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マッセOSAKA開設20周年記念事業

地方創生 ～人口減少に立ち向かう～

実　施　要　領

　人口減少時代の到来が叫ばれるなかで、各市町村では、各地域の人口動態や産業実態等を踏ま
えた「地方版総合戦略」の策定が進められています。しかし、自治体によって地域特性や環境は
様々であり、取り組むべき問題も異なります。横並びの施策展開では、地域特性や主体性が発揮
されないとともに、地域の衰退を食い止めるという根本的解決にはつながりません。
　地域の担い手は「ひと」であり、地域活性化は「ひと」をどのように支援し、地域をどのよう
に盛り上げるかが重要であるということは、どの自治体でも共通ではないでしょうか。まちづく
り＝ひとづくりという観点のもと、「ひと＝住民」自ら地方創生に取り組む仕掛けづくりに、行
政がどのように取り組んでいくかについて、各分野の有識者による基調講演とパネルディスカッ
ションを通じて、一緒に考えていきます。

１．対　　　象　　市町村長、市町村議会議員、市町村職員、一部事務組合職員

２．日時・内容　　平成27年11月19日（木）　13：00～16：30

●開会挨拶　13：00～13：10
　・千早赤阪村長　松本　昌親　氏（公益財団法人大阪府市町村振興協会副理事長）
　・おおさか市町村職員研修研究センター（マッセOSAKA）所長　齊藤　愼　氏

●第１部　基調講演　13：10～14：20
　　同志社大学大学院総合政策科学研究科教授　新川　達郎　氏

●第２部　パネルディスカッション　14：30～16：30
　・コーディネーター
　　　近畿大学総合社会学部教授　久　隆浩　氏
　・パネリスト
　　　八尾市長　田中　誠太　氏
　　　大阪府総務部市町村課長　土屋　俊平　氏
　　　寝屋川市総合調整監兼市長室長　荒木　和美　氏
　　　一般財団法人地域開発研究所上席主任研究員　牧瀬　稔　氏
　　　おおさか市町村職員研修研究センター（マッセOSAKA）所長　齊藤　愼　氏
　　　（大阪学院大学経済学部教授）

●閉会挨拶　16：30～
　　八尾市長　田中　誠太　氏
　　（公益財団法人大阪府市町村振興協会理事長）

３．場　　　所　　ホテル大阪ベイタワー　４階　ベイタワーホール
　　　　　　　　　　大阪市港区弁天１－２－１　ORC200内

４．受 講 者 数　　257名（定員300名）
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＜講師プロフィール＞

新川 達郎 氏

同志社大学大学院総合政策科学研究科教授

1950年生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修了。（財）東京市政調査会研究員、東北
学院大学法学部助教授、東北大学大学院情報科学研究科助教授などを経て99年から同志
社大学大学院総合政策科学研究科教授。
全国知事会専門研究員、関西広域連合協議会副会長など多数歴任。
大阪府まち・ひと・しごと創生推進審議会会長を務める。

【主な著書】
「政策学入門―私たちの政策を考える」（編著、法律文化社、2013）
「京都の地域力再生と協働の実践」（編著、法律文化社、2013）
「公的ガバナンスの動態研究―政府の作動様式の変容」（編著、ミネルヴァ書房、2011）
「持続可能な地域実現と協働型ガバナンス」（編著、日本評論社、2011）
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　皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いた
だいた新川です。本日、マッセOSAKA20
周年記念の大会にお招きいただいたことを
大変光栄に存じます。そしてまた、今、ま
さにそれぞれの地域が直面している大きな
課題についてお話しさせていただくこと
を、大変重責と感じています。皆さま方の
ご期待に十分に応えられるかどうか、心も
とないところもありますが、しばらくお付
き合いいただければと思います。
　今日、お話しさせていただきたいのは総
合戦略の策定についてです。今、進めてお
られるところが多いと思いますが、この総
合戦略の考え方をどう方向付けしていった
らいいのだろうか。これについては、ご承
知のとおり、さまざまご批判もあります。
本当に有効な手立てが打てるのだろうか、
国が示している総合戦略の枠組みで本当に
うまくいくのだろうか、また約束されてい
る交付金・補助金が本当にしっかりと５年
後、10年後に保障されるのだろうか、いろ
いろと悩ましいところがたくさんあろうか
と思っています。しかし、そうは申しまし
ても、人口減少が本当に目の前の大きな問
題として、国全体でも、各地域でも大きな
課題になっている状況の中で、避けて通れ
ない課題を私たちは今、突き付けられてい
ると考えることもできるだろうと思います。
　そうした観点から、今日はこれからの市
町村、特にこの大阪という大都市圏の中の
多様な市町村でどういうビジョン、展望を
持って、この苦難の時代を乗り越えていく
のか、そしてどういう総合戦略を立てて、

それを実行していけばいいのかについて、
私なりに考えていることをお話しできれば
と思っています。

１．人口減少時代に問われていること　
地域社会の持続可能性

　基本的には、この人口減少時代にそれぞ
れの地域が問われているのは、50年後に
１億人を維持するという国の目標に到達す
るためにも、今ある地域をいかに持続させ
ていくことができるのかだと思います。し
かも、それは暮らし方のレベルがどんどん
低くなってとんでもない悪い状態で暮らし
ていくのではなくて、一定の生活の質

（QOL）を維持しながら暮らし続けていく
ことができるかどうか、そういう地域を今
後つくれるかどうかが問われていると私自
身は考えています。
　社会の変化に対応できる地域をどうつ
くっていくのかを考えると、私たちのお金
の出し方、お金の手に入れ方について、こ
れまでの考え方を少し変えていかないとう
まくいかないだろうと私は思っています。

第１部　基調講演

「総合戦略の策定と市町村のビジョンを考える」
講師：新川 達郎 氏（同志社大学大学院総合政策科学研究科　教授）
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いわば社会的な費用をどう負担し、どう配
分していくのかという、それ自体を構造か
ら考え直していくことが必要になっている
ということです。そうした観点から、今、
問われていることを改めて考えてみたいと
思います。
　これからの日本は超高齢社会に移ってい
きます。このままいくと、2060年には人口
は今の３分の２の大体8000万人ぐらい、そ
のうちの大体40％が65歳以上ということに
なります。その時代の国民生活のビジョン
はどうあるべきかということもあるのです
が、もう一つ別の見方をしますと、大体
2040年ぐらいまでは高齢化が進むのです
が、高齢者の絶対数自体はそこで止まって
しまいます。その中で、地域の将来をそれ
ぞれの地域でどのように考えていくことが
できるのか、これが非常に大きな課題にな
ると思います。
　そういう中で、この２年ぐらいの間、話
題になっていたのが、「消滅可能性都市」
とか「消滅可能性自治体」という言葉です。
大阪府内でもそれに該当すると指された所
があると思います。市町村の半数が維持不
可能だとなっているのですが、本当にそう
なるかどうかは全く分かりません。例えば

「限界集落」と言われて久しいのですが、
限界集落が全部消えているわけではなく、
大体70％ぐらいは残っていて、逆に人口が
増えたりしている所もあるのです。もちろ
ん消えている所もありますが、本当に消滅
ということが起こるのかどうかはよく分か
らないところがあります。
　なお、最近は大都市の中心部でも、町内
会単位当たりで見ると、65歳以上人口が
50％を超える限界町内会みたいなものがた
くさん出てきていて、ここも持続可能性は
低いよねという話もあります。これは事の
本質に関わる問題として、後で少し触れて
おかなくてはいけないと思います。

　いずれにしても、人が減ると暮らしの条
件がどうなっていくのか。全体について言
えば、何もかも細るということがあります。
明らかに人口統計的に言えば、人口減少・
高齢化は、当面この20～30年は確実に進む
ということを前提に考えなければなりませ
ん。もちろん各地域はいろいろ努力してお
られますが、それにもかかわらず人口減少
は続いていくと考えざるを得ない。その中
でどういう努力をしていくのかがあらため
て問われているということです。単純に人
を増やすという話では決してありえないと
いうことは考えておかないといけません。
そうしないと必要な方策が取れないまま
に、本当に消滅してしまうことになるかも
しれません。まさにそういう問題を各地域
が突き付けられていると考えてもいいので
はないでしょうか。
　逆に言うと、こういう縮小、縮退、減少
をどう考えるのかということです。人口減
少自体はもう間違いないので、こういう現
象自体は、実は消滅可能性があろうとなか
ろうと、みんな一緒なのです。消滅する可
能性があるというだけで、別に消滅するわ
けでも何でもない。ついでに言うと、3000
年ごろには、日本には人口が一人もいなく
なるという予想が、厚労省の社会保障・人
口問題研究所から出ていますが、誰もゼロ
になるなんて思っていませんし、そのころ
は、きっと何千万人かがこの日本列島に住
んでいるだろうと言う人もいます。ある意
味では、消滅可能性と言われている現象を、
今、この時点から将来に向けてどう考えて
いくのか。そして少なくとも次の世代に向
けて、今の状態とその次の状態をどうより
良くつくっていくのかを視野に入れて、ど
う考え方を整理していくのかが多分重要に
なってくるのだろう。ということで考える
と、それぞれの地元、足元に目を向けて、
なお共通の問題としてこれを考えていく必
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要があるということです。
　では、今日、お集まりいただいているこ
の大阪府という大都市圏の中で、それぞれ
の持続可能性をどう考えていったらいいの
か。実は、中山間の地域だけでなく、市街
地の中心部においても、郊外の住宅地にお
いても、人口減少と少子高齢化は同じよう
に進んでいるのです。大都市圏内でもこう
した問題は起こっているのですが、相対的
には人口が集中している大都市と周辺部と
の間の格差、人口格差、経済格差、そして
財政格差は当然拡大していくことになりま
す。そういう問題をどう考えていくのか。

　そして、そういう二極化が進む状況の中
で、実はそれぞれの地域の内部の仕組みが
そろそろおかしくなってきています。例え
ば近隣社会と呼ばれているような地域コ
ミュニティーが崩壊し始めています。大都
市中心部のマンションの暮らし方を考えて
いただければお分かりのとおり、そうした
コミュニティーの存続が難しい状況が生ま
れているのです。また、郊外部や旧来型の
中山間の地域でも、地域を支える人材がど
んどん高齢化して、後継ぎがいないという
状況が今、生まれ始めています。そうした
地域の問題に基礎自治体、市町村がどう応
えていくのかが、この持続可能性問題の最
大のポイントかなと個人的には思っている
ところです。すなわち、広い意味での住民

福祉、暮らしの持続可能性をそれぞれの地
域がどう考えていくのかが重要だと思いま
す。
　もちろん一方では、大都市圏の中心都市、
あるいは中心都市のグループは、周辺に対
していわば高次都市機能や経済機能を含め
たさまざまな都市サービスを提供し続ける
役割があります。そうした機能も人口減少・
縮退という状況の中で果たし続けなくては
いけないという非常に難しい状況にあると
言えます。
　そういう中で、どう活力を維持すること
ができるかという問題を、どのように根本
から捉えなおしていったらいいのかという
ことが問題です。一番分かりやすいのは若
い人が集まってくるという状態ですが、10
歳代の後半から20歳代にかけての若者は一
般的には大都市に集中する傾向にありま
す。さらには20～30歳代にかけては、ご承
知のとおり東京圏に集中しています。これ
もまさに職業生活、経済生活からすれば当
然のメカニズムではあるのですが、そうい
うトレンドがあります。そうしますと、若
い人が集まる地域、増える地域はまずは活
力を維持していけそうだということがある
のですが、すべての地域でそれを実現する
ことはなかなか難しい。
　それからすると、若い人だけではなくて、
いろいろな人がそれでも集まってくださる
ような地域で、そういう人たちが力を発揮
する地域であれば、少しは元気かなと考え
られます。ある意味では、地域ごとにそれ
ぞれの努力が少しでもされていれば、若い
人はなかなか難しくても、いろいろな人た
ちが集って頑張っているような地域はそれ
なりに力を発揮することができている。都
心であれ、住宅地域であれ、農山村地域で
あれ、それぞれの地域にお住いの方々の底
力のようなものが提供されていると、どう
も生き残っていくことができそうだという
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見通しがあると思ってもらえそうでもあり
ます。いわば人が生きているのと同じよう
に地域も生きているということであり、そ
の地域と人を支えるのが市町村の役割では
ないかとも考えているところです。

２．なぜ市町村の地方創生にビジョン
が求められるのか

　人が生き生きしている状態をどう実現し
ていくのかというときに、今、言われてい
るような地方創生の基本的な枠組み自体は
一般的、抽象的ですが、同時にそこには各
市町村で考えなくてはいけないビジョンが
含まれているべきだと考えています。人口
減少社会の中で、各地域が一体どう持続可
能な地域をつくっていくのか、そのときに
並行して総合戦略を考えていく意義もある
のではないか。そうした市町村自治の役割
をもう少し考えてみたいということでもあ
ります。
　そうした観点から、市町村自治体がどう
いう環境に置かれていて、どういう影響を
この環境変化から受けているのかについ
て、少し考えておきたいと思います。大き
な前提としては、こうした「縮小社会」、
あるいは「縮退社会」と呼ばれているよう
な地域の現状が、言ってみれば地域ごとに
それぞれ事情が違ってきているということ
で、ある意味では市町村間の格差や、もう
一つ言えば、各市町村内での地域間格差、
地区間格差と言った方が分かりやすいで
しょうか、そういう状況が生まれ始めてい
る。それは大規模な団地開発があった所の
高齢化や衰退現象などでは典型的ですし、
中山間的な地域でもそうかもしれません。
逆に、旧来都心部とされていた所の衰退状
況も見られます。いろいろな地域内格差が
見られ始めていて、それがどんどん大きく
なってきているという状況があります。
　もう一つは、やはりこのところの地方分

権改革、そして合併問題です。大阪圏はそ
の影響はあまり大きくはなかったと思いま
すが、こうした分権改革を通じて実は本来
実現しようとした基礎自治体、市町村の能
力の向上が実現できなかったために、逆に
新たに市町村間の連携や広域的な取り組み
が強調されることになります。そういう自
治の枠組みの変化をどう考えていくのか。
　もう一方では、分権の理念からしますと、
自主・自立ということが強調されています。
この分権の理念と、その中で現実に進む新
たな自治の枠組みをどう展望していくの
か、そしてその中で、この少子高齢化社会
にどう立ち向かっていくことができるのか
を考えなくてはいけないことになります。
　もう少し別の言い方をすると、今やこの
大都市圏である大阪府の中でも、大都市と
農山村的な地域との連続の中で、もう少し
この地域全体を考えていかなくてはいけな
い。これから立地適正化の議論が始まりま
すが、今の市町村の枠組みで適正化を考え
てもどうも話にならない。もう一方、府県
全体で考えると、ますます不均衡拡大みた
いな話になってしまいます。そうではなく
て、むしろそれぞれの地域間、市町村間の
連続性をどう考えていくのかという空間計
画が必要になってきているかもしれないと
考えています。ある意味では拡大する格差
の下で、もう一方ではこれまで進んできた
分権改革の理念、そして市町村間の連携、
さらには都市と農村との連続的な新たなそ
れぞれの地域づくりの方策、こうしたとこ
ろを少し手掛かりにして、これからの自治
体経営を考えていく必要があるのではない
かと、私自身は見ています。
　今、地方創生が盛んに言われていて、そ
の中での地方自治をどう考えていったらい
いのか、それが今日の本題です。人口減少
時代を迎えた中で、これからの自治体経営
は、先ほど申し上げたような新しい視点を
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前提に置いて、従来の経営政策を大きく変
えていかざるを得ないという時代なのだろ
うと思います。ある意味では、全体として
の縮減状態を当たり前に見ていかないとい
けない。私自身は人口減少化社会と考えて
いますが、減っていく状態は当たり前のこ
ととして考えていく中で将来のビジョンを
立てる。今までは人口が増えていくことを
前提にしてビジョンを立ててきたわけです
が、全く逆の条件で将来ビジョンを考えな
くてはいけない時代になってきているとい
うことです。
　これまでの仕組みは、大きくしていく、
あるいは大きくなっていくことを前提にい
ろいろなサービス、制度、政策、施策、事
業を考えてきたわけですが、それが逆転し
ているわけですから、その逆転に合った仕
組みを考えていかないといけない時代に
なってきているのだろうと思います。そう
いう縮小社会向けの自治体運営のモデルを
今、模索しないといけない。残念ながら、
必ずしもどこにでも通用するようなモデル
ができているわけではありませんので、こ
れ自体をもう一度考え直していかないとい
けない。
　もちろん先行した事例はたくさんありま
す。既にこの40年ぐらいの間、過疎という
ことがずっと言われてきて、そうした地域
の先行モデルがあります。ただ、これまで
の過疎のモデルは、実は小さくなっていく
ことを前提にして、それに合ったシステム
をつくるというよりは、過疎の地域自体を
むしろ大きくしていく、いわゆる合併モデ
ルが典型的です。そうしたやり方で問題解
決をしようとしましたが、根本的な処方に
はなっていないということです。
　改めて、今言われている「選択と集中」
という問題を問い直さなくてはいけないで
すし、恐らく具体的な手法としての「参画
と協働」の在り方が問い直されている時代

