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協働セミナー講演録

○テーマ：自治を回復し、まち・むらの課題を、まち・むらの力で解決するために

○講 師：ＩＩＨＯＥ代表者 川北 秀人 氏

○日 時：平成２３年１月１４日（金）午後１時３０分～午後５時

○場 所：旭川市民文化会館 大会議室

○参加者：９１人（市民３４人、市職員５７人）

【司会】

皆様お待たせいたしました。只今から協働セミナー「自治を回復し、まち・むらの課題を、まち・む

らで解決するために」を開催いたします。本日のセミナーは市民と職員の合同セミナーとなっておりま

す。市民の方約３０名、職員約６０名のおよそ９０名の皆さんにご参加いただいております。誠にあり

がとうございます。お手元に本日のプログラムをお配りしておりますけれども、本日は講義・グループ

ワーク・個人ワークなどによる研修になっております。セミナーの終了は午後5時を予定しております。

皆様最後までどうぞよろしくお願いします。それでは協働セミナーの開催にあたりまして、旭川市長西

川将人よりご挨拶を申し上げます。

【市長】

協働セミナーの開催にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。今日は司会者からもすでに触れ

ていただきましたが、各地域の市民委員会やＮＰＯの皆様が約３０名、旭川市役所の職員は部長職など

の管理職を中心に約６０名ということで、約９０名の合同研修会ということで開催をさせていただきま

した。こういった形の研修会は当市におきましては初めての試みでありまして、これから様々な講義の

後に作業等、グループワーク等があるということでありますけども、大変期待しておりますので夕方ま

で皆さん是非有意義な時間にしていただければと思います。

今日はＮＰＯの活動促進や協働の推進について、第一人者として全国でご活躍されているＩＩＨＯＥ

代表の川北秀人様をお招きいたしまして、このような研修の機会をつくらせていただくことができまし

た。川北様、本日はお忙しいところありがとうございます。

市民が市政の主人公であり、また、まちづくりの主役であるというのはいつの時代も変わらない不変

の理念かと思います。私自身も常日頃からこの気持ちを忘れずに市政の執行・運営をしていかなければ

ならないということで、これまで取り組みを進めてきているところでありますけども、今日は特にこの

ように市民の皆さんと私ども行政が一丸となってまちづくりを進めていく上での様々な意識や情報の

共有を図っていただく、また共通の認識をもっていただく上での大変貴重な機会になるのではないかと

考えております。

旭川市の職員のみならず市民の皆様の知識・技術があらゆる面で力になってくると考えておりますし、

それぞれの得意分野・特性が最大限に発揮できるような環境づくり、また信頼関係をどのように醸成し

ていくかということも、私どもの今後の地域づくりの中で大変重要になってくると考えております。

市役所の職員の皆さんには、現場で課題を抱えている市民の皆様の声を、どのように吸いあげて行政に

生かしていくことができるかということが大変重要であります。また本日は日頃から地域活動に大変御
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尽力いただいている民間の皆さんにもお越しいただいておりますが、私ども行政では手の届かない、ひ

とつひとつの細かい部分までという視点においては、皆様のお力を借りなければこういった協働という

のは前進することはできないという思いであります。ぜひそんな意見交換などをしていただければと思

います。

旭川市役所におきましても地域力の向上を大きな市政の柱に掲げまして、今年度から色々な事業を展

開しております。例えば市民委員会のチャレンジ事業や協働事業提案制度、各支所に設置した協議会を

通じての地域づくりの取り組みなど、色々な事業がスタートしたばかりですが、これらを更に発展して

実のあるものにしていくために、ますます取組を進めていかなければいけない。そのためには行政も市

民の力に頼るだけではなくて、ひとりひとりが自らの判断、また責任において主体的に考えて、行政サ

イドからどんどん提案していくことも大変重要だと考えております。

行政は縦割りという弊害が組織の大小を問わず課題としてありますけれど、縦の壁をどんどん破って

組織内の横の連携、庁内の協働を更に促進していくことで柔軟な発想が行政の大きな柱として前進して

いく事はできると考えております。また、人と人との交流ですとか、まちづくりのリーダーとして、あ

るいは裏方として、そしてまたひとりの市民として、あらゆる角度からまちづくりに取り組んでいただ

きたいと考えておりますので、そんな意識も持ちながら今日は取り組んでもらえればと思っております。

行く行くは色々な分野、また色々な人達にこのウイングを広げていくことが更なる協働の前進につな

がると考えております。例えば民間の企業、教育機関、研究機関など色々な団体がありますが、みんな

で一致団結をしながら「全員参加」で同じ方向に向かって行くというような旭川のまちづくりを実現し

ていければと考えております。そこにたどり着く道というのは決して平坦な道ではありません。色々な

人が集まれば意見の対立や軋轢などが当然出てくるだろうと思いますが、そこから議論をしてひとつひ

とつ解決していくことが 前進につながるだろうと考えておりますので、意見の対立を恐れずに色んな

部分で本音をぶつけ合いながらまちづくりをしていくということが今後更に重要ではないかと考えて

おりますし、今日はまずその第一歩としてこのセミナーを皆さんの意識の中でもっていただきながら臨

んでいただければと思います。

私どもは試行錯誤で取り組みをしているところでありますので、不足している部分がたくさんあるか

と思いますが、皆様方の御理解をいただきながら、共に進んでいければと考えております。簡単ではあ

りますが、冒頭にあたっての私の思いと皆様へのお願いに代えさせていただきたいと思います。今日は

どうぞよろしくお願いします。

【司会】

続きまして旭川市市民生活部市民協働室長の北澤より旭川市の協働の取組みや施策について ご説

明させていただきます。

【北澤室長】

本市の協働の推進につきまして、これまでの取組状況や今後の予定につきまして、お手元にお配りし

た資料に基づいてご説明いたします。

まず初めに、協働を推進することの第一の目的でありますが、平成１８年度に策定された第７次旭川

市総合計画の重点目標の１つにも掲げられた「市民の主体的な自治によるまちづくり」の実現にあると

考えております。
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もちろん自治体の厳しい財政事情や、行政だけではきめ細やかな公共サービスの提供がなかなかでき

