福島県
相双地方振興局

（公財）ふくしま自治研修センター

方部出張型
政策研究会

方部出張型政策研究会
について

方部出張型政策研究会は、公益財団法人ふく
しま自治研修センターが主催し、令和三年度で
三年目。令和元年度は白河方部、令和二年度は
会津方部、そして令和三年度は相双方部で実施
しました。
地域が直面する重要課題をテーマに、県内自
治体などから参加者を募集し、外部講師との討
論や参加者同士の勉強会などのワークショップ
を通じて施策・事業の研究を行い、政策を提言
します。
精鋭講師陣と少人数参加者による密度の濃い
研究ができる上、プロセスも重視する実践的な
活動が特徴です。自治体の枠を超えた広い視野
の形成に役立ち、多様なコミュニケーションも
体験できます。

（令和 4 年 3 月現在）

参 加 者 名 簿

コーディネーター

主査 



主査兼総務係長

副主査

主査



主任主査 



主事

主事



主事



主任

主事 

尚絅学院大学総合人間科学系社会部門教授

相双農林事務所総務部

Ａグループ
福島県

企画財政課





公益財団法人福島イノベーション・
コースト構想推進機構
川俣町

総務課

副主査

主任主査

課長補佐兼係長

広野町

産業振興課

住民課

楢葉町
浪江町

総務課

総務課

生活環境課

総務課

ふたば未来学園高等学校

相双地方振興局県民環境部

Ｂグループ
福島県
福島県
平田村
富岡町
川内村
葛尾村

相双地方振興局企画商工部

Ｃグループ
福島県

主事

主査 

企画商工課

総合政策課



平田村
南会津町

復興企画課



課長補佐兼係長 

広野町



主任主査

副主査

いわき出張所

復興推進室

大熊町
葛尾村

新田

鯨岡

村上

半谷

赤井

 藤本

涼太

勇太

圭介

拓哉

克行

春菜

吉則

裕一

今野

野㟢

航生

克洋

堀本

芳治

大

服部

貴之

坂本

本多

遊雲

 石上

 村上

澤内

北郷

馬場

泰樹

誠

功

貴大

久保木貴秀

藤井

テーマ

東日本大震災から10年を迎えての
これからの自治体運営を考える
●自治体連携（人材確保、公共サービスの維持）
●人口減少対策（移住促進、交流人口・関係人口拡大）

研究会
の行程

令和 3 年
８月 3 日（火） キックオフ（富岡町文化交流センター）
10 月 15 日（金） 研究会（南相馬市民情報交流センター）
11 月 12 日（金） 現地視察

A グループ

11 月 19 日（金） 現地視察

C グループ

B グループ

12 月 17 日（金） 東日本大震災・原子力災害伝承館視察
研究会（双葉町産業交流センター）

令和 4 年
１月 13 日（木） 研究会

A グループ

１月 20 日（木） 研究会

C グループ（リモート）

B グループ（南相馬市民文化会館ゆめはっと）

各グループで研究会を随時実施
2 月末まで 事業提案書提出
5 月 令和３年度方部出張型政策研究会

事業提案発表会

今回の政策研究会のテーマは「自治体連携、人口減少対策」であっ

あいさつ

た。双葉郡では、原子力災害からの復興に加え、人口減少社会への対
応も求められている。ここで直面している課題は、双葉郡だけの問題
ではなく、将来県内で発生しうる課題でもある。
このような課題に対処するためには、地域間で限られた資源を奪い

コーディネーター

尚絅学院大学総合人間
科学系社会部門教授

藤本

合うのではなく、自治体間で協力しあいながら、地域の問題を発見、
課題解決できる政策形成能力を持つ人材が必要となる。

吉則

自治体連携は、一般論としては賛同を得やすい。一方で、実際に進

める段階になると、誰が取りまとめるのか、負担と得られる利益をめぐり対立が発生する。地域全体のことも大切だ
が、自分の住んでいる地域を優先したい、といったジレンマに直面する。当然これに対する即効薬は存在しない。話
し合いによって互いに理解を深めるしかない。
あまた

半年間の活動による成果は数多あるが、なかでもグループワーク、聞き取り調査により、多様な価値に触れること
ができたことが大きいように思う。政策形成はつきつめると価値の調整、価値の対立をのりこえることである。他者
の立場で考える必要があり、研究会活動は多様な価値を知るよい機会であった。
研究員について、双葉郡の職員だけではなく、他地域の職員も参加した。県内自治体職員である点では共通してい
るが、生活している地域が異なる職員同士で議論できた。自分の住んでいる地域を客観的に見る感覚を涵養するとい
う点において有益であったと思う。
テーマは、グループにより異なる。しかし、将来を見据えて地域の持続可能性を意識している点、自治体間での協
調を重視している点、双方にとって好都合な関係の構築を目指す点で共通していた。いずれのグループも開催趣旨に
かなった政策提案であった。
最後に多忙な業務のなか参加した研究員、ご協力いただいた関係者に感謝を申し上げる。
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Aグループ

提言概要

提案する事業名
双葉８町村間自治体連携推進に向けた人事交流事業
提案目的
ふたばグランドデザインの実現に向けて双葉８町村間での人事交流を通
す中で、各町村の復旧・復興を加速化するとともに、町村間での情報共
有や職員の人材育成につなげることにより地域単位での発展を推進する

提案概要
（１）双葉８町村の特徴と課題

発電所等の大型施設が立地されているこの地域では、各町村での財政力の格差が大きく目立つ傾向にある。各８町村は独自

の財政基盤や税収を持っていたため、これまで独立した行政運営をしっかり行うことができた。そのため、この地域の町村は
おのおのが独立した団体として歩むことを選択したという背景も有している。

