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『ふくしま地域活性化セミナー』 

日時：平成 21年 10月 6日 

会場：ふくしま自治研修センター 講堂 

 

講  演     「地域資源の活用と公民連携」   

      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
よしおか

 正彦
まさひこ

  

 

私は、「地域資源の活用と公民連携」というテーマで話

をさせていただきます。 

内容は、本日、発表いただきました 4つの事例について

のまとめと、共通するテーマとして地域資源の活用と公民

連携という、行政と企業の連携あるいは行政と住民の皆さ

んとの連携について着目した話をさせていただきたいと

思います。 

     

 

  

       発表の 4事例について  

 

まずトップバッターは会津若松市の吉

川さんの話でした。大変力強いお話をい

ただきましたが、会津地域には年間 800

万人の観光客の入り込みがあるというこ

とですが、地域内に金があまり落ちてい

ないという統計的な分析を踏まえた上で、

地域内の経済循環の創造が必要という話

でした。そして、平成 19年に会津地域経

済循環推進協議会という組織を結成した

ということです。 

当初の 30社の加盟が、今は 240社を超

えるということで 8倍になるわけですか

ら、かなり大きな成長があった、大成功だと思います。その原動力は吉川さん、かなり陽に

焼けて色黒でしたが、おそらくいろいろと企業回りをしておられるんだろうと思いますが、

そういったパワーと地元の市町村の連携があったからと思います。 

そんな活動の成果として、地域内での仕入れだとか販路の拡大に成功しています。吉川さ
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①会津若松市 吉川信氏
■報告の概要
・会津地域には年間800万人の入込み客があるが、地域内自

給率が低い。そこで地域内経済循環の創造の必要性。
・平成19年、会津地域経済循環推進協議会の結成。

現在は参加企業240社。当初の30社から大きく拡大中。
■活動のメリット
・地域内仕入れや販路の拡大に成功している。

（米、野菜、地鶏、トマト、酒など）
・企業の活動を、行政がコーディネイト・信頼で裏付け。
■問題点
・商売（ネットワーク）の仕掛け、企業への働きかけ。
・生鮮品など商品の通年性の確保。
■本事例の特長
・会津若松市、会津地域の連携・行動力。
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んの資料でも、一流企業だとか一流コンビニチェーンなんかにも地元の商品や原材料を仕出

ししていますから、素晴らしい活躍だと思います。そういったことができるようになったと

いうのは、やっぱり協議会の結成が大きなインパクトになっているかと思います。その協議

会の活動が、企業の活動をバックアップしている、コーディネートしている、信頼関係で裏

付けをしているという効果があったかと思います。 

      地元企業が直接、首都圏の企業に売り込みに行っても、なかなか信用してもらえないとい

うことがあろうかと思います。そういったところを協議会を通じて行政がバックアップをす

るということが信頼につながるということで、効果を上げているんだと思います。 

      問題点としては、ネットワークづくりはいろいろと大変なんですね。お客さんを紹介する

とか、地元の企業間に情報をつないでいく、そういったことが毎日の積み重ねだということ

ですが、苦労されています。それから、地元の産品は生鮮品が中心なので、商品の通年性を

確保するというところに苦労をしているということで、保冷設備なんかもこれからつくりた

いという話がありました。 

      この事例の特長としては、会津若松市を中心に会津地域の市町村の連携、あるいは企業と

行政の連携、それが力になっているという報告だったかと思います。 

 

 