に来ていて、そういう自治が今求められて
いると思っています。どういう選択と集中
なのか、そしてどんな参画と協働なのかに
ついては、また後ほど少し詳しく触れてい
きます。
　そういう状況の中で、地方創生に向けて
何よりも必要なのは、各自治体の中で、今、
申し上げたような新しい状況に対処できる
政策の刷新能力をどう付けていくのかとい
うこと、そしてその政策と地域を支えるよ
うな人材を各地域の中でどう育てていくこ
とができるのか。いわば地域の公共政策、
そして自治を担っていくような人材育成が
できるかどうか。これは職員の皆さん方に
だけではなくて、むしろ地域を支えている
住民の皆さま方ご自身の力量把握も含め
て、こうした地域人材をこれから本気で育
成していかないといけない時代かなとも
思っています。
　その中でいろいろな新しい力を発揮して
いく、それがあって初めて地域政策がより
良くつくられることになるでしょうし、そ
れを実現していくこともできるだろうと考
えています。しかし、今の状況からすれば、
人が育つのを待っているわけにもいきませ
んし、新しいシステムが成熟するのを待っ
てもいられない。言ってみれば、育てなが
らつくり、つくりながら育てるという現状
ではないかとも考えています。
　そういうときに地方自治の在り様を具体
的にどう方向転換していったらいいのかと
いうことで、幾つかお話をしてみたいと思
います。
　先ほど、育てながらつくり、つくりなが
ら育てるという言い方をしましたが、人口
減少をはじめとする大きな社会経済構造の
変化といういろいろな制約があることを前
提にして、自治そのものを大事にする仕組
みに組み替えていくことです。そこではい
ろいろな資源を使い尽くしてしまわない。
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むしろ地域の大事な宝物をしっかり持って
おくということです。人も組織も、もちろ
んお金もそうですし、自然、地形、地物も
含めて、それをどのぐらい大事にできるか
が持続可能性につながっていきます。そう
いう自治を進められるような機能改革をこ
れから考えていかないといけないと思いま
す。
　ですから、地域自身がある意味では自己
変革していかざるを得ない、そういう状況
が地方創生時代の求めている自治の在り方
ではないかと思っています。ですから、創
生などと言うよりも、それぞれの地域が自
主的に、自立的に地域の力を合わせて、そ
れぞれの地域経営、都市経営をやっていく
ような姿を描き出していかなくてはいけな
いと考えています。
　そうした自主・自立・協働型の地域経営、
都市経営を考えてみたときに、実は市町村
は総合的な地域主体としての経営主体でな
ければいけませんし、そういう経営改革に
今、入っていかざるを得ないという状況だ
ろうと思います。多分、従来の現状維持型
の行政改革では、こういう改革ができませ
ん。むしろ経営に視点を置いてどう改革し
ていけるかがポイントですし、いわば自治
体経営の政策内容や政策システム自体をや
はり変えていかざるを得ない。そのときに
先ほど申し上げた「選択と集中」をどう見
直していくか、「参画と協働」という方法
をどう組み込んでいくかが、あらためて問
われてくることになるのだろうと思ってい
ます。
　こういう縮小社会の地方自治体には課題
があります。並べると山ほどあるなと思い
ながら挙げることになってしまいました。
ある意味では、私たちがこれまで営々とし
てつくってきた福祉社会自体が危機に瀕し
ています。事実上、あらゆる福祉システム
には今、持続可能性はありません。特に

2040年に向けて圧倒的に増える高齢者と長
寿命化の影響下で医療や介護への負担の増
大に対応できるような仕組みは、現実には
ありません。例えば介護の専門家、医療の
専門家は、いずれにしても大きく増える要
素はありませんが、もう一方では、介護ニー
ズ、医療ニーズ自体はこれから飛躍的に大
きくなります。このギャップを誰がどう
やって責任を取ってくれるのかという議論
がありますが、現実は誰も責任を取ろうと
していません。地域包括などという訳の分
からない、言ってみれば小手先の政策で、
何とか地域で頑張ってくださいという方針
になっています。これも本当に今の段階で
幾つかうまくいっているところ、モデル
ケースがあります。ですが、ご承知のとお
り、大体そういうところはスーパーマンみ
たいな職員の方、あるいは医療関係の方、
民間福祉の方が、本当に一生懸命頑張って
おられて、ようやく回っているという仕組
みが大変多いのです。「日本全国でそんな
仕組みはうまくいくわけない」と言っては
いるのですが、なかなかこういう議論が共
有できていないというのがあって、困った
なと思っているところです。それはさてお
き、こういう福祉の社会そのものが実は既
に持続可能性を失ってしまっている。この
ことをどう考えていくのか、これが大きな
１点目です。
　二つ目は、もちろん経済社会そのものも、
人口が減れば、当然のことですが、経済力
は小さくならざるを得ない。人口が増えれ
ば経済成長しますし、減れば当然停滞する
ということになります。もちろん１人当た
りの効率を上げようという議論があります
が、グローバル化する世界経済の中でどの
くらい効果があるのかと考えていったとき
に、果たしてどこまでこの経済成長の夢を
これ以上追い掛け続けることができるの
か、これも非常に難しいところがあります。
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前よりは小さくなる中で、どううまいこと
食っていくかという議論もあらためてしな
いといけないのかなと思っています。また、
従来のマーケットが大きく変わってしまい
ます。変わり方としては単に縮小するとい
うよりは、縮小に伴ってマーケットの質が
変わります。その中でどういうビジネス
チャンスを見つけ出していくか、いわば創
造的な破壊を考えていけるかというのが、
地域の側からの産業再編、そして雇用の再
編の考え方ではないかと思っています。
　地域社会そのものも今、大きく変化を始
めています。また、地域組織自体が、先ほ
ども申しましたように大きく変化しつつあ
ります。もちろん新たなボランタリーな組
織、NPO、NGO型の組織、最近では社団、
財団といった新たな活動単位も増えてきて
いますし、地域自治の仕組みを法人化しよ
うなどという動きもあります。いろいろな
新しい地域の担い手が登場する可能性があ
りますが、もう一方では、今あるような地
域の組織環境、生活環境の大きな変化にど
こまで対応できるかは、まだまだ未知数な
ところがあります。こういう問題をどうこ
れから乗り越えていくのか。そうした不確
実な状況の中で、つまりは経済的にも、社
会的にも、自然環境も含めて大きな変化が
ある、そういう状況にどう対応していける
のかがポイントになってこようかと思って
います。ある意味では地域経営、都市経営
自体の持続可能性があらためて問われてい
る状況にあって、実はこういう問題に全部
対処していかないといけないという、とん
でもない時代に入ってきているのです。
　実はいろいろな施設やサービスについて
言うと、皆さん方のところでも、それぞれ
公共施設等の総合管理計画をお立てになっ
ておられるかと思います。「来年３月に向
けて、今、一生懸命やっています」という
ところが多いと思いますが、ついでに言う

と、こんな施設やインフラを「作れ、作れ」
と言った人の責任はどこに行ったのだろ
う、それを何で今、各市町村が苦労してや
らなくてはいけないのかととても疑問なと
ころがあります。補助金を付けて「作れ、
作れ」と言って奨励した側の責任はどこへ
行ったのだろうかと、つい思ってしまうの
です。除却費用を賄いますぐらいの話では
話にならないだろうという気もするのです
が、それはさておき、少なくともそういう
それぞれの地域経営、都市経営が今直面し
ている持続可能性問題、当面不足する施設
の問題、あるいはサービスの問題、これを
どう考えていくかです。
　今回の総合戦略でいえば、皆さん方のと
ころでも、特に子育てについてはさまざま
な子育て優遇策を競うようにして整えてこ
られました。医療費の無料化しかり、その
範囲の拡大もしかりです。その他、子育て
環境の整備については相当力を入れてこら
れていることがありますが、本当にその
サービスをずっと維持できますかという話
です。国のお金があるからかもしれません。
本当にそうした医療や健康、福祉に関わる
ようなサービス、あるいは教育に関わる
サービスも、総合戦略でやっておられるこ
とは、国の約束ですから、５年間は何とか
お金は出るとしても、その後、続けること
が本当にできるでしょうか。真剣に考えた
方がいいと思っています。ある意味では持
続可能性そのものが大きな危機に瀕してい
ると考えていただいていい状況があるとい
うことです。そうした危機に直面している
という認識の下においてそれぞれの展望な
りビジョンなりを持って地方自治に取り組
まなければならないのです。

３．地方創生、総合戦略は縮小社会問
題を克服できるか

　そういう観点で、今回の地方創生総合戦
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略が、本当に各地域が直面している縮小社
会問題を克服できるようなスキームになっ
ているのかどうかを問い直さないといけな
いと思っています。先ほど申し上げました
ように、国の人口ビジョンで2060年に１億
人維持、そして将来的には合計特殊出生率
2.07という目標を掲げていますが、具体的
な戦略はなぜか地方の総合戦略ということ
になります。本当は人口問題の上では、国
が方針さえ決めればそんなに難しいことで
はないのです。それはヨーロッパでやられ
ていたような基本的に二つの方法がありま
す。

　一つが移民政策です。若い家族の人口を
大体200万～300万人入れれば、比較的持続
可能な人口構造を再現することができま
す。部分的には日系の海外移住した方々を
中心に今国内に入っていただいています
が、もっとこうした移民を拡大する。これ
は一つの方策です。ただし日本社会そのも
のには、この問題を本当に真面目に考える
人はいるのですが、真剣に取り合おうとい
う社会風潮はないということです。これに
はもちろんいろいろな経済的な事情、社会
的制度的な問題の両方が関わっています。
　二つ目は、これもヨーロッパの国々の幾
つかでやられた所得保障です。子どもを持
てば所得が保障されることにしてしまえ
ば、当然たくさんの子どもが生まれること
になります。フランスのように合計特殊出

生率を２人台に回復した例はよく知られて
いるとおりです。こういう所得保障になれ
ば、これはもう国の出番でしかありません。
全国一律にやるしかありませんので当然で
はあります。この意味で国は人口政策をや
れますが、地方自治体にそれをやれという
のはそもそも無理な話です。ましてや社会
移動を前提にしたこの国の中の暮らし方で
言えば、そもそも居住の自由が保障されて
いる現行憲法の下では、一つのパイを奪い
合う地方自治体の間における住民争奪戦を
するしかなくなります。東京一極集中是正
とか地方定住とか、恐らくこういう議論に
なるのだろうと思いますが、それはすなわ
ち人口問題の解決にも何にもならない、あ
る意味ではナンセンスな戦略がこの総合戦
略ということになりかねないということで
はないでしょうか。
　そうは言っても、こういう国の総合戦略
の中には、各地域がこれからの持続可能性
を考えていく上で考慮しなければいけない
重要な要素が散りばめられています。当然、
雇用の問題も、人の流れということも、次
の世代を育てようということも、安心・安
全な地域をつくるということも、まさにそ
れぞれの持続可能性の基本的な条件である
ことは間違いありません。総合戦略の要素
には、地域の持続可能性を高める上では避
けて通れないところが多いのです。
　そういう状況の中ですが、この総合戦略
については、ご承知のとおり、さまざまな
批判があります。ある意味では、そもそも
消滅するかどうかという問題も、本当に消
滅するわけはないので、こんなこともあり
得ない。消滅するとすれば、人がいなくな
るのではなくて、自治体の経営が成り立た
なくなるという意味での地方公共団体の消
滅ということはあります。しかし、地方公
共団体がなくなっても、別に人の暮らしが
ありますし、日本国民としての権利があり
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ますから、当然新しい団体をつくるだけと
いう、それだけの話なので、あまり気にし
なくてもいいかなと、この消滅自治体問題
は割と気楽に考えているところはありま
す。もちろん北方領土のように、ロシア国
民が住んでいて、日本国民ゼロの自治体が
国後、択捉にあるという変な状況もありま
す。ですがそれは別にして、こうした消滅
自治体論自体は、実際の地域の暮らしをど
う維持していくかという枠組みの問題だけ
であって、自治体がどうなろうと地域住民
にとっては関係ないといえば関係ないこと
です。もちろん皆さま方の将来のお仕事が
なくなるかもしれないということでは真剣
に考えないといけない、ということはある
かもしれません。
　いずれにしても、そうした中で、増田レ
ポートの「選択と集中」というのは、結局
のところは小規模自治体の淘汰、併合を考
えておられるのだろうということがありま
すし、中核的な都市への集中によって、そ
の問題を回避しようというのが基本的な方
針だと思います。その後の国の方策もこう
いう方向へ向かっているのですが、どうも
事の本質、要するに人々の暮らしをどうす
るかという議論とは懸け離れたところで、
自治体の存続だけが問題になっているとい
うか、現行の自治体の枠組みだけが問題に
なっているという印象が強いのです。「こ
んな議論はあんまり意味ないよね」と、恐
らく住民の方々はお感じになると思いま
す。
　ともあれ、こうした人口問題とその構造
は、実は都市も過疎地も同じです。さらに
言えば、若い女性が消えると言っています
が、大都市に集まった女性は子どもを産む
かというと、ご承知のとおり、合計特殊出
生率が低いのは大都市、特に東京のような
所が非常に低いのですから、女性は子ども
を産まなくなる。まさにこういう人口問題

を解決しようと思ったら、現実は逆にさら
にひどくなってしまっているというか、問
題が深刻化している、そんな話もあるかも
しれないということです。いずれにしても、
今、地方創生総合戦略の中で言われている
ような方策は本当に使えるのかどうかは吟
味した方がいいということを、まずはこの
批判の議論の中からくみ取っておくことが
大事だと思っています。
　だからといって、やらなくてもいいとい
うことではありません。むしろこういう産
業構造の変化、グローバル化やメガリー
ジョンの進展するような世界の中で、企業
の移動は当たり前になっていますし、経済
構造が大きく変化していて、その中に日本
全体が飲み込まれてしまっています。実際、
経済機会の差や経済格差はどんどん拡大し
ていて、それに従って人口移動も起こりま
すし、少子化も起こってくるということで
す。ある意味では豊かさと貧困が同時進行
する社会の中で、当たり前のことですが、
より暮らしやすい所に人が動いていく、そ
して少子化してしまうというのは、これは
もう成熟社会では当然の動きと考えていた
だいていいと思います。
　従って、当面考えないといけないのは、
こういう成熟社会化の中で急速に起こるも
う一つの問題、高齢化ということです。人
口減少と同時に起こる高齢化という問題に
どう対処するのか。しかもそれは期限付き、
2040年という高齢者人口がピークに達する
時期を視野に入れて問題解決に当たらない
といけないわけですし、そこから先は実は
そうしてつくった高齢者対策の仕組みをど
う上手に小さくしていくかに今度は腐心し
ないといけないことになります。あらゆる
社会制度を高齢問題に当面集中しないとい
けないのは間違いないのですが、もう一方
では25年後にはその問題は逆転してしまい
ます。そうすると、いったん出来上がった
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仕組みをどう壊して、縮小していくか。今、
私たちが直面している従来の拡大社会から
縮小社会への転換と同じ問題を、25年後に
再び迎えることになってきます。
　そういうことも踏まえて、この総合戦略
を考えていくことになろうかと思います。
経済の問題、成熟化の問題、そしてその中
での高齢化という特に喫緊の課題にどう応
えていくのか、これは非常に大きな論点に
なります。そういう中でも、私たちはこれ
からあらためて地域活性化策を真剣に考え
ていかなくてはいけないのですが、一つ考
えておかないといけないのは、これまでに
も山ほど地域活性化をやってきたというこ
とがありました。そして、地方分権改革が
進む中で、それぞれが知恵を出して、多少
なりとも各地域でなんらかの活性化努力を
してきました。そして、大きな成果と言わ
れると困りますが、部分的にはそれなりに
評価される成果をあちらこちらで上げてき
たということがあります。今回の総合戦略
は、果たしてこういうそれぞれの地域の努
力をどうくみ取り、それをどう伸ばしてい
くことになるのか、従来の地方自治体事業
への今回の国の態度には極めて曖昧なとこ
ろがあります。
　加えて、2016年以降の予算の問題もあり
ます。地方創生の財源は保障されるのか、
少なくとも５年間は出し続けてくれるので
しょうか。
　昨年の新型交付金のお金の使い方一つを
見ても、本当に何の意味があったのかはよ
く分からないのですが、こういうところの
議論は当然出てくるだろうと思います。
　ついでに言うと、この地方創生の議論で
は「異次元の大胆な政策」と言われていま
した。多分、今度の一億総活躍社会も異次
元の大胆な政策なのだろうと思うのです
が、実際の事業やメニューを見ていると随
分と違和感があるなとは思っています。で

