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『ふくしま地域活性化セミナー』 
日時：平成20年9月3日 
会場：ふくしま自治研修センター 講堂 
 
 
講演 「地域活性化に向けた一提案」 
      ふくしま自治研修センター 総括支援アドバイザー兼教授 吉岡 正彦 

 
 
   
 

 只今、ご紹介にあずかりました吉岡と申します。それでは、最

後の１時間になりますが、「地域活性化に向けた一提案」というこ

とでお話をさせていただきます。 
 講演ということですが、今日、午前と午後にかけて、４つの事

例をお話いただきましたので、その４つの事例をまとめつつ、今

後の地域活性化に向けたご提案をしたい。一提案と書いてありま

すが、中身的には２つ提案をさせていただきたいと思っています。 
      まず、お手元の資料にはありませんが、四人の皆さんのお話を、僕なりにまとめてみましたので、

紹介をさせていただきたいと思います。 
      三春町の遠藤さんのお話。大変精力的なお話で、朝から頭がピンと起きましたけれども、2005年に

県立病院の改革審議会で、三春病院は県立病院としては廃止が妥当だという結論があったということ

で県が再生を断念した病院を、三春町としてリニューアルに成功させたという事例でした。その方法

としては、県内の自治体病院初の公設民営方式を採用して、また指定管理者制度を利用して、民間の

医療法人病院を選んで経営を委託したというケースです。その結果、経営的にも、細かい数字の話が

ありましたが、事業費、運営費の割安な形に実現をしているわけですが、サービスの面でも新しく３

つの科を新設した。また、それまで土日の休診だった病院を、土曜日を開くようにして、サービスア

ップを図っているという素晴らしい事例だと思います。 
      お話を聞いて分かる通り、遠藤さんの個人的な情熱、使命感が大きかったのかなと思います。情熱

と使命感とともに、遠藤さんはかなりの人とお会いになったり、本を読まれたりという話をされまし

たが、かなり経営感覚が優れていると思います。その前に、水道事業を担当されていたということで、

経営感覚を磨かれたようです。遠藤さんの情熱、使命感、経営感覚というのが大きな要素だったと思

います。 
      結果的には、病院経営を軌道に乗せるということで、官民連携の一つのモデルケースにしたいとい

う考えをお持ちということです。この例では、斬新な発想が目につきました。県立の施設を町民の要

望に応える形で、町立に持っていったということ。町として運営することは素人が運営することなの

で、公設民営ということで、民間を導入したということ。そして指定管理者制度を利用したというこ

と。そういった使命感とか経営感覚、知識というのが遠藤さんのケースではポイントだったと思いま

本日の４事例について    
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す。 
      最後にまとめとして、人とのネットワークという話がありました。個人的、組織として努力をされ

たというところもありますが、幅広いネットワークを作ることによって経営感覚を磨いたし、この事

業の成功も導いたという話だったとお聞きしました。これはおそらく県立病院、市町村立病院という

ことだけではなくて、その他の国や県の施設などに広く応用ができる考え方だと思いますし、あるい

は、同じ自治体内の施設、喜多方市の事例では、合併によって遊休施設があって、その遊休施設の有

効活用をしたというような話もいただきましたが、そういった地元の市町村の資源をいかに利用する

かという視点、単に、遠藤さんのお話を県立病院を町立病院へと考えてしまうと、なかなかそんなケ

ースはないというふうになってしまいますが、遠藤さんの話をうまく利用しようとそんな応用の仕方

が可能なのではないかと思いました。 
      それから、２番目。塙町の天沼さんからダリアを活用した地域振興ということで話をいただきまし

た。天沼さんの話は 20 歳代に産休を経験されたということで、これは女性の皆さん多いことだと思
いますが、天沼さんがすごいなと思うことは、生まれた子どもたちに何をしてあげられるのか、とい