 2番目に報告いただいたのが、国見町

の安藤さんの話です。安藤さんは、組

織の中の活性化というテーマで、行政

改革の話をしてくださいました。行革

は全国的に進んでいるわけですが、実

際やっていく上でいろいろな壁がある、

なかなかうまくいかない現状があると

いうことです。 

どんな問題があるのかというと、抽

象的な計画・事業の表現になっている、

それをどう評価していいのか分からな

い。あるいは、行革と日常の業務がか

い離しているという話もありました。他方で、現場の職員もそのままで良いということでは

なくて、横断型のプロジェクトだと縦割り組織の弊害というようなことがあり、うまくいか

ないということです。「行政評価はあくまでも手段であって目的ではない」という言葉が印象

に残りました。行政評価自体を目的化してしまうと、なかなかうまくいかないということで

す。 

      成功に向けてということですが、より良い計画をつくるためには「安藤説」という提案を

いただきましたが、評価から始める、チェック（C）から始めるんだという話がありました。

たしかに、そういう切り口は大事だと思います。計画を作る前に、実際、今の事業が果たし

てうまく機能しているのかどうなのかということで評価から入るというのは、なるほどと感
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■報告の概要
・行政改革に対する職員の意識改革の必要性。
・全国的に行革が進むが、様々な「壁」に直面している。
■問題点、工夫したい点
・抽象的な表現の計画や行革と日常業務の乖離。
・現場が変わる必要も。例えば縦割りの弊害の排除。
・行政評価は手段であって、目的ではない。
■行政評価の成功に向けて
・よりよい計画(P)をつくるために評価(C)から始める。
・町長、副町長がぶれないことが大切。
・同志・仲間をつくること。
・これからの活動目標は、総合計画と行政評価の連動。
■本事例の特長
・安藤さんの行革にかける情熱。温かい仲間の存在。

②国見町 安藤充輝氏
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心をさせられました。加えて、首長のリーダーシップというか、ぶれないことですね。これ

は僕たちが言ってもしょうがないのかもわかりませんが、それも大事だということです。 

      それからもう一つ大事な話があって、同志だとか仲間をつくることということでした。行

革はある意味で同じ組織の中で、敵味方の立場となってやり合うような局面もあり得るわけ

ですが、そういう中でなるべく同僚の仲間をつくっていくとか、組織外であっても、同じ苦

労をしている人たちが学会なりの集まりでお互いに情報交換をするということで、力づけら

れるというような話がありました。 

これからは総合計画と行政評価をどう連動させていくのか、それが国見町の課題であると

いう話がありました。このへん、もしすでに総合計画と行政評価がうまく連動されているよ

うな自治体の皆さんがおられましたら、後ほどでも結構ですのでご紹介いただければと思い

ます。この事例では安藤さんの行革にかける情熱、それから温かい仲間の存在、そんなこと

が大変勉強になりました。 

 

 3番目のいわき観光まちづくりビ

ューローの渡邊さんの話。いわき市

というと、僕たちは「フラガール」

を思い起こすように地域のブランド

化が進められていますが、フラの文

化をいわき市に定着させようという

ことで、これまで民間だけ、つまり

旅館や企業だけではなかなかうまく

いかなかったところを、ビューロー

という社団組織、公民連携と言える

かと思いますが、新たな組織を立ち

上げることによって、円滑に進める

ことができたという話でした。 

活動のメリットとしては、統一コンセプトによる観光振興が実現した、あるいは、オンパ

ク（温泉博覧会）事業ということで、小企業や市民の方にも参加いただくような地域ぐるみ

のイベントとして発展することができた。その結果、ホテルと旅館とか、時としてお客さん

を取り合いするような関係が、逆に一体化できたり、あるいは旅館地区の湯本とまちなかと

いう、別々に機能している地域が一体となって交流をする、そんな効果とか、あるいは、今

まで埋もれていた地域資源がいろいろなイベントとして表に出てきたということで、地域資

源の発掘、人材育成にもつながっているという報告がありました。 

      問題としては、公益事業と収益事業のバランスがあるようです。やはり、ビューローは公

益優先ということなんですが、観光案内などは金儲けにならないわけで、そういう中で、市

の補助をいただきながらの経営に苦労しているという話がありました。      

      この事例の特長としては、単独企業による活動の限界をビューローという形での公民連携

で、うまく解消している。それから、まちづくりは行政がやるものでなく、地域がつくるも
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③いわき観光まちづくりビューロー渡邊隆之氏