ないという状況が生じてきている事情もございますが、協働を推進する理由はそうしたことによること

だけではなく、そもそも市民がまちづくりの主役となるための手法であると考えております。

さて、本市の取組でありますが、平成１８年６月に策定いたしました、市民活動基本方針に基づき、

これまで市民活動の促進と協働の推進の取組を進めてまいりました。具体的には平成１８年度に市民活

動を実践している市民で構成する市民活動促進検討会議と、市役所内部において庁内協働ワーキンググ

ループを設置しまして、市民、職員双方の視点から協働についての議論を進める中で、市民活動と協働

の拠点となる市民活動交流センターの開設に向けた検討、それと協働モデル事業の提案などの取組みを

実施してまいりました。なお、協働モデル事業の８事業については資料の２枚目にお付けしております

ので、参考にご覧になっていただければと思います。

平成２０年５月の機構改革の際に、新たに市民協働室を設置し、本格的に協働推進体制を整えたうえ

で、更なる協働の推進と拡大に向けて新規事業の構築に向けた検討を始めました。

この新規事業は、市民活動促進検討会議と平成２１年に新たに設置した市職員による庁内協働推進会

議の二つの会議において、同時並行して議論・検討をすすめ、元々市民活動基本方針にも明記されてお

りましたが「市民活動団体と行政が双方から事業提案できる仕組み」を具体化したものとしまして、先

ほど市長からもありましたが、協働事業提案制度である「市民の企画提案による協働のまちづくり事業」

を構築し、今年度から実施しているものであります。これにつきましては資料の３ページ目と４ページ

目に事業の概要、採択状況についてまとめてありますのでご覧下さい。

この協働事業につきましては、負担金として予算枠３００万円、１事業につきましては予算上限５０

万円というような事業規模でありましたが、それに対しまして１６団体から事業の提案がございました。

公開プレゼンテーションを経た審査委員会におきまして行政提案型、市民提案型各３事業の計６事業が

採択され、既に事業が実施されているものでございます。本日はこの事業を提案いただいた市民活動団

体の方々にも多数御参加いただいておりますので、後ほどセミナーのプログラムの中でグループワーク

等が行われたときには、実際に協働事業を提案された経験をふまえて活発な議論や意見交換を進めてい

ただければと考えております。

なお、この事業につきまして、初年度の反省を生かしましていくつか見直しを図る予定で現在準備を

進めております。１つはスケジュールの問題であります。今年度は４月に事業の募集を開始しまして、

その後、７月に審査委員会を開催する日程でありましたために、実質的に８月以降に実施する事業しか

提案できないという課題がありましたことから、日程を極力前倒しまして、６月から事業を開始できる

ように、現在調整を進めているものであります。

このリニューアルする「市民の企画提案による協働のまちづくり事業」の行政提案型のテーマの募集

については、すでに募集中ですので各部局からの積極的な提案をお待ちしております。

さらにこの事業の今後の展開でありますが、この協働事業提案制度は基本的に単年度事業であること

から事業の継続性という点では課題を抱えています。今後はこの事業での実施を通じ事業効果が高いと

評価され、継続が必要であると認められた事業につきましては、各部局の主体的な事業として予算化が

出来るような仕組みづくりなどを検討する必要があると思います。

いずれは、各事業担当部局において、独自に協働事業の予算化をし、実施していけるようなシステム

にまで発展することが望ましいと考えております。協働につきましては事業の特性上、取り組みやすい

部局ばかりではないと考えますが、当面は市民活動課が中心となりまして、より協働を実施しやすい環



4

境づくりを整えていく必要があると考えておりますので、様々な機会を通じましてご意見やアイディア

等をお寄せいただきます様にお願い申し上げます。

制度や環境整備につきましては以上でございますが、同時に協働につきましては意識の醸成を市民の

皆様、市職員のそれぞれ図っていく必要もあると考えるものであります。本日のセミナーもそういった

趣旨で実施するものでありますが、セミナーを通じて学んだことや気づかれたことなどについて、お帰

りになられてから、それぞれの関係者や所属職員に対して広めていっていただければ、開催の意義が一

層高まると考えますのでよろしくお願いします。

以上のように、当面は協働に関する制度等の環境整備と、協働に関する知識や意識の醸成に関する事

業を２本柱としまして取組を行ってまいりたいと考えております。そして将来的には、これらの取組を

積み重ねながら市民活動団体と市政との協働に留まらず、民間企業や教育機関、研究機関あるいは周辺

自治体などまちづくりに係わるあらゆる主体が入り混じった形で複合的に協働できる環境を整えるこ

とが理想であると考えていますが、まずは着実に市民活動団体と行政の協働を促進し定着させていくこ

とを主眼に、市民協働室と致しましても一層の協働の促進に向けまして、皆様と協力しながら様々な施

策を展開してまいりたいと考えております。

最後になりますが、いうまでもありませんが協働の取組みは、行政が一方的に市民活動団体に協力を

お願いするものでも、市民活動団体が市に活動の支援を求めるものでもありません。市民、行政双方の

納得と合意のうえで、共通の目的を見出しまして、その実現に向けて互いの特性を活かした協力を取り

組むこと。それが協働でまちづくりを行うということであると考えております。

以上、市民協働室から協働事業についての説明とさせていただきます。

【司会】

お待たせいたしました。準備が整いましたので講義のほうに移らせていただきます

それでは本日の講師の川北秀人様をご紹介いたします。川北様は１９８７年に㈱リクルートに入社され、

広報や国際採用などをご担当されていました。１９９１年に退社されたのち、国際青年交流ＮGO の日本

代表や国会議員の政策担当秘書などを勤められ、１９９４年に IIHOE[人と組織と地球のための国際研究

所]を設立され、NPO や市民団体のマネジメントや企業の社会的責任 CSR への取組みを支援すると共に、

NPO と市民団体と行政との協働の基盤づくりに取り組まれています。２００４年から２００９年にかけ

ては全国各地の NPO支援センターと協働で約２００の自治体とNPOとの協働しやすさを７段階で評価す

る世界発の調査「協働環境調査」を実施し、その結果をもとに毎年４０以上の自治体で職員と NPO との

合同研修を開催するなど全国各地でご活躍されています。本日は協働に期待される成果や本来の意義な

どにつきまして具体的な解説とグループワークを交えながらご講義いただけるものとお伺いしており

ます。それでは川北様よろしくお願い致します。

【川北氏】

みなさまこんにちは。お忙しいところお集まり下さいまして、ありがとうございます。旭川にお邪魔

しはじめて１０年近く経ちますが、こんなに雪が降っていたのは初めてです。旭川ＮＰＯサポートセン

ターさんを通じて旭川には何度もお邪魔していますが、市役所には今回が初めてでございます。今回の

研修に各部の部長さんを始めとして、庁内の幹部管理職の方にこれだけお集まりいただき、市長を始め

みなさま方の熱意が伝わってまいりました。



5

今日、前半は、よそのまちで協働がどう進んでいるのか、なぜ旭川で協働をしなくてはならないのか

について理解を深めていただき、後半は、知っただけではできませんから、どうやって今年度、来年度、

再来年度と、協働を旭川で進めていくのかということを考え、意見交換するという作業をしていただこ

うと思います。前半はどうしても、ずっとお話を聞いていただく事になりますが、どうかご容赦くださ

い。

協働はなかなか始まったり広がったりしないのですが、主任、主査など現場でお仕事をされている

方々は、協働の必要性を痛感している方が多いです。なのになかなか広がらないのは、「協働って何」

とか、「なぜ協働が必要なのかわからない」、「どうやって始めていいのかわからない」ということです。

今回は事前に、市の管理職の方々にはアンケートにお答えいただきました。お忙しい中ご回答いただき

まして、ありがとうございました。

私どもの団体の簡単な紹介ですが、本業は市民団体向けの勉強会です。昨日は札幌で、その前の２日

間は東京にいたのですが、その前日は大分、明日までは旭川にお邪魔していますが、そのあとは仙台に

行くというような毎日を過ごしております。１年間に１００か所くらいの地域にお邪魔して、まちづく

り協議会をどうやって運営していけばよいのかとか、やらなくてはならない仕事が増えているのに現場

で若い人がなかなか参加してくれないがどういった解決方法があるのか、ということにお手伝いしてお

ります。これが私どもの組織の収入の半分くらいを占めていまして、残る２千万円の内の１千万円くら

いが、今日のように行政の方々と市民団体の方々とで協働を学ぶ機会を年間４０か所ぐらいでお手伝い

させていただいております。

先ほどの市長と室長のお話を簡単にメモしてみました。大きく言うと３つのポイントで、「市民が市

政・まちづくりの主人公である」というのは、不変・普遍であるということ。２つめは「地域力の向上

は市政の柱である」、そして、意見の違いはあるだろうけども、一致団結して「全員参加」でまちづく

りを進めていきましょう、ということを市長はお話しされていました。市民が市政・まちづくりの主人

公であるということは、市民と行政が一丸となるための共通認識づくりが大事ですし、市民の知識・技

術・特性が活かされて信頼関係をつくっていかなければならない。また、職員が現場で課題を抱えてい

る市民の声をどう活かせるのか。行政では手が届かない細やかな視点の共有も大事だと呼びかけられま

した。地域力の向上という観点でいうと、支所単位の協議会を設けると。また行政は、市民にお任せ、

頼るだけではなく、自ら判断して責任を取って発揮していかなければならない。縦割りの壁を破りなが

ら庁内協働も促進していかなければならないですし、今日のような機会をうまく使って、人と人との交

流を大切にしましょうといったことをおっしゃいましたね。

北澤室長からご紹介いただいた話は、２００５年にまとめられた７次総計は１０年計画で重点目標の

中に市民の主体的な自治というのが入っている。庁内でワーキングも作って市民活動促進と協働推進の

会議もでき、当面の 2 つの大きな役割としては環境整備と意識醸成をする。環境整備に関しては「市民

の企画提案による協働のまちづくり事業」があって今年度からはじまった。市民、行政の双方から提案

ができて、負担金の上限３００万円で６事業採択されて、来年度に向けて見直しを始めている。一つは

選考を早くするということ。今までのペースでは８月になってしまいますよね。夏の短い旭川で８月ス

タートというのはあまりにももったいない。６月ではなく、僕はもっと早く４月にスタートするべきだ

と思う。他の市・町では補助金・負担金の制度で４月からスタートしているところもありますので、旭

川市もがんばりましょう。それから、各部局からの提案をお待ちしておりますということでした。負担

金制度は単年度になるものは多いのですが、各部局の継続の形に移行して行くべきではないかというお
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話がありました。確かにそのとおりだと思います。こういった制度を協働推進する部署で設けると、実