うことを考えたというところだと思います。そのことが結局まちづくりやまちおこしへの情熱とか、

あるいは楽しみというところにつながったのではないかと思います。 
復帰をされて、役場で最初に広報を担当されたということですが、そこでもコンクールで町を有名

にしようと考えたということでした。元気な人を応援しようということで、何回もチャレンジをされ

て、県で広報誌として表彰される、ナンバーワンになる。さらには、全国でも特選ということで、大

臣賞を取るというような、このバイタリティはどこから出てくるのでしょうかという感じですが、そ

んな情熱が見られています。 
さらに、観光課に異動されたら、今度は町の名前の「塙」にかけて花のまちづくりを提案していま

す。ここで僕も冒険をやるなあと思って驚いたんですが、ダリアの花というのは町に歴史はない、根

付いていない、しかし豪華な花なのでダリアを選んだという決断がすごいなと思います。おそらく、

町の方も天沼さんの活動を支援するという意味で、球根の全戸配布というようなことが実現したので

はないでしょうか。さらに、未来博で町民のみなさんに働きかけをして千人ですか、数字が出ていま

したが、ダリアのまちづくりを進めたということです。 
これがさらに、まちづくりだけではなくて産業振興につなげて、ダリア産品の開発も始めたという

ところ。こういった発想力は本当に素晴らしいと思います。個人的情熱、チャレンジもそうですが、

周りを巻き込む力ですね、このへんが真似できないなと感心しました。 
さらに、今現在、塙町の山とか川、町長さんがこのまま残したいという思いをお持ちだということ

を踏まえて、それにこの花をたして「山水花のまちづくり」をやりたいと。山と水と花を生かしたま

ちづくりを進めようと提案されていまして、町民に夢を与えるプロジェクトチームというのを立ち上

げていて、数年先に見直しを予定している基本構想の骨格になる地域ビジョンを策定するということ

を進めています。 
塙タイムスという新聞があるんです。僕は知らなかったんですが。７月 30 日号ですから約一か月
前なんですが、このプロジェクトチームが立ち上がったという記事がありましたが、このプロジェク

トチームのリーダーを天沼さんがされておられるということです。個人的な情熱、思いが感じられま

す。あるいは楽しむという姿勢にも感心したところがありますが、やっぱり、周囲に働きかけをして、

個人の力ではなくて町民の力を引き出す、あるいは役場全体の力を引き出す、町長さんをうまく巻き
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込むという、そういったやり方が参考になりそうだと感じました。 
      それから３番目の喜多方市の小川さんの事例です。産官学連携による産業振興ということですが、

小川さんの事例は、遠藤さんとか天沼さんとはちょっと違って、首長さんのリーダーシップで始まっ

たというようにお聞きしました。喜多方市の市長さんは、東北農政局で局長をやられた方とお聞きし

ております。そういう農業あるいは産業振興に精通されているという、首長のリーダーシップがあっ

たようです。 
このケースで僕がすごいなと思ったのは、喜多方市には大学がないということですよね。普通だっ

たら大学がないと、困ったねという話になって、少なくとも県内の福島大学あたりに協力を求めよう

かというような発想になるんじゃないかと思いますが、このケースでは、近いからという理由で山形

大学に声をかけたというのが、普通の役所の職員の発想ではないと感じたところです。そして山形大

学・福島大学・会津大学とどんどん幅を広げたということで、地元に大学がないというマイナス面を、

逆にないことによって周辺の大学を巻き込んでしまうという、プラスに転化していくというところが

すごいなと思いました。 
喜多方市方式の産学官の連携システムは、３つほど話がありましたが、派遣コーディネーターの方

の地道な活動、小川さんは１年に150回以上企業の方と会っているとことですから、普通営業日とい
うと、土日などを除くと年間220日くらいなんです。ですから150社に会うというのは大変なことだ
と思います。多分、席をあたためる暇がないほど、市内の企業回りをしておられるのではないかと思

います。そういったコーディネーターの地道な活動があるということ。それから、産学官のマッチン

グパターンということで、単に、企業の要望を大学に流すというだけではなくて、大学と企業を双方

向につなぐ活動をやっているということ。これはただの産学官連携ではないなと思いました。 
それからもう１つが、市の遊休施設を活用して、サテライトの施設を作っているということ。しか