すが、批判をしていても始まらないという
のが、ここでの大切なポイントです。
　現状、国の枠組みに従った人口ビジョン
を立てざるを得ないということになります
が、残念ながら個別に皆さん方のところで
対策されても、国全体のバランスは必ずし
も生まれないということだけは申し上げて
おいていいだろうと思います。今のままそ
れぞれの地域の人口ビジョンを足し合わせ
ると、2060年には人口が２億人になってい
るという笑えない話があります。本当にそ
うなるかどうかはまだ出そろっていません
ので何とも言えませんが、このままいけば
という仮の前提です。ある意味では、それ
ぞれの地域が個別に一生懸命努力する、そ
して鉛筆をなめるということをしているわ
けですが、本当に全体のバランスが取れる
わけでも何でもない。逆に言うと、人口ビ
ジョンはいつ実現できるかわからない遠い
目標として抱えておけばいいと思い定めて
いただいていいと思っています。
　併せて、合計特殊出生率も国全体で2.07
という目標です。実現可能性という点でも
怪しいのですが、それぞれの地域は地域の
事情があります。ちなみに既に2.0をとっ
くに超えていて、それを維持しているよう
な地域もたくさんありますので、これもあ
る意味ではそれぞれの地域ごとということ
になろうかと思っています。
　国は社会移動がありませんが、地域はた
くさんの社会移動を常に抱えています。人
口の流出入のある地方とそれがない国全体
とでは全く議論のベースが違いますので、
この人口ビジョンぐらい困った問題はない
とは思っています。このままいくと、各地
域間での人口の取り合いというゼロサム
ゲームの様相を呈することになります。こ
んなことをやっても、結局のところは全体
の均衡などは生まれないし、場合によって
はそういう努力自体がこの国の各地域が
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持っている、そして国全体が持っている資
源を無駄遣いしてしまうことになりかねな
いと思います。ですから、こういうある種
のチキンゲームみたいなものをどうやって
回避するかが知恵の働かせどころだと思っ
ています。
　なお、移民という最大の労働力対策は、
実は大きな問題があります。ヨーロッパで
も、北米でもそうなのですが、移民は確か
に重要な労働力で、人口問題に対する大き
な解決策ではあるのですが、もう一方で、
一般的には社会格差を拡大させる大きな要
因になります。特に多くの移民層が貧困層
として入ってくることになり、その貧困が
さらに貧困を生むという構図を生み出して
います。そういう貧困の加速化をこの国全
体としてどう受け止めていけるのか。こう
いう問題も考えないと、移民型の労働力対
策はなかなかうまくいきません。ヨーロッ
パが直面しているのもそういう問題だと考
えればいいと思っています。
　そういう地方創生の人口ビジョンの下
で、総合戦略が今立てられようとしている
わけですが、この総合戦略は当然いろいろ
な問題点があります。
　一つは、皆さん方のところでそれぞれお
持ちの総合政策的な意味合いを持っている
基本構想、基本計画との関係です。この考
え方をしっかりと整理していただきたいと
いうのがまず一つ目のポイントです。その
意味では、実は幾つかの地域では、基本的
には総合計画の枠組みに従って総合戦略を
作っていますし、両方一緒に作ってしまえ
というところもあります。このあたりはそ
れぞれの戦略ですので、むしろまともな行
き方かなとは思っています。とにかく、こ
の二つの計画の考え方の整理をきちんとし
ておくことが必要です。どんな整理の仕方
でもいいと個人的には思っていますが、あ
くまでも整理ができていることが必要だと

いうことです。
　二つ目のポイントは、この総合戦略を地
域社会が持っている持続可能性と矛盾しな
いようにしていくところがポイントです。
子育てのさまざまなサービスの充実は確か
に一見、必要に見えるわけですが、それを
やったからといって、どこかにうまく子育
て世代が集まって、たくさん子どもができ
るなんていうのは、ある意味では夢物語に
近いと仮に考えると、みんなでそういう無
駄なことを一遍にやる必要はないというこ
とがあるかもしれません。そうしますと、
地域の資源をできるだけ使い尽くさないよ
うに、そして次の世代がひょっとしたら
もっと賢い使い方ができるように置いてお
いた方がいいよねという議論だってあると
思います。今のは極端な例ですのでそれぞ
れのご選択があろうかと思いますが、地域
の資源を消費し尽くすような戦略にはなっ
てはならないということをあらためて強調
しておきたいと思います。
　もう一つ重要なポイントは、やはりこう
いう分権社会の中で自主性、自立性を総合
戦略の中できちんと発揮できているかが問
われるだろうと考えています。国の方針に
基づいて計画を策定するというのは、ある
いは、言い方はあまりよくありませんが、
コンサルベースになり過ぎていませんかと
いうことだけ申し上げておきたいと思いま
すが、恐らくここにおいでのような自治体
は大丈夫だろうとは信頼はしているところ
です。

４．批判を乗り越える地方創生、総合
戦略へ

　山ほど悪口を言ってしまいましたが、む
しろこの総合戦略はとても良い機会を私た
ちに与えてくれているという側面もあると
思います。地域の資源を活かすような総合
戦略、各地域に即した総合戦略を考えてい
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くこともできるのではないかと思っている
のです。せっかく、この総合戦略の中で、「ま
ち・ひと・しごと」、それぞれについて戦
略をと言っているわけで、ある意味では地
域が持っている総合的な力をどう浮上させ
ていくかがその根底にあります。ですから、
各地域が持つ重要な特性、重要な資源をさ
らに分厚く、どう増やし、地域の中に蓄積
していくか、積み上げていくか、そういう
機会としてこの総合戦略を考えていただけ
れば、むしろ地域の資源をつくり、積み増
していくような戦略が大いに考えられると
思っています。それには自然資源を使い尽
くさないで、むしろ保存していく、あるい
はそれを育てていくということもあると思
います。

　産業資源で言えば、当面は、例えば１次
産業でもいいですし、２次産業でも何でも
構わないですが、そうした産業社会そのも
のを、これまでのグローバル化した経済で
はなくて、それぞれの地域に即した、地域
の資源に見合った産業構造にどう変えてい
くのかということがあってしかるべきだろ
うと思います。
　既に構築された非常に分厚いインフラ設
備を各地域が持っておられます。これをど
う持続させるかということもありますし、
そういう社会資源をどう上手に使っていく
か。せっかく街ができている、その街をど
ういうふうにうまく使い回していくことが

できるか。もちろん維持ができなければ、
上手にどう撤退していくことができるか。
そういうことを考えるのも、実は社会基盤
資源をどう考えるかということにつながっ
ていくのだろうと思っています。
　同様に、気持ちの問題や歴史の問題、そ
れらがつくり出す風土、人々の意識、そう
いうところも大事にしていきたいですし、
同時に人そのものを大事にしていく、ある
いは人材そのものを育てていく、そういう
資源も大事かなと思っています。これはも
ちろん個々の人の問題ですが、集団として
の人、あるいはネットワークの中の人とい
うのも、同時に注目しておきたいと思って
います。そして、こういう地域の資源をつ
くっていくという観点で、総合戦略を考え
られないだろうかと思っているのです。
　そうした地域の資源を再発見して価値を
見いだしていく、見落としていた地域の人
的な資源を再評価していく。地域の歴史や
文化といったところはある意味ではこれま
での地域活性化やこれまでの総合計画等々
でひょっとすると劣化しているかもしれま
せんが、こうした自然や文化や風土をどこ
まで大事にできるか。
　産業や経済、それに関わる私的な資源に
ついて言えば、これまでのところはそれを
使い尽くすことに専ら目が向いていて、そ
れをどうお金に換えるかに関心が高かった
かもしれませんが、せっかくの大事な資源、
貴重な資源です。そんなに安く売り渡して
はいけないということが山ほどあるので、
そういう貴重な資源は貴重な資源として大
事にしていく、その価値をあらためて考え
ていく、新しい価値を追加していくことを
考えていく必要があると思っています。
　同時に、こうした資源の中で、当然、そ
れぞれの地域ごとに見えた課題に応えてい
かなければなりません。人も足りない、お
金も足りない、知恵も足りない、物も足り
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ないというところはたくさんあって、確か
に不足するものはつくればいいということ
があります。しかし当然、つくり切れるも
の、つくり切れないものもたくさん出てき
ます。そうしたら、そういうものは移して
くればいい、ほどよいものを外から取って
くればいいということもあります。ですか
ら、そういう取ってくることができるネッ
トワークを持てるかどうかも恐らく問題に
なってくると思います。情報は比較的取っ
てきやすい環境ができました。次は必要な
人をどうやって取ってくるか。お金も割と
取りやすくなったかもしれませんが、やは
り人が大事かなと思っています。
　こういう資源をどうやって地域の中で活
かしていけるかというときに、単体の資源
だけ集まってきてもどうにもなりません。
それぞれの資源を上手に組み合わせること
が必要になります。どうも今回の総合戦略
を考えてみたときに、こういう資源を上手
に活かしていくような組み立て方にあまり
目が向いていなくて、むしろそれぞれ個々
の分野ごとにいろいろなアイデアを散りば
めてはいるのですが、それが一つひとつば
らばらに進んでいる。結局、それで本当に
子どもたちが健やかに育つという状態がで
きるのかと言われると、何か随分抜け落ち
ているなという印象の方が強くなってしま
います。そうではなくて、地域が持ってい
るいろいろな資源をどう組み合わせるの
か、そういう場、空間、総合的な機能など
をどうつくっていくのか。これを取りあえ
ずは「クラスター」と呼んでいますが、そ
ういう資源を活かせるようなネットワーク
がぎゅっと集まるような場面、場などを考
えていく必要があるのではないかと思って
います。
　少しややこしい言い方をしていますが、
これからの大阪圏での各地域の戦略のポイ
ントは、クラスターとネットワークかなと

思っているのです。そして、今回の総合戦
略の中で一番欠けている視点は、実はこの
ネットワークの話、あるいは地域間のクラ
スターの話かなと考えています。都市内の
クラスター、あるいは立地適正化はそれぞ
れの地域ごとに検討されていると思います
が、もう一方では、その地域を超えたクラ
スターやネットワークについては、なかな
か議論ができていないのが現状ではないか
と思います。
　もちろん従来言われていたようなコンパ
クトシティをやれと言うようなつもりはあ
りません。今、出ている国の方の立地適正
化論で言われているようなコンパクト化
は、言ってみれば、集めて効率化していく
という発想が中心です。ですが、現在の地
域事情をお考えいただければ、集まる人た
ちは勝手に集まっていて、集まれない人が
それぞれの地域に残っているというのが多
分、現実に近いのではないかと思います。
むしろそういう現実を前提にして、どうい
うふうに分散型のクラスターみたいなもの
を上手につくっていくのか、そしてそれ一
つひとつは力不足ですから、そこを補うよ
うなネットワークをどうつくっていくのか
がポイントかなと思っているのです。
　小地域の多元的で多様なクラスターがそ
れぞれにある程度の自律性、自主性を持ち
ながら、独自に生きていく。しかしその個
性だけではなかなかうまくいかない。そう
いうときにそうした小クラスター間の機能
的な相互補完みたいなものをどうつくって
いけるか、そこは行政の役割、自治体の役
割が大きいと思います。従来の大阪府全体
で言えば、都心の機能と住宅地域の機能、
さらには農山漁村の機能といった機能分担
をするというこれまでの発想ではなくて、
むしろ、日常的にそれらがどう連携して支
え合えるか、そういう議論をこれからして
いかなくてはいけないと思います。それが
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「まち」に関わっても、「ひと」に関わって
も、「しごと」に関わっても出てくる、そ
ういう状況なのだろうとは思っていて、そ
れが実現できないと実は持続可能性は高ま
らないと思っています。
　そういう都市圏クラスターとネットワー
クをどうつくるか。いろいろと考えないと
いけない点がたくさんありますが、まずは
身近な小さな多元的で多様なクラスターを
どうつくるか。そこはやはり地域の自治や自
主管理が問題になりますし、各地域の働きや
その資源をどう再発見していくのか、それを
どういうふうに未来志向のものにして紡ぎ
直していくのかが重要になってきます。
　もう一つはそうしたクラスター間のネッ
トワークをどうつくっていくのか。地域間
のいわば連携協力をどういうふうに各地域
が方向性として、自らの価値観の中にそれ
を組み込んでいくかという問題でもありま
す。その中で、ようやくより高度なクラス
ター間の、いわばパートナーシップやコラ
ボレーションが働くことになるのだろうと
思います。
　これ自体は極めて難しい課題がたくさん
あります。それほど簡単に実現できるわけ
ではありませんが、むしろそうしなければ
それぞれの地域の持続可能性が高まらな
い、そして、それを支える自治体の持続可
能性も高まらないということからすれば、
こうしたクラスター間のネットワークをど
う多重的につくり上げていくのかが、極め
て重要な課題だと思っています。そのため
に、ただ単に物事のネットワークだけでは
なくて、社会的、文化的、思想的、精神的
な強さを持ったクラスター間のネットワー
クを考えていく必要があるだろうと思って
いるのです。
　それをつなぐのはやはり自治体、基礎自
治体です。地域はネットワークで成り立っ
ていますし、自治体はそのネットワークの

一環と考えていただければいいかと思いま
す。情報、道路など、さまざまなネットワー
クが地域にはあります。こういうネット
ワークを維持しているのはもちろん民間企
業も担い手になりますが、自治体の役割も
非常に大きい。むしろそういう地域が必要
とするさまざまな機能をこうしたネット
ワークを通じてどう維持していくのかを考
えて、地域全体としては縮小していくわけ
ですが、その中でどう相互補完していくの
か。そういうことを考えていくのが、恐ら
くこれからの自治体の総合戦略の重要なポ
イントになってくると思います。

５．地方創生、総合戦略を活かす市町
村の戦略へ

　総合戦略を、各市町村の戦略あるいは計
画の中でどう活かしていくのかが逆に重要
です。既に作っておられる総合戦略は国の
スキームに従って、それぞれ着実にお作り
になっているかと思います。しかし、一方
では、恐らくその総合戦略の中に、それぞ
れの市町村でお考えの、いわば将来に向け
ての戦略的なポイント、戦略的に重要な施
策や事業が散りばめられているはずです。
そうしたものをむしろ意識して、これから
の総合戦略のいわば使い回し方といいます
か、賢い使い方を考えていくことが大事か
と個人的には思っているのです。総合戦略
はもちろん国のスキームですが、同時にそ
の中で各地域がどうこれを活用できるのか
という視点で、いわば国の戦略を市町村の
戦略にどううまく転換していくのか。賢い
使い回しを考えていこうということです。
　まち・ひと・しごとの発想を地域の側か
ら考えてみたときに、どう考え直していけ
ばいいのだろうか、皆さん方のところでも
総合戦略をお考えになるときに、庁内でも、
あるいは住民の皆さん方ともいろいろご議
論されたかと思います。いろいろなアイデ
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アが出て、国の枠組みの理想的な条件に合
うものを選んでいく、ある意味では交付金・
補助金のことがありますから、それを目指
して選んでいくという作業があったと思い
ますが、同時にこれまでの自治体の計画、
方針を踏まえて市町村が選択するというこ
とも行ってきたと思います。こうした総合
戦略自体を、自治体の政策の中にもう一度
きちんと位置付けて直していく。逆に言う
と、自治体の政策の中で、総合戦略そのも
のが意味を持ってくるようにしておくのが
ポイントかなと思います。
　また、場合によっては、従来の総合計画
ではなかなかメリハリが付けられなかっ
た、あるいはもう一歩踏み込めなかったと
いうところがあれば、今回の総合戦略はちょ
うど良い機会ではないか、上手に使ってい
ける良いチャンスを頂いたと考えることも
できます。いわば新しい方向を大胆に試し
てみるということでも、せっかくの総合戦
略を上手に使っていけばいいと思います。
　そういう意味では、総合戦略というのは、
ある種のリーディングプロジェクト的に働
くことも絵柄としてあっていいと個人的に
は思っています。そういう賢い使い方がで
きれば、それは各地域にとって、今、お作
りになっている総合戦略が、将来に向けて
は非常に大きくて、重要な意味を持ってく
ることになると思います。
　そして、この「地方創生総合戦略」をど
うやって次の時代に見合った地域づくりに
つなげていけるかを考えていくのが重要だ
と思っているところです。
　この「総合戦略」の作り方は、基本的に
二つぐらいのパターンがあると思います。
この大阪の地域ではどうしても都市化が進
んでいるところがあって、言ってみれば平
均的に満遍なくあれもこれもという総合戦
略ができそうです。その点では、「バランス
型」と私は呼んでいますが、総合計画をい