■報告の概要
・「フラガール」のヒットを一過性で終わらせないために、

平成20年、いわき観光まちづくりビューローを立ち上げ。
・民間団体の立場で観光とまちづくりの融合をめざす。
■活動・メリット
・フラダンス、アロハなどを中心とした観光振興の実現。
・いわきオンパク事業（市民中心のイベント）の実現。

ホテルと旅館、旅館地区と町なかとの交流が実現へ。
資源の掘り起こし、人材育成にもつながっている。

■問題点
・公益事業と収益事業のバランスの問題。
■本事例の特長
・単独企業（ホテル等）の限界を公民の連携で解消。
・まちづくりは行政がやるものではなく、地域がつくるもの。
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④川内村 井出寿一氏
■報告の概要
・人口減少、高齢化の進展による村の危機意識。
・交流人口の拡大を目的としたカエルの学校、きのこによる

村おこし。人口3200人の村に約60世帯140人が移住。
■成功要因
・光通信の敷設効果や東北道などの高速道路効果。
・「元気な川内を創る会」の力が大きい。村も協力。

（平成20年度過疎地域自立活性化優良事例総務大臣賞を受賞）

■今後の目標、問題点
・3大祭りを起爆剤とした交流人口の拡大。
・継続する過疎化・高齢化の進展。
■本事例の特長
・山村地域資源の活用。
・公民連携（住民団体）による活動力の拡大。

のという話です。これも随分印象に残った言葉でした。 

 

         最後に報告いただいた川内村の井

出さんのお話ですが、川内村は人口減

尐、高齢化の進展、どこの市町村でも

同じような問題を抱えているかと思

いますが、川内村の場合には、交流人

口の拡大ということで、村の資源とし

て、カエルの学校、キノコを利用した

村おこしを始めたということです。そ

うすると交流人口の拡大を目指した

はずが、実際には人口わずか 3,000人

の村にすでに 60世帯 140人の移住（定

住）に成功している。そんな効果を上

げることができています。 

この成功要因として、基盤として村に光通信が整備されていたこと、東北道、常磐道とい

った高速道路の効果があった。それとともに、「元気な川内を創る会」という民間の住民の皆

さんがかなり頑張ってくれているということです。そして、その民間の動きをうまく村も取

り入れ、1団体あたり 25～30万円の自由に使えるお金を支援をしているということで、住民

とのうまい連携関係ができているように思いました。今後は、川内 3大祭りを起爆剤として、

引き続き交流人口の拡大などを進めていきたいということです。高齢化は進んでいますが、

尐しずつ止まってきているという話もありました。      

この事例の特長としては、山村資源の活用、それから、住民の皆さんとの公民連携による

パワー、それが活動力の拡大につながっている、そんな報告であったかと思います。 

      

      4事例のまとめ  

 

 今回の4つの事例を鳥瞰して横並びに

見てみますと、共通する特徴として、い

くつかの点が指摘できるように思いま

す。 

一つは、地域資源の活用とか人材の活

用です。これは後ほどまた紹介したいと

思います。それから公民連携、地域連携

ということ。個々の企業のパワーを活用

するという意味で、会津若松市の協議会

やいわき市のビューローの話もありま

した。それから住民パワーの活用という
6

○4事例にみる共通する特長
・地域資源の活用、人材の活用
・公民連携、地域連携

企業パワーの活用（会津若松市、いわき市）
住民パワーの活用（川内村）

・効果ある組織づくり、職員のやる気づくり（国見町）
・発表者の皆さんのやる気！

→事業の執行だけでなく、仕掛けづくり（コーディネイタ
ー）としての踏み込み

■発表の４事例について

○4事例の性格づけ
・攻めの経営 対外的活動 企業 会津若松市

いわき市
住民 川内村

・守りの経営 組織内活動 国見町
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意味で川内村の話がありました。いわき市の場合には、イベントへの住民参加によるパワー