もその施設は普段は無人で、必要な時に活動としている。常識的には何か施設をつくると、サテライ

トをつくると、人がいないといけないんじゃないかと考えがちになりますが、必要な時に、そこを会

議室に使ったり、審議会に使ったりというようなことをやっているという応用性、そういう連携シス

テムに特徴があったのかなと思います。 
その結果、ちゃんと成果が表れています。県の補助金がつきやすくなったり、企業と大学の共同研

究が始まったりということがありました。自分たちが全てやらなければいけないということではなく

て、あくまでコーディネーターですから、そのつなぎ役をやればいいんだということです。お見合い

の仲人役みたいなものかもしれません。市内にいろいろな動きをつくり出すということをやっている

ところがすごいと思います。また、その活動が県の事業に採択されて、実際に事業として動いている

という話もお聞きをしています。 
最後に今後の活動の展開としてお話をいただきましたが、今までの大学・企業・市役所の関係から、

さらにこのネットワークを広げて、中小企業なり、高校なり、銀行といった金融機関、こういったと

ころを巻き込んで、より強力な産学官の連携活動、システムを作っていこうという活動を、ねらって

おられるというお話です。将来展望が明るいと思います。他の市町村でも真似していいんじゃないか

と思います。 
そして最後の小野町の青木さんのお話です。大変、名称がユニークだと思いました。硬い役所の言

葉ではなくて、柔らかい言葉をうまく使っているというのが印象に残りました。中身としても、町有

林のおすそわけ事業という、おそらく全国でも町有林のおすそわけ事業は初めて聞いたように思いま
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す。これを実際に成功させたということです。実際に申し込みが２件になっているということです。

これは先程話をいただきましたが、自分たちのアイデアというよりも、行革プロジェクトの職員のみ

なさんのアイデアをうまく活用しているということです。自分たちのアイデアにこだわらずに、利用

できるものはどんどん利用してしまうという。よくパクリは悪いことだと言われますが、地域おこし

だとか、こういうことにはどんどん真似をしていいと思います。いろんなアイデアを活用するという

のは良いことだと思います。 
ただ、話にもありましたが、試行錯誤の連続であるということで、ユニークな事例というのは、そ

れだけリスクも伴うということだと思います。関係団体、業者との関わり方がむずかしいという話が

ありました。それから、建築スケジュールとの調整です。よく考えてみると、伐採した木をすぐ使う

というのは難しいのかと思いますし、先程お聞きしたら、２、３か月乾燥させれば使えるようになる

んだそうで、２、３か月くらいだったら待てるかなという感じもいたしましたが、そんな建築スケジ

ュールの問題もある。町有財産ということで、議会で議決が必要だという、スケジュール上の調整の

問題もある。 
さらに、新築だけではなくて、増築だとか改築だとか、そういうところにもこれを応用してみたい

という話でした。もっと工夫をして、定住だとか二地域居住を推進していきたいという力強い話をい

ただきました。本当にバリエーションのあるユニークな熱意のあるお話が聞けたと思いました。 
 
この４事例のきっかけということですが、お手元の資料にもありますが、一つは職員の皆さんのア

イデアということがあります。塙町の天沼さん、小野町の青木さんの事例、職員の皆さんのアイデア

から生まれているということがあります。それから、三春町の場合は、担当者の熱意とか、経営感覚

で事業の成功に導いたというところもあろうかと思います。喜多方市の場合は、首長の方針、首長の

指示というところが大きかったように思います。 

3

○職員たちによるアイデア（塙町、小野町）
担当者の熱意と経営感覚（三春町）
首長の方針・指示（喜多方市）
→ 共通性＝情熱・使命感、社会貢献
（地域やみんなのために）

○重要なポイント
１．「ひと」「組織」。使命感や楽しむ心や行動

が大切
２．リーダーが育つ地域環境の形成

■４事例に見るきっかけ

 
 
