
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式第９ 書籍購入台帳】 

 

 

 

 

 

【調査等の内容】 

 

 

 

平成２８年１１月２５日 

 

田辺市議会議長 吉田 克己 様 

会派名   誠 和 会  

        代表者名  宮本 正信        

 

出張（研修会参加）報告書 

 

 下記のとおり出張（研修会参加）いたしましたので、その結果をご報告いたします。 

記 

参加議員 中本賢治・山口進・松下泰子・二葉昌彦 

期 間 平成２８年１０月２７日 ～ 平成２８年１０月２８日  

実施場所 

（研修会場、視察

先、相手方等） 

滋賀県大津市 全国市町村国際文化研修所 

活動の目的・内容 

及び結果等 

平成 28 年度トップマネジメントセミナー 

「人口減少社会に対応した行政運営」 

第 1 講 「人口減少社会における自治体経営」 

      一橋大学大学院法学研究科 教授 辻 琢也 

第 2 講 「真庭市が目指すもの～バイオマス利活用の取り組み 

紹介～」 岡山県真庭市 太田 昇 市長 

第 3 講 「地域イノベーションを生み出す行政運営を考える」 

    全国市町村国際文化研修所教務部長 松藤 保孝 氏 

第 4 講 「人口減少社会におけるこれからの行政の役割」 

    慶應義塾大学 樋口 美雄 教授 

 

 報告書は別添のとおり 



●第第第第１１１１講講講講    人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会におけるにおけるにおけるにおける自治体経営自治体経営自治体経営自治体経営    

講師 一橋大学大学院法学研究科教授 辻 琢也 氏 

 

全国的に東京圏、大阪圏以外の所は一律人口減少が激しく、その解決に向けた取り組みが

求められている。 

日本の人口は、江戸後期から比べると４倍に増えており、特に第二次世界大戦以降に激増

した。しかし、2010 年の 1 億 2,806 万人をピークに人口は坂を転げ落ちるように減少が進

み、2100 年には 5000 万人弱と明治末期の人口規模になる見込みとなっている。 

一旦人口が減少に向かうと増やすことは、短期の施策では成果が上がらず、長期的に考え

ないと実現できないということだ。 

人口減少社会の到来に向けて、どうやって定住していける地域を作っていくのか？等々、

自治体に投げかけられている課題は山積している。 

今の時代大都市だから人口が増えるとは限らない。トヨタ本社がある名古屋市では、人口

がプラスマイナスゼロである。世界のトヨタがある名古屋市でも働く場所がたくさんあっ

ても人口が増えるとは限らないということである。 

一方、高齢化が進む地方の自治体では、第 3 次産業の中でも福祉医療関係のサービス業が

多くなっている。 

このように、大都市でも働く場所が増える中で将来的には住宅需要が減少するが、30 年ロ

ーンを組めば 30 年間その自治体に住むことで税収が入り、空き家があればタダでもいいか

ら使ってもらえば良いというような考え方も必要であるということだ。 

人口減少社会に向けての自治体の対応として仕事（雇用）が人口を増やす時代ではなく、

自治体が経営感覚を持って施設を充実させ、多様なサービスを構築させること、そして、

快適な住環境を整えることが人口減少の歯止めがかかるのではと言っておられた。 

以上のようなことから、田辺市も人口減少に歯止めがかからないのであるから、辻先生の

言われるように効率的な行政運営を行いコンパクトシティを作っていかなければならない

と思った。 

 

●第第第第 2222 講講講講    真庭市真庭市真庭市真庭市がががが目指目指目指目指すものすものすものすもの～～～～バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利活用利活用利活用利活用のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ紹介紹介紹介紹介～～～～    

      講師 岡山県真庭市長 太田 昇 氏 

 