際に事業を実施する担当部署は「自分達とは関係ない」と思って予算をとられないということが増えて

しまう。それでは「協働制度栄えて協働滅びる」みたいなことになってしまうので、ぜひ各部署の責任

で、次年度以降はどうするのか、実験はこの制度をつかうとしても、本番・定着化は各部署の責任にお

いてやっていくということを、この機会に確認していただきたい。そして意識醸成という点では、本日

のような研修がありますということでした。

まず事例のご紹介から。資料の１０ページをお開きください。アジア・フィルム・ネットワークが行

っている、映画などの撮影支援の事例です。愛媛県では、市民団体と行政が連携して撮影の支援を行っ

ています。流行語大賞をとった映画「世界の中心で愛を叫ぶ」、また、トヨタのレクサスが大きなつり

橋を走りぬけていくＣＭ。アジア・フィルム・ネットワークという団体は、名前のとおり、アジアの映

画が好きな人たちが、映画を観るためにつくった団体です。ところが、観ているうちに、映画に出たく

なってきた。でも自分たちに主役はできないということは、すぐにわかる。そこで、エキストラになる

練習をしたけれども、声が掛からない。当たり前ですよね。作品が来なければ、出られないわけです。

そこで「行政と一緒に作品を呼ぼう！」ということを、２００１年ごろに言い出した。行政も、映画を

呼んで観光客が増やせないかと考えていた。

映画の撮影には、いろいろな仕事が必要になってきます。撮影している最中も重要ですが、撮影前・

撮影後と、画面上の資料の上から下へと時間が流れると考えていただいて、青い字は行政が担当したこ

と、赤い字は市民が担当したことです。それぞれが得意なことを組み合わせた結果です。先ほど、電車

が止まっていたシーンをご覧いただきましたが、松山の県庁前という、車の通行量が最も多い交差点で

す。当然、周辺で走る車も停まらなくてはならない。そこで信号を５分間とめました。こんなことは、

市民にはできないので、許可を取るところは行政がやる。しかしロケが始まると、天候の関係などで、

明日・明後日に撮ろうと思っていたシーンを、今日のうちにできる限り撮りたい、という変更が起きる

かもしれない。そんなときに、エキストラの人たちの調整を、行政の方がやっていたら大変なことにな

りますが、この人たちはもともと映画に出たい人たちなので、お互いの電話番号も知っている。一人に

１０人ずつくらい電話をかけてもらえれば、１００人くらいはすぐに連絡ができます。また、２週間も

現場で撮影が続くと、お昼ごはんが毎日同じだと元気がでないですよね。助監督さんが、担当の方に相

談するんです。その相手が行政職員の方ですと、まじめな方が多いですから、地域の仕出し屋さんやお

弁当屋さんからメニューを集めてくる。でも、助監督さんが欲しいのは、メニューの束ではなく、どこ

にどう頼めば良いかという事なんです。そこでまじめな公務員さんは、「私は公務員なので、平等・中

立・公平の観点から、特定の業者を推薦することはできません。入札でもしますか？」と答えるんです。

そんなことをやっていてはダメ。でも市民なら、美味しい味噌汁の惣菜屋さんや、お米屋さんにおにぎ

りを握ってもらおうと組み合わせることができる。協働とはこのように、官と民とが違う力を組み合わ

せることを意味します。市長がおっしゃられていたように、市民の力を借りて、今までできなかったこ

とに取り組んで行くことです。

もう一つご紹介したいのは「地域循環ネットワーク」の例です。会長の金子さんという方は、新潟県

長岡市の方で、１９７０年代の半ばにご自身の家で出た生ごみに、ＥＭ菌をつかって堆肥にすることを

始めたんです。そうして１９９４～５年くらいまでの間に、２０人くらいのお友だちを増やされたんで

すね。ここから先がこの方の面白いところなのですが、家庭の生ごみで出来ることは、学校給食でもで

きないかと考えたんです。長岡市の学校給食は、センターではなく各学校で作っています。その各学校
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で出る生ごみを引き取りましょうということを、９つの小中学校で９７年かに始めた。そうするうちに、

これは全校でできるのではと、２０００年から０１年にかけて、教育委員会の学務課と組んで、どうや

ったら各校で展開できるのかを２年間かけて調査した。堆肥にすると時間がかかるので、ＥＭ菌を混ぜ

て豚の餌にしようと。それを食べて出きた豚肉を、学校給食にします。つまり循環型の地産地消給食で

す。これは学校だけでも市民だけでも、絶対にできないですよね。最初は５３校、今では旧・山古志村

など合併されたところの保育園や小中学校も合わせて１２２校の生ごみを集めています。一日約１トン

を、２人ずつで１０校くらい回るという体制で続けていらっしゃいます。

なぜ今、協働が求められているのか。端的に言うと、今までの旭川とこれからの旭川は違うからです。

今年は２０１１年。去年は日本にとっていろんなな意味で歴史的な転換点でした。一番大きいのは、世

界第２位の経済大国ではなくなったことです。１９８９年に昭和が終わり、２０００年に２０世紀が終

わり、２０１０年にはとうとう、世界第２位の経済大国でもなくなった。これから１０年経って２０２

０年になったら、日本と中国でどれくらい経済規模が違うか。中国のＧＤＰが仮に年率７％しか成長し

ないとして、日本は総理大臣が誰に替わっても１パーセントに届くか届かないかですから、それが１０

年続くと、日本のＧＤＰは５００兆円を少し超えるくらいですが、中国のＧＤＰは１０００兆円をもち

ろん超えて、場合によっては１１００兆円を超えるかもしれません。そうです。日本のＧＤＰは、１０

年後には中国の半分にしかならないんです。ご参考までに、昭和が終わった翌年の１９９０年はバブル

の絶頂期の年でしたが、そのとき中国のＧＤＰは、日本の８分の 1 でした。

みなさんひょっとして、昭和につくった行政の仕組みや地域づくりを、そのまま続けようとしていま

せんか。時代は変わっています。これから旭川はどうなっていくのか。人口で見てみます。１９９０年

と２０００年の国勢調査の結果と、国立社会保障・人口問題研究所が出した２０３５年までの予測を元

にお話しします。

旭川の人口が減り続けているということは、みなさんはご存知だと思いますが、「少子高齢」という

言葉は知っていても、現実をご存知無いと思います。数字で理解してみましょう。旭川市において１９

９０年に０歳から１４歳までの子どもは６万５千人いたのに、今は４万人しかいないのです。普通はこ

こでどよめきが起きるのですが。約４割減りました。思い出していただきたいのですが、第２次世界大

戦の間に、旭川では子どもが４割も減りましたか。減ってないですよね。ちょうど１年前のハイチの地

震でも、押しつぶされて１０万人、感染症でその後１６万人、合計２６万人亡くなっていますが、それ

で４割も子どもが減ったと思いますか。減っていないですよね。

わずか２０年の間に旭川が経験した少子化は、人類史上、飢餓でもないくらい、つまり不作が１０年

続いて食糧が底をつきましたということでもない限り、人口総数がほとんど変わらないのに子どもだけ

が減った国はありません。われわれ市民団体が、なぜ子育ての支援を行政や企業と協働しようしている

かといえば、「このまま旭川市を放っておくのですか？」」ということです。厚生労働省の統計によると

今、女性が一生の間に産む子どもの数は１．３６人ぐらい。これが仮に１．５０人に戻ったとしても、

旭川では２０３０年に０歳から１４歳の人口は２万４千人にしかならない。つまり、今からさらに４割

減る。放っておいていいわけないですよね。官・民で協働するしかない。行政だけで解決できるわけが

ないですよね。

内閣府や厚生労働省は、毎年３０００組くらいの若い夫婦にアンケートをとっています。「何人子ど

もを持ちたいですか」と訊いたら、「２．５人欲しい」と言うんです。ところが「ここでストップせざ

るをえない数は何人ですか」と訊いたら１．５人なんです。ちょうど一人分産まれてこない。ではなぜ
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産まないのかと聞くと、理由の１番めは「経済的な不安」。私の今の給料や雇用形態、派遣や非常勤や