これらに共通していることに、情熱とか使命感があります。社会貢献、地域に役立ちたい、社会に

役立ちたいという、そういった情熱と使命感があったということだと思います。 
重要なポイントとしては、人・組織ということかなと思いました。遠藤さんも「つまるところ人で

す」と最後にいわれましたが、こういったユニークなやる気のある方々がいらっしゃるというのは非

常に力強いと思います。使命感とか、楽しむ心というのは大事だなと思いました。 
それからもう一つは、個人ということだけではなくて、そういったリーダーが育つ環境がある、地
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域にそういった基盤があるということも大事なんだろうと思います。リーダーがやろうとする時に、

おそらく今日の発言で皆さんあまり言われなかったと思いますが、いろいろな障害だとか問題があっ

たと思います。そういった中で、こういったことを成功させているということは、やっぱりそういっ

たことができる環境があった、あるいはそれを共有できる組織があったということだと思います。 
そのように考えてみますと、今、求められているのは、地域の創意工夫であろうということです。

僕も地域振興やまちづくりを専門にしていますが、よく人とかものとか金とか情報、これを活用しま

しょうと言います。ところが、今、皆さんが日常感じておられるように、社会経済環境が厳しいです

よね。特に、財政的に金が逼迫している、余裕がないということです。そうすると、今の時代背景を

考えてみると、創意工夫だとかアイデアの時代だと言われますが、そのことは結局、ものだとか金だ

とかということよりも、やっぱり人だとか組織、あるいはアイデアを生かす時代、そういった時代に

いきついているんだろうと思います。そう考えると、地域の工夫ということで、地域の人だとか組織

だとかグループによる活動、それらが求められているのではないかと思うわけです。一言で言うと、

「地域力の強化」ということです。  

4

「人､もの､金､情報」の活用

○厳しい社会環境、財政
創意工夫、アイデアの時代とは、モノでも金でも
なく、人と組織（人のつながり）を生かす時代の
こと。

○求められる地域の創意工夫

地域の人、組織、グループの活動が求められてい

る。→ 地域力の強化

■求められる地域の創意工夫

      
 

   
 
地域力の強化といったときに、もうすでにお聞きになっている方も多いかと思いますが、近年、言

われている「ソーシャルキャピタル」という言葉があります。ソーシャルキャピタル、SC というこ
とでショッピングセンターというわけではないんですが、単純に訳すと社会資本というふうになりま

すが、通常、僕たちが社会資本というと、いわゆるハードの公共事業の道路、空港、河川、港だとか

になります。しかし、あえてそれを社会資本と言わずに、ソーシャルキャピタルという言い方をして

いるのは、ここでは社会関係資本と呼んでいますが、人々のつながり、信頼とか付き合いとか社会参

加とか、ソフトの力です。これをソーシャルキャピタルと呼んでいます。 
地域の力にはいろいろありますが、ものだとか金だとか、施設だとかでできる力もありますが、今、

求められている力はむしろソフトの面で人々のつながりによる力、そのことが大事だということです。

そのことをソーシャルキャピタルと呼んでいて、今、全国でソーシャルキャピタルをいかに育てるか、

充実をさせるかが話題になっています。 

提案１ 地域力の強化 
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5

ソーシャルキャピタル（Ｓ･Ｃ）とは

＝ 社会関係資本
「人びとのつながり（信頼、つき合い、社会
参加など）による地域の力」

提案１ 地域力の強化

 
 
この図にもありますように、地域というのは下の方の円で示していますが、ソーシャルキャピタル

というふうにまとめていますが、人のつながり、信頼・規範・ネットワークというのは町内会であっ

たり NPOであったり、あるいは事業者がいたり教育機関があったり住民がいたり行政がいたり、そ
ういったことで成り立っています。そのネットワークをソーシャルキャピタルと呼んでいるわけです。

そのネットワークの力によって地域力が発揮されて、それが具体的に防災とか防犯、あるいは環境と

か生活とか産業、文化芸術、教育、幅広い地域の魅力につながっていくということです。地域の魅力

を作り出す源泉として、このソーシャルキャピタルがあるということです。 

6

■地域力とソーシャルキャピタルの関係

資料：北海道知事政策部「ソーシャルキャピタルの
醸成と地域力の向上」2006.2

 
 