岡山県真庭市長、太田 昇氏自ら講師となられて、２時間に渡る熱い思いを語って戴きま

した。 

真庭市は、平成１７年３月真庭郡内の８町村、上房郡の１町が合併して市政を施行。岡山

県下で最も広大な面積を有し、北部は大山隠岐国立公園に属する「蒜山三座」をはじめ津

黒高原など標高 1,000ｍ級の山々が鳥取県との県境を形成し、中部には美作三湯の一つであ



る「湯原温泉郷」、西日本一の名瀑「神庭の滝」、南部には平坦な土地が広がり、農用地お

よび商工業地が形成されている。 

太田氏は平成 25 年就任以来「里山資本主義真庭の挑戦」と銘打って、地域資源を活用して

地域の豊かさを目指すべく数々の取り組みを実践されている。更に、人口動態にも注視し、

合計特殊出生率は県下１５市中一番（2.21）を誇っている。 

○○○○真庭市真庭市真庭市真庭市のののの課題課題課題課題とととと地域戦略地域戦略地域戦略地域戦略    

①自治体のあらゆる資源を活用して、最小の費用で最大の効果を出す、住民の幸せづく

りの総合的な条件整備を行う組織活動＝資源を市民生活の質の向上のために最適化し、

効果的かつ効率的に活用する。地域課題をどのように捉え、どんな地域戦略を実施す

るかで、自治体間の差が生まれる。 

②急激な人口減少と高齢化は、まちの活力の急激な衰退を招く。 

 ⦿真庭にある地域資源の中に、市民が自分のライフスタイルと人生の価値を見つけ、そ

れを実現していく「まち」を目指す。 

 ⦿地域の自立性（自給率の高さ）を高めることで、地域の「持続可能性」を上げ、地域

資源を生かした「まちづくり」を住民主体で進める。 

○○○○地域戦略地域戦略地域戦略地域戦略のののの中中中中のののの循環型地域経済循環型地域経済循環型地域経済循環型地域経済～「～「～「～「回回回回るるるる経済経済経済経済」」」」 

 ①小さな里山資本主義と大きな里山資本主義 

  真庭ライフスタイル実現の推進力＝雇用創出 

  市内外の人に選ばれる魅力あるまちをつくる＝真庭ライフスタイルの実現 

 ②地域の自立性を高めるという地域政策 

  １地域資源の活用  木材の活用（廃棄物から資源へ）真庭市の環境の保全 

  ２雇用の創出 

  ３産業の原材料の向上  学校給食域内調達 酒米づくりと醸造 バイオマス発電 

小水力発電 ダム発電  地域資源を活用した自給率の向上 

 ③地域資源（農林畜産業・森林・川・里山文化）＋「住民の力」→バイオマス産業のま

ち エコ発電開始・木質資源活用クラスター構想・真庭市バイオマスタウン構想公表・

次世代エネルギー計画認定・「新エネ百選」認定・バイオマス産業都市認定・真庭バイ

オマス発電稼働開始 

 ④林業・木材産業の現状 人工林が 58％を占め、「美作桧」をブランドに木材生産が盛ん 

 ⑤木を使い切る真庭創出事業（地域内経済循環を生み出し、持続可能な「杜市」づくり

を目指す） 

 ⑥バイオマス産業杜市の推進（2014 年 3 月バイオマス産業都市認定） 

  「自然」、「連携」、「交流」、「循環」、「協働」の５つのキーワードを踏まえ、４つのプ

ロジェクトを重点的に展開し、多様な事業の連携・推進により「真庭バイオマス産業

杜市」目指す。 

  １真庭バイオマス発電事業 ２木質バイオマスリファイナリー事業 ３有機廃棄物資



源化事業  ４産業観光拡大事業 

バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス発電発電発電発電をををを軸軸軸軸にににに地域地域地域地域エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー化化化化でででで資源資源資源資源・・・・経済経済経済経済のののの循環循環循環循環    