わば下支えするような、あるいはそれを展
開するような戦略としてこの総合戦略を位
置付けていくことができるかもしれません。
　ですが、もう一方では、この際、思い切
り冒険をするのも手としてはいいと思って
います。ある意味では、各自治体の危機感
の持ち方、危機の度合いの差によってとい
うことになろうと思っていますが、ある種
の「一点突破型」をこれから考えていくこ
とも大事かもしれません。すなわち、自治
体の政策をある意味で大きく組み替えてい
く、けん引していくような総合戦略の組み
立て方もあるかもしれないと思っていま
す。ここは各自治体の危機感とその構造を
考えた上で進めていくことになりますが、
極端な言い方をすれば、人口規模が極めて
小さくて、財政的にも余裕がなくて、ここ
で一発大逆転を考えざるを得ないというこ
とがあるとすれば、一点突破型の事業も現
実味を帯びてくるかなとは思っています
し、個人的に多少そういう方向でお手伝い
することもなくはないのですが、とにかく
こういう方策もあり得るということです。
　いずれにしても、５年間というのはそれ
なりに意味があって、実際に何がどこまで
できるかを見極めるという点で程よい期間
かなと思います。１年では明らかに何も見
えない、２～３年では少し判断が早過ぎる、
でも10年だと長過ぎますので、５年ぐらいは
ちょうどいい期間かなと思っているのです。
　厄介なのはKPIです。ただし、これ自体
はむしろ各自治体の政策、あるいは総合計
画の目標と併せて考えていただければ、そ
んなに問題はないかなと個人的には思って
います。逆に言えば、これまでこうした
KPI型の発想を従来の計画行政であまり考
えてこなかったということからすれば、
ちょうど良い機会ではないかと思っている
ところもあります。これを機会にむしろ
KPI自体が自治体全体にとって意味がある
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ものとして、総合戦略だけではなくて、総
合計画そのものにも関わるKPIとして位置
付けられ、それが言ってみれば自治体全体
のパフォーマンスをきちんと表しているこ
とになれば、KPIを作る意味が全く違って
くると思います。
　そういう意味では、総合戦略を十分に使
いこなしていただきたいというのが、今日
は何より強調して申し上げたい重要なポイ
ントです。総合戦略の策定や実施は、ある
意味ではこれからの自治体経営を根本的に
考え直す重要なチャンスになろうかと思い
ます。その点では、自治体経営をこれから
どうつくっていくのかというときに、この
総合戦略を考えるのは良いきっかけではな
いか。つまりは、この総合戦略をどう上手
に使っていけるかを通じて自治体の経営能
力があらためて問われていることになると
思います。この総合戦略に振り回されて、
これをやるために必死になって他のことが
手に付かないなんていうようでは明らかに
経営能力がない、足りないということに
なってしまいます。
　いわばこういうものを上手に使うガバナ
ンスをつくっていかないといけない。これ
はやはり各自治体が持っておられる政策力
をきちんと発揮しないといけないというこ
とだと思います。もちろんその政策力とは、
地域の起爆剤づくりや、地域の資源を大切
に使う、資源を増やすという意味として理
解していく必要があると思います。こうい
う自治体の政策能力をどうやって上げるの
か。なかなか難しくて、私もあまりアイデ
アがないのですが、やはり日常的にこうい
う総合戦略を含めて、政策問題を日々考え

続けていくこと、そしてそういうことを考
える態勢が役所役場の中でできているかど
うかをもう一度考えてみていただければと
思います。「いや、そんな余裕はなくて。
ただでさえ職員数を減らしているのに、と
てもそんなことできません」という声も聞
こえてきます。しかし、こういうふうに立
案するとか、それを考えるといった態度や
姿勢そのものはそれほど難しい話ではなく
て、それぞれの団体の中でむしろ日常の仕
事の中で一緒に併せて考えてもらうことが
できる、そういう習慣やルールを作って行
くといったところも大きいと思います。そ
うした政策研究のすすめなども、今回の
KPIのように、評価の観点からも考えてい
くことができるだろうと思います。
　そろそろ終わらなくてはいけない時間で
す。ぜひこの総合戦略の立案、実施を通じ
て、それぞれの市町村の政策の力を大きく
増やしていってほしい。そして、むしろ地
域に即した、皆さま方のところの総合戦略
にしていくような政策の捉え直し方を試み
る、またそうしたマインドをぜひつくって
いっていただければと思っています。そう
いう政策能力を上げていく上でも、ぜひ多
くの職員の方々や住民の方々、自治体関係
者の方々がその人的資源力を大いに上げて
いっていただきたいのです。それができる
ことで、こうした総合戦略やそれに基づく
政策展開においても、より地域に即した自
主的、自立的な政策展開への可能性を高め
ていくことができると思っています。
　私からお話ししたいことは以上です。長
い時間、ご清聴ありがとうございました。
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＜講師プロフィール＞

コーディネーター

　久　 隆浩 氏 近畿大学総合社会学部教授

パネリスト

　田中 誠太 氏 八尾市長

パネリスト

　土屋 俊平 氏 大阪府総務部市町村課長

1958年高知県生まれ、大阪育ち。1986年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了。工学博士。財団
法人21世紀ひょうご創造協会主任研究員、大阪大学工学部助手、近畿大学理工学部助教授、近畿大学理工
学部教授などを経て、2010年より現職。豊中市都市計画審議会委員、東大阪市環境審議会委員、大阪市社
会教育委員、など行政委員も多数担当。大阪府まち・ひと・しごと創生推進審議会委員を務める。
【主な著書】
「都市構造と都市政策」（共著、古今書院、2014）
「都市・まちづくり学入門」（共著、学芸出版社、2011）
「21世紀の都市像－地域を活かすまちづくり」（共著、古今書院、2008）
「地方分権時代のまちづくり条例」（共著、学芸出版社、1999）

1983年（昭和58年）八尾市議会議員に初当選、以降連続３期当選。
1999年（平成11年）大阪府議会議員に初当選、以降連続２期当選。
2007年（平成19年）八尾市長に初当選、現在３期目。
2015年（平成27年）大阪府市長会会長、（公財）大阪府市町村振興協会理事長に就任、現在に至る。

日本郵船㈱勤務を経て、1995年（平成７年）大阪府に入庁。国土庁防災局派遣等を経て、2004年（平成
16年）総務部市町村課主査、2008年（平成20年）健康福祉部障害保健福祉室課長補佐、2010年（平成
22年）福祉部福祉総務課課長補佐。2013年（平成25年）７月から和泉市副市長（市長公室、総務部、生
きがい健康部、消防本部を所管）。2015年（平成27年）４月から総務部市町村課長、現在に至る。
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パネリスト

　荒木 和美 氏 寝屋川市総合調整監兼市長室長

パネリスト

　牧瀬 　稔 氏 一般財団法人地域開発研究所
 上席主任研究員

パネリスト

　齊藤 　愼 氏 おおさか市町村職員研修研究センター所長
 大阪学院大学経済学部教授

1993年（平成５年）寝屋川市役所に入庁。社会教育部教育センター、企画室を経て2002年（平成14年）
より大阪府企画調整部企画室へ２年間の研修派遣。2005年（平成17年）市長室兼企画室係長、このとき
に「寝屋川市みんなのまち基本条例（自治基本条例）」策定に携わる。2009年（平成21年）都市計画室課
長、2010年（平成22年）人事室長を経て2012年（平成24年）総務部長、2015年（平成27年）総合調
整監兼市長室長、現在に至る。

法政大学大学院人間社会研究科博士課程修了。横須賀市都市政策研究所、財団法人日本都市センター研究
室等を経て、財団法人地域開発研究所研究部勤務となる。公的活動は、新宿区、立川市、東大和市、羽村市、
戸田市、春日部市、鎌倉市、西海市、丸森町等の政策づくりのアドバイザーを担当している。2013年８月
には、シティプロモーション自治体等連絡協議会を立ち上げた。主な著書に『人口減少時代における地域
政策のヒント』『地域魅力を高める「地域ブランド」戦略～自治体を活性化した16の事例～』などがある。

1948年大津市生まれ。1972年大阪大学経済学部卒、1989年経済学博士（大阪大学）。現在、大阪学院大
学経済学部教授、おおさか市町村職員研修研究センター所長。大阪府行財政改革有識者会議座長、豊中市
行財政改革推進市民会議委員長代理、内閣府「21世紀型行財政システムの構築」有識者研究会座長、日本
地方財政学会理事長などを歴任。主な著書に『地方分権化への挑戦　「新しい公共」の経済分析』『新しい
地方財政論』などがある。
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１．はじめに
（久）　それでは、４時半ぐらいまで、も
う少しお付き合い願いたいと思います。先
ほど、新川先生からさまざまなお話を伺っ
たので、それを受けて、さらに話を盛り込
んでいきたいと思っています。

　今日は３段構えぐらいに考えておりま
す。最初は、一体何をもって地方創生と言
うのかという目標・ゴールを話してみたい
と思っております。実は今日はあまり擦り
合わせをやっていませんので、皆さんの
思っているゴールが違うことが分かって
も、それはそれで有意義だと思っています。
そういう意味で、まずは最初に皆さま方の
思っている地方創生の目標・ゴールみたい
なものをディスカッションしたいと思いま
す。
　２段目は、その地方創生をどのような方

策、手段で実現していくのか、その鍵はど
こにあるのかという具体方策について議論
をさせていただければと思っています。
　そして３段目は、今日はマッセOSAKA
の20周年記念の事業で、マッセOSAKAは
人材育成が一つ大きなポイントです。新川
先生のお話で、地方創生が持続可能な自治
体経営の一つの手掛かりだということであ
れば、持続可能な自治体経営の中で人材育
成がどうあるべきか。そして、せっかくで
すので、マッセOSAKAがそのあたりはど
ういう役割を担っていけるのかもお聞かせ
願えれば、マッセOSAKAの事業というこ
とでは落としどころになるかなということ
を考えながら、３段構えにさせていただけ
ればと思っています。
　それでは、まず第１段の地方創生とは一
体何をもって地方創生と言うのか、あるい
は、どこを目指していけばいいのかという
ことでお話を聞かせていただきたいと思い
ます。先ほど、新川先生からもそのお話が
出てきましたが、私の方からもそのお話を
させていただきます。私は出身が環境工学
科です。環境工学的立場から言うと、人口
は減った方がいいのです。環境負荷は少な
くなります。そういう意味では今、１億
2,000万人がこの日本で暮らすのは環境負
荷的にはかなり大変な思いをしているわけ
です。もっともっと人口が減る方が環境的

第２部　パネルディスカッション

コーディネーター：久　 隆浩 氏（近畿大学総合社会学部教授）
　　　パネリスト：田中 誠太 氏（八尾市長／（公財）大阪府市町村振興協会理事長）

土屋 俊平 氏（大阪府総務部市町村課長）

荒木 和美 氏（寝屋川市総合調整監兼市長室長）

牧瀬 　稔 氏（一般財団法人地域開発研究所上席主任研究員）

齊藤 　愼 氏（おおさか市町村職員研修研究センター所長／大阪学院大学経済学部教授）
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にはいい。しかし、経済的には苦しくなる
という話ですので、どの側面で、どの観点
で考えるかによって、人口が増えた方がい
いのか、減った方がいいのかという評価が
変わってくるわけです。
　そういうさまざまな評価軸がある中で、
今回目指そうとしている地方創生はどうい
う目標・ゴールに向かっていけばいいのか
ということで、一人ひとりにお話を聞かせ
ていただければと思っています。それでは、
まずは田中市長からお話しいただければと
思います。よろしくお願いします。

２．地方創生の目標・ゴール
（田中）　皆さん、ご苦労さまです。今日
はマッセOSAKAの20周年ということで、
地方創生のゴールは何かという問題を頂い
たわけです。久先生とは八尾市での長いお
付き合いの中で、前市長のときには地域経
営システムの導入でご尽力いただいたとい
う経過があります。地域経営システムには
地域の皆さんと共にまちをつくっていくこ
とが基本にあったと思いますが、なかなか
すぐにはうまくいかなかったという経緯が
ありました。
　それを受けて、八尾市では、地域分権を
進めていくために、各小学校区にまちづく
り協議会なるものを創設していこうという
ことで、私が市長になって今年で９年目を
迎えるわけですが、ちょうど２年目からま
ちづくり協議会の設立準備会をつくって、
３年かけて、地域分権あるいはまちづくり
協議会の必要性、そしてまた取り組みの中
身について相当協議を頂きました。その後
３年かけて、それぞれの地域における、「わ
がまち推進計画」を策定してくださいとい
うお願いをしたところです。
　そしてまた、その計画に基づいて３年間、
まちづくり協議会を中心に、住民自治をい
かに育てていくかを議論しながら、当然、

自分たちのまちは自分たちでつくってくだ
さい、守ってください、そしてまた、行政
がしなければならない責任はしっかりと行
政が果たす。その中で、住民と行政が力を
合わせて取り組んでいく課題の解決に向け
て、取り組みを進めてきたところです。

　また、地方創生、地域が元気でなければ
ならないということで、八尾市の中におけ
るそれぞれの地域がやはり光り輝くような
取り組みを進めていただくようにお願いを
してきたところです。当然、住民が策定す
るわがまち推進計画と、八尾市がもともと
策定していた総合基本計画の中の地域別計
画、それを相互に活性化させる取り組みを、
この間、進めてきたところです。地域の自
治組織もある中で、まちづくり協議会は屋
上屋を重ねるのではないか、あるいは住民
に行政サービスを肩代わりさせているので
はないかといろいろな議論がありますが、
この間、地方自治あるいは住民自治を考え
た上で、地方創生の先にあるものは、やは
り住民の皆さんが自らのまちをつくってい
くということになるのではないかなという
のが、私の思いです。
　もう一つは、行政的効率を上げるという
意味では、やはりオール大阪あるいは広域
的に行政を進める仕組みを作っていかなけ
ればならないということで、私は５月13日
に市長会の会長に就任しましたが、その中
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でオール大阪の取り組み、一緒に力合わせ
ができる施策推進をしていこうという提案
をして、本日も市長会ならびに町村長会で
各部会の首長さんに集まっていただいて、
ある程度の方向性を出したところです。そ
ういった意味では、これから43市町村と大
阪府がしっかりと力を合わせられるよう
な、大阪府域全体の地方創生に向けて両方
が相まって進むことが、これからの非常に
大きな推進力あるいは大阪の復権につなが
るのではないかと考えています。

（土屋）　皆さん、こんにちは。大阪府市
町村課長の土屋です。日ごろより大変お世
話になっています。誠にありがとうござい
ます。私はここ10年ほど、大阪府で市町村
と深く関わりのある仕事をやってきまし
た。途中、短期間ながら市職員として働く
機会もありましたので、本日はその中でい
ろいろと考えたり取り組んだりしてきたこ
とをベースに、市町村現場の当事者の一人
というつもりでお話をさせていただきたい
と思っています。なお、私の話の大半は、
府の公式見解ということではありませんの
で、その点はご理解いただければと思って
います。

　まず、本日のテーマの地方創生について、
大阪府の取り組み状況を簡単にご紹介した
いと思います。府の方では、８月末に人口
ビジョンと地方創生総合戦略の素案をまと
めています。詳しくは府のホームページを
ご覧いただければ結構ですが、人口につい
ては、これまでの推計では2040年に約750
万人に減るということでしたが、仮に出生
率が国の示す2.07というレベルに回復し
て、かつ東京圏への転出数が０となると、
約830万人になるという推計をしています。
　そういう中で、府としては、今後の取り
組みの方向性として重要な点が三つあると

考えています。一つ目は、若者が活躍でき
て、子育てに安心の都市をつくること。二
つ目が、持続可能な地域づくりを進めるこ
と。三つ目が東西二極の一極となるという
ことです。この戦略では新しい都市型ライ
フスタイルを提唱しており、大阪の強みは、
東京にはない暮らしやすさ、働きやすさで
はないかということで、３月の完成に向け、
今後もう少し掘り下げて具体的に提案し、
広く発信していきたいと考えています。
　市町村との関係を申しますと、府は、市
町村の地方創生施策を支援するとともに、
大阪の成長に資する分野をやっていくとい
うことです。大阪府としては、もちろん人
口増加そのものが目標ではなく、将来に希
望を持てる大阪をつくっていくことが重要
だろうと考えています。
　ここからは私が考えるところですが、結
論から申し上げると、地方創生の時代に目
指すべきは、市役所と町村役場の組織力を
高めていく必要があるということです。こ
こで、地方創生というのは、将来にわたっ
て持続可能な地域をつくるという意味合い
です。また、組織力と申しましたが、政策
の形成力や実行力を中心に、環境変化に的
確に対応した行政運営をする力、そんな意
味で使っています。
　地方創生の取り組み主体はいろいろあり
ますが、やはり役所の存在感が非常に大き
いだろうと思っています。公益法人や
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NPOという地域団体はもちろんあります
が、総合的な取り組みができるという意味
では、役所が地方創生での最も重要なプ
レーヤーだと思います。従って、地方創生
がどの程度進むのかは役所の働き次第とい
うことで、その役割は非常に大きく重いと
いうことになります。
　現在、市町村によって、人口減少や高齢
化、経済、雇用情勢等も含めて、地域の課
題がそれぞれかなり異なってきています。
従って、各市町村が地域の現状把握や分析
を独自に行って、それを踏まえた政策を展
開する必要が出てきています。こうしたこ
とを考えると、役所の組織力の差が地方創
生の成果の差となって明確に表れてくると
いう認識をわれわれは持つべきだろうと思
いますし、実際、国も盛んにそういうこと
を強調しているという気がします。
　地方創生の議論では、どのような政策を
すべきかが中心的な論点になっています
が、私としては、これに加えて役所組織の
在り方についてもしっかり考えていくべき
だろうと思っています。そうしないと地方
創生も期待するようには進まないのではな
いでしょうか。本日はこの後も、地方創生
について、人材育成を含めた組織力の強化
という点に焦点を当ててお話ししたいと
思っていますので、よろしくお願いします。

（荒木）　皆さん、こんにちは。寝屋川市
の荒木です。どうぞよろしくお願いします。
私は今、総合調整監兼市長室長ということ
で、この総合調整監は寝屋川市で今年の７
月に新設されたポストです。庁内横断的な
課題に対応するということで、現在、所管
している事務が地方創生と、それから都市
制度などです。
　地方創生の前に、私が憤慨した気持ちを
込めてお話を一つさせていただきたいの
は、消滅可能性都市のことです。昨年の春