もう少し、このソーシャルキャピタルということを具体的にお話したいと思います。この図は2006
年にさいたま市の市民活動支援室というところで、「ソーシャルキャピタルの向上に向けた基礎調査」

ということをやっていて、さいたま市におけるソーシャルキャピタルの構造というものをまとめてい

ます。簡単に図の見方を説明しますと、ソーシャルキャピタルというのは大きく「信頼」という１つ

のグループです。それから「つきあい」というグループ。それから「社会参加」。大きく「信頼」「つ

きあい」「社会参加」の３つから成り立っていると区分しています。 
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資料：さいたま市市民活動支援室（2006）「ソーシャル・キャピタル向上に向けた基礎調査」

■ソーシャルキャピタル（Ｓ･Ｃ）の構造

（さいたま市の例）

 
 
それぞれ構成要素が出ています。「信頼」というところだと、一般的な人の信頼もありますし、地域

に住む人の信頼もありますし、地域外の人への信頼もある。「つきあい」という面でみると、近所の人

とのつきあい、地域の同僚とのつきあい、親類親戚とのつきあい、友人知人とのつきあい、あるいは

スポーツだとか趣味を通じたつきあい。「社会参加」というところでも、地域的な活動への参加とかボ

ランティア、NPOの参加とか、そういった活動が具体的にあります。 
この周りには、「信頼」とか「つきあい」とか「社会参加」とかがどういう指標でとらえられるのか、

ソーシャルキャピタルと言われてもどうやって測るのかということがありますが、それに近い統計指

標ということで、この周りにいろいろとらえています。公共施設の利用頻度、図書館の利用延べ人数、

一校あたりの児童数とか生徒数だとか、戸建住宅の割合が高いとか、いろんな指標を取り上げて統計

的に「信頼」「つきあい」「社会参加」そういった指標にどういった要素が近いのかということで、と

らえた図になっています。矢印の関係がそれぞれ統計的に近い関係が得られたということで、例えば、

この「信頼」で一般的な人の信頼ということだと、統計指標では、図書館の利用人数が多いような地

域は人の信頼が高いとか、あるいは、戸建住宅が多い地域だと近所のつきあいが強いとか、そういう

結果が表れています。 
こういうような形で、今ソーシャルキャピタルの把握が進んでいるわけですが、次の図は全国の都

道府県ごとに一つの例として、ソーシャルキャピタルを指標化したものです。これは信頼の指標とし

て、「隣近所の人には信頼できる人が多いですか」という設問。NHKの県民調査というもので、1978
年というちょっと古いデータなんですが、全国の国民にこういった質問をして、都道府県別に回答を

まとめたものです。今、折れ線グラフに注目してみると、信頼できる人が多いと答えた都道府県別の

回答率になっています。50％が基準のラインになっています。福島県の場合は、近所に信頼できる人
が比較的多いという統計値になっています。他県だと新潟県とか富山県とか山梨県、和歌山県あたり

が高い数値になっていますが、福島県の場合、全国平均よりは信頼ということに関して高い地域とい

う結果が出ています。 
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■信頼指標例

資料：NHK「全国県民意識調査」1978
資料：内閣府「ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」2003

近所に信頼できる人は比較的多い

 
 
次に、社会参加の指標の例として、社会奉仕活動の活動者の割合です。これは社会生活基本調査か

ら引いてきていますが、これも折れ線グラフを注目してみますと、福島県の場合は、ボランティアの

参加者は全国平均並みという統計結果が出ています。どうでしょう。周りの皆さんでボランティアへ

の参加というのはどうですか。福島県の場合は、とくに積極的ということでもなさそうだということ

です。ボランティアへの参加率が高いところをみてみると、福井県、滋賀県、鹿児島県というような

統計結果が出ています。 

9

■社会参加指標例

資料：総理府「社会生活基本調査調査」1981

資料：内閣府「ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」2003

ボランティアへの参加者は平均的

 
 