 経済効果 売上；約２２億円 燃料購入；約１３.５億円 石油代替；１８億円相当 

 未利用や産廃処理（処分費相当１億円以上）されていたものが、資源として有価で取引！ 

 さらに山林所有者へ燃料代のうち５００円/t の還元を実現！還元見込額⇒約 3,800 万円 

 雇用効果  新規雇用 約５０名 

 波及効果  エネルギー自給率；１１.６％⇒約３３％ 今後の展開 ①発電電力の一部 

 を地域内で利用 ②収益の一部を林業・木材産業の活性化（人材育成等）に活用 

観光観光観光観光へのへのへのへの展開展開展開展開「「「「バイオマスツアーバイオマスツアーバイオマスツアーバイオマスツアー真庭真庭真庭真庭」」」」    

   真庭市と真庭観光連盟が連携して、急増するバイオマス事業や関連施設の視察者への対

応を図るとともに、真庭地域の取り組み全体を情報発信する戦略として、平成１８年１

２月から、「�バイオマスツアー真庭」をスタートさせた。平成２８年１０月、のべ参加

者が２万人を超えた。 

 ＣＬＴＣＬＴＣＬＴＣＬＴとは、ＣｒｏｓｓＬａｍｉｎａｔｅｄＴｉｍｂｅｒの略称。 

   欧州で発達し、中層住宅の材料として使用されている。建築基準法の改正により、構造

材として使用することが可能となった。建築資材として需要創出（コンクリートの代替

可能性を確立）が見込まれ、ＣＬＴを多様な用途に活用し、裾野産業を広げる。ＣＬＴ

を活用した大規模な木造建築の事例も沢山出てきました。 

 ⑦木材産業の振興とバイオマス利活用の今後の課題 

  ⦿継続的な資源の安定調達・供給体制の確立 

  ⦿バイオマス資源の高付加価値化を実現 

  ⦿人材育成 

  ⦿地域への還元策の検討  

市民市民市民市民のののの力力力力によるによるによるによる「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり」～」～」～」～だれもがだれもがだれもがだれもが活躍活躍活躍活躍できるできるできるできる「「「「地域地域地域地域のののの財産財産財産財産」」」」    