の活用もあったかと思います。また、そういったことを進める効果ある組織づくりだとか、

職員のやる気づくりというところで、国見町の行政改革の話があったかと思います。  

共通して皆さんの「やる気」に圧倒されるようなおもしろい話が聞けましたが、通常、行

政というと、これまでは公共事業の執行役というような仕事が担われてきたわけですが、こ

れらの事例では、仕掛けづくり、コーディネーターとしての役割、その辺まで皆さんが踏み

込んでいるという特長があったかと思います。 

4 つの事例を性格づけてみると、「攻めの行政経営」というような立場で、対外的な活動、

観光振興なり農産物の開発ということで、企業とうまくつないだのは会津若松市、いわき市、

住民とつないでいるのが川内村というような関係にあるかと思います。もう一つは、「守りの

経営」ということです。行政組織を固めるという意味で、国見町の安藤さんの報告があった

というような位置づけができるかと思います。 

 

 地域資源の活用、人材の活用  

 

次に、地域資源の活用、人材の活用

という話を尐し深掘りをしてみたいと

思います。今ほど紹介したように、い

わき市のケースでは、温泉、炭鉱、ハ

ワイアンといった地域資源を活用して

いますし、会津若松市ですと、地元の

食材とか、会津野菜というコンセプト

で売り出していますが、そういった野

菜などがある。それから国見町は、人

の発掘というところで、職員のやる気

を引き出すという話がありました。川

内村ですと山村環境。農業とか学校、

カエルといったコンセプトを活用しているということです。その地域ならではの資源をうま

く活用しているように思います。 

せっかくの機会ですので、ここでビデオを上映させていただきます。10分程度ですが徳島

県の上勝町による地域活性化の事例です。上勝町というのは徳島県の中山間地域になります

が、すでにご存じの方も多いかと思いますが、葉っぱによるまちづくりで知られています。

葉っぱをビジネスに変えたということで有名ですが、今日は葉っぱビジネスの話だけではな

くて、町全体の活性化、町の活力づくりという意味でさまざまな活動をやっているという紹

介をしたいと思います。人口わずか 2,000人の町なんですが、過疎・高齢化が進んでいます。

その中で、全国的に知られた知名度を持つ町になっているということです。財団法人地域活

性化センターが作成したビデオなんですが、上映させていただきます。 
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       （ビデオ上映） 

 

      徳島県上勝町の事例  

 

このビデオは全体で 40分くらいありますが、今日はそのうちの上勝町の事例だけを見て 

いただきました。地域活性化センターで借りられますので、興味ある方は申し込みをされる 

と良いかと思います。 

 

                               今、一般的な市町村の状況を考え

てみますと、尐子高齢化の進展も重な

って、財政が厳しい中で、地域社会の

活力の低下がみられていて、さらにそ

れが人口減尐、企業の流出、そして税

収の減尐、財政の悪化につながるとい

うような悪循環構造に陥っているケ

ースが尐なくないと思います。 

       

そういう中で、実際に皆さんが日ご

ろ経験されているように、企業誘致を

したり、人口増加策を図ったり、住民

協働というようなことをやってみた

り、いろいろ工夫をされているわ

けですが、上勝町の場合は、この

画面にあるように、好循環を生ん

でいるということです。80歳のお

ばあさんがパソコンを見ながら、

出荷にあたり「今日の笹の葉は安

いな」などとつぶやいている映像

は、とても素晴らしいことです。 

 

推進役を担っている地元の株

式会社いろどり代表取締役社長

の横石知二さんが言われていた

ような、町民の自信がやる気につながって、考えながら働く。そのことによってまた高収入

を得ている。儲かるからまた自信につながる、というような好循環につながっているという

ことです。お年寄りが高収入を得るということは、結局、年金としてお金をもらうのではな

く、むしろ納税者として頑張って稼いでくれているというプラス効果もあるわけです。 

ＩＴの活用の話もありましたが、これは川内村でもＩＴの普及が大事という話がありまし

88

■地域が直面している問題構造モデル
・少子高齢化の進展、財政悪化→地域社会の活力低下、人

口減少・企業の流出→税収の減少→財政悪化という悪循
環構造。

・求められている企業誘致・人口増加策、住民協働など。

悪循環構造
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たが、上勝町の場合も、マイクロソフト会社の社長がわざわざ上勝町まで来て、協力を約束

