代的開発方法で進

郊外では超低コスト建築でモールがあ

可能になり、そこから得られる家賃管

まく機能しなくなります。現状におい

ベルトコンベアのように流れ作業で開

めてしまった結果と言えます。

ったり、不便な立地にある配送センタ

理費で、公共施設部分の施設維持費は

個別プロジェクトでの黒字化を徹底す

発を進めたほうが合理的でした。

今後は、この三段階を一体化して進

ーを活用するネットチャネルなどがあ

稼ぎだす事業計画にします。それであ

うのは極めて重要な方法です。

な画一的な方法では、縮小スピードも

める必要があります。小規模自治体の

ったりするからです。

れば、最小限の税で公共施設を経営す

ても、計画業務はコンサルに外注し、

異なる、需要構造も異なる個別事案で

場合には、いわゆる一般的な入札を行

今後はこのような構造を全く逆にす

ることができます。図書館施設なども

ることが基本です。

は問題が発生します。何より、逆算開

うよりも単独ＳＰＣに委任し民間での

る必要があります。民間施設のスペッ

公共施設は集客能力を持つため、民

発の徹底を行う場合には、運営を先に

指値開発や見積もり調整を経たほうが

しかしながら、これからはそのよう

固めた上で、計画にフィードバックし

図４．民間施設の家賃管理費によって軽い公共施設を実現
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図書館部分の躯体費用は民間施設の家
政力拡大に繋がるものに投融資し、適