中和中和中和中和のののの小小小小さなさなさなさな「「「「里山資本主義里山資本主義里山資本主義里山資本主義」」」」    

   地域振興会社を核とした、小さな里山資本主義の取り組み。 

住民から木材を購入し、加工して、地域内の宿泊施設の薪ボイラーの燃料として売却し

ている。そのほかにも、クロモジのアロマオイルなど、地域資源を活用した産品の企画・

生産・販売を行っている。 

湯原湯原湯原湯原のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    

    旅館おかみ、家具職人、農家、新聞屋など多彩な住民が企画 

地域振興事業   ゆず温泉大浴場  湯原温泉×ワコール共同開発  トライアスロ

ンを活用した地域振興  木工による地域振興 

美甘美甘美甘美甘のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    

 出雲街道旧宿場町「香杏館」を利用したママカフェを開設  観光・交流（クリエイト 

菅谷） 



勝山勝山勝山勝山のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    

     平成２５年から市内外の職人などによる「体験クラフト市」を開催。ワークショップを

中心としたまちづくりをしている。文化のまちとして、中央図書館（平成３０年完成予

定）とまちなみ図書館を整備していく。地元染織作家の手による約１００枚の「のれん」

が軒先にそよぎ、「まちの顔」となっている。 

久世久世久世久世のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    

 まちなか観光の拠点整備（地方創生加速化交付金事業） 

 サイクリングステーション・トイレ等  ＣＬＴランドマーク施設を核とした「まちな 

か回遊」を生み出す。 

旧尋常小学校校舎の活用（懐かしの学校給食・挙式披露宴）などを市民団体「まにワッ

ショイ」を中心に行っている。音楽グループは、ＣＤを制作し、年末の紅白出場にむけ、

奮闘している。 

落合落合落合落合のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    

  旧上田小学校の校舎をカフェやコンサートなどに利活用するプロジェクトが地域住民の

手で行われている。 

上田むらおこしの会が中心となって、春祭り、あじさい祭り、夕すげコンサート、紅葉

祭りなどを開催し、市内から大勢の人が訪れている。 

女性が中心となって地域を盛り上げていこうという、「新しい動き」が生まれ始めている。 

北房北房北房北房のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    

北房地域の商店街を昭和の香り漂う街並みに再現し、地域活性化を図っている。 

すっぽんを活用したまちおこし（旅館などで提供） 

インタナショナル・シェアハウス事業を実現するため、ふるさと納税のクラウドファン

ディングを実施。（Ｈ２８年８月オープン） 

総務省地域経済循環創造事業交付金採択事業「あざえ茶屋」の開設。 

○○○○農山村農山村農山村農山村・・・・中山間中山間中山間中山間のモデルをのモデルをのモデルをのモデルを目指目指目指目指してしてしてして    

    真庭市の価値を次世代に引き継ぐために～「ひと」を育てること 

 真庭市の地域資源は、先人から受け継いだ財産。 

 今、真庭の森の木は、５０年前の人たちが、「未来の真庭の人のため＝応援するため」に

育ててきたもの。この精神が、真庭の人と文化と自然環境を作り、今の真庭市につなが

っている。今、私たちもこの精神を受け継ぎ、将来の人の人生を応援する。 

（（（（真庭市真庭市真庭市真庭市のののの地域政策地域政策地域政策地域政策・だれもが・だれもが・だれもが・だれもが地域地域地域地域のののの財産財産財産財産））））        

        「「「「真庭市未来真庭市未来真庭市未来真庭市未来をををを担担担担うううう人応援基金人応援基金人応援基金人応援基金」（」（」（」（１０１０１０１０億円億円億円億円：：：：真庭市一般会計真庭市一般会計真庭市一般会計真庭市一般会計３１５３１５３１５３１５億億億億円円円円））））をををを設立設立設立設立    

   真庭市でもっとも大切な「ひと」を育てることが、真庭市の未来を育てること。 

  それが「真庭ライフスタイル」の未来。 

  真庭ライフスタイル＝地域資源を生かした、新しい価値観による生活スタイル 

   ⦿地方にあって、都市部にないもの 



    人のつながり、だれもが活躍できる機会、自然、里山文化、高齢者の知恵（金銭

に換算できない豊かさ、価値） 

   ⦿特に真庭にあるもの 

    住民の自主性、安全安心、多彩な地域（たくさんの選択肢の中から自ら選ぶ） 

    しごと・教育・子育て支援・利便性（地方創生の柱） これらを中山間地域につ

くり出すことで、真庭市の課題を克服していく＝「真庭モデル」 

 

  真庭市と田辺市を対比すると、海があるか無いかの違いで、面積、それに対する人口

比も合併時も同じ頃。講義を伺って、地域づくり、人づくりの大切さを大いに学ばせ

て戴きました。  

                  

 

●第第第第 3333 講講講講    地域地域地域地域イノベーションをイノベーションをイノベーションをイノベーションを生生生生みみみみ出出出出すすすす行政運営行政運営行政運営行政運営をををを考考考考えるえるえるえる    

講師 全国市町村国際文化研修所教務部長 松藤 保孝 氏 

 