したりしています。何らかのきっかけを創り出すことによって、悪循環となりがちな状況を

好循環に変える動きを、実際に創りだしているということです。 

上勝町は、葉っぱのまちづくりとして産業振興で有名ですが、なぜそういったことができ

るかというと、地域全体の活性化を図っている基盤ができているということです。 

 

この画面は、町の方が作成した資

料から借りたものですが、葉っぱの

まちづくりは、いわば、経済の活性

化に当たるわけですが、上勝町の場

合は、さらに環境保全とかひとづく

りとか情報発信、交流、こういった

ことが一連のサイクルとして行わ

れています。 

環境保全に関して言えば、リサイ

クルとして 30品目程度の分別収集

をやっているという徹底ぶりです。

ＮＰＯが環境を審査するような全

国コンテストでも、上位にランクされているという実績を上げたりしています。ひとづくり

の面でも、たとえば 1Ｑ運動という運動をやっていて、1Ｑというのはとんちで有名な一休さ

んにひっかけているんですが、数字の 1とアルファベットのＱを書いて 1Ｑ運動。これはどう

いうことかというと、住民のみなさん一人ひとりが、ワン・クエスチョンを持つということ

で一人が一つの疑問を持つ。そのことによって、アイデアを生かしたまちづくりにつなげる

ことができているということです。 

いろいろな組織を作ったり、活動が行われている。1Ｑ運動会というイベントも行われてい

まして、その運動会は町の地区別の対抗になっていて、お互いにあの地区には負けたくない

ということで競争心をむき出しにして戦うということで、お互いの地域が切磋琢磨する。地

域振興を合わせて進めることで、上勝町全体の魅力ができているということです。 

      横石さんが、ある雑誌で、他の町はまねをしても何故失敗するのかという話をしていて、

面白いなと思ってメモしたのですが、5つの要因をあげています。その一つ目は、リーダーが

いないことです。その事業なり、まちづくりを引っ張るリーダーがいないこということ。2番

目に、地域独自の商品ではないことが多いということです。地域独自の商品で勝負をするこ

とが大事だということ。3番目に、販路、マーケットを考えていないということ。作るだけで

精一杯になってしまって、それからどう売ろうかというふうに考えるのではなくて、販路、

マーケットを考えた上で商品を作っていく。それから 4番目は、販売促進がないということ

です。今日、発表いただいた皆さんは、実際、売り込みにかなり苦労されていました。販売

促進ということに力を入れないと成功しないということです。 

最後、5番目に、リーダーがいなくても、ビジネスを回す仕組みができているということ。
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他の地域では、リーダーがいなくなるとそのビジネスが回らなくなってしまうことが多い。

上勝町の場合は、リーダーがいなくても、一人ひとりのおじいちゃん、おばあちゃんが自分

達で考えながら、ビジネスを回していく。そうしたことができているので成功しているとい

うことです。 

      

      公民連携の進め方  

 