それからつきあいの指標です。これもNHKの県民意識調査なんですが、「お宅では日ごろつきあっ
ている親戚は多いですか」こういう質問に対して、多いか少ないか回答しているわけですが、これは、

福島県はものすごく特徴的で、日ごろつきあっている親戚の方は全国でもトップクラスで多いんです。

親戚関係のつきあいというのは全国トップクラスにあることが統計で出ています。その他では、三重

県、九州の方の県でもそういった関係があります。 
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■つきあい指標例

資料：NHK「全国県民意識調査」1978
資料：内閣府「ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」2003

日ごろつきあう親せきは多い

 
 
福島県はそういう特徴のある県のようです。これらを総合的にとらえてみると、福島県の場合は、

総合評価、それぞれつきあい指数、信頼指数、社会参加指数の全体でみてみると、平均以上ではある

んですが、総合的な評価は必ずしも高いということではない。全国的には鳥取県とか島根県、宮崎県、

このあたりが高い数字になっています。やっぱり地域的に、比較的に農村的な関係が残っている、そ

ういうところが、ソーシャルキャピタルが高いということになっているかなと思います。逆に大都市

は、ソーシャルキャピタルの指数は必ずしも高くはないです。東京都は大きくマイナスになっていま

す。 

11

■Ｓ・Ｃの総合的評価

資料：内閣府「ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」2003

総合評価は全国平均以上

      
 
このように考えてみると、地域力の増進に向けてということですが、信頼とか社会参加とかつきあ

いとか、地域の魅力として引き上げていく、増やしていくと考えた時に、福島県の場合は、隣近所と

か親戚レベルのつきあいは、つながりは強いということがわかります。しかしながら、必ずしも全国

的にみてソーシャルキャピタルが充実しているということではない。そう考えてみると、今後は身近

な関係、親戚関係などの範囲を広げて、地域、コミュニティ、あるいは自治体、そういったところま

で信頼関係、人づきあいを広げたらよいのではないかというようなことが言えるかと思います。  
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地域全体のレベルを上げる

→福島県の場合、隣近所や親せきレベルのつ
ながりは強い。
今後はさらに範囲を広げて、地域（コミュ
ニティ）や自治体まで拡大することが大切
。

■地域力の増進に向けて

 
 
   

 
      ２番目の提案として、キーパーソンの育成ということです。今回の４つの事例、皆さんそれぞれの

分野の最先端で活躍されていましたが、キーパーソンの個人的な魅力、組織の努力、地域の創意工夫

といったものが大きいということがわかりました。そう考えると、やる気のある人をいかに発掘をす

るのかが大きなポイントかなと思います。 
そして、まちづくりや地域振興の成功条件として、お聞きになっているかとも思いますが、よく「若

者、よそ者、ばか者」という言い方をします。若者というのは文字通り若い人が、起爆剤になるとい

うことです。新鮮な感覚を持っている人が既存の価値観とか雰囲気に流されないで、新しい改革を進

める力になるということがよくあります。２つ目によそ者ということで、地域外の人間ですが、外か

ら見た方が冷静に評価をすることができる。そのことが新しい発見につながるということが多いわけ

です。それから、あまり表現がよくないかもしれませんが、ばか者というのは、なんでもかんでも一

生懸命やってくれる人。身近にも町内会とか自治会とか NPOとかでそんな方がいらっしゃると思い
ますが、今日の４人の皆さんも、ある意味このばか者という、一生懸命やっている方ということにな

るかと思います。 

13

今回4事例に学ぶ。
キーパーソンの個人的な魅力、組織の努
力、地域の人や組織の創意工夫による。

→やる気のある人の発掘が大切。
「わか者、よそ者、ばか者」の存在。

提案２ キーパーソンの育成

 
 