緊急雇用では、２人め、３人めはもてない。３番めの理由は、「地域の子育て力が見えない」。僕は１９

６４年の東京オリンピックの年に生まれましたが、子供のころは、うちの親が忙しくても、子ども会や

スポーツ少年団などの「地域ぐるみで子育てする力」というのがありましたよね。

そして２番目の理由は、「親の介護が不安」です。６５歳以上の人口が１９９０年には４万人にだっ

たのが、今では９万人。２．２倍に増えました。１５歳で義務教育を終えれば働くことができますよね。

６５歳になれば年金がもらえます。その間の年齢のことを生産年齢人口といいます。この人口で何人の

高齢者を支えているのかというと、１９９０年時点では６人で１人を支えれば良かったのが、２０１０

年は２．３人で１人を支えているんです。つまり１５歳から６４歳までのいわゆる現役世代の方々が、

６５歳以上の高齢者を支えなきゃいけない負担が、わずか２０年で２．５倍になりました。しかも２０

２０年には、１．５人で支えなくてはならない社会になります。ここで普通はどよめきが起きるのです

が、大丈夫ですか。

さらに７５歳以上の人口をみてみると、２０１０年の時点で４万２千人。これから１０年間で３割増

えます。これを想定したまちづくりを、もちろん、部長さん達やっていますよね。行政の仕事はいろい

ろあると思うんです。前からやっていたこと、国から言われたこと、それをどう着実にこなすかももち

ろん大事だと思うんですが、行政の、特に上級管理職の方々に期待されているのは、次に備えるという

ことですよね。次のために、どういう制度や仕組みを用意するのか。そのアイディアを現場から出して

も良し、部長さんが号令をかけて発案しても良し、次に求められる仕組みづくりをやっていくのが、幹

部管理職の仕事ですよね。

今日は、共通の目線として、わずか１０年後に１．５人の生産人口で高齢者１人を支えなくてはなら

なくなり、かつ子どもが１０年間で１万人減ってしまう。そんな旭川を、市民と行政の力を合わせてど

う支えていくのかについて知恵を出し、今年度、来年度できるかことは何かを議論していただきたいと

思っています。

もう少し細かくお話しすると、２０２０年に旭川の高齢者率は３５．６％になると、厚生労働省は予

測しています。それは全国平均よりも１５年早いです。国を待つのではなく、１５年早く手を打たなけ

ればならない。７５歳以上の後期高齢者の人口が６万人になり、１０年間で３割増えるわけですが、こ

れは市民の５人に１人になる。住民の２割が７５歳以上のまちになるということを覚悟して、地域づく

りをしていますよね。その時に備えて、どんな体制が必要かを、ちゃんと住民と考える機会をもってい

ますよね。いままでも行政の方々は「お金が無い、お金が無い」といってきた。そういうあいまいな言

葉を使うのは止めましょう。２０２０年には、今と比べて生産人口が１７パーセント、つまり６分の１

も減る。２０００年と比べると４分の１も減る。世帯当たりの所得が変わらないなら、住民からの税収

は減る、しかし後期高齢者が増えるから、歳出は増える。だからこそ、そういうことを想定して、地域

に力が残っている間に、地域でできることは地域にお任せする、権限も予算も渡していくということで

す。行政がすべて決めて予算を付けて、ではなく、地域にできることを地域にお返ししていくというこ

とを、サッサとやらなくては駄目だと、通りがかりの僕は思うのですが、みなさんはどうですか。

もうひとつ、人だけではなく、インフラも高齢化します。昨年 8月に出された国土交通白書では、初

めて「インフラの高齢化」を取り上げてくれました。１５メートル以上ある橋は、全国の自治体や国が

所管しているものだけで、１５万か所以上あるんだそうです。行政が作った建物や橋、道路の耐用年数

は、何年だかご存知ですよね。５０年です。橋では２０２０年までに、全国の１５万か所のうち、４分
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の１以上が５０年を経過します。今までは公共事業という名の元に、道路や橋、病院をつくってきまし

たが、それを守り抜くための財源として、どのくらいの基金を積んでいますか。この試算さえしていな

い自治体がほとんどです。

このままでいいはずがない。今までとは違う仕組み作りをしなきゃいけない。今回、管理職の方々の

アンケートを見ていて、協働は手間がかかるからとか、よくわからないとか、何で協働がしなくちゃい

けないのかわからないという部長さん方が何人もいらっしゃった。僕には理解できなかった。僕がたっ

た１５分でつくった資料を見ても、これだけのことはわかるはずなのに「大丈夫だ」と思っちゃうんで

すかね。僕は、絶対大丈夫じゃないと思う。

いろんなところでお手伝いさせていただいていますが、「まちのサバイバル力をどう高めるか」とい

うテーマで話してほしいと言われることがよくあります。ちょっと考えてみてください。旭川市で去年、

売上高が１番だった会社はどこですか。それは１０年前の会社と一緒ですか。売上高が１番という事は、

１番たくさん税金を納めてくれる会社ということにもなります。では５年後、１０年後は、その会社は

どこですか。それを育てていくために大事なのは、能力のある人が安定的に確保できること。そういう

人たちが安心して働き続けられる基盤をつくることは、行政の仕事です。実際に、企業の立地担当者の

方に選ぶ条件をたずねると、一番最初に「教育」という言葉をつかうんですよね。

まちづくりも、協働と同じく、目的ではなく手段です。まちづくりの達人と呼ばれる方々にお話を訊

いて、なるほどと思ったのは「あいさつができる関係づくりのため」とおっしゃられた方がいました。

私は去年８月まで約２０年間、千葉県浦安市に住んでいました。その間に人口は８割増えました。毎

年、人口の８パーセントぐらいの人が新たに浦安市に住み始めて、３パーセントの人がいなくなるんで

すが、その回転を考えてみて下さい。住民の３割から４割は、住み始めて５年以内ということです。浦

安市には、町内会の組織率が２割という地域もあったりします。しかも昨年の高齢者率は９パーセント

です。ところが浦安市は、２０２０年には高齢者率が２２パーセントになることが、もうわかっていま

す。団塊の世代の少し下の世代の方たちがマンションを買っていて、その方々の子どもさんたちは、た

ぶんよその地域に行ってしまう。地域づくりを本気でやろうと思ったら、あいさつからやるしかない。

みなさんの住んでいる地域で、あいさつできる人の数は増えましたか。私は２０年間に人口が８割増

えた浦安に住んでいて、増えなかった。４０世帯しかないマンションに住んでいたんですが、引越しす

る時にごあいさつにまわろうとしてびっくりしたのが、２０年前から住んでいたのは、僕を含めて８世

帯だけでした。確かに、ごみ捨てに行く時に、知らない人が増えていた。

あいさつできる関係は、災害のときの安心に直結します。大分県別府市の事例です。地元紙（大分合

同新聞）の２００８年１２月８日の記事です。「～災害から命を守れ 別府で避難支援訓練～ 大地震

や火災などの災害時、自力での避難が難しい障害者や高齢者の避難支援をテーマとした防災訓練が１２

月７日に別府市千代町一帯で行われた。行政による支援体制づくりが進まない中、県内のモデルケース

となる支援のあり方を探ろうと、福祉関係者と町内会でつくった実行委員会などが実施。災害時要援護

者を把握し支援方法を具体的に想定していくことの大切さが改めて浮かび上がった」。この地域の高齢

者率は４０パーセント近い。いわゆる中心市街地です。別府は群発地震が１５年に１度くらい起こる。

その際に、避難所に長期に滞在したいという高齢者がいらっしゃる。また、温泉の町なので、障碍をお

持ちの方も療養目的でたくさん住んでいる。

この訓練にはもう一つ、大きな目的があったんです。それは避難所の運営訓練です。避難所の管理責

任者は行政ですが、実際に運営するのは地域の力ですよね。
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僕がこの仕事をするきっかけの１つが、阪神・淡路大震災でした。１月１７日に地震が起きて、２４