      公民連携に話を進めたいと思いますが、公民連携にはいろいろなパターンがあります。 

一つ模式的に示したのは、例えば、縦軸に主体に着目すると、公が主体なのか民間が主体

なのかというような区分ができます。横軸では、地域軸ということで取りあげていますが、

広域型なのか単独型なのか。会津若松市の事例では行政の主導で、会津地域全体でやってい

るということで広域型といえますし、いわき市の場合は、ホテルだとか旅館がうまく力をビ

ューローと一緒に発揮しているという意味で、広域の民間主導型といえます。川内村の場合

は、元気な川内を創る会の活動ということで、住民の皆さんが村の中でさまざまに活動して

いる。そして、上勝町の場合は、行

政、ＪＡなりが指導して住民の皆さ

んを引っ張っていっている。いろい

ろなパターンがあるわけです。どれ

がいい、どれが正しいということで

はなくて、いろいろな連携のパター

ンがあるということです。      

この画面は参考例として示しまし

たが、公民連携、地域連携というと、

一つの理想形としては「産学官地域

連携」というようなパターンにもつ

ながるわけです。 

 ここで紹介したのは、石川県の加

賀野菜の活用事例です。会津野菜と

同じように、石川県にも加賀野菜と

いう特産品がありまして、その加賀

野菜を開発していくということで地

域クラスターをつくっています。石

川県食料産業クラスター協議会とい

う組織が中心となっていますが、こ

の画面にあるように、左側で各地の

ＪＡが連携して商品の供給をする。

加賀のレンコンだとかつるまめだと

か、いろいろあるわけです。それを

11

■公民（地域）連携のモデルパターン
主体関係や地域的広がり等により、様々なパターンがある

12

■産学官・地域連携の事例
石川県「加賀野菜」クラスターによる複合的連携活動

（石川県食料産業クラスター協議会による新商品開発事例）

資料：内閣府
『地域の経済』2005
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地元の佃食品という企業がフリーズドライに加工するということで、いろいろな商品を開発

する試みをやっています。      

      そこに、食料産業クラスター協議会という行政組織がかかわっている。この画面の下の方

では、石川県立大学とか工業試験場とかがかかわっている。まさに、産学官連携、地域連携

という形で商品開発を進めているというパターンです。実際に、この事例では、加賀野菜を

使った雑炊などが開発でき、現在は売り込みを進めているということです。 

      ただ、逆に産学官地域連携という理想形を先に考えてしまうと、大学を加えないといけな

いとか、工業試験場を使わなければいけないとか考えがちですが、そうではなくて、必要に

なったらいろいろな組織に声をかけて連携するということで良いと思います。 

 

公民連携によるメリットですが、今

日もいろいろな事例で皆さんからメ

リットの話がありましたが、地域連携

を含めて簡単にまとめると、10のメ

リットがあると考えられます。 

連携する、一緒になる、あるいは地

域を広げるということで、お金の節約

だとか、より質の高いサービスの提供

とか、より大きな影響力とか、経済力

とか、何人も集まることによっていろ

いろなアイデア、創意工夫ができる。

あるいは、個々の地域だと強みであっ

たり弱みであることが相互に補完できる、そんなメリットがいろいろ出てきます。こういっ

たメリットを連携によって生かしていくことが、成功のポイントだと思います。 

この画面の下の方に書いていますが、連携するということは、お互いにメリットがないと

いけないわけで、Win－Winの関係、これがやっぱり大事だと思います。先ほどの会津若松市

の吉川さんの話でも、相手を選ぶという言い方をしていましたが、なんでもかんでも連携を

すればいいということではないということです。 

それからもう一つ、地域の理解が大事だということで、ここでは地域の活性化は住民一人

ひとりの仕事であるとまで言い切っていますが、これはアメリカの資料を利用しているので、

アメリカだとここまで言いきってしまうのかとも思いましたが、地域の活性化は行政も関わ

るわけですが、最終的には住民の皆さんの仕事と考えて良いんだろうと思います。 

 

      これからの行政の役割  

 

次の話題として、これからの行政の役割ということですが、背景として、現代という時代

変化の認識が大事ではないかと考えています。 

これまでの時代とこれからの時代と書いていますが、これはいつからがこれまでの時代で、

13

①お金の節約、規模による利益（スケールメリット）
②質の高いサービスの提供
③より大きな影響力を持つ
④経済的な影響力を持つ
⑤アイデア・創意工夫の共有
⑥強みと弱みを補完しあう
⑦より現実的に計画を立てることができる
⑧環境問題などに効果的に働く
⑨限られている地域の資源が共有できる
⑩広範囲な地域の調和感を創出