して推進されるため、縮小社会におい

さらにゴーイングコンサーンを基本と

実際に日本において、江戸時代後期

切な金利収入・配当を受けることで、
を図ることを目指します。何より地域

の縮小社会局面にあった北関東から東

賃管理費で賄い、図書購入費や人件費
基礎的自治体としては固定資産税収
外からの交付金や補助金への依存度を

北エリアの農村再生で実績を上げた二

ても重要視されるものです。

入なども得られるため、それらを最小
低下させ、地域内の資金での開発を行

宮尊徳による「報徳仕法」も同類のモ

地域内の預貸率改善・資金循環の確保

限の税の財政根拠とすることも可能に
うことは、地方の自立的成長に向けて

デルです。彼は実践を通じて、資源の

などを手厚く捻出できます。

なります。
極めて重要な変化を生み出せます〈図

このような事業構成で開発すること

有効活用を実行するための「分度」と
た五常講などの金融とを組み合わせ

いう収支管理と、
「推譲」を基本とし

５〉
。

が、今後の地方都市における開発では
極めて有効になっていくと考えられま
す〈図４〉
。

公民施設の組み合わせなどによって稼

は二つの理由があります。

経営的な手法の要となります。これに

事業の推進が縮小社会において重要な

支援制度ではなく、金融による開発

容は、私が直接的に経営に関与する地

そのため、ここで解説をしてきた内

出され、体系化されていくものです。

論ではなく、具体的な実践行為から抽

理をしました。経営は決して机上の空

軸とした開発行為のあり方について整

本論は、縮小社会における経営を基

我が国おいては、経営という知識が

行し、生産力、財政力につなげる開発

で、社会資本整備までをも統合して実

彼は優秀な土木技術者でもあったの

政の再生まで成し遂げています。また

にそれだけでなく、それら地域の藩財

開発することに成功しています。さら

また新たな知識を取り入れていく姿勢

向けて私達は過去からも学びながら、

て、縮小から成長へと大きく農山村を

げる開発プロジェクトを適切に設計で

方のまち会社、もしくは私が役員を務

まちづくりに導入されることが重要で

が求められています。
日本において
「経

新しくて旧い経営とまちづくり
︱︱江戸にも学ぼう

きれば、
投融資がつくことになります。

めているエリア・イノベーション・ア

す。しかしそれは決して新しいことば

営とまちづくり」は、実は新しくとも

（５）金融で事業適正化を行う

もし投融資がつかなければ、そのプロ

ライアンスに加盟するまち会社、公民

かりでなく、同じ日本が縮小社会の局

旧い関係にあるということを認識し、

一つは、当然ながら逆算開発をし、

ジェクトは地域にとって何らかのマイ

連携事業機構が関与するエリアにおい

面で悩んでいた江戸時代には、もっと

これからの縮小社会局面で取り入れて

はなく、新たな時代の方法論の開拓に

縮小社会の危機感を単に煽るだけで

ナスを生み出す負担開発であるという

て実践している内容から抽出をしてい

具体的な事例が山ほど残されていたり

もう一つは、地域内に蓄積している

を達成しています。

ことです。

ます。

いくことが重要ではないでしょうか。

経営は限られた資源を有効活用し、
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図５．縮退社会における必要な地域内資金循環と成長
するという事実もあるわけです。

資金を地域のその後の経済力拡大、財

活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

地方自治体の歳入拡大の取組み
牧瀬

稔

工夫を凝らして税収の拡大に取組んで

くなってくる。そのため自治体は創意

ービスを積極的に展開することが難し

収が増加しないことには、よい行政サ

めざすことも重要な取組みである。税

を高めることが重要である。

が増加した。何よりも、まずは徴税率

の結果、一二億二〇〇〇万円ほど税収

率を前年より〇・六％アップした。そ

例えば、二〇一二年に静岡県は徴税

う数字を高めていくことが求められる。

めて重要な活動である。その中で特徴

取組みもある。ニッチと言いつつも、極

一方で、税収を増やすためのニッチな

金」や「破産や競売など法律手段にか

法律に該当し納税義務が消滅した税

が困難と認められ一定期間が経過し、

も大切である。不納欠損額とは「徴収

次に不納欠損額をなくしていくこと

的な事例を紹介する。まずは徴税率を

かわり徴収が困難な税金」
などである。

日本放送協会（ＮＨＫ）の調査によ

あげることが考えられる。実は、現時

「二〇一二年度道府県税徴収実績調」を

れば、都道府県に滞納された税金や地

簡単に言えば「滞納されたまま徴収で
税収を増加させる取組みは多々あ

読むと、道府県民税は九三・一％とな

域振興などのために自治体が貸し付け

点において税金が一〇〇％徴収されて

の王道である。

いる。ここで言及したのは、税収拡大

一般財団法人 地域開発研究所 上席主任研究員
法政大学大学院 公共政策研究科 兼任講師

「依存財源」に分類することができる。

自主的に調達できるかどうかで「自主財源」と

て歳入は、市町村が国や都道府県に依存しないで

金、地方交付税、市債といったものがある。そし

て国庫支出金、使用料・手数料、分担金・負担

※２

市町村の歳入には、税金のほかに主なものとし

まる。

結果、国民の多くが持ち家を取得する可能性が高

め、このように単純には進まないと思われる 。)さ
らに土地の取得可能率の上昇も考えられる。その

然と上昇する（もちろん、海外との関係もあるた

生産力を最低限維持していけば、食料自給率は必

避も思いつく。人口が減少する中で、現在の食糧

しい生活の実現が考えられる。また、食料難の回

排出量が削減される。その結果、地球環境にやさ

が少なくなることにより、全体として二酸化炭素

もちろん人口減少によるメリットもある。人口

※１

持続的な財政運営をめざして

はじめに
日本は人口減少社会を歩んでいる。

※１

。そ の 中 で 指 摘 し て お き た い

人口が減少することによる弊害は多々
ある
ことは、
「生産年齢人口」が減少する
ことにより自治体の「歳入」※２が縮小
することである。歳入とは「会計年度
における地方自治体の一切の収入」と
定義できる。そして歳入は大きく分け
て、税収と税外収入がある。
本稿は、現在自治体が取組んでいる
税収と税外収入について紹介してい