その後、平成 23 年に東日本大震災による津波被害や東京電力福島第一原子力発電所の事故による避難区域の設定等の影響

を受け、現在は、復旧・復興事業を各町村が復興計画に基づき実施している状況にある。

そのような中、
令和元年９月に双葉郡が一体となり全体としての復興を成し遂げることを目的に「ふたばグランドデザイン」

を双葉地方町村会が中心となり策定した。

しかし、現在の各町村の状況としては、避難区域解除の範囲をはじめ復旧・復興の進捗状況が大きく異なっていることや、

今までそれぞれの町村が独立した行政運営を行うことができていたことが「ふたばグランドデザイン」実現に向けた施策方針
の検討に必要な町村間の連携に影響を及ぼしている。

（２）課題解決のために必要なこと

双葉８町村の復旧・復興の足並みをそろえることが出来ないこの状況から「ふたばグランドデザイン」実現のための下地を整

えるためにも、第一に各町村の復旧・復興の進捗状況を整理し、復旧・復興を加速化させることが求められていると考えられる。
この課題に対応するため、
復興支援専門員や福島県職員との人事交流とは異なる形式である「双葉８町村間による人事交流」

を実施することで復旧・復興事業のさらなる推進につなげることができると考えられる。

（３）実施により得られる効果

双葉８町村間の人事交流が実施されることで、大きく以下のような効果が得られると考えられる。

❶町村間の情報共有

他自治体での事務処理方法や、導入しているシステム等に触れることで効率の良い事務処理への改善につなげることがで

きる。

❷自治体職員の資質向上

派遣を通し執務環境を変えることで他町村職員の姿勢や技術等を学び、職員自身の成長につなげることができる。

❸広域連携による発展の必要性に対する意識付け

近隣町村の復興事業等の状況や地域振興のための計画の情報等を知ることで、地域の中での各自治体の役割を感じ、地域

で発展するという意識を再認識することにつながる。

❹居住環境への影響の少なさ等から生じる人事交流に対する抵抗の緩和

派遣の元先が比較的近いことで生活環境を大きく変更することがないため、家庭の負担軽減等により、県庁や県外自治体

への派遣と比較して職員が派遣を希望しやすくなる。

❺町村の事務に精通した職員の確保

県や国の職員と異なり町村の事務やふたば地域の地理及び復旧・復興事業の状況に直に触れている職員が派遣されること

で、即戦力として期待することができる。

❻各町村の復旧・復興の加速化

必要としている部門の人員増員が見込めるため「ふたばグランドデザイン」の障害となっている各町村の復旧・復興を加

速化することができる。
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ほ てん

また、復興事業のために人員確保を職員採用ではなく、派遣職員で補填することで将来的な人員適正化や人件費による財

政面での負担軽減化につなげることができる。

（４）実施方法

❶双葉地方町村会職員、相双地方振興局職員および双葉８町村の人事担当課職員等により研究会を発足させ事業概要や事業に
よる効果の共有を行う。

❷双葉郡が一体となり「ふたばグランドデザイン」の実現を目指している双葉地方町村会内に事務局を設置し「双葉８町村間
人事交流事業」実施に向けた協議会を立ち上げる。

❸協議会内で実施による影響等を十分に考慮し、負担金や交流期間等の要綱や協定に必要な細部について協議を進める。
❹試験的に人事交流を実施し、効果を検証する。
❺本運用に向けた調整を行い事業の改善を行う。

実施主体
双葉地方町村会および双葉地域８町村
福島県（相双地方振興局）

実施期間・スケジュール
実施期間は、双葉地方町村会および各町村間による協議会結成から実施まで５カ年の期間により実施する。
１年目

町村会職員と人事担当課長等により研究会を発足させ、人事交流がもたらす効果や実現に向けて研究を実施する。

３年目

要綱制定、協定締結

２年目
４年目
５年目

双葉地方町村会および町村間による首長等による協議会の結成、協議の実施
試験運用による効果の検証および本格的な実施に向けての調整
本運用

以降、実施により得られた課題等を踏まえ改善しながら継続的に実施する。

予算概要
人事交流に係る給与等

人事交流職員の給与については、各市町村の「職員の給与に関する条例」に基づき、出向元が給与を負担する。ただし、出

張等に係る旅費等については出向先が負担する。

人事交流に係る負担金

人事交流については、出向元は職員の出向と給与の負担に対して、出向先は出向職員の旅費の負担に加え出向職員の年俸の

２割を出向元に負担金として支払う。
（出向職員の年俸２割を支払う理由としては、出向元は派遣するメリットとして費用負
担を下げつつ、職員の能力向上が見込まれる。２割の負担根拠としては、町村の財政に影響を及ぼさない額、かつ、２割で即
戦力を借りられるというメリットが得られるため設定）