日から２週間ほど現地にお手伝いに伺ったんですが、みなさん、避難所を経験したことはありますか。

公民館が避難所になった時、靴を脱いであがるようなタイプのところだったら、その入口を見て、この

地域の復興は早そうか、時間がかかるかどうかすぐわかりました。ある避難所は、靴がちゃんと脱いで

あって、ゴミもあるところに寄せられてあって、トイレを見てもなんとなく片付いている。もう一つは、

靴もぐちゃぐちゃ、荷物かゴミかもよくわからない。トイレも近づくのはできれば遠慮したいという感

じ。どちらが復興・復旧が早いか、わかりますよね。お昼ごはんのときにも、「お昼ごはんですよ」と

声が掛かったときに、みんなが我先にと列をつくって並ぶところと、「はいわかりました」と、何人か

の住民の方が配る側にもまわってくださる地域と、どちらの復興・復旧が早いかというと、もうおわか

りですよね。

これは平時の人間関係です。普段から地域にどういう高齢者の方がいらっしゃって、その人はこれを

噛めないとか、受験生がいるから、どこで受験勉強をさせてあげようとか、トイレの段差をどうしよう

などといったことを、地域の住民が自ら理解して避難所運営訓練を実施している地域と、防災訓練は消

防署がヘリコプターを飛ばして誰かが火を消しているところを見て、お昼ご飯に炊き出しのカレーを食

べて帰ればいいと考えている地域と、どちらが地域の力がつきますか。こんな訓練は、行政がやって出

来るものではない。住民の力を借りなければできない。

札幌市の澄川地区もすばらしい事例です。いわゆるベッドタウンで、昼間はお父さん・お母さんは働

きに行ってしまうので、地域に残るのは高齢者と子どもたちだけ。そんな町内会の連合会では、防災倉

庫にチェーンソーも置いて、普段から訓練を行っている。９月１日の総合防災訓練のときには、豊平川

の河川敷で、住宅を壊した時に出る解体ガラの下に救出訓練用の人間の形をしたダミーをおいて救出す

るという訓練を、中学生にもやらせるんです。中学生は各学年に１５０人いるんですけど、必修です。

その地域の連合会長いわく、「この地域は平日の昼間は老人と子どもしかいない。地震が都合よく週末

に来てくれたらみんな家にいるけれど、平日に来たらどうなるのか。結局、老人と子どもで地域を支え

ようと思ったら、子どもにも災害が起きたときにはどうすればいいのかを経験させておく。毎年１５０

人でも、１０年間で１５００人。そのうち２割でも地域に残ってくれれば、３００人になる」と。こう

いうことができる地域と、協働なんて面倒くさいと言っている市役所があるところと、どちらに住みた

いですか。協働は、もはややるかやらないかではなく、どうやって加速的に進めていくか。本市のある

部長さんが、「協働はよくわからないから、もう少し勉強させてくれ」と言ってるんですって。勉強す

る暇があったら、さっさとやれと言いたい。やらないと学べないですから。

もう一つ、北海道の事例をご紹介します。「子どもたちの世代が誇りを持って暮らし育つために」。こ

れは十勝の浦幌町で漁師をやっていた人の話です。１９７０年に東京の目黒で生まれた今年４１歳です。

新宿の高校を卒業して漁師になりたくて十勝に移住して、酪農でバイトを１年間してから２１歳で漁師

になって、一昨年まで１９年間やっていたという人。

彼が３５才になった６年前の話です。１５年間漁師をやってきて、初めて船で仮眠をしたら、船が転

覆した。生死の淵をさまよっているとき、「自分がすべきことが他にあるのではないか、お世話になっ

た浦幌に何かしたい」と思った。しかし１９９０年に１万２５００人いた人口が、６１００人にまで、

半分に減っていた。高校の廃校も決まって過疎化がとまらない。地域の人に話をきくと、「浦幌には何

にもない」「しっかり勉強して都会に行け」という悲観的な声しか聞こえてこない。でも、大人たちが

自分たちのまちを誇りに思い「一緒に働こう」と子どもたちに言わないと、この町に戻ってくるはずが
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ない。つまり、人口が減るのは、子どもたちが町にいる間に、大人が何を一生懸命やっているのかとい

う姿を見せてこなかったことが問題だったということに彼は気付いた。浦幌には一次産業の４業種が全

部揃っていて、農業、畜産、漁業、林業があって、食料自給率は２０００パーセント。ここが倒れたら

東京が倒れる。そこで、この町の魅力を都会に向けて発信していこうと考えた。ところが、浦幌に生ま

れ育った人は、自分の町の魅力に気づいていない。「一緒にまちづくりをやりましょう」といったら、

大人はしがらみを気にして協力してくれない。その時、彼はたまたま子ども向けの活動もしていたんで

すけど、子どもの言う事には誰も反対しないことに気が付いた。子どもたちのためだったら手伝おうと、

活動の輪が拡がった。

高校が無くなってしまったので、バスで２時間先の学校の寮に移住することになる中学校３年生を対

象に、総合学習の６０時間をすべて使って、生産者４業種を訪問して生産体験をさせていただくのと同

時に、ＪＡに協力してもらって販売体験もするという「まちおこし授業」。その結果を、町長と教育長

に発表した。生徒たちの感想は、「はじめは、浦幌の中に見に行くところはないと思っていた。でも、

自分たちはこの町のことを何にも知らなかったんだと思った」と言うんです。２００７年に予算０円で

始まったんですが、すぐ大きな反響があって、町長からもＰＴＡからも、もっと若い世代にやってもら

いたい、中３は受験もあるし、すぐ卒業してしまうからということで、２００８年からは、小学校４年

生から中学校２年生を対象とした横断プログラムとして、総合学習の時間４０時間をつかって、漁協、

森林組合、商工会、農協、町の職員と保護者が連携して、地域ぐるみで子どもを中心に位置付けしたま

ちづくりを続けています。こういう町に住んだ子どもと、社会科の授業で消防署だけ見て帰るだけの子

どもたちしかいない地域と、皆さんはどちらで子どもを育てたいですか。

私は年間に１００か所くらいの地域にお邪魔します。いわゆる限界集落を抱えているところにも、毎

年３０から４０か所お邪魔します。そういうところに伺っていてつくづく感じるのは、その地域が元気

かどうかは、人口の問題ではない、ということです。若い人の比率の問題でもない。自分が好きで住み

続けているこの地域の未来のために、本当に大切なことを実現できるように全力を尽くす。だから、出

し惜しみしない、できない、あきらめない、誰かがどうにかしてくれるなんて甘えない。

もう一つ、大分の事例を紹介します。これは農協が出している日本農業新聞の２００８年２月の記事

です。

「大分県中津市耶馬溪町の山あいに、お年寄りが通うコンビニがある。店名は『ノーソン』。街のコ

ンビニと違い、住民の力で運営する。過疎、高齢化が進んでも村で暮らし続けたいという望みが、地域

商店を生んだ。ノーソンがある津民地区の住人はわずか７００人。日用雑貨や食品、衣類などを買える

店が一つあったが、５年前に無くなった。『なんだか取り残されたみたい』。高齢の女性のつぶやきを、

今も鈴木さんは忘れていない。当時、合併も決まっていた。『役場も店も遠くなる。歩いていける店が

ないと、お年寄りは暮らしていけない。こうなったら地域の人間が動くしかない」。鈴木さんは２００

５年に、その閉店された店を買い取り、理事長になってＮＰＯを作った。入会金１０００円、年会費２

０００円で、地域の方にお呼びかけしたら、６０人が会員になってくださった。店の購入費用２５０万

円、仲間の農家で工面しあった。店を管理している店番が中畑栄子さん７３歳。「カタログを見て買う

のとは大違い。お客さんがみんな楽しそう」。店の中には休憩する場所もあり、薪ストーブも置いてあ

る。お茶を飲みながらなごむこともできる。一日の売り上げ目標は、５千円も売れればと言っていたの

が、なんと一日１万５千円も売れるようになり、年間の売上金額が４００万円を超えている。さらに、
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店のスタッフが、お年寄りたちが作った野菜や花を集めて中津市や別府市の中心部のスーパーの産直コ