■公民（地域）連携によるメリット

資料：北イリノイ大学の行政研究センターによる2002年報告。『米国における地域経済活性化と産学官連携』（財）自
治体国際化協会 CLAIR REPORT NUMBER 309(Aug 24, 2007)pｐ9-10より改変して引用

→それぞれの主体が地域連携や産学官連携を模索し、お互いに
とって有益なWin-Winの関係のパートナーを見つけること。

→連携を促進するためには、地域の理解が必要丌可欠。
「地域の活性化は住民一人ひとりの仕事である」。
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いつからがこれからの時代なのか、な

かなか難しいところがあります。ただ、

実際に、地方分権などの大きな流れの

変化はありますし、我が国の総人口も

2004年でピークをうったというような

時代の変化があります。 

おそらく 1990 年代頃から現在まで、

大きな転換期を迎えているといえるよ

うに思いますが、中身としては、人口

増加が人口減尐になる、市街地の拡大

が縮小になる、いわゆるコンパクトシ

ティの発想です。それから若年・壮年

層が活躍した社会が、今、高齢・成熟した社会に変わってきている。あるいは中央集権が地

方分権に変わってきている。また、独立・覇権型の主義主張が連合・連携型になっている。

近年のＥＵの統合なんかもまさにこういう動きの一つだと思います。一億総中流が格差の時

代へ、あるいは個性重視の時代へ。生産の時代が環境配慮へとか再分配の時代になってきた

ということ。財政も拡大から縮小の時代になる。 

総体でいえば、「躁」の時代から「鬱」の時代に変わってきているということです。これは

作家の五木寛之さんの言葉ですが、これまでは「躁」の時代だと。明るく楽しくみんなが成

功した時代だと。ところがこれからは「鬱」の時代になるということです。不安な時代にな

ってくる、厳しい時代になってくるということです。 

このように大きく時代が変わってきているという認識が大事だろうと思います。結局は、

全員が勝ち組であった時代から、今は不安定な時代になっている。そうすると、発展、成長、

消費に象徴されていた時代が、これからは競争、縮小、あるいは節約というコンセプトの時

代に変わってきている。 

こういう中で、行政は何をすべきかということですが、やはり、地域が力をつけるという

こと。自立力をつけるということ。それと、創意工夫の必要、アイデアの時代になってきて

いることだろうと思います。 

 

 これからの行政の役割（まとめ）  

 

まとめに入りますが、これからの行政の役割は、皆さんの発表の中にもありましたが、事

業の立案・執行だけではなくて、地域を巻き込んだ連携の仕組みづくりが大事だということ

を提案したいと思います。いろいろな自治体の産業振興とか地域振興のきっかけづくりとか、

あるいは地域からあがってくる意見や要望をうまく採択して、事業として仕込んでいく。あ

るいは、諸団体とか民間の活動を行政として信用の裏付けをつける、支援をしていく。そん

な活動が考えられるかと思います。一言でいえば、地域の「コーディネーター機能」という

ことになろうかと思います。 

14

■これからの行政の役割
背景として「現代」という時代変化認識が大切

→ 地域力（自立力）／創意工夫の必要性
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コーディネーター機能にもいろい

ろなパターンがありうるということ

で、関与が大きい場合と小さい場合が

ある。関与が大きいということは、行

政がリーダーシップを握ってまちの

全体を引っ張っていくというパター

ンがある。逆に、地域の民間企業や住

民が元気だったら、行政はこれを支援

をしていくというパターンで良いの

だろうと思います。川内村の場合は、

民間の活動を行政が支援をしていく

というパターンになろうかと思いますし、上勝町の場合は先に行政とＪＡがリーダーシップ

を発揮したというパターンかと思います。 

そこで大事なのは、行政職員の皆さんは、持つべきスキルとして、目的意識、サービス精

神、責任感、好奇心、いろいろなことを面白がるということではないか。さらに言えば、企

業とか団体とか住民を動かす、というようなところまで踏み込んでいけると良いと思います。 

そのためには同じ目線に立つとか、相手を理解するとか、あるいは逆に、相手から納得や

信頼を得る、そんなことが大事だろうと思います。これまでは何かと言うと、「お金」で支援

しがちでしたが、お金で動くということは、お金があるときは動きますが、なくなると動か

なくなる。しかし、「納得する」ということだと、これからも動いてくれるというような大き

な違いがあるということです。 

 