協議会運営費（需用費、旅費等）

町村会の歳入は各町村からの負担金であるため、協議会運営に係る費用については町村会の事業費の中で支出をする。

参考事例
上伊那広域連合 ( 長野県 ) により実施されている組織市町村職員間による人事交流の調整事業

その他
相双地方振興局と町村会へ事前ヒアリング
3

している職員、広域的に活動してい

は、双葉地方で実際に地元住民と接

今回の政策研究会で当グループで

めてこの地域の現状を見つめ直し、どのような

村を対象とした業務をしていることもあり、改

現在、私自身が相双地方を含む被災十二市町

方向性を変えた経緯もあり、現地の

実情を含むヒアリング結果を受けて

当初考えていた政策が双葉地域の

なのだと感じました。

各自治体職員が継続的に考えていくことが必要

す。そのためにも「自治体間連携」の可能性を

が有効に活用されることが望ましいと感じま

も 各 自 治 体 の 財 政 や 政 策 面 で「 自 治 体 間 連 携 」

課題が生じる事も予想されましたが、その中で

自治体の役割など実際に連携を深めると多くの

今回、研究を進める中で連携事業の選定や各

て目指すことが大切だとも感じました。

で「復興」というものを明確にし、目標に掲げ

ことで、改めて漠然とではなく町村や地域単位

業務を主要な業務としている職員と交流できた

る機会も少なかったこともあり、今回復興関連

また、私自身は直接的に復興関連事業に関わ

と思います。

いまちづくりを目指すためにも実現して欲しい

が 進 む 中 で、
「自治体間連携」を進め、より良

期待できると想定しているので、今後人口減少

による人事交流事業」からもこのような効果が

と実感しました。今回提言した「隣接自治体間

が、事務の合理化や効率化を目指す上で重要だ

や運用を外部の視点も取り入れ再点検すること

の所属する自治体が当然として行っていた事務

とや、課題となっていることを共有でき、自身

策を推進する上で重要視しているこ

研究を実施したことで各自治体が政

さらに、他の自治体職員との共同

感じる良い体験ができました。

声などの情報収集の必要性を改めて

この研修へ参加させていただきました。研修を

課題があるのかを掘り下げてみたいとの思いで

る福島県職員、同じく被災町村では
ありますが県北地域の役場職員と多

通じて、政策提言に至る過程で必要となる現状
把握・課題抽出・他事例研究・解決策としての

主査

村上

様な立場で、さまざまな業務をして
いる班員で、これからの双葉地方に

政策立案といった方法論の学びが重要であるこ
とはもちろんですが、最も意識的になるべきな
のは一人よがりにならない視点の獲得ではない
かとの思いを強くしました。
グループとしてさまざまな行政職員の方々
と、それぞれの立場で感じている生の声を意見

拓哉
企画財政課

川俣町

おける自治体連携について政策を検
討しました。政策を考える上で、双

葉地方の現在の課題をあげる話し合いを行った
際に、異なった立場の職員同士で話すため、立
場により課題に対しての見方や捉え方に違いが
あり活発に意見交換をすることができました。

交換できたことは非常に貴重な機会でもあり、

多様な立場でありながら、今回の双葉地方の行

今回の提言はまさにその声を拾ってまとめあげ

うございました。

さまに感謝申し上げます。ありがと

を進めていただいた同グループの皆

十分に参加できたとは言い難い状況の中、議論

いただきました。研修に携わった皆さま、特に

すると、今回の研修を通じてそれを体験させて

な価値観を調整することが政策形成の本質だと

定できたと個人的には思っています。さまざま

ことに気づき、「じぶんごと」として課題を設

体職員とのこのような対話自体が不足している

を自由に語ってもらい、その対話の中で他自治

たものでもあります。集まったメンバーの実感

政運営や持ち合わせている課題意識など共通す
をどのように作り上げるか有意義な研究を行う
ことができました。
現在、自分の行っている業務は直接的に政策
形成に関することではありません。しかし今回
の研究会を通して、グループワークを円滑に進
める方法や合意形成を行う過程を学ぶことがで
きたため、業務を行う上で必要な職場内での意
見交換等に役立てたいです。
研究会を通じて、さまざまな行政的な立場の
班員で話し合いをしている中、広域的自治体で
ある福島県に所属するものとして、市町村の現
場で対応している職員の意見をより密に同じ立
場になって聞くことが、これからの運営に必要
であると感じました。自治体の立場による意見
の相違はあれど話をお互いに聞き伝えることが
必要だと思いました。この経験をよりよい行政
運営の一助となるように行動していきたいで
す。

克行
半谷
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る部分も多く、そちらの解決に向けた政策提言
主任
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