ーナーに売りに行くと、おかげ様で飛ぶように売れる。これが評判になって、雑草だらけの耕作放棄地

が野菜畑に戻りつつあります」というお話です。

なぜこんなに思い入れたっぷりに説明できるかというと、北海道でもようやく力をいれてくれて下さ

ることになった、コミュニティ・ビジネス。大分県でも２００６年にたった１年間だけ、応援したんで

す。１５００万円の予算を用意して、１件につき１００万円から１５０万円くらい出すことになった。

たまたま同県の商工労働部長が友人で、相談にのってくれと言われて、私は３つ助言しました。一つめ

は、どうせ審査委員会をつくるなら、審査員の人たちに、１０月から１１月ごろ、事業の中間の時期に、

現地に派遣して助言してもらう。２つめは、現地の市町村の職員の人たちに、その中間の視察に同行し

て見にきてもらう。北海道だとどうだかわかりませんが、県と市町村って、仲が悪いところもあります

よね。県の事業には、市町村の人は関わりがないことが多い。３つめは、報告会は県の部長に報告して

提出ではなくて、審査員にも責任をもってちゃんと聞かせろと言いました。すると、「お前の言うとお

りにするから。委員長をやれ」と言われました。彼はひどい奴で、東京から行く審査員の旅費を１回分

しか用意してなかった。でも、提案した手前、２回目と３回目は自腹で行きました。

さて、このノーソン、激戦の結果、審査で落ちちゃったんです。でも、ものすごく良い提案だったの

で、お手伝いしています。これがノーソンの写真です。ノーソンって感じでしょ。入り口にノーソンて

書いてあるのがわかりますか。その横に、前のオーナーの名前が書いてあるんですよ。そうなんです。

「耶馬溪農業協同組合津民支所」って書いてあるんです。見捨てたのは農協なんです。日本農業新聞も

勇気ありますよね。

最初、彼らはカフェにしたいって言っていたんです。でも、集落の入り口の信号からここまで８km、

次の信号まで１５㎞ある。その間２３㎞には、自動販売機さえないんです。日本なんですけど円を使う

ところがないんです。こんなところでカフェを作りたいって話ですからね。みなさん、どうしますか。

こういうところって、みんなお元気なので、野菜やみかんとかイチゴとかお茶とか作っているので、

みんなに食べてもらおうと持ってくるんです。私がお願いしたのは、「持って来てもいいけど、袋に入

れてきて」って頼みました。すると、値札が貼れるんです。すると、周りに何にも無いこの場所でも、

建物の前に自転車や手押し車が置いてあったら、トラックの運転手さんが「トイレを貸してください」

って来るかもしれません。その時に、ただテーブルに野菜がおいてあるのと、袋に入っているのでは、

全然売れ行きが違う。

もう１つ、この集落って、まだ新聞が各戸に届くんです。郵便局から届くと、チラシが入らない。で

すので、そのチラシを見て、欲しいものに丸をつけて個数を書いて、店にＦＡＸで送って、それを週に

１回ここに届けてもらってください、とお願いしました。週に１回が２回になって、先ほど「一日の売

り上げが１万５千円を超えるようになった」とお話ししましたね。野菜の種とかせっけんとか、日持ち

のするもの２５０品目ぐらいを、ここにおいてもらっています。これが、中畑さんが言う「カタログで

買うのとは大違い」です。現物を目の前で見て選べる。

こういうことを言うと、「うちの地域は移動販売の人が来てて、競合したら悪いから」という人がい

ます。ここのお向かいの郵便局のおとなりには県立病院の分院があって、週に１回だけ医者が来るとき

には、ここは巣鴨みたいになります。そこに移動販売の人にも「車を置いていいですよ」といえば、喜

ばれますよね。さらには、スーパーからここに物を納めにきている人が、おじいちゃん・おばあちゃん

の野菜を見て「うちで売らせてください」となった。これはすべて、住民の力でつくりあげていったん
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です。

どうですか、協働しないと地域にとっては損でしょ。地域づくりを自分たちだけの力でやるのではな

くて、気持ちをちゃんとしっかり出して、自分たちにできることはやる。

こういう話をすると、地域の企業の人たちは、「忙しいからそんなことを手伝っていられない。不況

だし」とおっしゃる。しかし、みなさんぜひ、旭川の企業の方々に訊いてみてください。企業にとって、

旭川のまちは、お客さんがいるからそこで会社をやっているのか、それとも、地域を耕す覚悟をもって

その地域にいるのか、どっちなのかって経営者に訊いてみてください。

すごい観光地には必ず、地域を耕している人がいます。由布院の事例です。日本３大旅館と呼ばれる

旅館があるのをご存知ですよね。由布院の「玉の湯」もその１つです。この写真は玉の湯のお庭です。

雑木林にしか見えないですね。右下に白く光っているのは石畳です。ここが昔の地面でして、溝口さん

という方が今から３０年以上前に戻って社長になられた時に、もともと日本庭園だったところに盛り土

をして雑木を植えました。石畳の高さにテラスがあって、そこに椅子をおいてお茶を飲めるようになっ

ています。お客さんはなかなか帰りません。どうしてかわかりますよね。座った時の目の高さが、草花

の高さ、つまり蝶が飛ぶ高さなんです。この人は絶対に虫が好きだなと思ったので溝口さんに、「虫は

お好きですか」と訊いたんです。すると笑って、「珍しいことを訊くね。そんなことを訊く人は君が初

めてだけど、その通りです。私は日本鱗翅（りんし）学会の会員です」。会が出来て何年目かからの会

員だそうです。

次の写真は玉の湯の駐車場ですが、何本か若い木が植わっています。「この木はいつ頃、お庭に植え

るんですか」と訊いたら、また笑って「この木はうちの庭に植えるんじゃないんです」とおっしゃいま

す。どこに植えると思いますか。由布院には１２０軒前後、旅館やホテルがあって、毎年１０軒くらい

が改築・改装をします。彼はその時にプレゼントするんだそうです。

由布院は、まちづくり交付金などで道の拡幅もがんがんやっているのに、基本的なまちの景観が変わ

らないのはなぜだろうと思っていたんですが、謎が解けました。溝口薫平からもらった木を切ったり、

移し変えたりする馬鹿な温泉旅館経営者はいないんです。彼はこんなことを２０年間もやっている。彼

は由布院のまち全体のどこに木を植えたらいいのかを、町全体の経営者として見ているんです。

彼の最大のライバルと言えるのが中谷健太郎さんです。亀の井別荘の経営者で由布院映画祭の立役者

です。この人が始めた料理研究会も、普通の料理研究会とは違う。料理が自慢の旅館の３０人の板長さ

んを集めて、毎月お題を出して料理を作って来いという。

彼は「世界最高のリゾートとは、世界中から食べ物を集めてくるのではなくて、この時期にこの場所

でこの方法で食べるのが１番というものを、どれだけできるかが勝負だ」とおっしゃいます。由布院は

周囲を山に囲まれていて、昔は段々畑だったところが耕作放棄されていた。そこに地域の板長さんたち

が共同で野菜を発注する。地域の生産者の方々に、野菜を作ってくださいとお願いして、皆で一緒に買

い取るという仕組みを作ったんです。その会に参加している旅館に泊まったんですが、そこの社長さん

は「野菜に対する考え方が変わった」と言うんです。「今までは、世界のどこかからきた、高級だけど

比較的値段は安い野菜を、葉を取って皮をガンガン剥いて真ん中だけ使っていた。でも今は、誰が育て

ているか知っているし、自分で採りに行っているし、これがどう作られているのかも知っているから、

もったいなくて葉も皮も捨てられなくなった」と言うんです。

ではなぜ料理研究会をやっているかというと、地場産野菜が復活すると、郷土料理の味付けになって

しまう。それじゃお客さんが連泊しない。２泊したら「もういいかな」となってしまう。同じ素材でも
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調理法が違う宿を１０軒でも２０軒でも用意すれば、「次はあそこに泊まろう」と思ってもらえる。リ

ピート、連泊してもらえるリゾートになるために、板長さんたちは互いに「来月はこれをこう出します」

と他の板長さんにネタ明かしして、かぶらないようにする。すごいですよね。こういうことができる町

と、協働なんてめんどうくさいと思っている町と、どちらに住みたいですか。

島根県雲南市は６町村合併でできた人口 4 万人ほどの小さな市です。人口が少ないだけで、面積はと

ても大きい。そこには公民館やコミュニティセンターが３３か所あって、それが全て、去年４月から民

営になりました。

町内会は一世帯 1 票ですよね。総務省は２００５年から「一人１票の地域づくり」と言い出しました。

地域自主組織といいます。この地域自主組織づくりと、公民館を「地域交流センター」にするという 2

つの改革を一気に進めたんです。地域自主組織のリーダーが、地域交流センターのマネージャーに任命

して、行政が金を払って、地域づくりの担い手になってもらう。合併すると、昔の役場を「総合支所」

とか呼んで残しますよね。でもそれって、二重行政になって、結局迷惑を被るのは住民です。そのかわ

り、公民館区や小学校区の単位でまちづくりを考えていく。すると、適地適「策」の地域づくりができ

ますよね。こういうのを「小規模多機能自治」と呼んでいます。今までは、学校は学校、郵便局は郵便

局、警察は警察、消防は消防、保健所は保健所と言っていたのを、全てワンストップで相談できるよう

にしようというものです。私はこの地域交流センターにマネージャーとして配置された方たちの研修を

お手伝いしているのですが、その方たちにお願いしているのは、もはや行事のための町内会ではなく、

行事を半減するつもりで「行事仕分け」をして、地域の最小限の安全・安心をどう確保するか、地域の

文化・伝統をどう残すか、そして先ほどのノーソンのように、経済的な力をどう育てていくのか。

「公民館は生涯学習施設なのでお金のやり取りはダメ」と言われる。じゃ、地域の経済をどう担うん

ですか。そこで総務省が言うように、教育のための施設ではなく、地域づくりの拠点に替えたら、物を

売ってもいい。こんな取り組みも既に始まっていますが、本市の職員さんでも偉くなっていくと、わが

まちのことはよく知っていても、よそのまちの取り組みをご存知ない方も多いんだなと、アンケートを

拝見して思いました。

もう一つだけ事例を。岡山県新見市、中国山地の真っ只中で、高梁川の源流ですが、そこに「かのさ

と体験観光協会」というのがあります。「うさぎ追いしかの山、こぶな釣りしかの川」のような「かの

さと」になりたい、というのが名前の由来です。６０人ほどの住民の方による会で、平均年齢は７０歳

前後。岡山市や倉敷市など瀬戸内の沿岸部から山の中に来てもらって、親子連れに体験してもらおうと

いう、体験観光のための団体です。

北海道でもあったと思いますが、２０００年ごろに「都市農村交流事業」というのをさんざんやって

みたけれど、「行事で残るのはゴミと疲れだけだった」と。経済を作らないと、地域には残らない。そ

こで彼らは、日帰りで４千円、１泊２食１万円ぐらいで、地域を体験するプログラムを作り、今では年

間６５０人程参加してもらえるようになった。この４千円とか１万円のうち８割５分くらいは、お手伝

いしてくださった方の手間賃です。

こういうのを、グリーン・ツーリズムや田舎ツーリズムといいます。「かのさと流」として始めて以

来、「これは地域をあげた商いだ」と。誰か一人が手を抜くと、「もうあそこはダメだ」といわれる。だ

から地域を挙げてやらなきゃいけない。そして、グリーン・ツーリズムは福祉でもあると、彼らは言い

ます。なぜなら、それはお金を動かし、係わっている人は健康になり、生きがいが生まれる。７０歳く
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らいの人たちが主力ですが、今年来てくれた子どもたちに、来年も来てもらいたい。「来年も来てね」