に日本創生会議・人口減少問題検討分科会
による論文が発表されたとき、寝屋川市が
消滅可能性都市、消滅可能性自治体の一つ
だという位置付けをされて、職員全員で憤
慨した記憶があります。寝屋川市はそれま
でも転入転出が激しい市で、できるだけ定
住を促進していきたい、また、まちの魅力
を向上していきたいと、積極的に取り組ん
できました。人口も減少傾向ではありまし
たが、ようやく落ち着いてきている状況の
中で、消滅可能性都市だということが出て
非常にショックを受けました。
　その中で、寝屋川市の今後のまちづくり
をどうしていくのかは当然重要なことでし
たが、そういったことを考えているところ
で出てきたのが地方創生という取り組みで
す。現在、寝屋川市においては、これは府
内市町村も同じような状況かとは存じます
が、人口ビジョン、それから総合戦略につ
いて、今年中に案をつくり上げて、パブリッ
クコメントを出したいと思っています。私
どもは「地方創生先行型交付金」の対象と
なる10月末には間に合わなかったのです
が、今年度中に策定していきたいと考えて
います。
　さて、その中で私が考える地方創生の
ゴールですが、市町村は地方公共団体の中
でも基礎自治体として、まさに住民の暮ら
しと隣り合わせという面があると思いま
す。地方公共団体は今、地方分権時代の中
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で地方政府という役割もありますが、一方
で、地域社会の核であるという存在でもあ
ります。そういった二つの側面を担ってい
るのが市役所、また町役場、村役場という
ところだと私自身は感じています。
　その中で仕事をしていて、地方創生の
ゴールというのは、人口減少など人口の増
減の問題ではなくて、25年後、もしくは45
年後の社会を考えたときに、そこに確実に
人々の暮らしがある、そこに人々のしっか
りした暮らしが息づいている、そういう社
会をつくり上げていくことだと思っていま
す。とは言いつつも、しっかりした暮らし
が息づく社会とはどういう社会なのか、な
かなか見えないというのが総合戦略を考え
ていてぶち当たる壁です。
　国のデータでは、2050年には全世帯の４
割が単身世帯だという推計が出されている
と聞いています。そのうち５割が高齢者の
単身世帯ということです。今までの行政
サービスを考えたときに、世帯単位や個人
単位が基準だったと思いますが、世帯の構
成自体がそんなに大きく変わるという時代
を見据えたときに、われわれの行政サービ
スの在り方、あるいはその対象者や行政
サービスの量や質が根本的に変わってくる
時代が来るだろうと思っています。25年後、
もしくは45年後の社会を見据えて、しっか
りした暮らしを確保するために、どういっ
た行政サービスの在り方があって、そして
市役所や行政職員はどういった仕事をして
いくのだろうということが、今、日々向き
合っている課題です。
　本日は、そういった課題について、皆さん
の意見やお話をお聞かせいただきながら、私
自身も一つの示唆を頂いて帰りたいと思っ
ています。どうぞよろしくお願いします。

（牧瀬）　地域開発研究所の牧瀬です。私
の会社は東京にあります。今回はアウェー

ですので、好き勝手を言って帰ろうかと思
います。
　今、ゴールという話がでました。ゴール
とは目標ですよね。久先生が「目標は何で
すか」という話をしたのですが、では「目
的は何ですか」という話が重要なのです。
つまり、目的が達成できれば目標は出なく
ていいわけです。要は目的が重要なわけで
す。今回は地方創生がテーマですが、これ
は目的ではないです。目的を達成するため
に、この地方創生があるということがすご
く重要なのです。

　私が職員研修やあるいは議員さん向けの
講演で必ず言っているのですが、自治体職
員、あるいは地方議員の目的は何か。答え
は簡単で、地方自治法第１条の２ですよね。

「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図
ることを基本として」と、この「住民の福
祉の増進」が目的なのです。これが目的で
やっていきましょうと書いてあります。今
日、新川先生のご講演の中でも福祉の増進
のことがありましたし、最初の松本村長の
話の中でも福祉の増進とありました。これ
が目的ですので、この福祉の増進が達成で
きれば地方創生はどうでもいいということ
なのです。この、いわゆる目的と目標をは
き違えないことが重要だと思います。
　福祉の増進は、皆さんに地方自治法を読
んでいただいて、何を意図するかをしっか
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り把握していただきたいと思います。ちな
みに、「目的」を辞書で見ると、実現しよ
うとして目指すことと書いてあります。一
方で、「目標」を辞書で調べると、目指す
地点、目指す水準、目印と書いてあります。
目標の向こうに目的があるということを押
さえておかないとまずいという感じがしま
す。なので、皆さんの目的は何かというこ
とを押さえた上での地方創生であると思い
ます。
　それを踏まえた上で、私の地方創生の目
標になります。その前に、国が地方自治体
に求めていることも一応再確認しておきた
いと思います。国は、「まち・ひと・しご
と創生本部」などと言っています。「まち・
ひと・しごと創生法」もできましたが、こ
の指す意味は極めてアバウトですよね。
ちょっと分からない。国の法律や国の組織
は英文表記になっています。この「まち・
ひと・しごと創生本部」の英語表記では２
点しか書いてありません。それは「人口減
少に打ち勝つこと」と、「地域経済に命を
与えること」と書いてあります。つまり、「地
域の活性化」なのです。これを基本にして
さまざまな動きが出てくるのが現状です。
これは国の意図であって、私の考える目標
ではありません。
　一般的に、この行政の世界で「地方」と
言った場合は、地方公共団体を意味します。
田舎ではありません。行政学や地方自治法
で「地方」というのは地方公共団体です。
つまり、東京都も地方で、大阪府も地方に
なります。「創生」には、初めてやること
という意味があるのです。つまり、地方創
生というものは、地方公共団体が初めて取
り組むことだと私は思うのです。これが目
標だと思います。
　ところが実際は、先ほど新川先生もご指
摘されていましたが、国の制度設計に問題
があり、どこも一緒という、いわゆる地方

踏襲なのです。私の考える点は、これは土
屋さんとも一緒になるのですが、先ほど土
屋さんは、地方創生の目標として、市役所、
町役場の組織力を高めていくとおっしゃっ
ていました。私はもう一歩前に行って、ゴー
ルは、市役所あるいは町役場、村役場が、「国
にものを言える自治体の創生」が重要だと
思います。国にものを言えることが重要か
なと思います。
　そこで今回、国が「地方創生をやりましょ
うね」と言うのに対し「やりませんよ」と
言うのも一つの選択肢だと思うのです。け
ど、それは全くないのです。これは地方創
生ではないなと私は考えます。それに関連
して、これは荒木さんと同じ意見なのです
が、先ほど荒木さんは地方政府のことを言
いました。皆さんの自治体はドメインにlg
はありますか。
　昔は@city.yokosuka.kanagawa.jpであっ
たのが、最近は@yokosuka.lg.jpみたいな
綴りが増えてきました。多分、多くの自治
体がlgを使っていると思うのです。その意
味は、local government、つまり地方政府
です。国の中央政府に対する地方政府とい
う関係だと思います。ですので、これから
は国とけんかしろとは言いませんが、国に
対して組織力を持ってものを言っていくこ
とが地方創生のゴールであり、そういう人
材をつくっていくことが実際に求められて
いると思います。雑ぱくですが、以上で私
の問題提起的な話はおしまいにしたいと思
います。

（齊藤）　マッセOSAKAの齊藤です。既
に皆さま方からいろいろ出ておりまして、
重複する部分もあるのですが、何点か重複
しない形でお話ししたいと思います。
　まず、一つ目は、地方創生という言葉は
牧瀬先生も解説されましたように、「初め
てやる」ということなのですが、私はでき
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れば大阪創生の契機となってほしいと強く
感じています。なぜかいうと、関西の中で
も大阪は、これまでかなり長期にわたって
地盤沈下という言葉がいいのかどうか分か
りませんが相対的な存在感が低下していま
す。何とかどこかで立て直してほしいとい
う思いが大変強いわけです。地方創生とい
うと、何か自治体の変革と捉えられがちで
すが、やはり大阪自体が良くなることを通
じて地方団体も良くなるという、通常われ
われの世界ではWin-Winの関係という言い
方をするのですが、両方が勝者、勝つ立場
という形になってほしいと思います。そう
なることで結果的には地方自治体の活力も
よみがえらせることができると思っていま
す。私は年齢が高いのでかつての大阪の自
治体の例を覚えているのですが、やはり大
阪の自治体は日本に先駆けていろいろなこ
とをやってこられた先進的な地域でした。
ぜひ、そうなってほしいというのが一つ目
です。

　二つ目は、これも既に何人かの方から出
ていることですが、人口減少をどうするか
という話、あるいは荒木さんから出ていた
人々の暮らしがしっかりとすることです
が、特に私が25年後、あるいは40年後を見
通す上で一番気になるのが、現在の若い人
にしっかりした働く場が少ないということ
です。人口が少ないと言いつつ、若者には

職がないというのでは、恐らく今後の見通
しが立てにくいと思います。大学にいるの
で特にそう思うのだろうと思いますが、や
はり若い方に職をと念願しています。ただ、
ごく直近では若者の職はかなりあるという
状況が一時的に続いています。
　もう一方で、若者が大阪に来ている一つ
のファクターとして、やはり学ぶ場として
来られる方も結構おられるのではないかと
思います。先ほども少し話していたのです
が、この方たちは住民票を移さない方もお
られるので数の上でカウントされているか
どうか分からないのですが。今、大学に在
学している人たちは他地域から来ている人
たちがある程度おられるということです。
また、もう一つのポイントとして、大阪に
来られた方が大阪を好きになって定着され
る方も一部あります。ただ、残念ながら一
部であって、かなりの方は関東に行かれま
す。これは職があるからということになる
のだと思いますが、その辺の関係をもう少
し何とかできないのか。人口減少を自然減
で捉えるのか、社会減で捉えるのかという
両面あるかと思うのですが、やはり大阪の
魅力が増すことによって他地域から人口を
吸引するというのも、大阪創生の一つの目
標ではないかと思います。

（久）　ありがとうございます。今、パネ
リストの５人のお話を聞いていますと、仕
組みを変えるとか関係性を変えるとか、そ
ういう話が共通していたかと思います。そ
のあたりがうまく回っていくことによって
おのずと地域が元気になっていくというス
トーリーがかなり共通していたかと、私な
りには思ったところです。
　齊藤先生のお話の中で大阪創生の契機に
という話がありましたが、大阪はひょっと
すると元気の前に自信をなくしているとこ
ろがあったかと思うのです。私は東京でお
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仕事をさせてもらう機会があるのですが、
例えば国交省の方とお話ししていると、「最
近、大阪は面白いことをやっていませんか」
と言うのです。昔は、大阪は面白いことを
する、それを国の施策に乗せる、そういう
ルートがあったのです。もっと言うと、「大
阪は何やりよるか分からん。おもろいこと
やりよるやないか、無茶やりよるやん。で
も、そこからいろいろヒントや手掛かりが
ある」というのが、もともと国の大阪に対
する思いだったのです。ところが最近、私
も大阪、関西で仕事をして、面白いことを
本当にやっているかなということになる
と、昔に比べて減ってきたのではないで
しょうか。そのあたりが、牧瀬さんがおっ
しゃった国にものが言える関係ということ
ではないかと思って、聞かせていただいて
おりました。
　田中市長がおっしゃったのは、「今まで
の国、府、市町村の関係の中で、もう一つ
身近なところに、地域の分権のシステムを
つくっていこう。そして、市町村が連携し
て動くような仕掛けをもっともっとつくっ
ていこうよ」ということで、今まで足りな
かったところを補い合うシステムを入れて
いくという提案でもあったのではないかと
聞かせていただきました。第２段に入る前
に、お互いの話を聞いて、何かもう少し追
加をしたいというお話がパネリストの方か
らありますか。

（田中）　先ほど久先生から、市町村はプ
レーヤーで市町村の組織力の強化が必要だ
というお話を頂いたのですが、やはり市町
村を預かる身として、43市町村はそれぞれ
の基礎自治体としての仕事をしっかり持っ
ている。府はやはり広域行政としての仕事
をして、大阪府域全体をコーディネートす
る、僕は常にそう思ってきたのです。大阪
府の広域行政としてのコーディネートをど
うしていくのかも、非常に大きな仕組みの
一つかと思っています。
　僕も大阪で面白いことをやりたいと思っ
ていますし、多分、自治体職員もやってみ
たいなと思っていると思いますが、財政的
な問題や人員的な問題などで縮こまってい
る現状があると考えています。ぜひ国には
そういった市町村を支援する、あるいは市
町村と一緒にやるということなどを積極的
に考えていただければありがたいと思って
います。

（久）　それは土屋課長がしっかりと窓口
になると思いますので、土屋さんの方から
田中市長のメッセージに対して、府はこう
いう仕事をしますよという話があったら聞
かせていただければと思います。

（土屋）　府は広域行政体としての役割を
しっかり果たしていくべき、というのは当
然ですが、この場で私の立場からお話しで
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きることは限られておりますし、面白い話
もできませんので、私の話に展開させても
らってもいいでしょうか。
　先ほど、座長からも面白いことが出てき
ていないという話があり、これは府も市町
村も同じだと思いますが、個々の職員ベー
スではそういうアイデアをお持ちの方がお
られても、組織としてそれを取り上げて政
策として生み出していかないと、外に向
かっては動きが出ない、ということだと
思っています。
　その意味では、組織力を強めるというこ
とにつながっていくのですが、まず、企業
での話をさせていただくと、企業でも成長
や競争に勝つために組織力をいかに高める
かという議論が多くあります。組織構造の
見直しや変革という組織全体の話や、職員
個々の人材育成やモチベーションアップ、
リーダーシップ開発のような話もありまし
て、多種多様な方策が講じられています。
しかし、残念ながら自治体ではそういった
議論は企業に比べて少ないと感じます。必
要性が乏しかったこともあるのかもしれま
せんが、今、状況は変わってきていて、自
治体でも組織力強化がスポットライトを浴
びるべきだろうと思っています。
　組織力の強化は、今申しましたように、
組織の方から動かしていく場合と、個人を
対象にした両面がありますが、その両方か
ら同時にアプローチしていくことが非常に
大事だと思います。例えば職員に改革精神
を植え付けたいというケースで考えると、
一見、個人の意識の問題に見えますが、職
員個人に「自由な発想でトライせよ」とい
くら言っても、最終的に組織としてそれを
実現する体制や仕組みがないと職員のやる
気も高まってきません。組織として新しい
やり方を認めることが必要で、個人への働
き掛けプラス組織側の取り組みの両面が要
るという一つの例です。組織と個人は当然

ながら相互に影響し合いますので、両方同
時にそういう取り組みを行っていく必要が
あると考えています。

（久）　どうもありがとうございます。第
１段で、他のパネリストの方は何かありま
すか。第２段に重ねてお話を頂いても結構
だと思います。
　市町村と府の関係で言うと、実は最近奈
良県が「奈良モデル」と言いまくっている
のです。昨日も奈良県の審議会をやってい
たのですが「奈良モデルに基づく」という
言葉がたくさん出てくるのです。これは議
員の方も初めて聞く方が多くて、奈良モデ
ルとは何ですかという話になったのです
が、これは市町村と奈良県の関係を変えて
いこうという考えです。つまり、今までは
上下の関係だったものを、奈良県は市町村
を支援していく立場に変わっていこうでは
ないかという関係性の話です。
　一つ具体的なお話をすると、「１市１ま
ちづくり事業」というものを持っています。
これは市町村の方から事業を提案して、県
のお金を使って県も一緒に事業をしようで
はないかというタイプのやり方です。これ
がまさしく典型的な奈良モデルであって

「創意工夫は市町村がやってください。そ
れが良い話だったら県も乗せてもらって、
人も金も付けて一緒にその事業を展開しま
しょう」という関係性を構築しています。
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これが一つのこれからの市町村と都道府県
の関係性のモデルかなと思っていますの
で、このあたりも参考にしていただきなが
ら進めていただければありがたいと思って
います。
　それでは、２巡目になりますが、地方創
生をするためには、どういう方策や秘訣が
あるのかというお話を頂けたらと思ってい
ます。第１段のところでもかなり仕組みや
施設の問題が出てきましたのでオーバー
ラップする部分もあるのかもしれません
が、改めて、この地方創生を実現するため
の方策や秘訣についてのお考えを聞かせて
いただけたらと思います。
　それでは、まずは田中市長からお願いし
ます。

３．地方創生のための方策
（田中）　地方創生、行政には常にゴール
はなく、走り続けるみたいなところがある
のかなと思います。その中で、いろいろ方
策や施策等が言われるのですが、例えば地
方自治体の財政が急激に好転するというこ
とはあり得ないわけです。また、住民とま
ちをつくっていくあるいは行政的に住民福
祉の向上を図っていくと言っても、一気に
良くなることは多分考えられないと思って
います。そこは、地道に目的と目標を持っ
て重点的に取り組むことが一番大切なこと
だと思っています。
　そこで、私としては住民の皆さんと共に
まちをつくるというまちづくり協議会を設
置したところです。そういった意味では、
住民の皆さん方からは押し付けられている
という話も頂くのですが、しかし、多くの
住民からは、いろいろなアイデア、あるい
は方策を提示していただいて、自主的に
しっかりと努力を頂いているわけです。そ
のことが地域の活性化をまさしく生んでい
ると思います。八尾市では、今、28のまち