主事

赤井

春菜

相双農林事務所総務部
福島県

インタビュー
Aグループ

持」
「人口減少対策として、
移住促進、
交流人口、

して、人材確保、公共サービスの維

共通の課題でもある「自治体連携と

というメインテーマのなかで、全国

のこれからの自治体運営を考える」

「東日本大震災から十年を迎えて

の将来像が明確となりました。

で地方の大小さまざまな課題、日本

今回の相双方部出張型政策研究会

がとても新鮮で充実した時間となりました。

行動しているのかなど、共有共感が出来たこと

立場でどう感じ、どういう課題等があり、どう

でなかったため他の町村等の方々がそれぞれの

の職員の方々と一緒に何かを行うことがこれま

相双方部出張型政策研究会へ参加し、他町村等

業の再生に向けて業務を行っています。今回、

職員として採用となり産業振興課職員として農

違った仕事に就いていました。震災後、楢葉町

私 は、 東 日 本 大 震 災 以 前 は 行 政 職 と は 全 く

できた本研究会は有意義でした。ま

や同じ課題を抱えていることを共有

り組みが異なる中で、共通する考え

それぞれの町村が抱える課題や取

他の自治体職員の方々との研究を通して感じ

涼太

ポートをしてくださった係内職員に感謝いたし

してくださった所属課長をはじめ、不在時のサ

し上げます。また、政策研究会への参加を快諾

いただいた賜物です。研究員の皆さまに感謝申

研究員の方々が忙しい中、惜しみなく協力して

一つの提言としてまとめられたのは、同じ班の

重ねられませんでしたが、限られた時間内で、

最後に、社会情勢等により予定通り研究会を

を期待します。

て、自治体のレベルまで連携が進んでいくこと

と思います。職員一人一人の交流の輪が広がっ

を深めながら、自身の業務に生かしていきたい

回の提言を実現するべく、今後も持続的に関係

究会で得た関係性を終わらせるのではなく、今

緒にする機会はありませんでしたが、今回の研

では、他町村の職員と交流する機会や仕事を一

を出し合い、政策を検討しました。日頃の業務

見据えて、何をすればいいのか、各職員が意見

ビスを進めてきた各町村が、持続可能な将来を

ともあり、これまで独自でまちづくり、行政サー

今年度のテーマが自治体連携の推進というこ

た。

に議論ができたことも好印象でし

係なく、同じ研究員としてフラット

た、県・町村、所属課、役職など関

関係人口拡大について」のテーマごとに、長期
にわたり行政課題を調査研究している先駆者か

変わっていてもあるべき姿を目指す方向や解決

たことは、それぞれの自治体での課題はあるも

県内でさまざまな業務に従事する国・県・町

しなければならない課題は皆共通のものだと強

ら講義を受講し、
県内各自治体等から参加した、

村等のさまざまな職種の皆さんと意見交換を進

く感じました。今回の政策研究会を通して、共

のの、その大半が共通している課題であること

める中で、客観的な意見を伺うことができ、人

通する課題等や有効的な行政の取り組みなど、

さまざまな職種の志望者の皆さんと一緒に意見

生においての視野が大きく広がりました。客観

他の自治体で共有し協力することがとても大切

副主査

今野

ます。ありがとうございました。
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が感じられました。それぞれの自治体で環境が

的な意見は今後、自分が担当する業務に大いに

であると感じたため、一人で悩まず他の自治体
にも聞いてみるなど、共有できる場を作ってい

生かせると思います。
今回のプロジェクトに参加したことで全国の

けたらと思っています。今回の研究を踏まえ、

思います。

同士のつながりが今以上に必要だと

が必要であると感じました。自治体

く、もっと広い視野で他を見ること

自分の自治体のみ考えて仕事をするのではな

一番感じたことはつながることの大切さです。

地方自治体の共通課題に向き合うことができま
した。令和三年度は衆議院議員総選挙と町長選
挙が重なり、今回の研究会にほとんど参加する
ことはできませんでしたが、自分の地方公務員
人生の中で得ることができない経験となりまし
た。

新田

住民課

浪江町

圭介

鯨岡
交換を重ねました。

主任主査
産業振興課

勇太
楢葉町

課長補佐兼係長
総務課
広野町

Bグループ

提言概要

提案する事業名
高等教育機関との連携強化による関係・交流人口の拡大
提案目的
双葉郡内町村と高等教育機関の関わりを強めることで関係人口の拡大
を図るとともに、若年層の流出を防ぎ郡内の人口減少を食い止める

提案概要
【現状・課題】

◦震災後、各町村の居住者数は微増で推移し、特に子育て世帯については震災前との比較で１～５割との低水準にとどまって
いる。

◦双葉郡内では小学校から「ふるさと創造学」を通じて、ふるさとへの思いを深める試みがあるが、郡内には高等教育機関が
ないことから、その思いを郡内でさらに高めることができない。また、進学等で一度外に出てしまうことにより、若い世代
の流出につながっている。

◦新たな高等教育機関の誘致は実現可能性が低く、町村独自の施策に限界を感じている。

【実施概要】

◦郡内町村でふたば人創出塾（双葉地域教育協議会）を設置し、既に各町村で行っている取り組みの連携及び強化を図る。

◦高等教育機関のサテライトキャンパスを誘致し、ゼミの研究等でやってきた学生と交流することで郡内の子供たちが「外か
ら見た双葉郡」に触れ、その思いを昇華させる一助とし、将来的に双葉郡に戻りたい、という思いの形成につなげたい。

◦高等教育機関の生徒が「双葉郡」を研究フィールドとすることで、関係・交流人口の増加につなげ、双葉郡を将来的な移住・
定住先として選択するように促したい。

【提案】

❶教育機関との連携強化

◦教育機関と町村のニーズを把握しマッチングを行う。

◦実施した成果を町村間で共有し事業展開することで郡内町村の復興格差解消を期待。
❷滞在先の提供

◦大学の活動での滞在のため、遊休公共施設を無償貸与する。
◦使用していない公共施設等を一元的に把握。
（学校、公民館、集会場、体育館等）

❸補助金制度の創出

◦滞在費（宿泊費、滞在時の運搬費）
◦交通費

◦施設利用料

◦成果発表時の広告宣伝費（チラシ、ポスター作成費を含む）
◦報告資料印刷製本代

◦その他協議会長が必要と認める経費
※１
※２
※３

上記の経費の合計額に補助率 10 ／ 10 を乗じた金額を補助額とする。
消費税及び地方消費税相当分を除く。
10 万円以上とし、100 万円を上限とする。ただし、協議会長が必要と認める場合はこの限りではない。