と言ったその瞬間から、その人たちの戦いは始まっている。今年と同じでは来てもらえない。「今年も

来てね」とダイレクトメールに自筆で書くために、新しいプログラムを開発しなくてはならない。その

姿を見たおばあちゃんは、「息子や孫の時には何もしなかったのに、よその子のときにはなんでこんな

に一生懸命なんだろう」と文句を言ってるそうです。さらにおもしろいのは、来年またあの子どもたち

の笑顔に会いたいから、風邪なんか引いてられない。これは医療費や介護に係る費用を地域で縮減して

いく効果が大きい。

この人たちにとって、経済と福祉をどう両立させるかがまちづくりであって、もはや行事のための町

内会ではない。地域の人たちの安心と経済を守り抜くために、買物難民や移動難民にしないための地域

づくりを、みなさんはやっておられるんですよね。

６ページを開いてください。市民団体には、２つのパターンがあります。わたしたちＮＰＯが取り組

むのは、地域で求められていること。もうひとつの市民団体とは、サークルや同好会で、自分の好きな

ことに取り組んでいる人たちです。

九州のある自治体から相談されたことがあります。地域から「ゲートボール場を作りたいから費用を

行政でもって欲しいと言われたのだが、補助を出すべきか」と。こう答えました。地域の人たちが、た

だゲートボールを楽しみたい・強くなりたいだけなら、自前でやってもらってください。しかし、その

地域の高齢者が増えて、しかも独居高齢者が増えてきているならば、外出しなくなったり、食事のバラ

ンスが崩れたりで心配ですよね。朝早く起きても、買物に行くのが面倒で、目の前にあるものだけを料

理すると、おかずは全部茶色くなっていく。これは身体に良くない。そこで朝、歩いてゲートボール場

まで来てもらって、ゲートボールしている間に日が上がってきたら、社会福祉協議会のバスで中心市街

地まで連れて行って、商店街で買い物してもらったり、昼食をとってもらったりして、１時間半ほど経

ったらまたバスでゲートボール場に送る。バス代は、商店街での買い物を商品券にしてもらって、ちょ

っとでも歩合が落ちるようにすれば、最小限の経費はどうにかなる。するとゲートボールは、地域の高

齢者に外出のきっかけをつくるため、つまり目的ではなくて手段に変わるんです。地域の医療費や介護

にかかる費用を抑えていくという目的のために、高齢者を孤立させないために、手段としてゲートボー

ルを使うのなら、行政が施設整備費の半分くらい出してもいいのではないかと。

こういう整理は、行政側がしないきゃいけないのに、いつのまにか全て「お金が無い」で断っていま

せんか。今、目の前でお金がかかるかどうかも大事ですが、将来どういう効果をもたらすのか。上級管

理職に期待される役割は、目の前をどう乗り切るかだけでなく、次に求められる仕組みをどう作るのか

も含まれていることを、思い出していただきたい。

協働とは、先ほどの映画の撮影支援のように、市民と行政が持っている力を足すことによって、それ

ぞれがバラバラにやるよりも大きな効果を出すことです。住民が言っていることにお金を出すだけでも

ないし、行政が住民にやらせるだけでもありません。

なぜ協働はうまく繋がらないのか。それは、単年度で、思いつきで、官主導や官依存だからです。長

岡の給食の例を思い出してください。単年度でできるはずはないし、思い付きでもない。官主導ではな

く、民主導のものを、官が「これはしっかりやるべきだ」と位置付けするための調査を１年半もやった。

大阪府堺市でも、管理職全員を対象とした研修を行いました。市長の竹山さんは、もともと府の部長さ

んで、橋下知事にせっつかれて市長になった人です。研修の冒頭１５分間でお話ししてくださった内容

を要約しました。
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「憲法は、自治について団体自治しか決めていない（第９４条）。でも、昔勉強されたように、自治

には、団体自治と住民自治の２種類ある。これからの時代、団体自治よりも住民自治を進めていかなけ

ればならないことは、今さら言わなくてもわかってるよね。

かつて『地域分権』といっていたのが、最近ようやく『地域主権』と言われるようになった。私は地

域主権のほうが良いと思う。現場がいい仕事をしようと思ったら、権限も財源もやる気も全部、現場に

なかったらできない。しかし外交や通貨のように、広い範囲のことは国がやればいい。これはＥＣから

ＥＵに変わった時に、ベルギーという小さい国が飲み込まれないように「補完性の原則」を打ち出して

ＥＵを作った。それと同じです。

われわれ人間ひとりひとりには、生まれながらに基本的人権があると、フランスの哲学者ルソーが言

っていた。人間ひとりひとりに生まれながらにして基本的人権があるんなら、自治体も、自然権として

地域主権であるはず。だから、現場にもっと良い仕事をしてもらうために、どんどん現場に力を持たせ

ていきたい。今まで本庁にお伺いを立てていたことも、区役所で判断できるようにもっとしていきたい。

市議にもまだこの話はしていない。しかし今日を機会にこういう事を議論していきたい。

団体自治から住民自治へという流れは、もう止まらない。まちづくりをドライブにたとえると、ドラ

イバーは市民で、われわれ職員はナビゲーター。良いナビゲーターは現場を知らないといけない。地図

に書かれていない坂道や水たまりのことを知っていてもらわないと困る。だから現場に行ってほしい。

役所で席に座っている時間を減らしてほしい。会議の時間をとにかく減らして、現場に行きましょう」

と、市長が局長や部長たちの前で、原稿なしで言ってくれたんです。もう局長や部長はやるしかない。

お手元のコピー用紙に十字に折り目をつけていただいて、左上には、今の話を聞いて、ご自分の部署

や活動でも「こういうことは始められそうだ・もっと進めていけそうだ」と感じた協働事業について。

左下には、それを実施する上での課題。右上には、市民協働室へのご質問、右下には、私へのご質問を

お書きください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 各 自 作 業 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

さて、ご質問にお答えしようと思います。ご質問のある方は手を挙げて、所属とお名前とご質問の内

容をお願いします。

【質問者１】

御紹介していただいた事例は成功した事例だと思うのですが、これまで何か問題が生じた事例や失敗し

た事例があれば教えていただきたいです。

【質問者２】

５ページに記載されている NPO と同好会のお話がありましたが、私は同好会的に発展したものが、まち

づくりの特徴を作って特徴的な事業が展開できることが多いのではないかと思いますので、あまり厳密

に区分しすぎるとかえって協働が進まないのではと思います。事例があればご説明いただきたいです。

【質問者３】
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お話の中に災害時に備えて救済のためのマップ作りのお話がありましたが、私もこれまでいくつかの