      本日のまとめ  

 

最後のまとめになりますが、私が考える地域活性化の 3要素の紹介ということです。 

一つは目標の明確化です。ビジョンの

共有。トップとボトムがビジョンを共有

する、あるいは公と民がビジョンを共有

する。このことが大切です。方向性がし

っかりしているということです。2番目

に掘り起こし、つなぎ、共有・発信と書

いていますが、地域資源やキーパーソン

を掘り起こして、それを連携とかネット

ワークでつないで、さらに情報を収集し

て、あるいは共有をして、それらを発信

していくということです。 

そのためには、多彩な支援措置をつく

15

・事業の計画立案・執行から
地域（企業など）を巻き込んだ連携の仕組みづくりへ

・産業振興や地域振興のきっかけづくり
・地域からあがる事業の採択、事業の仕組みづくり
・諸団体・民間の信用づくり・支援など

・地域のコーディネイター機能の強化

《コーディネイター機能》

【関不大】 【関不小】

リーダーシップ･･････ 協 働･･･････支援・協力

・スキル：目的意識、サービス精神、責任感、好奇心、熱心さ

・企業、団体、住民を動かす
・同じ目線に立つ、相手を理解する、相手から信頼を得る。
・人はお金で「今」動くが、納得なら「これからも」動く。

■これからの行政の役割（まとめ）

地域資源の活用と公民（地域）連携づくり

２ 掘り起こし、つなぎ、共有・発信
○「地域資源の活用」

ないものねだりから、あるものの活用へ。地域のブランド化の推進。
○「キーパーソンの発掘」

人づくり。職員も地域の一員。

○「連携とネットワーク化」
企業・団体、住民のリーダー、協働、支援役。

○「情報の収集・共有・発信」
現場重視。やらされ感からやりがい感へ。仲間づくり。

○「多彩な支援措置」
財政支援、人的支援、環境づくり。

■地域活性化を進める３要素（まとめ）

１ 目標の明確化
○「ビジョンの共有」トップとボトム、公と民がビジョンを共有している。

３ 動力（エンジン）としてのやる気！
○４人の発表者の“情熱”、志の高さ

企業をつなぐ、団体・職員をつなぐ、住民をつなぐココロ
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る。杒子定規にこういった事業があるからとか、逆にないからダメということではなくて、

臨機応変にいろいろなことにチャレンジをする。そのようなことも大事だろう。これから地

域が自立化していく上では、地域をブランド化することは、大きな至上命題になっていくん

だろうと思います。 

そして、3点目には動力、エンジンとしてのやる気！です。発表していただいた 4人の皆さ

んは情熱的で話も面白かった。志が高いことを感じました。企業をつなぐ、あるいは職員を

つなぐ、住民をつなぐ、そういった心意気が、今回の発表で大変勉強になったと思います。 

 

終わりに、「心のシナプスが人間の関係をつくる」という言葉で締めたいと思います。これ

は五木寛之さんが、『人間の関係』という本の中で書いているんですが、今日、全国の自殺者

が 3万人を超えて増えているということで、人間関係が希薄になっているのではないかとい

うことです。そうであれば、今必要なのは、人間と人間の間をつなぐ心のシナプス、シナプ

スというのは脳と脳をつなぐ神経の回路のことですが、そういった心のシナプスが大事じゃ

ないかと。 

それは人間を考えるということではなくて、人間の関係を考えていくことが重要なんだと

いうことですが、おそらく人間と社会の関係にもつながることだと思います。これからの時

代には、特にそういった発想が大事ではないかということです。 

ご清聴、どうもありがとうございました。 