❹地元自治体の小中高校生との交流

❺（その他）学生のインターン先を紹介

6

実施主体
ふたば人創出塾（双葉地域教育協議会）

［構成員］
会

員：双葉地方８町村首長、相双地方振興局長、ふたば未来学園校長、双葉地方町村会

賛助会員：県内高等教育機関

実施期間・スケジュール
５年計画（設置１年

試行１年

本格事業２年

評価１年）

予算概要
財源：負担金（構成町村による）※人口割

参考事例
参考

【島根県益田市】

https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/21/detail-46940.html

https://www1.g-reiki.net/masuda/reiki_honbun/m105RG00001682.html#e000000159

【徳島県美馬市】

https://www.city.mima.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r096RG00001047.html
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研究会を振り返って、班員それぞ
れが持ち味を出して議論を進められ
たことが一番印象的でした。
私 は グ ル ー プ の リ ー ダ ー と な り、
話 し 合 い の 調 整 役 と な り ま し た が、
全員が年齢や所属が異なる初対面の
職員と政策を検討していくことに不
安がありました。
しかし、活動ではそれぞれが主体的に議論に
参加したことで話し合いが進むごとにお互いの
関係性も深まっていき、さらに話し合いが進み
やすくなる好循環が生まれました。
かつ、双葉地方の実情に詳しい町村職員は地
域の情報に精通しており、そこから具体的な提
案をしていたことに加えて、他の職員も提案へ

主査兼総務係長

裕一
平田村

総務課

本研修の研究課題が、東日本大震

災から十年を迎えてのこれからの自

治体運営を考えるための「自治体連

携」と「人口減少対策」だったこと

から、同じ課題を抱える自治体とし

て、研修へ参加しました。

政策提言といっても、私と双葉地

方とは接点がなく、具体的なイメー

本研修で学んだことを、本村の抱える課題解

こそ政策立案の基本だと思います。

できていない、住民ニーズを敏感に感じること

の重要性を感じました。普段の業務に追われて

今回の研修を受けて、改めて現状や課題把握

等が充実した本研修だからこそです。

修にはない、リアルな課題とフィールドワーク

このような熱い議論ができたのも、普段の研

添った政策になっていったように感じました。

がより具体的になり、利用する方の立場に寄り

できました。議論を重ねることで、政策の中身

ことで、いろいろな見方や考え方を知ることが

政策立案では、他自治体職員と意見を交わす

は、課題設定に役に立ちました。

やたくさんの資料から学ぶことができたこと

歴史や文化、震災後の多くの問題を語り部の方

見学する機会もあり、震災前からの双葉地方の

と交流し、東日本大震災・原子力災害伝承館を

ドワークで訪れた、ふたば未来学園では高校生

を把握することができました。また、フィール

議論を重ねていくことで、少しずつ現状や課題

しかし、グループ内の双葉地方出身者の方と

ジもなく、課題の選定には不安がありました。

野㟢

決のために、ぜひ役立てていきたいと思います。
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疑問点を挙げ議論を活発にしたり、参考例収集
及び資料作成を積極的に行ったりと各自が自身
の役割を認識し、行動に移すことで全員が政策
提言完成に寄与できました。
また、班員各自が日々の業務での経験やそれ
ぞれ持つ知見から具体案を提示し、財源から実
施主体まで細部の検討を行ったほか、既存の施
策との重複がないか検証した上での提案となっ
たため、学生時代の社会科授業で行ったような
ものとは異なる、実現可能性のある提案となり
ました。
今回の経験から、県民や所属内での人との関
係性を築いていくことで合意形成を円滑化し、
組織の中で自らの役割が何か考え、実行する職

坂本

主事

石上
員となれるよう努力したいと思います。

政策研究会ではグループがそれぞれ異なる立
場にある班員で構成されていて、グループワー
ク中はもちろん、休憩時間にする会話さえ勉強
になる内容ばかりでした。また、現地視察では
ふたば未来学園の生徒と意見交換を行いまし
た。生徒が震災や被災地について理解を深め、
将来について自分たちの考えを持ち、しっかり
と伝えてくれて、とても頼もしく感じたことが
印象的でした。
自治体連携、人口減少というテーマについて、
参考事例収集や現地視察などグループで協力し
ながら進めることができ、最終的には教育の観
点から提言をまとめることができました。政策
研究会に参加して新規事業を行う上での考え方
を学びました。
私はこれまで既存事業の実施方法について工
夫することを意識しながら業務に当たってきま
した。今回の政策提言を通して、現状と課題を
洗い出し、手段を考え、期間や予算を詰めてい
くという新たな事業を行う一連の流れを学ぶこ
とができました。
各自治体ではそれぞれ地域の特徴を生かしな
が ら 業 務 に 取 り 組 ん で い る こ と を 感 じ ま し た。
グループワークでは、皆さん意見を肯定しつつ、
違う角度からメリットやデメリット等の意見を
出していて、良い雰囲気の中、活発な意見交換
ができました。グループの皆さんが違った視点
で意見を出していて、広い視点で検討する姿勢
は私も今後参考にさせていただきたいと思いま
した。
日々変わっていく現状と課題をよ
く把握することと、広い視点で考え
ることが大切だと思います。県内の
動きなどの情報に常にアンテナを立
て変化に敏感であること、先進事例
や類似の課題を持つ自治体の取り組
みをよく調べ、さまざまな手段を検
討することを意識しながら業務に取
り組んでいきます。
大