づくり協議会があります。今、まちづくり
協議会ごとに17人の職員を担当として、地
域のいろいろな相談やまちづくりについて
各部局とつなぐという役割を担っていま
す。
　さらには、13部局から７人ずつ職員を出
しておおむね四つの小学校を見てもらうと
いうことで、全体で125人の地域担当制職
員がそれぞれの地域を担当し、自分の本来
業務を持ちながら地域にも目を向けるとい
うことをしています。また、各地域から挙
がってきた課題を部局ごとに議論していた
だくということを進めています。まだ十分
機能しているわけではありませんが、地域
の課題は部局別にも集まってきますし、職
員が地域に入ることによって横串を入れて
いくことも可能だと思っています。

　さらに今、八尾市では出張所やコミュニ
ティーセンターの機能再編を進めており、
出張所については公金収納を一斉にやめ、
マイナンバーができたら印鑑証明や納税証
明などの各種諸証明の発行を一斉に廃止し
ていこうとしています。そして、出張所機
能を地域のコミュニティーセンターに転換
し、そこにいる職員が地域と共にまちづく
りを進めるサポーターとなれるような仕組
みを構築しているところです。
　八尾市はもう一つ健康づくりを施策のメ
インに挙げていて、この度、出張所に保健
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師を配置しました。昨年は週に２回だった
のですが、今は出張所など11か所に保健師
を11人それぞれ配置して、住民の健康づく
りについて身近にいろいろ相談していただ
いています。要するに、地域と共に行政を
進める、あるいは住民の皆さんが率先して、
行政の役割を全部担っていただくのは難し
いですが、一緒に取り組みをしていただく
ことが大切だと思っています。特に安全・
安心の分野では青色防犯灯の設置やパト
ロールを本当に自主的に運営していただい
て、今年度犯罪が大きく減ってきた地域も
ありますので、やはりいろいろな取り組み
を重ねるといいのかなと思っています。ま
た、地域間で競争があります。「あそこの
地域はこんなことをしているらしいな、な
かなか良い成果が上がっているらしい」「そ
うしたらうちの地域でもやっていこうか」
と、そういう良い相乗効果も生まれてくる
と思っています。
　まだまだ地域創生をするための方策や秘
訣はなかなかないのですが、やり続けなが
ら、そしてやる中で失敗をすればバックを
しながら、また新たな業務に取り掛かる、
そういう繰り返しの中で試行錯誤しながら
進めることが大切ではないかと思っていま
す。

（久）　ありがとうございました。私も幾
つかの地域や全体をお世話しています。先
ほど市長から、競争意識やライバル意識が
できたという話を聞きましたが、年に１回
やられている協議会の活動報告会が、本当
に些細な工夫なのですが、意見交換やライ
バル意識をくすぐるという意味でうまく
いっているのではないかと思っています。

（田中）　28の地域それぞれ１地域７分間
で、３日間かけて、夜、報告会をやらせて
いただいています。それぞれの地域の活動

を見ながら、「自分たちのところも来年は
これをやろう」などというように、取り組
みとしては本当に評価を頂いているのかな
と考えています。

（久）　ありがとうございます。それでは
続きまして土屋課長よろしくお願いしま
す。

（土屋）　ここまでの話の続きとして、組
織力を強化するための具体案に少し入りた
いと思います。ただ、強化のやり方や手法
はもちろんさまざまですし、各団体の現状
において当然やるべきことは異なりますの
で、ここでは全自治体に共通するであろう
留意点を四つご紹介したいと思います。
　一つは、「組織全体・職員全員で継続的
に取り組む」ということです。今、市長の
お話にありました、やり続けるということ
とまさに重なるのですが、組織力は、組織
や職員全体に関わることですので、簡単に
できるものでもありません。体質改善のよ
うなもので、全庁挙げて地道に取り組みを
続けていくことが何より大事だと思いま
す。続けるには、そういった取り組みを仕
組み化、ルール化することが得策だろうと
思っていまして、うまい仕組みがあれば、
あまりエネルギーをかけずに継続していけ
ると思います。
　二つ目が、「トップの旗振りが大事」と
いうことで、全庁での取り組みですし、必
ず従来のやり方を何か変えることになりま
す。そのためには、組織のトップ層、つま
り首長や副市町村長レベルの方々が先頭に
立って「絶対にやるのだ」という本気度を
庁内に示していただくことが必要だと思い
ます。これによって、思い切った取り組み
を進めることができます。
　もう一つは、「あの手この手で」という
ことで、一つ、二つの方策で組織の力が上
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がることはないと思います。さまざまな手
立てや取り組みを展開していくことが必要
で、職員に日ごろから組織力の向上を意識
してもらうような取り組みや仕掛けがあれ
ばいいかなと思います。併せて、小さくて
もよいので成功体験を積み重ねていく、こ
れで職員の意識もだんだん変わってくると
思います。
　最後に、先ほどの３点とは少し変わるの
ですが、「現場を重視すべき」ということ
を申し上げたいと思います。政策立案の起
点は、やはり現場の事業課だと思うのです。
住民や事業者と直に接するのでそのニーズ
や社会情勢の変化をつかむことができる
し、それによって的確な政策を作れる、そ
ういう立場に事業課はいると思います。
従って、現場の組織・人を強くすることが
組織力向上の取り組みの重要な目標の一つ
になるだろうと考えています。

（荒木）　地方創生を実現するための方策、
秘訣ということで、まさに今、総合戦略を
作っているのがその答えであり、総合戦略
で何を書くかが方策や秘訣につながるのか
なと思うのです。しかし、実際に今、総合
戦略の策定に携わっていると、さまざまな
矛盾を感じています。一つ目ですが、最初
に地方創生、総合戦略を作るという話が出
てきたときに、私自身は「あ、来たね、来
たね、また経済対策だね」と思ったわけで

す。補助金、交付金を取るのにきちんと戦
略を作らなければいけないと考え、最初は
そういった気持ちで、ある意味すごい下心
を持ちながら総合戦略を見つめていたので
すが、実際に総合戦略策定に取り組んでみ
ると、人口減少時代を迎えるときに、われ
われの地域、日本の社会がどうなっている
のかを考えて、そのときに私たちはどうい
う仕事をするべきなのだろうとか、どうい
う地域社会になっているのだろうかと本当
に考え出すと、考えることは山ほどあって、
簡単に答えが見つかる話ではないなと思っ
ています。
　二つ目に、特にKPIや人口の目標設定に
ついて、人口を増やすことだけを考えると、
当然、全ての自治体がうまくいくわけがな
いと思うわけです。全体のパイが当然ある
わけですから。そういった中で目標を掲げ
るということを、自らの自治体はどのよう
に考えるのか。例えばKPIの成果・効果を
求める姿勢については納得もしますが、た
だ本当の意味での成果・効果を何で見るの
かということも突き詰めて考えなければい
けないのだろうと思っています。加えて、
だからといってとめどない財政出動もでき
ないよねというところが、戦略を作ってい
て今思っているところです。人口減少対策
を進めるということで国が旗を振っていま
すが、実際に自治体現場においては、地方
創生の戦略はあるものの、自治体の中で財
政規律を守らなければいけないという中に
おいては、どれだけの事業をどれだけの規
模でやるかが非常に難しいと思っています。
　方策・秘訣は簡単には見つからないとい
うことが、今の実感です。ただ、その中で
も今考えていることは、各自治体の強み・
弱みを、われわれ職員がもっと知らなけれ
ばいけないということです。そして、その
自治体の強み・弱みを、定性的ではなく
て、いわゆる統計データや科学的な分析に
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基づいて知っていると言えることが大事だ
と思っています。

　そして、現状を把握した上でアイデアを
出し、知恵を出す。ここには実際、職業的
なアプローチももちろんそうなのですが、
やはり一住民であったり、さまざまな活動
をしていただける方々、人材を見つけ出し
て知恵を頂く仕組みが大事だろうと思って
います。非常に言い古されたことかもしれ
ませんが、私自身は情報発信・情報共有と
いうところがこれからもっとキーポイント
になってくるのかと思っています。それは
多分、今までのような仕組みだけではなく
て、SNSやオープンデータなどのさまざま
な媒体も含めてだと思いますが、情報発信・
情報共有というところに仕掛けをしていき
たいと考えているところです。

（牧瀬）　地方創生を実現するための方策
ということで、３点ほど、私の経験を踏ま
えてご紹介したいと思います。１点目は職
員のマインドを変えることです。ざっくり
言うと職員に危機感を持たせることが重要
です。実際はなかなか危機感を持ってくれ
ません。ではどうするのかということで、
私が８年前に埼玉県戸田市でやったのは、
戸田市の職員を20名、群馬県のとある自治
体に視察したのです。なぜかというと、戸
田市の2035年が既に群馬県の自治体で実現

されていたわけです。将来人口推計を見る
と、今の自分たちが2035年にどうなるかが
出ているわけです。そこに行くと、シャッ
ター通りでおじいちゃんおばあちゃんばか
りであり、財政が厳しく、担当者に聞くと

「もう大変だ」と言っていました。それを
若手が聞くと、約半分の職員の意識が変
わったと思います。
　将来の人口推計を見て、2040年、ないし
2035年がどこかで実現されますから、そこ
に行って現場の声を聞くことによって、危
機感を持つということが可能です。これは
いい手かなと思います。これを他の自治体
でもやっていただくと、かなりみんな危機
感を持つので、是非やるといいという気が
します。そうすることによって危機感を持
たせることが、職員のマインドが変わる一
つのきっかけになると思います。

　２点目が、組織を変えるということです。
先ほど、市町村連携という話がありました
が、連携するのは市町村だけではなくてい
いと思うわけです。つまり、市町村外の団
体、民間団体です。戸田市はベネッセコー
ポレーションと連携しています。これをす
ることで、教育力のアップを目指していま
す。ちなみに、戸田市は埼玉県の学力テス
トでは上位に位置しています。
　私は去年、一昨年は三芳町のアドバイ
ザーをしていました。三芳町は、中小企業
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診断士の研究グループと連携をして、この
診断士の力を活用して地域振興をしていま
す。というように連携の機会はたくさんあ
ります。鎌倉市は、地元の湘南信金と連携
しています。さまざまな事業、さまざまな
団体と連携することによって、政策をつ
くっているのです。この組織の連携が一つ
のポイントかなという気がします。
　３点目が、これはマッセOSAKAの仕事
かもしれませんが、人づくりです。人づく
りに関しては２点あります。成功事例とし
て、１点目が職員研修に住民を入れること
です。これは大成功をしています。私の関
わった三芳町は職員研修に住民を入れてい
ます。それをどんどん積み上げていくこと
によって、先ほど新川先生がおっしゃって
いましたが、地域公共人材ができる。同じ
目標を目指していることが重要です。これ
をぜひやるといいと思います。
　もう１点が、できれば職員研修で政策提
案を行うことです。一過性の職員研修では
なくて、トータルでやって政策提案を行っ
ていくことがすごく重要です。これは、磐
田市や秋田県でやっています。ベストは、
職員提案をして、それが採用されたら、職
員提案したメンバーをその提案した事業課
に異動させて、現場を知らせるということ
です。これによりかなり人の意識が変わっ
てきます。
　ほかにもいろいろあるのですが、いわゆ
るマインドを変えること、さまざまな組織
と連携すること、人づくりにいかに住民を
入れるか、これがポイントかなという気が
します。そうすることによって地方創生は
実現しやすくなるというのが私の経験で
す。

（齊藤）　施策に関して田中市長がおっ
しゃったことに同感します。私は現場にい
るわけではありませんのでそんな哲学があ

るわけではないのですが、２点ほどお話し
したいと思います。
　私は地方財政を数字で分析することを長
年やってきたのですが、関西人は自立の気
風がかなり強いため、なるべく自前でやろ
うとするという印象をずっと持っていま
す。それはもちろんいいことではあると思
うのですが、他の言い方をすると、他の力
の活用があまりうまくないと言えなくもな
いという気がします。
　先ほども、荒木さんや牧瀬先生から出て
いますが、他の力を使うことも大いにあり
だろうと思います。そういう意味では、国
の財源がうまく使えるのであれば、使うこ
ともいいでしょう。また、今も牧瀬先生か
ら出ていましたが、公以外のノウハウ、あ
るいは住民を活用するのもいいのではない
かと思います。私は今、牧瀬先生が挙げら
れたベネッセなどは考えていなかったので
すが、例えば財団などがよく助成などを
やっているので、何か素晴らしい事業をや
ろうということであれば、それを使うこと
もあり得るという気がします。
　それは資金面になりますが、もう一つは
人材面です。これも多少重複するかもしれ
ませんが、NPOの活用も可能ですし、大
学も可能なのではないかと思っています。
私は大学に籍を置いていますが、実は大学
も最近地域貢献をしろと言われていて、あ
る種、しなければという意識があるので、
何かうまくマッチすれば、是非活用してい
ただければと思います。そういう言い方を
すると、皆さんの市町村には大学がないと
ころもあると思うので、本日は１点だけお
話ししたいと思います。
　自分の市にないところでも活用できる
ケースはあります。私の勤務先の例で恐縮
ですが、大阪学院大学は吹田市にあって、
もちろん吹田市と連携協定を結んで活動し
ていますが、一方で、比較的最近、岸和田
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市とのコラボレーションも実現しました。
これは新聞に載ったのですが、岸和田市の
お米とニンジンを使った「岸和田ラスク」
を開発しました。かなり距離は離れている
のですが、そういう事業も学生が協働する
ことによって実現しています。ですから、
必ずしも自分の市あるいは町村に大学がな
いから連携できないというわけでもないよ
うな気もします。

　もう一つは、自治体の規模にもよるので、
今から言う例がどこの市町村でもできるか
どうかは分からないのですが、私は自治体
と民間の壁が少し高いのではないかと感じ
ています。なぜそう思うか、去年、北海道
に行った例でお話しします。去年、北海道
のある町に行ったところ、その町の７～８
名の職員の方とお話をする機会がありまし
た。実は自治体職員とは思えない方々で、
付き合った感覚では民間企業のトップセー
ルスマンという方が７～８人おられるよう
で驚きました。副町長さんに聞いたところ
では、これは教育の成果であるということ
で、採用したときからそういう形でトレー
ニングしているのだということもあります
し、もう少しさかのぼると職員の採用基準
にも関わることなのかもしれないと思いま
す。つまり、何をするために職員を採用す
るのかということまでさかのぼる話かもし
れません。そういう形で、新川先生のお話

にもありましたが、自治体経営を行おうと
思うと実際にできる人材が要るという話の
例として二つのお話をしました。

（久）　ありがとうございます。今の皆さ
ま方のお話を聞いて一つ共通しているの
は、役所を開いていくこと、いろいろな人
材を自分のところで育成するだけではなく
て、既にいろいろなところに能力を持って
いる人、いろいろな人がいるわけだから、
そのあたりといかに連携していくというこ
とかと思いました。ただ、牧瀬さんがおっ
しゃったように、いろいろな人がいますの
で、連携がうまくいかないと逆に混乱する
ところもあったりして、そこで恐らく今ま
で行政側は二の足を踏んできたのではない
かと思うのです。
　私も市役所ベースで仕事をするときに、
もっといろいろな方と組んだらどうですか
と言うと、「先生、いろいろな人がいます
からね」という話が出てくるのです。しか
し、良い人だけを見つけてきて、その人と
効率良く手を組むというのは少し虫が良す
ぎるのではないでしょうか。いろいろな人
たちの中に良い人もいるはずだから、やっ
てみて、その中で本当にこの人と組んだら
いいという人を見つけていくといった試行
錯誤の姿勢も要ると思います。そのあたり
が踏み込めている市町村と、まだ二の足を
踏んでいる市町村の違い、力の差になって
いるのではないかと思って聞かせていただ
きました。
　それから、先ほど荒木さんから財政もな
かなか厳しくなっているという話がありま
した。その後で自らおっしゃっていました
が、結局、市役所で全部、お金でやってし
まおうと思うから財政の話が出てくるので
あって、お金をかけないでうまく住民も含
めた外部の人材を使わせていただくことが
できたらと思います。そのあたりが、田中
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市長がおっしゃっている地域分権ともつな
がるのかなと思います。今まで何でもかん
でも市役所がやってきたところを、ここの
部分までは地域でやってください、市役所
はこういう形でお手伝いしましょう、地域
でできないことは市役所が今まで以上に
しっかりさせていただくという関係をつ
くっていくのが地域分権だと思っていま
す。
　もう一つ、私がいろいろ住民の方とお付
き合いしていると、何かやりたくてうずう
ずしている人がいるのです。具体的には専
業主婦といわれている30代、40代の女性で
す。実は専業主婦で終わりたくないが会社
に戻れないという状況の方が、地域でいろ
いろなことを自分たちでも始めているし、
やりたいと思っています。そういう方々が
地域の中で活躍できる機会がなかなかない
のです。そこにうまく市町村が触手を伸ば
していただくといいと思います。
　例えがいいかどうか分かりませんが、明
治維新のときに長州藩の高杉晋作が奇兵隊
をつくりましたね。奇兵隊で一番活躍した
のが農家の５男坊とか６男坊です。結局、
社会的な位置付けをなかなかもらえない
方々に触手を伸ばして、君らの力で国を変
えるのだという話になって、やりくりして
すごい戦力になったという話があります。
結局、地域の中にも、今、そういうふつふ
つとやる気はあるのだが、まだ活躍しきれ
ていない方がいるので、そこを見つけられ
るか見つけられないかが一つのポイントか
なと思います。地方創生のもう一つの目標
は、若い世代、それも女性の活躍の場を提
供することでもありますので、そのあたり
をどうマッチングしていくのかなと聞かせ
ていただきました。
　あと、齊藤先生の大阪学院大学と岸和田
市のコラボレーションには、実は私も少し
お役に立っていまして、岸和田市の丘陵地