研修会に参加して必要性を感じているのですが、行政側からたとえば高齢者であるとか、障害者に対す

る情報が個人情報保護法の関係で開示されないという問題があります。作る側からすればより手間がか

かるという状況があります。個人情報保護法の情報開示についてどう考えているのかということと、旭

川市は自然災害が大変少ないことからなかなか必要を感じなくて実際に作る意欲が鈍いということが

あります。そういう場合はどうしたらいいかお伺いしたいです。

【質問者４】

７ページに官主導というのは失敗すると書いてあったのですが、必ずしも課題のあるところに市民から

の意見があるわけではないのかなと思います。そういう場合はどういう風にすればいいのかお聞きした

いです。

【質問者５】

今日は研修に参加する前に先生のホームページやブログなどを拝見いたしまして、その中で気になった

ことが国外での活動の情報ですとか、またその時に文化の違いがある方と一緒に活動することがあると

思うので、そういった場合の失敗談があれば教えていただきたい。市の業務としてはそういうケースが

たくさんあるわけではないですが、一般的にどういう風に行っているかということを情報として伺いた

いです。

【川北氏】

まず、問題点や失敗例について、数多ありますが、先ほど申し上げたように、単年度のもので成功し

ているのを探すほうが難しいくらいです。

地域の清掃活動を住民などが担う「アダプト」という取り組みがありますね。もともと市民から始ま

った活動です。徳島県神山町の国際交流協会の会長だった南山さんという方が、個人的にアメリカに遊

びに行った時に、フリーウェイを走っていたら、標識とは違う個人名などを書いた看板がたくさん立っ

ているのを見て、「これは何ですか」と質問したら、アダプト（養子縁組の意）というと。

その数年後に、徳島県が国際交流会館を神山町に作ろうとなった時に、住民からの提案で、県道など

を住民が自発的に清掃して、「私たちが清掃しました」という看板を付けさせてくれと言いました。当

然、県は「捨て看板と一緒だからダメ」となりますよね。実際、長いやりとりの結果、認められること

になりました。

ところがこの後、各県で行政主導の「やってください」型の勉強会をガンガンやるようになった。僕

は絶対やめたほうがいいと言った。うまくいっていない地域のほとんどは、行政が「よそでこういう事

をやっている。うちもやりたいから、住民の皆様、ご協力よろしくお願いします」と言っている。じゃ

あ行政側は汗をかいているのか。たとえば行政職員の労働組合で一区画担当するとか、あるいは、市役

所・町役場のまわりの一部は、委託業者ではなく市や町の職員さんが休憩時間に自分達でやるといって

いる地域は続いています。ところが、住民だけにやらせているだけという所は、気持ちよく続かない。

こういうことはなぜマスメディアで大騒ぎされないかというと、それで人が死んだというような事例

はないからです。華々しく協働の制度はスタートしたけれど、そのあと盛りあがらないのは、およそこ

ういった失敗だと思っていただいて良いと思います。ですので、行政の方々には、今日もたくさん事例
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をご紹介しましたが、地域の住民の方々にこういう内容をしっかり共有するという機会を持っていただ

き、どこかの地域をモデルにして、その後何年かかけて進めていく、という展開しかないと思います。

同好会とＮＰＯの区別が難しい、同好会からの発展系という形もというのは、おっしゃるとおりです。

ただ、行政がそれとどう係わるかという時に、同好会はあくまで趣味でやっていらっしゃる。たとえ

ば旭川の歴史的な建物を巡るまち歩きを、個人の趣味でやっているのと、そこに行政がお金を出したり、

公的な認定制度を設けてその人たちに市を代表するような役割を担っていただくということは違う。後

者なら、団体に気持ちのスイッチを入れ替えてもらわなくてはいけない。「好きなときにしかやらない」

というのではなく、外国のお客様や障碍を持つ人にも対応できるように、といったことを心がけてくだ

さいということをわかってくれる人たちでないと、行政としては組めないですよね。

あるお城には、２種類のガイドさんがいます。歴史が大好きなだけでやっているガイドと、多様なニ

ーズに合わせてできるガイド。日本人向けには、歴史好きのガイドの方が詳しいので、受けがいい。し

かし外国人向けでは、たとえば歴史的な建造物の説明をするのに、文久何年にとか、徳川がどうしたと

か言っても、わからないですよね。多様なニーズに合わせてできるガイドさんは、世界史の年表をもっ

ている。この時代、スペインではこういう時代、中国ではこういう時代と、どんな人にもわかるように

説明する努力をする人は、「私がしたい」というウオンツではなく、相手のニーズに合わせた説明がで

きる。このようなニーズとウオンツの区別、どう見てくださるか。同好会からの発展ももちろんありえ

ると思いますが、行政と組むときには、スイッチの切り替えをお願いされたほうがいいかなと思います。

災害時要援護者の把握について、行政側からの情報提供は、確かに個人情報保護の観点からすごくう

るさくなっています。うまくいっているところでは、行政の側から渡しているところはありません。

山口県防府市は、１０年から１５年に１度、大規模な水害が起きています。３０年ほど前の水害の際

に、聴覚障碍者の方々が、避難所で情報が全然伝達されなくて、ものすごく困ったという経験があった

そうなんです。そこで防府市の聴覚障碍者の会では、ご自身たちで、災害があった時にどうするかとい

う訓練をやっています。避難する時に必ず持って行くグッズの中に、薄いナイロン製のベストがあるん

ですけど、それが蛍光ピンク色で背中に「私は聴覚障害者です」と書いてある。避難所に行ってそれを

着ると、誰かがみんなに話していることを、そのベストを着ている人が気付くように声をかけてあげて、

ということなんです。もし行政が「ピンクのベストを着てください」といえば人権侵害です。しかしご

本人が自発的にそうするのは良い。先ほどの別府のように、住民主導の避難訓練をやっている地域では、

高齢者や障碍者に必ず出てもらって、事前に参加を呼び掛ける際に「あなたが歩きにくいということを

実行委員会に伝えてもいいか」と、必ず本人に確認してから伝えるという面倒くさいことをしっかりや

っています。平時にいきなりやると、「なぜ調べるんですか」となりますが、情報を集めるキッカケと

して訓練をつかう。

災害への危機感が低いのは、仕方ないですよね。恵まれているなぁと思う反面、いざ起きたときには

大変だと思います。何かしらの訓練は、年 1回は実施する事になると思うので、その時にはテーマを設

けた訓練をされてもいいかなと思います。大阪市では夏休みに、地域の外国人住民と、小学校に通う生

徒と家族のために、学校に泊まってみようという体験を呼びかけています。避難訓練と、夜の国際交流

を組み合わせたのです。

先ほどご紹介した別府市の千代町では、去年１２月に３回めの訓練を実施しましたが、テーマは「冷

めてもおいしい避難食づくりコンテスト」でした。どうやったら訓練が楽しくなるのかを、住民の知恵

で出していくようにすることも大切でしょう。
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市民発の意見がない場合にどうするか。誘導尋問にあたるかもしれませんが、巻き込みたい相手から

意見を引きずり出すということがあってもいいと思います。我々市民の立場からも同様に、行政側にや

る気や関心が感じられないことも多い。そんなときは、やり取りをしてその問題に気付いてもらうしか

ないんです。

旭川市も、１０か年の総合計画をお作りですよね。千葉県白井市では、合併したわけではないのに、

１０年計画をつくった。その後期計画をつくる際に、住民向け説明会を開催したときの資料ですが、ま

ず市の将来人口推計、次に長期財政推計、住民税収入がこれだけ減り、新卒採用をゼロにしても平成２

１年度まで黒字だったのが２２年度からは赤字になって、３１年度までの累計で５７億円くらいの赤字

になると住民に示している。こういうことを住民に正確に示すと、「金をくれ」という住民は減ります。

一緒にやろうといってくれる住民が増える。つまり、相手に正確に情報を出していないことが、最大の

問題だと思います。

もうひとつ、福祉でも、たとえば障碍者や高齢者など色んな課題を抱える方に、「何かご要望はあり

ませんか」と行政の人は言ってしまう。そこは「要望がありませんか」と聞くのではなくて、「一緒に

できることは何でしょうか」とたずねるのが筋だと思います。

最後のご質問、海外との交流上の工夫や配慮のポイントですが、日本人にも外国人にもいろんな人が

います。相手を傷つけないようにするということも大事ですが、遠慮し過ぎないことも大事かなと思い

ます。こちらから、ある程度踏み込んだ話を早めにするようにしています。

日本人にとっては控えめであることが美徳だったり、じっくり考えることが好きだったりするんです

が、時間をかけた方が良い結果が出るとは限らないというのが国際交渉の世界です。しっかりしたやり

とりをどれだけ積み重ねられるか。かつてはよく国際会議の議長や、国内では今でも企業や行政と我々

市民団体とで行う会議で進行役を務めることがあります。その時に心がけていることは、みんなが違う

ことをめざしている場合や、ある人を立てればこっちが立たないとなった場合、待っていても絶対に条

件は良くならないので、こちらから提案を絶対に早め深めに示していくように心がけています。

ちなみにマリナーズのイチローの代理人（エージェント）を務めているアメリカ人が出した本には、

交渉の極意とは、違いを主張することではなくて、共通点をしっかり見せること、つまり何と何が共通・

共有できているのかをしっかり見せることだとあります。「私はこれがしたい」という前に「あなたは

これがしたいんでしょ、実は私もこうしたいんですよ」とすることによって、私とあなたがどう違って

いるかではなく、私とあなたがここまで同じで、この部分だけがわずか違うから、その部分についてこ

れからどうしていきましょうかと、共有している前提をしっかり見せていくところが、国際交渉の鍵だ

なと思って日常から意識的に心がけているとのことです。

質問に対する回答は以上です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 以 降 グ ル ー プ ワ ー ク ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