主事
ふたば未来学園高等学校

福島県

克洋

相双地方振興局県民環境部
福島県

インタビュー
Bグループ

べてをそろえる「行政のフルセット

進めていますが、一つの自治体です

中で、各自治体が施設整備や施策を

東日本大震災からの復興を目指す

来への思いや、被災地にある高校に通うことの

の意見交換会という慣れない場で自分たちの将

の生徒と意見交換を行いました。自治体職員と

を行ってきました。その中で、ふたば未来学園

私たちのグループは教育をテーマに事業提言

即した課題から導き出せたことはと

へとたどりつく一連の流れを現実に

にすべきことが見えていき、ゴール

雲をつかむようなところから徐々

後も定期的に研修を行っていただくことを希望

ション向上につながるものと考えています。今

行 う 上 で の 知 識 の 引 き 出 し と な り、 モ チ ベ ー

他自治体の職員の考えを聞くことは、仕事を

れは間違いではなかったと改めて思いました。

はいました。本研修に参加する中で、やはりそ

益となることもあるだろう、とぼんやり考えて

の自治体が連携して行ったほうが地域全体の利

中で課題解決に努めることも大切ですが、複数

自分が働く自治体の住民のため、一自治体の

す。

この経験を十分生かせるよう努力していきま

納 額 を 減 ら す た め の ア イ デ ア 出 し 等 に お い て、

は山積しています。間違いのない課税業務や滞

今、携わっている税務の分野においても、課題

が、 基 本 的 な 流 れ は 同 じ も の と 考 え て い ま す。

と一緒です。自治体には多くの部署があります

は、まさに自治体の政策を編み出していく流れ

アリング）、課題解決に向けた政策策定の流れ

今回の研修で行った課題抽出、現地取材（ヒ

た。

アイデア出しを行ったことは、とても新鮮でし

識・経験を踏まえた意見を聞いたり、

なるメンバーと共に、それぞれの知

勤務先、年齢、業務経験が全く異

ても勉強になりました。

主義」からの脱却が重要であるとの

自分たちの考えをしっかりと伝える、ふたば未
来学園の生徒たちの姿が非常に印象的でした。

話が新たな気付きとなりました。連
携を検討する際、新たなもの・こと

他町村の職員の方々と意見交換を行うこと
で、それぞれの自治体の強みや、共通の課題を
共有することができました。また、この研修に
参加する全員が自分の町村を良くしていこうと
真 剣 に 取 り 組 む 姿 勢 が、 自 分 自 身 の モ チ ベ ー
ションの向上につながりました。
今回の研修を通して、自分の村の強みは何か、
震災からの復興創生に向けて何が課題か、また

貴之
総務課

葛尾村

を作るという思想になりがちです

が、お互いの不足を補うことにより自然と連携
が生まれるということが学びとなりました。
東京電力福島第一原子力発電所の事故による
避難を経験し、帰還開始時期は異なるものの、
他自治体も帰還率の低さ、特に若年層の帰還率
の低さが一番の課題であるという共通点があり
ました。この課題解決には、研究テーマにもし

その課題を解決するには何が必要かをさまざま
な角度で考えられるきっかけとなりました。
今回の政策提言では教育をテーマに研究して
きましたが、今後の自治体運営に必要なことは、
地域との連携の重要性です。教育分野において
は、地域を巻き込んでいくことで、子どもたち
は、自分が住んでいる地域に触れアイデンティ
ティーを確立していけるのではないかと感じま
した。
今 回 の 研 修 の よ う に、 自 治 体 間、
所属部署の枠組みを超えて話し合え
る機会を設けることで、自治体間の
結びつきが強まり、よりよい自治体
運営の一助になるのではないかと思
います。

主任主査

本多

します。
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た通り自治体単独ではなく、郡内での広域的な
連携が不可欠であると感じました。
グループで政策研究を行う中で、物事を多角
的に捉えることの必要性を実感しました。より
客観性を持つことで町民ニーズとのマッチング
が図られると感じました。また、政策立案時に
は①住民が納得するもの②実現可能性③目標達
成するための妥当性の観点から検討を進めるこ
とが重要であると学んだため意識して行ってい
きたいと思います。
帰還困難区域を除く一部地域での避難指示解
％程にとどまっ

服部

除から間もなく五年を迎える中で、町内居住者
は約千九百人と住民登録者の

り強化していく必要があります。

めのより魅力的な施策と周辺町村との連携をよ

運営では「子育て世帯に選ばれる町」となるた

どもの存在が必要不可欠であり、今後の自治体

ています。町を未来につないでいくためには子
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主査
総務課

芳治
川内村

航生

堀本

副主査
生活環境課
富岡町

Cグループ

提言概要

提案する事業名
双葉８町村の連携による学生インターン受入事業拡大の検討
提案目的
双葉郡の各町村が持続可能であるために次世代の担い手を創出する

提案概要
【検討の背景】

日本は本格的な人口減少と高齢化の時代となっており、自治体は時代がもたらす行政上のさまざまな課題に対応しながら、

よりよいサービスの提供を目指す必要がある。

本研究会は、東日本大震災から 10 年が経過した相双地方を活性化させ、復興を促進するための「自治体連携」や「人口減

少対策」のあり方を検討する。

【現状と課題】

相双地方においては、復興へのさまざまな整備が進む地域もあるが、双葉郡は東京電力福島第一原子力発電所事故による影

響も強く残っているため帰還者が少ない。

また、人口が８割弱減少していること、高齢化率が上昇していることなどから、特に双葉郡の学校に通う子どもたちの減少

が顕著であり、そこから子育て世代、若年層が地域に住んでいない現状が推察される。

社会インフラを支える労働力である親世代と地域の未来を創造する子どもたちがその地域に生活していない現状は、まさし

く自治体そのものの消滅につながりかねない危機的な状況である。

全国的に避けられない人口減少と高齢化が、震災と原発事故による避難等により加速した双葉郡は、自治体が連携して行政

サービスを将来的に継続させる方策を検討する必要がある。

【方針の検討及び目標】

双葉郡はインフラ整備が整っていない地域もあり、現状で居住するのは難しい環境もあるため、まずは次世代の担い手とな

る学生を対象に、インターンシップ制度を通して関係人口の創出を図る。

学生、あるいは直接の子育て世代が地方に入ってくるきっかけや制度は、国主導のインターンシップ制度のほか、地域おこ

し協力隊や自治体独自の補助金、大学内のゼミナールによる自治体との連携などさまざまであるが、今回先進事例としてヒア

リングを行った一般社団法人葛力創造舎では、
「葛尾村」を拠点（よりどころ）としたつながりの集合をつくるべく、インター
ンで参加する学生をお客さまにせず、地域の当事者として活動してもらい関係人口となってもらう取り組みを行っている。こ
の取り組みを自治体連携・官民連携を通して、学生インターンの受け入れ体制強化と事業拡大を行うことで、さらに関係人口
の創出ができると考える。