る。例えば、企業誘致や起業支援によ

っている。つまり約七％の人が道府県

たまま焦げ付いた金などの回収不能金

きない税金」となる。

命名権 ネ･ーミングライツ、クラウド
ファンディングなど）に焦点を当てて

る法人市民税の拡大が考えられる。ま

民税を納めていないことになる。税収

が二〇一三年度までの五年間で約五四

いるわけではない。総務省が発表した

言及する。本稿は、読者に「自治体は

た、生産年齢人口を中心とした人口の

を確保していくためには、徴税率とい

税収を増加させる取組み

こんなことも実施しているんだ」と理

移入により、個人市民税などの増加を

く。特に、税外収入（ふるさと納税、

解してもらうための事例紹介である。
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一二億に達していることがわかった。
最も多かったのは東京都で約一〇三七
。不 納 欠 損 額 を

※３

億円であり、次いで青森県が約四四七
億円となっている
なくし、確実に税金を徴収することも
求められる。
さらに法定外税も考えられる。法定
外税とは、地方税法で定められている
税目以外で、自治体が独自に条例を定

詳細は次のＵＲＬを参照されたい（二〇一五年

※３

七月一五日アクセス 。)
http://www.nhk.or.jp/d-navi/link/kaisyuhuno/
二〇一五年七月八日付の日本経済新聞の記事に

※４

よると「観光地などの地域振興を担う自治体や事
業者の財源として、法定外税の活用を促す提言を
経済産業省の研究会がまとめた」とある。同研究
会は、「国などの補助金に頼らず、税の仕組みを
使って安定的な財源を確保し、観光地の魅力を高
法定外税は、各自治体の課題や重要施策に応じ

める施策に使うべき」と指摘している。
て設定できることが利点である。地方創生という

る「分担金、使用料、加入金、手数料

※５

。

及び過料」は税外収入である。その中
で、使用料と手数料を言及する

使用料とは「行政財産の使用又は公
の施設の使用への対価」になる（地方
自治法第二二五条）
。その内容は、体
育館や駐輪場等の公共施設の利用等に
なる。昨今は「受益者負担の原則」と
いう考えから行政サービスの無料化を