イノベーションとは、技術革新という意味でよく使われているが、本来新しいものを生産

する、あるいは既存のものを新しい方法で生産することである。また、既存の価値を破壊

して新しい価値を創造していくことでもある。 

これを行政運営に当てはめてみると高度経済成長期のような安定・継続の時代、右肩上が

り思考、依存の政策の継続思考から脱却し、個性重視、未来志向の発想へ切り替えなけれ

ばならない。一時的な痛みの負担はあるが、これをチャンスと捉え、未来を創造するため

の新たなシステムを構築する必要がある、ということだ。 

個性重視の社会では、各地の住民にとってはチャンスであり、市町村の役割と責任はより

重要になって来る。 

住民とともに実現を目指す理想の未来を決めるために市町村行政は、住民の能力を生かす

チャンスと捉え、政策立案していくことである。この場合、全員が納得するビジョンはな

いので、議論し、最終的に多数決で決定するしかない。ここで、住民のうち誰の夢や希望

の実現を優先し、誰を犠牲にするか決めるのが政治である。 

実行にあたっては、受け身、顕在化した課題への対抗でなく、住民の夢や希望を実現する

ために、各方面に戦略的な働きかけをするのが政治力である。 

このために職員や法制度、予算上から現体制を見たとき「できること」ではなく、「やるべ

きこと」の実行を考える人事管理が重要である。また、既得権を守ることが公平、公正、

平等でない。人の強みよりも弱みに目を向ける者をマネジメントにしてはならない。 

リーダーシップとは、人のビジョンを高め、成果の水準を高めることである等々、松藤先

生の講義の中で多くの共感があった。 

これらのことをわが市の行政運営に照らし合わせて考えてみた時、新たな政策に対し積極



性に欠けるように私は思えてならない。必要なこと以上やらない、余計なことをすると嫌

がられるので、小さくまとまってしまっている。情熱をもって突き進むことによって、開

かれていく道があると思う。また、1 つの政策に対して長期ビジョンが必要であり、それに

あたる職員が 2，3 年で異動するのでなく、10 年位はじっくりと取り組んでもらいたいもの

である。 

顕在化した課題に対応するだけでなく、市民の夢や希望を実現するため、各方面に働きか

け、その実現に向けて私も研鑽を積んで働きたいと思った。 

 

 

●第第第第 4444 講講講講 人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会におけるこれからのにおけるこれからのにおけるこれからのにおけるこれからの行政行政行政行政のののの役割役割役割役割    

講師 慶応義塾大学教授 樋口 美雄 氏 

人口減少や人口構造の変化（生産年齢人口の減少、老年人口の増加）は、内需の減少や潜在成

長の低下、社会保障の負担、増加による財政収支の悪化など経済成長や経済構造に影響を与え、

その結果として地域社会の衰退が懸念される。 

また、人口減少によって、社会的共同生活の維持が困難になり、限界集落問題が日本各地に広が

っている。 

今回、人口減少社会におけるこれからの行政の役割と題して、樋口美雄氏の講義を聴く。 

この講義に先立ち、受講生の事前アンケート調査、「人口減少は、自治体において、何が課題にな

るか」があり、以下が各、受講生の地域課題である。 

① 産業の縮小、税収の減少による財政の悪化  ②  雇用問題 

③ 地域コミュニティの低下 ④ 公共交通、公共インフラ（維持費等）の問題 

⑤ 中心市街地の衰退 ⑥ 空き家対策、耕作放棄地の問題 

⑦ 住民サービスの低下問題 等、   受講生の地域における課題があげられた。 

○ 田辺市の人口推計を見る中、2,035 年には、6 万人、2,040 年には、5 万 6 千人、 

2,035 年、人口の年齢構成（％）の推移 0～14 歳 9.7％，15～64 歳 51.6％ 

65 歳以上 38.8％と予測されている。 

○ 地方から三大都市圏への人口移動 

① 1960～70 年 高度成長期 第一次オイルショック 

② 1980～93 年 バブル経済 バブル崩壊 

③ 2000～   ＩＴバブル崩壊 

3 度の地方から都市圏への人口移動が起こっている。都市圏への移動は若者が中心であるが、

1980 年以降は、東京への一極集中が進んでいる。 

15 歳から 29 歳の若者が男女ともに流出しており、若年女性が流出することにより、15 歳～49 歳女

性の人口割合が下がり、高齢化率は増加する。その結果、出生数が下がり、死亡数が増加するた

め、人口自然減少が起こる。 

社会減少と自然減少のダブル人口減少により、地方圏の人口減少はスピードを増している。 



子どもを産み育てるのは 10 代～40 代の若年層、又、若年層は働ける世代である。 

人口減少対策は、稼働年齢層（15 歳～64 歳）が対象である 

その中で、若年層を取り巻く生活環境は厳しい。長時間労働、残業しないと賃金が少ない。住宅・

自動車ローン、教育費、医療費、生活費等を抱え、精一杯の生活を送っている。安心して子育て、

安心して生活できる体制を早急につくり、若者向けの社会保障の充実を考える必要があるように考

える。 

 

 

 

 