こういった「若者、よそ者、ばか者」の存在が非常に大切であるということです。こう言うと、自

分とはあまり関係ないと感じる方も多いかもしれませんが、視点を変えると、これは「初心に帰る」

提案２ キーパーソンの育成  



 11

ということだと思います。今日は若い人も年配の方もご参加いただいていますが、初心に帰るという

ことは、多分若者の感覚にも戻るし、あるいは周囲や組織の環境に慣れていないという意味でよそ者

ということになるかと思いますし、それから、ばか者というか「これから、よし、やってやろう」と

いう気概に燃えている時期ですよね。その時の感覚を呼び起こすということが、この考え方に通じる

んだろうと思います。 
もう一つ、地域で活躍をするリーダーの要件を話したいと思います。これは、全国で活躍している

地域の、特に NPOの方が中心なんですが、ヒアリングをした結果をまとめた資料なんですが、全国
で活躍されている 23 人のリーダーの方に聞いたら、リーダーの基本的要素としてこんなことが出て
きたという論文からの引用です。これは、連合総研の会田さんという方がまとめた研究なんですが、

リーダーの方々の共通要素として、基本的な要素として６つある。コーディネーター的資質、コミュ

ニケーション能力、ポジティブ思考、使命感、影響を受けた先導者の存在、人とのつながり、という

６つです。今日の話とまさに重なってくるなという感じがいたしますが、コーディネーター的資質と

いうのは、人をつなぐ能力ですね。これは必ずしも自分自身がカリスマである必要はないということ

です。まさにコーディネーターとして人をどんどんつないでいくような活動をしているということで

す。２番目のコミュニケーション能力というのは、人々が何を望んでいるかという理解をする力です。 

14

■地域で活躍するリーダーの要件
全国で活躍する地域（NPO）のリーダー像の分析から

■ リーダーの基本的要素
（1）コーディネーター的資質
（2）コミュニケーション能力
（3）ポジティブ思考
（4）使命感
（5）影響を受けた先導者の存在
（6）人とのつながり
■ リーダーの補完的要素
（1）地域への愛着
（2）人材育成
（3）行政の活用
資料：会田麻里子、研究ノート「地域コミュニティ再構築を担うリーダーに共通する資質」（地域リーダー像に関する研究
）（その1）、連合総研ホームページ  

 
     人々が何を望んでいるかを捉える感覚、嗅覚が優れている。そして、解決策を提示するという説得

力です。理解力と説得力がこのコミュニケーション能力ということで表現されています。ポジティブ

思考というのは、新しいことにチャレンジする前向きな姿勢です。使命感というのはほとんどの方が

お持ちだと思います。ここでおもしろいのが、影響を受けた先導者の存在というのがあって、リーダ

ーがリーダーを生むという循環構造がみられたということです。優れたリーダーの背中を見て次の新

しいリーダーが育つ、そういうような良い見本となる人がいた、先導者がいたという話が多いそうで

す。それから、人とのつながりです。今日も出ましたが、大切なことだということです。 
それから、リーダーの補完的要素ということで、一部のリーダーの方に見られたということでまと

めていますが、地域への愛着、人材の育成、行政の活用ということです。まず、地域への愛着とか人

材育成ということで、次世代の人を育てることに熱心という側面があったようです。また、NPO 関
係の方が多いので、行政の活用という表現になっていますが、ここで皆さんが共通しているのは、行

政という組織よりも職員という個人との連携が大事だと答えています。行政の方と NPOが一緒に仕
事をやると言った時に、組織はあまり当てにされていないようで、要は人なんです。行政の職員の方
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との連携を大事にしているという話が出てきています。遠藤さんも仕事は人に付くという話を、一番

最後にされましたが、組織よりも人なのかもしれないですね。このことは、とても大事なことだと思

います。また、NPOのリーダーの一人の方からあった発言ですが、「目の前の一人を救うことは自分
たちの使命だが、明日の百人を救うのは行政の役割である」ということを言っている方がいます。目

の前の一人を救うのは自分たち NPOの仕事だけれども、明日の百人を救うのは行政の役割だという
言い方です。行政とNPOの役割をそう分けているわけです。 
このことを絵にしてみたらこんなものになりそうだということで、天沼さんのダリアの話に掛けて、