また、連携を行うことで、近隣自治体同士での地域課題と自治体間の事例等の情報共有はもちろんのこと、インターン実施

企業の実績ノウハウや、各自治体にある資源（企業、人、お金、施設、設備）が提供しあえるようになり、インターン企業の
受け入れキャパシティの拡大と、インターンに参加する学生の動機付けの向上につながる。

以上のようなことから、当チームは、葛力創造舎で実施しているインターンに着目し、地方自治体間の連携により関係人口

を増やすインターンシップ制度を拡大させ、次世代の担い手となる学生たちの定住人口・関係人口の拡大を目指す。

実施主体
双葉郡の自治体（協議会の設置）
インターンを事業とする会社
インターンに協力できる学校（学生）

10

実施期間・スケジュール
【段階計画】
１年目

❶協議会の設置、❷調査（地域課題の集約・整理）

自治体として協議会の設置、コーディネート企業にも対象自治体の拡大や連携体制の構築、条例や要綱の制定、
インターン事業を行っている会社、協力できる学校（学生）、宿泊施設、インターン受け入れ企業の調査
２年目

調査の継続と受け入れの準備

補助金の申請、委託事業の締結、インターン生募集の周知
３年目以降

インターン受け入れ

学生ならではのアイデアで魅力ある地域づくり、インターン参加者が地域参入や就職に有益となるよう働き掛ける。

予算概要
◦ 600 万円（コーディネーター３人・交通費・宿泊費）

＜財源＞

◦自治体による負担金

◦福島県主催「地域創生総合支援事業（サポート事業）」
（補助率３／４～４／５

限度額 1,000 万円、 期間１～３年）

参考事例
「地方創生インターン」
「葛力創造舎」
「地域おこし協力隊」
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で行うのは難しいと感じました。グ

考えるべきことが数多くあり、一人

握、事例研究、政策の効果検証など

政策提言に当たっては、現状の把

区が東日本大震災から十年の節目を迎え、どう

せんでした。研究会が始まる前は現在の相双地

のことプライベートでもあまり関わりがありま

舞台となった相双地域には、仕事ではもちろん

私自身、今回の相双方部出張型政策研究会の

かった私にとって貴重な体験となり

り地方をほとんど訪れたことがな

を訪れる機会がありましたが、浜通

本研究会を通して何度か相双地方

主事

のバリケードがある状況や、復興に

携わってきた方々のお話を聞くこと

で、相双地域の現状を垣間見ること

究会を通して気付かされました。

乗的な地域振興につながるのではないかと本研

流人口や関係人口の創出を図っていくことで相

合うのではなく、近隣の自治体と連携して、交

のだと予測されます。限られている人材を奪い

的なものであり、今後、さらに加速していくも

今回取り組んだ人口減少という課題は、全国

り効果的な施策になると考えるからです。

じました。横断的な意見を取り込むことで、よ

んで協議していくことが重要であると改めて感

策を検討していく上で、さまざまな方を巻き込

そして、当たり前のことではありますが、施

じています。

て議論を深めることができたのではないかと感

ので、多角的な切り口で課題や解決方法につい

ている自治体職員の方々がいらっしゃいました

なりました。また、さまざまな知見や情報を持っ

策研究をさせていただくこと自体が学びの場と

績と経験を積まれてきた職員の方々と一緒に施

験が浅い部分があります。今までさまざまな実

私自身、自治体職員として四年目であり、経

ができました。

馬場

ました。会場の近くに帰還困難区域

ループでの話し合いの中で解決策が

復興が進んでいて、どういった問題を抱えてい
るのか全く想像もできませんでした。

浮かんだり、新たな問題が出てきた
り…。複数の意見をまとめることは

いざ研究会に入ってみると、相双地域が抱え
る問題も、私自身が働いている県中地域の平田
村という地域でも、そこに地域の差はあれ、基
本的に一緒だと感じました。他の自治体職員と
意見を交わしているうちに、その職員がどこで
働いているかというよりもその職員がその問題
に対して、どう向き合っているのかが大事だと
気付きました。この研究会に今回参加させてい

貴大
総合政策課

南会津町

簡単ではないですが、もめばもむだ

け良い提案になるのだと改めて気付かされまし
た。
私の所属したグループは、相双方部だけでな
く他方部の方と活動する機会に恵まれました。
検討内容は相双地区をフィールドとしたもので
したが、提言としては、他方部でも生かせるも
のがまとまりました。地域が異なっていても問

ただいたことにより、自治体が抱えている問題
点にどういった視点でどうアプローチし、解決
に導いていくのかといったプロセスを学びまし
た。そして、問題を解決することによって、別
な角度から新たに問題が生まれる、ということ
も学び、本当に行政は生き物と感じました。
常に変わり続ける社会に対し自分が行政マン
として常に学び続けることがいかに大事かと気
付かされました。また、こういった他の自治体
職員と意見を交わす場は非常に大事だと思いま
した。ある自治体が抱える、単体で
は解決できない問題も他の自治体と
協力すれば、解決できることがある
ということにも気付きました。今後
一つ一つの問題に対して自治体連携
を強化していくことが、人口減少が
加速するこの時代において、いかに
大事であるかを学びました。
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題の根本には通じる部分があり、自治体間の連
携やより密な情報共有により、解決のきっかけ
となるものもあるのではないでしょうか。
議論の過程で、町村の方はより住民の方に寄
り添った視点から意見をあげるといった印象を
受けました。自分の業務の先には県民がいるこ
とを一層意識して仕事に取り組むことで、より
良い県政サービスが提供できるよう心掛けたい
です。
研究テーマを考えていく中で、日常的に他自
治体の職員と情報共有を図ることが大切だと思
いました。常日頃から連絡を取り合うことで、
協議会等もより実効性の高いものとなるのでは
ないかと思いました。