国際都市東京の魅力を高めるとと
もに、観光の振興を図る施策に要
する費用に活用する。

2002年
10月

熱海市

別荘等所有税
（法定外普通税）

所有している別荘等の床の
延べ面積1平方メートルに
つき650円の割合で課税

567,585,800円
（2012年度）

生活関連施設（ごみ処理、し尿処
理、上下水道の整備）や安心、安
全のための消防はしご車、救急車
の整備及び各種行政施設の整備等
に使用する。

1976年
4月

太宰府市

税・歴史と
文化の環境税
（法定外普通税）

駐車行為1回につき
・原付自転車を含む二輪車
50円
・乗用車 100円
・マイクロバス 300円
・大型バス 500円

6,3021,800円
（2011年度）

観光・産業の振興、環境の保全等
まちづくりのために使用する。

2003年
5月

表１．法定外税の事例

する。

て利益を受ける住民に負担してもらうことを意味

道施設拡充や水源確保に要した費用の一部につい

給水管の口径を大きくする場合などにおいて、水

平を図るため、新たに水道を利用する場合や既存

加入金とは、例えば水道の新旧使用者の負担公

らうことを意味する。

道等の整備により利益を受ける住民に負担しても

めの事業に要する費用の一部について、公共下水

※５

分担金とは、例えば公共下水道等を整備するた

地方財政白書』
）
。

となっている（総務省『平成二六年版

宿泊税
（法定外目的税）

止め、手数料や使用料をとる事例が増

1,037,328,700円
（2010年度）

東京都

波は、自治体に独自の政策を求めつつある。その

1人1泊あたり
・1万円以上1万5千円未満
の宿泊は100円
・1 万 5 千 円 以 上 の 宿 泊 は
200円

1回200円

地方創生の潮流と共に、自治体は独自の税である

2001年
7月

富士河口湖町

めて課する税になる。法定外普通税と

開始時期

遊漁税
（法定外目的税）

加している。
受益者負担の原則とは
「特
定の行政サービスに必要な経費にあて
るため、その事業によって特別の利益
を受ける者に経費の一部を負担させる
こと」や「利用者が受けた行政サービ
スについて、
その費用を税金ではなく、
受益者（利益を受ける者）が負担すべ
き」と捉えられる。
次に、手数料とは、
「特定の者のた
めにする事務への対価」という意味が
ある（地方自治法第二二七条）
。具体
的には、住民票や戸籍抄本の写し等、
各種証明書の取得、粗大ごみの回収等

税収使途

主に駐車場やトイレの整備、湖畔
清掃などの財源にし、環境整備と
環境美化に使われる。

名称

法定外税の実施を検討してもいい時期に入ってい
るだろう。

税収によらない収入︵税外
収入︶の拡大
前述では、歳入は大きく分けて「税
収」と「税外収入」があると説明した。
今後は、税外収入を増やしていく視
点も重要になってくるだろう。税外
収入とは「税金によらない収入」で
ある。以下では、税外収入の取組み
を紹介する。
（１）使用料、手数料

税収

9,969,800円
（2011年度）

税額・税率

自治体

法定外目的税がある。普通税は、徴収
される税金の使い道を特定しないで賦
課され、自治体の一般経費となる。そ
して目的税は、徴収される税金の使い
道を特定して賦課され、その特定され
た使用目的や事業の経費とされる。
総務省の発表によると、二〇一四年
四月一日現在において、法定外普通税
を採用しているのは一九団体ある。熱
海市の「別荘等所有税」や太宰府市の
「税 歴･史と文化の環境税」等が該当す
る。一方で法定外目的税は三六自治体
で実施されている。
富士河口湖町の
「遊

げていくことも一案だろう。なお、二

が該当する。この使用料や手数料を上
加入金、手数料及び過料その他の市の

〇一二年度に自治体が集めた使用料と

地方自治法には「分担金、使用料、

〈表１〉※４。なお、二〇一二年度決算額

歳入」
（第二三一条の三第一項）が明

手数料は、歳入総額の約二・〇％のみ

漁税」や東京都の「宿泊税」等がある
で三六四億円となっており、地方税収

記されている。同条文に明記されてい
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額に占める割合では〇 一･一％である。

活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

過料とは、過料は行政罰であり罰金や科料と異
なる（刑罰ではない 。)自治体が条例により設定で
きる罰則である。過料を有名にしたのは、「千代
田区生活環境条例」である。千代田区条例は路上
喫煙を禁止しており、違反者には二〇〇〇円の過
料を科している。