大輪を咲かせる環境づくりということで、地域リーダーの育成ということをまとめてみました。まず

はやっぱり一番下で、活動のきっかけ＝種があるわけです。種がどう大輪に育つのかというと、まず、

土が必要だということ。土というのは、仕事とか活動を通じた経験がその土になっている。その種と

土をさらに伸ばすものは、肥料としてコミュニケーション能力があるということです。さらに、水や

りとして、人とのつながりが出てくる。そして、全体として、太陽が必要だという時に、それが先導

者の役割、存在があるんだということになります。太陽、土、肥料、水、そういった要素が揃った時

に、大輪が咲くというまとめになろうかと思います。 
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肥料＝コミュニケー
ション能力

太陽＝先導者の存在

水＝人とのつながり

土＝仕事や活動を通
じた経験

■地域リーダーの育成
－大輪を咲かせる環境づくり－

種＝活動のきっかけ

資料：会田麻里子、研究ノート「地域コミュニティ再構築を担うリーダーに共通する資質」（地域リーダー像に関する研究）（その
1）、連合総研ホームページより作成

 
   

 
地域力のアップに向けて、２つ提案をさせていただきたいということで、１つは、ソーシャルキャ

ピタルを育てようということです。とくに福島県の場合は、隣近所の親戚の交流から、地域、コミュ

ニティや自治体の活動に踏み出そうということになるかと思います。これは、個人としての姿勢とい

うこともありますが、役所の職員としてもこういう精神を持ってもいいと思います。僕が時々話をさ

せていただくのは、一人二役、一人三役のすすめ。行政の職員だからといって、市民である、あるい

は町民であるという立場を捨てる必要はないので、これからの時代は一人何役もやっていいんだろう

と思います。マルチな活動をどんどんやっていって、良い時代になっていくのではないかと思います。 

まとめ  
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地域力のアップに向けて

１．ソーシャルキャピタルを育てよう！
○隣近所や親せきの交流から、地域（コミュニティ）や自
治体の活動に踏みだそう！

２．キーマンの育成
－地域で活躍するリーダーを育てよう！

○若い人に活躍の場を。
○外部から人を入れる、外部の意見を聞く。
○やる気のある人を生かす、やりやすい環境をつくる。
○首長のリーダーシップも重要。
→ やる気をつくる、モチベーションを高める。

■まとめ

 
 
２番目にキーマンの育成です。地域で活躍するリーダーを育てようということです。やっぱり若い

人に活動の場をということがあります。それから外部の人、よそ者を入れる。外部の人の意見を聞く。

今日の小野町の資料でしたか、二地域居住ということで、外部から来られた方の話がパンフレットに

出ていたりします。とりわけ外部の方は貴重なご意見をお持ちだと思います。それから、やる気のあ

る人を活かす、また、やりやすい環境をつくるということです。まさに「若者、よそ者、ばか者」と

いうことになります。 
それに加えて、首長さんのリーダーシップです。今日は首長さんがいらしていないので、残念です

が、今日の話でも、首長さんがぶれないという話がありました。首長さんのリーダーシップが大事だ

と。そのことは大きな要素になると思います。そういったことを通じて、やる気をつくる、あるいは

モチベーションを高める、そんなことが実現していくんだろうと思います。 
最後に、今日の話を一つの絵にさせていただきましたが、ソーシャルキャピタルという地域の土台

がある。そして、そこにキーマン・組織・リーダーシップが育つ。まさに人財です。人が財産である

ということです。そのことによって地域力を高めていく、最終的に地域の活性化を実現していく。そ

んなことが今日の話題から提案できるのではないかということで、まとめをさせていただきました。 
ちょうど時間になりましたので、私の話は以上とさせていただいます。ご清聴ありがとうございま

した。 

17

■地域の活性化に向けて

ソーシャルキャピタル

キーマン・組織・リーダーシップ
の出現

地域力

地域の活性化の実現！

人 財

 