区開発をやっています。その中で、彩誉（あ
やほまれ）という非常に糖度の高いニンジ
ンを農家の方が開発されたのです。これを
どう活用するかという委員会の中に大阪学
院大学の経済学部の和田先生に入っていた
だいて、そこでコラボレーションのきっか
けができたということなのです。まちづく
りでは誰がコーディネートするかという
コーディネーターの役割がとても重要で、
岸和田市の場合は、やはり岸和田市の職員
が農家の方と和田先生のゼミをつなぐとい
うコーディネート力を発揮したからこそ、
そういう連携ができてきたのかなと思って
聞かせていただきました。
　さて、２巡目でいろいろなお話も聞いて
追加したいというお話はありますでしょう
か。

（荒木）　皆さんのお話を聞かせていただ
いて、一つ思い出したことがあります。先
ほど新川先生のお話の中でも、協働と参画
の在り方を見直すという言葉がキーワード
として入っていました。奈良県生駒市の事
例ですが、子育てアプリの開発をするとき
に、地元のNPOの方を中心にしながら、
公募でアプリ開発に意見をいただく人を集
められたそうです。そのときに、まさに久
先生が今おっしゃった20代、30代の若いお
母さん方が集まってきて、そのアプリのコ
ンテンツについての意見を出し、コンテン
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ツ開発に随分力を発揮してくださったとい
う事例がありました。そのときに、生駒市
の担当者の方が図らずもおっしゃっていた
ことが印象的でした。これまで参画や協働
というと、何かイベントを一緒にしたり、
審議会などに参加したり、どちらかという
と行政がやることをお手伝いしてもらうと
いう面がクローズアップされているところ
があったが、住民の方の知恵を頂く、これ
も新しい参画・協働の在り方ではないかと
言っておられて、非常に印象的だと思った
ことがあります。
　久先生が今まさにおっしゃった、「役所
を開いていく」というときに、どうやって
開いたらいいのか、どこから手を付けるの
かが非常に悩ましいところです。これから
の参画・協働の在り方はもっと自由に考え
てもいいのかもしれないと、生駒市の事例
を聞いたときに思いました。役所の開き方
も、それぞれの役所の工夫と、そのときに
いらっしゃる地域のプレーヤーの方々の状
況に合わせて開き方を考えていくことが大
事かと思いました。

（久）　ありがとうございます。そういう
若い方々の動き方ですが、私も一緒にお仕
事をさせていただく中で、Facebookなど
の新たな情報ツールで変幻自在にネット
ワークを張っていったり、人材につながっ
ていったりということがあると思うので
す。ですから、アプリなど、新しい道具を
使っていくというあたりで何かこんなこと
をやっているということ、あるいはアイデ
アでも結構ですが、どなたかありますか。

（田中）　情報発信、情報共有という話で
は、やはりFacebookなどがありますが、
そういった中では八尾市の何々まちづくり
とか、いろいろなグループができています。
そして、いろいろなイベントの情報を住民

の皆さんが独自に発信してくれるとか、あ
るいは「ここにおいしいお店がありますよ」

「ここで昼食会をしますが皆さん参加しま
せんか」「会費は幾らです」といった面白
いグループができたり、あるいは、いろい
ろなグループが発信してくれることによっ
て、そのまたネットワークが出来上がって
きたりしています。
　実は、そういうグループが八尾市のプラ
イベートビデオを作るという話があった
り、また別のグループが、80秒で八尾市を
発信するとか、あるいは80秒で自分たちの
活動を発表する、そういう「やお80″映画祭」
を企画しますということで、MOVIXを借
りて、発表会が決まっています。八尾市は
全くお金を出していませんが、本当に八尾
市を元気にしたいという思いのグループが
それぞれ頑張って発信してくれるのに対
し、行政としてはなかなか何もできないの
ですが、人をつなぐ、企業をつなぐという
橋渡しをしっかりしてあげれば住民はより
元気になるかと思っています。

（久）　ありがとうございます。牧瀬さん
は全国的にいろいろアドバイスに入られ
て、こういう新しい情報をつくる姿が面白
いという事例は何かありますでしょうか。

（牧瀬）　住民の方と一緒にやるのはいい
のですが、全てが良質な住民ではない現状
があります。変な方が入ってきたりして結
構大変な場合があったりします。それで、
変な方を排除するのはまずいので、どうす
ればいいのかということで、私の経験上、
三つぐらいのことが挙げられます。
　まず１点は、承認欲求を認めてあげるこ
とが重要かと思います。排除をしないで認
めてあげる、これはすごく重要です。もう
１点が、住民の方を巻き込む場合は思い出
づくりが大事だと思います。いわゆる過程
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重視です。成果重視ではなくて、思い出を
つくっていく。私などはどんなことをした
かというと、集合写真を撮ってあげて、そ
れをフォトブックにしてあげ、思い出をた
くさんつくっています。毎回思い出をつ
くってあげて、やってきた過程を評価する。
思い出をつくることによって、市のファン
になっていく。特に人材育成も地方創生も
そうです。職員についても同様です。思い
出をつくればつくるほど自治体が大好きに
なってきますから、思い出をつくることが
重要かと思います。

　あともう１点、話を聞いていて思った点
は、サンテグジュペリの星の王子さまがこ
んな言葉を残しています。「愛するとは、
お互いを見つめ合うことではなく、同じ方
向を見ることだ」という言葉です。方向性
の共有化です。「同じことを目指しましょ
うね」、これがすごく重要です。「富士山に
登りましょうね」と言って、あとは山梨県
から登ろうと、静岡県から登ろうと、最終
的に会えばいいのです。登っている最中は、
お互いが見る風景が違いますから、おかし
いなという気はするのですが、同じ方向性
をしっかり目指していけば結果的には良い
思い出になってきますので、この思い出づ
くりに私が一番力を入れているのです。こ
れをやることによって住民と職員は仲良く
なっていく。良かったなと思います。

（久）　田中市長からビデオの話があった
のですが、この前、地方創生のトップラン
ナーの一つである徳島県神山町にお伺いし
て、NPO法人グリーンバレーの大南理事
長と話をしていたのですが、大南さんがい
つもこういう講演会で見せてくださるビデ
オがあります。徳島県の若手職員が作った

「VS東京」というビデオです。YouTube
でも見られますので、また見ていただけれ
ばと思うのですが、とても面白いです。こ
れは神山町にサテライトオフィスを置かれ
ている映像制作会社などが協力して作った
のですが、ミニ東京になるのではなく、日
本を徳島県から変えていくのだというメッ
セージを徳島県の若手職員が作っていま
す。
　大南理事長が半分笑いながら、「これを
舛添知事が見て、頑張ってくださいと嫌味
を言われた」と言っていたのですが、すご
く面白いビデオだし、本当に徳島県から日
本を変えるのだというメッセージがふつふ
つと湧いてくるようなビデオです。うちの
学生とゼミ旅行で行ったのですが、学生に
聞くと、「先生、もう少しで涙が出そうで
した」と言うのです。そのあたり、すごく
良いビデオですので、また、若手職員がそ
こまで思いを持って作ったビデオを見てい
ただきたいと思います。
　それと、なぜ私がFacebookを持ち出し
ているかというと、田中市長がおっしゃっ
たように、そういう器を用意すると、勝手
に住民が書き込んで、住民同士の情報交換
が始まるのです。これはプラットフォーム
作りなのです。市役所がやってしまわない。
市役所はあくまでも情報交換の機会をつく
り、あとは勝手に住民同士が書き込みなが
ら情報交換が進んでいく。こういうことが
これからの市役所の仕掛け作りだし、役割
ではないかと思ったので、Facebookの話
にこだわってお話をしました。



１．地方創生 ～人口減少に立ち向かう～

おおさか市町村職員研修研究センター 137

第
３
章

講
演
録

　ところが、ここでまた二の足を踏むので
す。訳の分からない書き込みをされたらど
うするのか。誰が責任を持つのか。これを
言い始めると、始められません。しかし、
これは先ほど牧瀬さんがおっしゃった話と
重なってくる部分があるのですが、訳の分
からない、社会的に困る書き込みをしてい
れば、きちんとまっとうなことを言える住
民が、「これはおかしいのではないか」「こ
んなことを書いてどうなのか」と言ってく
れるはずなのです。ですから住民同士のブ
レーキの掛け合いやいさめ合いみたいなも
のを信じていくと、恐らく市役所が努力し
なくてもいいと思います。逆にコントロール
をする姿勢では、Facebook等の新しい道具
は使い切れないと思いますので､ Facebook
が新しい住民と市役所の関係を考える上で
の一つのヒント、手掛かりになりはしない
かということで、Facebookをあえて持ち
出しました。
　それでは、最後の段階になります。今ま
でいろいろ組織の強化や人づくりという話
が出たので、最後のステージでは、どのよ
うに人材育成に取り組んでいけばいいのか
ということをお聞かせいただきたいと思い
ます。できたらその中で、マッセOSAKA
の役割がどのようにあればいいなというご
提言なども頂ければうれしいと思っていま
す。それでは、田中市長からよろしくお願
いします。

４．人材育成とマッセOSAKAの役割
（田中）　まず一つ、地域の人材育成は、
先ほどからまちづくり協議会という話をし
ましたが、誘導政策の中でまちづくりとい
う中に安全・安心や人材育成などという項
目を設けて、年間200万円の財源を付けて
います。その中で、地域の人材育成の取り
組みを進められるのではないかと思ってい
るのです。また、先ほども申し上げたよう
に、職員が地域にどんどん出ていく、それ
によって地域の人たちに職員も鍛えられ
る。大体、地域には３年出ていって、帰っ
てきたらそういう人間関係を役所の中に
しっかりと根付かせてほしいということ
で、一方では地域に鍛えられる職員もいろ
いろ出てきていると思っています。
　一つの例ですが、今までずっと税務職場
で働いていて、住民から「税金が高い」「取
り立てされる」などいろいろ文句ばかり言
われていた職員が地域に出ていったら「地
域でこれだけ八尾市にご協力いただいてい
る皆さんがいるのかと改めて感心しまし
た」というように全然見方が違ってくるこ
ともありますので、職員が地域にこれから
どんどん出ていくことによって人材育成も
できるかと感じています。
　また、公民協働という一つの部門では、
民間企業と話をすべきだし、意見交換をす
べきです。しかし、民間から何か提案を受
けるのは忍びないということで、ついつい
腰が引けてしまうと思っています。先日も、
コクヨや内田洋行のオフィスを見学しまし
た。これもオープンで見学させてくれます
ので多くの自治体職員も行っておられると
思いますが、仕事の仕方そのものを変えて
いくということで、オフィスの在り方を考
える、仕事の仕方を変える。こういったこ
とにやはり大きな課題があると思います。
今まででしたら多分、皆さんも書類の中に
埋もれて仕事をしているという形をグルー
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プアドレス制であるとか、自分の机がなく
なる、そういう時代が近々迫っているので
はないか。そのことを踏まえて新たな仕事
の仕方に変えるということが、人材育成に
つながっていくのではないでしょうか。要
するに、先ほどの情報発信や情報共有には、
まさしくそういう取り組みが必要ではない
かと思います。
　市長会も三十数人の職員がおられ、市町
村振興協会など四つの団体があるのです
が、そこでも、そういう仕事の仕方そのも
のを変えていくことをやってみようと、今、
提案させていただいています。八尾市では
水道庁舎が来年８月に完成するので、当然、
事務用品も含めて全部やり替えますが、10
月に新しい庁舎に移ります。そうすると、
今からほぼ１年かけて仕事そのものの仕組
みを変えてくれというお話をしています。
仕事の仕方を変えることによっても、人材
育成はどんどん進んでいくとも考えている
ところです。
　本当に自治体職員は大変だと思っていま
すが、僕は「一緒に仕事をやろう」「仕事
は楽しくやろう」と常に言っています。苦
しいことも成功した良いことも共有できれ
ばと思っていますので、ご苦労を掛けてい
ますが頑張っていきましょう。よろしくお
願いします。

（土屋）　人材育成は、組織強化の中心的
な課題だろうと思っています。私は和泉市
に出向していましたが、そのときも人材育
成の必要性を肌身で感じたところです。今
年度、和泉市でスタートした市の行財政計
画にも、大きな柱として組織・人づくりと
いう項目を設けています。そこには、大小
合わせて50項目近くのあの手この手の実施
方策が盛り込まれていて、今年度からス
タートということになっています。
　その中でも１点、人材育成という点で強

調したいのは、OJTの重要性です。これは、
職場での、仕事を通じての人材育成という
ことですが、OJTはやはり人材育成の本筋
だと思っていまして、OJTが各職場でしっ
かりとなされるような仕組みづくりが必要
になってくると思います。人事課は、この
OJTを職場任せにせずに、具体的なやり方
を全庁に示す。加えて、各職場での取り組
みが進むための方策、例えばOJTのキー
パーソンである課長や部長という方々を対
象に研修をするなどの方策を実施する必要
があると思います。もちろんトレーニング
を受ける側の意識の問題も非常に重要で、
若手職員に自らレベルアップしようという
意欲や意識を持たせるような取り組みも重
要になってきます。
　次に、マッセOSAKAについてですが、
レベルの高い研修や研究のニーズに対応し
ていくのは当然ですが、やはり小規模な市
町村には、特に基礎的な研修についての
ニーズが強くあろうかと思います。そのこ
と に し っ か り 応 え て い く の も マ ッ セ
OSAKAの重要な任務だと思っています。
　最後になりますが、大阪府にはもちろん
市町村を支援していくという大きな役割が
ありまして、そういう意味では市町村職員
の人材を育てるというマッセOSAKAの役
割とかぶっている部分があります。市町村
職員の人材育成という点で大阪府とマッセ
OSAKAが連携できることはないか。役割
分担も含めて、先月からマッセOSAKAと
市町村課の担当者間で議論を始めていま
す。今後、検討を深めていって、少しずつ
でも成果を出していきたいと思っていま
す。

（荒木）　人材育成のことですが、平成27
年10月７日に閣議決定された現内閣の基本
方針にこんな文章がありました。「最後に、
各府省の公務員職員には、大いに期待して
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いる。『一億総活躍』社会の実現、新たな
国づくりには、諸君の斬新な発想力と大胆
な行動力が不可欠である。行政のプロとし
ての誇りを胸に、その持てる力を存分に発
揮してほしい。常に、国民の目線を忘れる
ことなく、その心に寄り添いながら、政策
立案に当たっては積極的に提案し、現場に
あっては果敢に行動してもらいたい」良い
ことが書いてあるなと思って読みながら
も、私には少し違和感があったのです。市
町村の職員は、当然、国民目線、住民目線、
心に寄り添う、政策立案に当たって積極的
に提案し、現場では果敢に行動しますが、
その毎日は非常に地道な仕事の積み重ねで
す。本当に地道に取り組まなければいけな
い仕事が数多くあると思っています。私な
ら、ここに、「地道な仕事に真っすぐ向き
合ってください」ぐらいを入れるかなと思
いながら読んでいました。
　市町村の仕事を考えたときには、さまざ
まな政策立案能力などと併せて、やはり地
道に真っすぐに地域と向き合う、住民と向
き合う、仕事に向き合うことが大事なのだ
ろうと思っています。その力を身につける
ときに、私は多分、本日のパネリストの方々
の中で唯一マッセOSAKAを一職員として
活用している立場だと思いますので、マッ
セOSAKAをいかに活用してきたかという
話を紹介しておきたいと思っています。
　私は平成５年に入庁しましたが、その後

平成７年にマッセOSAKAができました。
一般職の時代から、何か分からないことが
ある時や、これはもやもやしているので勉
強したいなと思う時は、マッセOSAKAの
研修計画表を見て、これに行こうと、随分
多くの研修に参加しました。その中で、府
内の市町村の職員の方々ともネットワーク
ができましたし、研修講師の先生方との出
会いもあって、個別にその先生方が主宰さ
れている勉強会に行かせていただいたり、
そこから違う分野の研修に行ったりという
ことで、非常に世界を広げてくれた研修機
関でした。４年ぐらい前でしょうか、当時、
まだ海外研修のプログラムがあったので、
海外研修にも参加させていただいて、「や
はり、人間は見ることでしか発想できない
ことがあるのだ」ということも実地で学ば
せていただきました。市町村職員として、
この研修機関があったことで、複合的にと
でも言うのでしょうか、多様な学びの機会
を与えていただいたと思っています。