主査
企画商工課

久保木貴秀
平田村

主事

村上

遊雲

相双地方振興局企画商工部
福島県

インタビュー
Cグループ

地域コミュニティーが崩壊し、いま

原子力発電所事故に伴う住民避難で

東日本大震災と東京電力福島第一

リアの大きさや長期化の影響がある地域ほど人

力福島第一原子力発電所事故による避難指示エ

研究を進めるうち、東日本大震災後、東京電

口減少が大きいことが顕在化しました。帰還に
向け自治体職員が奮闘する一方で、民間でも地

住 定 住 促 進 対 策 に 取 り 組 ん で お り、 移 住 者 の

したが、地域課題を解決しようとする人が団体

ても自分ができることは少ないと思うばかりで

泰樹

だに多くの住民が避難をしている双
葉郡の自治体運営について、当地域

域課題を解決しようと活動されている方も多く
あることも知りました。
他方、自治体から多様な職種の方が集まって
いたので、事例の提供や提案もあり、多くの知
見を得ることができました。また、作業分担す
る際には快く協力してくださったり、自ら積極
的に引き受けてくれる方もおり、問題解決意識

ターゲット層は「子育て世代」と今回の研究で

を作り活動範囲を広げている事例もあり、個々

の高さを感じました。以前は、問題意識はあっ

検討していた「若者のＩＪターン」です。若者

が問題意識を持つことや、問題解決のため協力

副主査

藤井

の職員だけでなく、中通り、会津地
方の方と次世代の担い手を創出する
ための政策を考えられたことが印象
的でした。
研究のテーマであった「自治体連携」
、
「人口

減少対策」は、当地域だけではなく、どこの自
治体においても抱えている問題であると再認識
しました。

を取り込むための施策として学生インターンな

し合うことの大切さを実感しました。周囲の関

このたびは、政策研究会へ参加さ
せていただき、ありがとうございま
した。東日本大震災から十年を迎え
てのこれからの自治体運営を考え
る、をテーマに他町村、遠く会津地
方の職員とも議論を深め、提言を行
うことができました。今回、政策提
言への取り組みを通じて、いくつか
の学びがありましたが、感想として
二つほどお話ししたいと思います。
一つに特にアイデアだけの実現にせず、現実
の課題を押さえて政策形成を行う重要性につい
て痛感しました。世の中や地域をより良くする
ためのアイデアは多様で、そのどれもが魅力的
に見えてしまいますが、それが果たして地域の
課題を解決できるのかを、行政職員として精査
する力、そして説明する力が必要なのだと強く
印象に残りました。
二つ目に、自らの意見をいかに分かりやすく、
端的な言葉で説明することができるかが、全体
の合意形成を行う上で重要だと感じました。他
自治体職員との政策議論や内容の検討を行うに
当たっては、頭の中で描くアイデアを全体と共
有し、調整する必要がありました。その会議の
誰もが分かる言葉で表現する力が必要であり、
時間は限られているため、いかに自分の頭の中
のアイデアを、誤解の少ない分かりやすい表現
で伝え、会議の場にいるみんなで調整すること
が大切だと学ぶことができました。
この二点の学びを、今後の業務での政策検討
や、他者との連絡調整の場面で役立てられるよ
う、これからも訓練し、習得していきたいと思
います。
最後に、震災から十一年を迎え、国内や世界
の情勢は大きく変化し続けています。課題先進
地と言われる双葉郡で、これからも地域の豊か
さや魅力を次世代につなげられるよう、行政職
員としてその課題・変化を正しく捉え、考え、
議論することを今日から始めたいと思います。
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現在、自分が所属している部署において、移

どを活用し、関係人口を増やし、移住につなげ

重要だと思います。

まちづくりに関わってもらうことが

しながら、若い世代の意見を尊重し、積極的に

くりには大切であり、自治体連携、官民連携を

か、新しい関係人口になってもらうかが地域づ

若い世代とどのようにしてつながりを保つ

たいと思います。

係者へ意思確認をし、協力を得ながら業務をし

当グループで事業提案した「双葉八町村の連
携による学生インターン受入事業拡大」につい
て、学生インターンを受け入れるため、他地域
の学生に双葉地方を知ってもらい、興味を持っ
てもらうためにはどうするべきか、さらに郡内
唯一の高校である、ふたば未来学園を卒業した
学生がインターンシップを活用し、当地域で活
動してもらうためにはどうするべきか考えてい
くことが重要だと感じました。
対面での方部出張型政策研究会やグループで
の現地視察などに参加できず、グループでの討
論や政策提言まとめ時には、他グループ員の方
にはご迷惑をお掛けしました。大変お世話にな
りました。

誠
澤内

復興推進室

葛尾村

功

北郷
ていきたいと思います。

主任主査
いわき出張所

大熊町

課長補佐兼係長
復興企画課
広野町

福島県相双地方振興局
復興支援・地域連携室

市町村支援深化事業 情報発信 令和4年3月