（２）ふるさと納税制度

条町（群馬県）や真室川町（山形県）

五日アクセス 。) http://www.furusato-tax.jp/

津湾を望む「住宅分譲地を無償譲渡す

意している。宮津市（京都府）は、宮

は「企業の社名や商品ブランド名を公

ングライツ）も注目される。命名権と

税外収入として「命名権」
（ネーミ

（３）命名権（ネーミングライツ）

る」ことを謝礼品として用意したが、

共施設等に名称として付与する権利」

は「一日町長体験」を謝礼品として用

総務省から「待った」が入り断念する

と定義できる。公共施設等の所有者で
ある自治体が命名権を企業に提供（売

ことになった。いずれにしても、よく
も悪くも謝礼品が過熱化している現状

り）し、その売却益を受ける仕組みで

既に市民権を得たふるさと納税制度
も税外収入である。同制度は「納税」
がある。

新潟スタジアム

東北電力ビッグスワンスタジアム

３億６千万円

３年

新潟市

大宮公園サッカー場

ナックファイブスタジアム大宮

１億８千万円

６年

さいたま市

鳥取市営サッカー場

とりぎんバードスタジアム

300万円

３年

鳥取市

300万円

３年

常総市

吉野マル英サッカー場

という二文字がある。
しかし実際は
「寄

大分市

分の意思で、いくらかでも納税できる

月に寄付に応じて得られるポイントで

三九一〇万円であった。しかし同年八

事例になる

の税外収入を得た。
〈表２〉
は命名権の

「 命名権を実施して税外収入を得る 」

※７

。最近では、川崎市は

制度があっても良いのではないか」と

川崎富士見球技場の命名権を富士通株

堂」と青い看板がかかった公衆トイレ

には「和光市駅前 トイレ診断士の厠

カタログから特産品を選べる制度を導

。
命名権を実施する自治体は、以前は

※８

いう考えのもと誕生した（総務省『ふ

次のＵＲＬを参照されたい（二〇一五年七月一

という目的が多かった。最近では「命

現実的には、
自分とは関係のない
「ふ

今では、謝礼品が過熱している。中之

※６

式会社に付与した。命名権の契約期間

資料）牧瀬稔・戸田市政策研究所（2009）
『政策開発の手法と実践－自治体シンクタンク「戸田市政策研究所」の可能性－』東京法令出版

入したことにより、二〇一四年度は約

ある。企業にとっては公共施設の壁面

３年

るさと納税研究会報告書』
）
。

ふるさと納税制度を紹介するサイト

２億１千万円

吉野サンビバレッジ

付」になる。同制度の趣旨は「地方の

九州石油ドーム

名権を実施して事業そのものを担って

やイベントのパンフレットなどに社名

大分スポーツ公園総合競技場

は二〇一五年四月から五年としてい

「ふるさとチョイス」※６の調査による

渋谷区

一三億円に拡大した。

ふるさとで生まれ、教育を受け、育ち、

５年

もらう」という取組みも増えている。

や自社の商品ブランド名を掲載するこ

４億円

る。そして命名権料は年額一〇〇〇万

と、二〇一四年のふるさと納税の上位

渋谷C.C.Lemonホール

ふるさと納税制度は、国が意図した

進学や就職を機に都会に出て、そこで

渋谷公会堂

るさと」に寄付をすることが多くなっ

とにより、認知度の向上といったアピ

横浜市

税外収入を得ることではなく、
（命名

の平戸市（長崎市）
、
玄海町（佐賀県）
、

５年

円となっている。以前は億単位の命名

納税をする。その結果、都会の地方団

23億５千万円

目的とは違う方向に進みつつある。し

ール効果を狙っている。

日産スタジアム

ている。その理由は、
自治体の中には、

上 士 幌 町（ 北 海 道 ）
、綾 町（ 宮 崎 県 ）

横浜国際総合競技場

権を得た民間団体の）事業の実施が目

体は税収を得るが、彼らを育んだ「ふ

調布市

権があった。しかし最近はよくても一

具体的な事例として、横浜市の横浜

６年

かし税外収入の獲得をめざして、自治

の自治体は、ふるさと納税による寄付

14億円

寄付に対する「お礼」の特典として、

るさと」の地方団体には税収はない。

味の素スタジアム

的となっている。東武東上線和光市駅

国際総合競技場は「日産スタジアム」

東京スタジアム

〇〇〇万円という命名権が多くなって

が個人住民税を上回ったことがわかっ

地域

体が創意工夫を凝らした取組みを展開

そこで、今は都会に住んでいても、自

契約期間

その地域の特産品や名産品を謝礼品と

となり、五年間で二三億五〇〇〇万円

契約額

いる

た。平戸市の二〇一三年度の寄付額は

新名称