　市町村の職員は、現場に入り、住民の暮
らしの横にいるわけですから、施策横断的
な視点がすごく大事だと思います。しかし、
今は一つひとつをじっくり学んで、また、
全分野をきっちり経験して管理職になると
いう環境ではないと思います。異動期間が
非常に短い中で、ポイントを押さえて管理
職になっていかなければならないような状
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況がある中では、やはり研修機関の存在や
そこの研修でできたつながりは非常に大き
な財産になると思っています。施策横断的
な視点で、ぜひ人材育成を進めていくべき
だと思いますし、そういった観点から、こ
の研修機関としてのマッセOSAKAの意義
は今後ますます大きいのだろうと思ってい
ます。

（牧瀬）　今の内閣の基本方針は「一億総
活躍」であっても、地方創生でないような
気がします。皆さん、注意された方がいい
かもしれません。地方創生はそろそろ終わ
りそうな気がします。皆さんもそう感じて
いるかもしれませんが、私は国の地方創生
は３年後に終わると思っています。それは
安倍首相の任期もありますので、そこで変
わると思います。皆さんも注意されるとい
いかもしれません。
　人材育成に関して、マッセOSAKAに私
が思う役割と、皆さんが考える各自治体の
人材育成についての差です。まず、マッセ
OSAKAは、多分全市町村に共通する最低
限の政策力をつくっていくことが役割かと
思います。どの市町村にも共通するような
ことをやっていくことがポイントだと思い
ます。それをしっかり学んだ上で、各市町
村独自の政策立案能力が重要だと思いま
す。これが、この前の前の段階で荒木さん
がおっしゃった自治体の強み、弱みを考え
るなど、独自の施策です。各自治体の地域
性にあった政策立案能力をつくる研修は、
マッセOSAKAでは無理ですから、最低限
はマッセOSAKAでやった上で、各自治体
の独自の研修をやることによって、その自
治体ならではの人材育成を図ることが必要
だと私は思っています。
　それに関連して、各自治体の人材育成に
ついて私の考えるテーマを申し上げます。
四つの「人ざい」があります。ざいが「罪」

である人罪。人がいるだけという存在の
「在」の人在。この「罪」や「在」は意味
がありません。こういう人はできれば辞め
てもらいたいのが本音だと思います。最低
でも材料の「材」、それをつくっていくと
いうのが人材養成です。材料の「材」は上
司次第です。材料や素材ですから、上司が
手をかければどうにでもなってくるのです
が、上司が駄目なら駄目になってしまうの
で、上司の意識改革も重要だと思います。
若い方が良い提案をしても、ほとんど上司
がつぶしていく傾向がありますので、上司
の意識を変えていくことも重要だと思いま
す。最後は財産の「財」です。人財、これ
を目指してやっていくことが一番のポイン
トかと思います。つまり住民にとってもプ
ラスになって、組織にもプラスになるよう
な人財育成をやる必要があると思います。

　あともう１点は問題提起です。結論から
言うと、幹部候補をつくっていくことが重
要だと思います。今までの職員研修では、
私はすごく実感しているのですが、100人
が一歩進むという研修なのです。みんなで
前へ進みましょうという研修なのです。こ
れは今の時代はもう合いません。これから
はやはり１人が100歩進むような研修で、
幹部候補をつくっていくことも重要かと
思っています。
　この事例で言うと、東京消防庁は職員が
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数万人いて、毎年40歳くらいで課長になっ
た方が７～８人いるのですが、この７～８
人をピックアップしてとことんまで研修を
しています。私が、その研修講師を担当し
ていまして、これがいいかどうか分かりま
せんが、東京消防庁のように幹部候補を対
象とした研修も重要かなと思います。一方
で、これも私の経験ですが、実際に過去に
やった研修では、１人が100歩前に進んで
しまうと、自治体を辞めてしまうこともあ
りました。つまり「自治体がつまらない」
という話になって、違うところに行ってし
まうのです。その意味では、バランスのい
い感じで進んでいけるような研修をやって
いく必要があると思います。
　もう１点、すごく重要な点は人事異動で
す。これはすごく重要で、人事異動により、
どれだけ人材をつぶしているのかという話
があります。ですから、関連した人事異動
をすることが重要と思います。春日部市に
は専任職というものがあります。これは、
この部署に行きたいと言って本人が手を挙
げて、面接を通ると、５年間異動がありま
せん。また、５年後に本人が手を挙げて、
またパスすると、さらに５年間異動がない。
つまり、理論上は、手を挙げつづけてパス
すれば異動がない。このように人事異動の
考えも変えていかないと、せっかく人材を
つくっても、他へ行ってしまいますから、
これはぜひ注意していただきたいのです。
といっても、人事権を持っているのは首長
ですから、実際は難しいと思うのですが、
今日お越しの皆さんから首長にそう言って
いただきたいと思います。

（久）　どうもありがとうございました。
100歩進んで大学の先生になった方もおら
れます。それは冗談ですが、齊藤先生、よ
ろしくお願いします。

（齊藤）　本日、大変貴重なご意見を頂き
まして、また、今後の参考にさせていただ
きます。私から現状をご説明したいと思い
ます。荒木さんがお話ししておられました
が、自治体でやっていることは大変多様で、
本日議論しているような話だけではありま
せん。マッセOSAKAは大変多くの研修を
行っています。マッセOSAKAが行ってい
る研修の特徴は、広域的かつ将来的な行政
課題についてうまくやろうということです
が、今日も出ていましたように、特に政策
形成能力が必要だということで研修や研究
を行ってきました。平成27年度では、「地
域の魅力発信研究会」「女性の活躍促進研
究会」「空き家対策研究会」を行っている
最中です。

　それから、今の牧瀬先生の幹部候補生の
話に完全に対応しているわけではないので
すが、今年初めての試みとして「自学のす
すめ」ということもやって、自分から何か
を学ぶというのはどう進めるのだろうか、
あるいは過去の方はどういうふうに進めて
きたのだろうということを初めて取り入れ
ました。それから、荒木さんのお話との関
連もあるかと思うのですが、私たちはやは
り、研修・研究は内容が大事であることは
言うまでもないのですが、人的ネットワー
クをつくる一つのきっかけにしていただき
たいということを大変大きな目標にしてい
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ます。異なった自治体に所属する公務員の
face to faceの関係、あるいは先ほどのお
話などで言うと海外研修で実際に現地に行
けるというのも、本当に大変重要なことだ
と思っています。ただ、海外研修について
は、誠に恐縮ながら、現在休止中ではあり
ます。まだこれから、皆さま方のご意見を
伺いながら、まだまだ前進していかなけれ
ばならないと思っています。

５．まとめ
（久）　ありがとうございます。最後に、
パネリストの皆さんから、もう一言という
方はおられますか。よろしいですか。
　最後に私がまとめに代えて少しお話をさ
せていただいて、最後に田中市長にコメン
トを頂ければと思っています。今日の話を
聞いて、４点ほどポイントがあるのかなと
感じました。
　一つは、そろそろ行政システムそのもの
を見直し、改革をしていく時期に来ている
ということです。新川先生の話の中にもガ
バナンスという言葉が出てきました。今ま
でガバメントのシステムをずっとやってき
ましたが、ガバナンスのシステムをそろそ
ろ本格的に動かしていく時期に差し掛かっ
たのではないでしょうか。これは言葉で言
うとなかなかイメージがつかないのです
が、いろいろな人たちと協働していく、そ
のための仕組みを本当に真剣につくってい
く時期なのかなと思いました。
　これは田中市長がおっしゃった仕事の仕
方そのものを見直していくということだ
と、私は思っているのです。八尾市は、先
ほどもお話しいただいたように、出張所機
能をかなり大幅に見直しています。出張所
を見直すということは、同時に当然本庁の
機能を見直していくということですので、
仕事の在り方、それぞれの機構の在り方を
変えていく。そこがどれほど大きく変えら

れるかどうか、今日のお話を聞いていて非
常に重要な時期に来ていると思いました。
私が総合計画をお手伝いするときに推進方
策というものが必ずあるわけです。さまざ
まに書いてあることをどう進めていくか。
２ページぐらいしか書いてないのですが、
実はこの２ページが非常に重要だと思って
いるのです。10年間、どのような仕組みで
進めていくのかを本当にしっかりと書い
て、実現していく。そのためには、やはり
かなり大きな変革が必要ではないかと思っ
ています。
　２点目は人材の話です。創意工夫が求め
られるということが、何人かのパネリスト
のお話にあったと思うのですが、高度経済
成長のように成長しているときは、商売で
も誰がやってもうまくいくのです。右肩上
がりのときはどんどん良い方向に進んでい
ますので、誰がどんな仕事をやってもどん
な商売をやっても、うまくいくのです。逆
に、縮退、縮小という話が新川先生のお話
にありましたが、右肩下がりのときは、知
恵を働かさないと生き延びていけないとい
うのが、市町村だけではなく、民間企業も
自営業もみんな一緒だと思うのです。そう
すると、右肩下がり、あるいは安定社会に
なればなるほど、創意工夫、知恵で勝負を
していかなければいけない。どれだけその
知恵、創意工夫が出せる職員がいるのかが、
これからの一つの勝負かなと思いました。
　冒頭に牧瀬さんから、創生とは、新しい
ことを初めて行うことという話がありまし
た。これは英語で言うイノベーションです。
新川先生のスライドの中にもイノベーショ
ンが出てきましたが、やはり、そろそろイ
ノベーションができる人材がどれだけ市町
村の中にいるのかが求められる。逆に言う
と、今までのように、与えられた仕事をマ
ニュアルどおりにやるということではなく
て、自ら仕事を創造し、変革までいける実
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行力を伴う人材がどれだけ出てくるのかが
ポイントです。田中市長も土屋課長もOJT
という話をされましたが、地域には何が出
てくるか分かりません。これだけ社会が大
きく変化しているときに、現場で起こって
いることに的確に環境の変化に合わせて対
応しようと思えば、当然、イノベーション
の力や創意工夫の力がないと対応できない
はずなのです。ですから、そういう意味で
は、地域に出掛けていく、地域の方と一緒
に仕事をすることそのものがイノベーショ
ン能力を上げていくことになっていくのか
なと改めて感じました。

　３点目は、これも新川先生のお話にあっ
たネットワーキングです。１人の人間、あ
るいは一つひとつの市町村ではやはり力に
限界がある。そうすると、ネットワークす
ることによっていろいろな力を結集できる
わけです。それは、いわゆる市町村と民間
企業、住民とのコラボレーションかもしれ
ないし、市町村同士のコラボレーションか
もしれませんし、府と市町村のコラボレー
ションかもしれません。いろいろな方々と
のネットワークで力を倍増させていくこと
が、ますますこれから必要になってくると
思いました。
　私は今日の午前中は授業をしていまし
た。その授業の中で農村部の話をしていた
のですが、今、いわゆる過疎地域といわれ

ている所が、「日本で最も美しい村連合」
というものをつくっています。美瑛町長の
呼び掛けで始まったものですが、本当に、
へき地といわれている所がたくさん参画し
ています。この「日本で最も美しい村連合」
に加盟している町村の多くは平成の大合併
のときに合併を選ばなかった町村が多いの
です。合併をすることによって力の足りな
い部分を補うのではなくて、自立というこ
とを保ちながら、足りない部分をネット
ワークで支えていこうではないかという発
想があるのではないかと私はいつも思って
います。ですから、同じぐらいの規模、同
じような課題を持っているところ同士が手
をつないでいくことも、今、どんどん日本
でも世界でも進んでいますので、必ずしも
大阪府内の市町村だけではなくて、他都道
府県の市町村と連携していくことを考えて
いくことも必要かと思います。田中市長が
おっしゃったオール大阪というのも、そう
いう意味合いもあるのかと思います。一つ
ひとつの市町村ではなかなか難しいところ
を、オール大阪になることによって、いろ
いろなことができるように、そういういわ
ゆるプラットフォームづくりを市町村会で
やっていこうという話になったのかなと、
私は聞かせていただきました。
　最後の４点目は、人材の話です。私はこ
れからは、二つの「そうぞう力」を持って
いるかどうかがポイントだと思うのです。
二つとは「イマジネーションの想像」と「ク
リエーションの創造」です。この二つの「そ
うぞう力」がこれから地方創生や持続可能
な自治体経営では必要だと思います。
　最初のイマジネーションの想像力は、荒
木さんなどからお話を頂いた未来の社会、
あるいは新川先生からビジョンという話も
出てきましたが、未来社会でビジョンをど
う思い描くのかというイマジネーションが
今日の話の中で出てきたと思います。30年



おおさか市町村職員研修研究センター

地方創生×α　マッセOSAKA開設20周年記念誌

144

後、50年後の地域社会はどうありたいのか、
どうあるべきなのかを思い描く。そして、
それに向かって一歩一歩、どのように着実
に進んでいくのかを考えることができる人
材が今後ますます必要になってくるでしょ
う。ですから、日々の業務だけではなくて、
もう少し遠い所を見つめて、そこの社会や
地域像をイメージしてみるということが重
要だと思いました。
　そして、それを着実に実現するためには、
クリエーティブな力、生み出す力が重要で
ある。今までなかったものを創意工夫で生
み出していく、そういう力があれば非常に
力強い地域がつくり上げられていくのでは
ないかという話を思い描いたところです。
国の方では人口を増やすという話が一つの
柱になっていましたが、今日のパネルディ
スカッションの中でも、新川先生のお話で
も、最初にちらっと出ましたが、あまり大
きなテーマにはならなかったと思います。
逆に機構やシステム、あるいはその中で働
く人材をどのように考えていき、変革をし
ていくのかが重要で、そこがうまくイノ
ベーションできればその力を手掛かりに地
域も元気になってくる、そういうシナリオ
の中で地方創生が位置付けられたと私は解
釈しました。
　最後に、ではマッセOSAKAは何をする
のかです。そんな人材を養成するのが一番
の目的かと思いますが、市町村にも人材育
成の研修所やセンターがあります。それと
連携をしていくことが重要で、一つは、府
と市町村の関係と同じように、各市町村の
センター、研修所をうまく支援していく役
割が考えられると思いました。二つ目が、
荒木さんのお話にも出てきたように、ここ
で特に共同研究をすることによる人材ネッ
トワークです。私はこれこそマッセOSAKA
の冥利ではないかと思います。市町村を超
えた職員が集まれる。そして、１年間、共

同研究をすることによるネットワークを充
実させていくことが、この市町村全体を取
りまとめていくマッセOSAKAのこれから
の重要な役割ではないかと思っています。
　最後の最後に全てにわたって思うのは、
ぐいぐい引っ張っていくよりも、出会える
機会やつながる機会をつくっていくことが
これから非常に重要だということです。で
すから、私がお付き合いをしている大阪府
の職員にいつも言っているのは、市町村の
職員を集めて意見交換や情報交換ができる
場所をつくって差し上げるのが大阪府の役
割ではないかということです。マッセ
OSAKAも、いろいろな市町村の方に集
まっていただいて、この場を使っていただ
いて、一緒に研究していくことでネット
ワークを張っていくとか、何かそういう集
まる機会や場所を提供する、いわゆる英語
で言うところのプラットフォームをつくっ
ていくのが非常に重要ではないか、それこ
そこのネットワーク社会で重要な機能では
ないかと思って聞いていました。
　それでは、これでパネルディスカッショ
ンはいったん区切らせていただきたいと思
います。最後に田中市長から、今日のパネ
ルディスカッションの話を含めてコメント
を頂ければと思います。よろしくお願いし
ます。

コメント
（田中）　ありがとうございます。久先生
が全体をしっかりとまとめていただいたの
で、総括としてはそういうことだと思って
います。そんな中で、土屋課長からは大阪
府の立場からお話を頂きましたし、荒木さ
んからは、自治体職員として、皆さんと同
じ共通課題を持ちながらのお話を頂いたと
思っています。さらに、牧瀬さんと齊藤さ
んには、研究所という立場からそれぞれの
お話を頂きました。
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　今日は多くの自治体職員に来ていただい
ています。当然、地域も違うし、歴史や文
化も違います。行政課題も違います。しか
し、共通する課題はたくさんあったかと
思っていますし、地方創生という新しい分
野にしっかりと方向を定めて、総合戦略を
積み上げていかなければなりません。やは
り、大阪府の総合戦略とそれぞれの市町村
の総合戦略が同じ方向を向いていないと意
味がないというお話があったと思っていま
す。これからも大変な仕事ばかりですが、
それを楽しくやり上げていくというのがこ
のマッセOSAKAに参加する自治体職員の
心意気、質、そしてまた、スピリットでは
ないかと思っています。
　首長という立場からすると、今日も多く
の市町村長が来ていただいて、その思いを
聞いていただいていますが、みんなと共に

頑張れば必ず大阪は再生すると思っていま
すし、地方創生が大阪創生になるときも、
それほど遠くはないのではないかと思うと
ころです。皆さん、本当にご苦労さまでし
た。ありがとうございます。

（久）　ありがとうございました。それで
は、これをもちまして２部のパネルディス
カッションを終了させていただきたいと思
います。もう一度、パネリストの方に感謝
の拍手で終わらせていただきたいと思いま
す。