している点では評価できるだろう。

表２．命名権活用の事例

して送っているからである。そして昨

分を育んでくれた「ふるさと」に、自

旧名称
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。同 様 な

得た民間団体にトイレの改修等をして

は入らない。その代わりに、命名権を

の命名権により、和光市には税外収入

がある。同トイレは命名権である。こ

カ所に設置している。同市は、新しく

を案内する観光案内板を市内約一四〇

ている。その一環として観光スポット

とをめざして各地に観光施設を整備し

快適に、より楽しく周遊してもらうこ

※９

一〇カ所に観光案内板を新設すること

もらう契約となっている
取組みは渋谷区、京都市などにおいて
になり、クラウドファンディングを活

最近、自治体に「クラウドファンデ

定していたが、わずか三週間で目標金

する観光案内板に刻むことにした。鎌

して寄付を募り、寄付者の名前を新設

用が必要となる。そこで一口一万円と

置するには一基につき約一〇万円の費

の二か月間実施した。観光案内板を設

一三年一一月一一日から一二月三一日

かまくら想いプロジェクトは、二〇

ェクト」としている。

組みを総称して「かまくら想いプロジ

用することとした。鎌倉市は、この取

も広がりつつある。
東京スタジアムの事例は、味の素株式会社から

※７

株式会社東京スタジアムにネーミングライツ契約
に基づき一四億円が支払われたのであり、調布市
に税外収入として入ったわけではない。
命名権の販売、購入等については、次のサイト

※８

（命名権 .com
）が詳しい（二〇一五年七月一五日
アクセス 。) http://www.meimeiken.com/
※９
詳細は、和光市のホームページを参照していた
だきたい（二〇一五年七月一五日アクセス 。)
http://www.city.wako.lg.jp/home/miryoku/
citysales/_14893.html

ィング」
（ Crowdfunding
）が浸透し
つつある。クラウドファンディングと

額の一〇〇万円が集まり終了した〈写

（４）クラウドファンディング

は「個人や団体の企画立案者が、通常

真〉
。

鎌倉市はクラウドファンディング以

おわりに

鎌倉市はおもしろい取組みを進め

」といった非
ている。それは「 Suica
接触型ＩＣカードを活用した寄付

（ 税 外 収 入 ） も 検 討 し て い る。 こ れ

は「 Suica
」をかざすと寄付ができる
取組みである。現在では法的規制が

あるため、鎌倉市は国に特区申請を

している。同市は様々な観点から税

外収入を拡大しようと試みている。

また某自治体はある事業に関して特

許をとり、その特許収入を税外収入と

している。さらに別の自治体は地産品

をブランド化し、地産品名に商標を登

録し売り込むことで、ライセンス収入

（税外収入）を増やそうと画策してい

る。
そのほか税外収入を進める観点は、

多々あると思われる。新しい税外収入

を発掘したり、創りだすことも、自治

活動資金を調達する手法」と定義でき

の支援者から事業実施のための財源や

参加意識と、特典である観光案内板へ

鎌倉ファンのまちづくりの一翼を担う

や「鎌倉を応援したい」と思う全国の

今 回の 成 功 事 例 は、
「 鎌倉が好き 」

ーで知られる豊島屋が年間一二〇〇万

水浴場の命名権にも取組み、鳩サブレ

を得ている。また二〇一三年には、海

掲載し、年間約二五〇万円の広告収入

ト・観光冊子に民間団体からの広告を

になるのは本末転倒である。この点は

確保をおざなりにして税外収入に躍起

て、確実に徴収することである。税収

を紹介した。しかし基本は税収を高め

本稿では、いくつか税外収入の視点

体の政策力が試されている。

る。
クラウドファンディングは、「群衆」

の名前の刻印といったプレミア感が支

外にも、税外収入として、ウェブサイ

（ crowd
）と資金調達（ funding
）を組
み合わせた造語になる。

注意しなくてはいけないだろう。

倉市は寄付を集めるのに二か月間を想

インターネットを通じて、不特定多数

左：観光案内板
上：観光案内板の下に設置されている
銘板

円で一〇年間の権利を得ている。
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かまくら想いプロジェクト

援者
（出資者）
の心を動かしたといえる。

鎌倉市は、鎌倉を訪れる交流人口を

活力ある持続可能な地域・まちづくり
特集

