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研修報告書 

研修先 第 10 回 2018 年度 日本自治創造学会 研究大会 

日 時 2018 年 5 月 10 日（木）～11 日（金） 

場 所 明治大学アカデミーコモン棟 3階 アカデミーホール 

テーマ 人生 100 年時代の地域デザイン 

講 師 高橋進・山崎亮・伊藤文弥・横山太郎・李 炯植・井上貴至・菅 義偉

佐々木 信夫・雄谷良成・伊藤明子・北川正恭・新藤義孝（肩書省略） 

概 要 

講演：人生 100 年時代の人作り革命 

講師：高橋 進（㈱日本総合研究所理事長） 

概要：安倍政権のこれまでの取り組みとこれから 

１．デフレ脱却・経済再生 

（1）財政健全化の達成に向けた確実な取り組み 

２．将来課題を見据えた持続可能な経済財政の基盤固め 

 ※デフレ脱却しても残る将来不安や悲観論の払拭が課題 

（1）鍵は人口対策、労働参加率引き上げと生産性引き上げ 

  ・働きたい人に、付加価値をどう付けるか 

  ・2025 年代をどう乗りきるか 

 ①社会保障改革：全世代型社会保障の実現に向けて 

  ・医療、介護制度の抜本改革⇒介護サービスの産業化 

 ②人づくり革命：少子化対策、教育改革 

  ・一億総活躍（労働参加率の引き上げ）⇒女性の労働力 

  ・働き方改革（労働生産性の引き上げ）⇒高齢者、若者の活用、外国人労働者 

  ・人生 100 年時代構想（教育の無償化、教育改革）⇒人の価値、能力をあげる 

   ⇒大学の質をあげる、在学中に能力向上。学び直しが出来るリカレント教育 

 ③生産性革命：潜在成長率の引き上げ 

  ・成長戦略⇒ＩＴ、ＡＩによる生産性の向上、人材育成 

 ④地域活性化に向けた仕組みづくり 

  ・持続可能な社会をめざす 

パネルディスカッション 

若者たちの挑戦～人口減少社会の地域デザイン～ 

パネリスト兼コーディネーター  山崎 亮（㈱studio―L 代表取締役） 

パネリスト 

・伊藤 文弥（NPO 法人つくばアグリチャレンジ代表理事） 

・横山 太郎（Co-Minkan 普及実行委員会共同代表・医師） 

・李  烔植（NPO 法人 Learning forAII 代表理事） 

・井上 貴至（総務省≪現在、愛媛県市町振興課長≫） 
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コーディネーター 山崎 亮：コミュニティデザイナー・社会福祉士・工学博士 

          まちづくりワークショップ、住民参加型の総合計画づくり、市民

          参加型のパークマネジメントなどのプロジェクトに関わる。 

1．地域共同体をいかに創りだすか 

 ①正しいことだけでは、人は動かない。キッカケづくりが必要 

②意見が出たらアイデアの上書きで、面白さとアイデアの再発見で人と人がつながる 

③楽しい、美しいのみならず正しさや意義も含まれ、人に感謝されることもポイント 

２．住民参加型のプロジェクトの例 

（1）兵庫県三田市有馬富士公園 

 ①1999 年最初のとりくみ、公園をデザインから市民参加型でマネージメントしていく

 ②公園周辺で活動中のグループに呼びかける（50 団体⇒87 団体が月 1回から週 2回）

 ③各団体が、水辺の生き物の観察、午後は森の音楽会、夜は星の観察など、公園の案内、

  掃除・壊れた道具の修理、ブログの発信 

 ④関わったことで、新しい友達や知らなかったことを知る喜び、人生を変えるキッカケ

にもなり、予算を使わずに人が集まり健康にもなる 

（2）大阪府泉佐野市 

 ※公園を地域の人に造ってもらう。あるのは雑木林・通路・トイレ・農機具置き場。 

 ①年間 30 人のパークレンジャーを育成 

 ②6 回～10 回の養成講座を開催。地域の歴史、文化、チェンソーの使い方、木はなぜ 

必要かなど、講座終了後府知事よりの認定書 

 ③10 年計画を今も造り続けている。カフェを開いている人は自らハーブを育てお客に

提供。9年間で 250 人が登録、あと 10 年続けると申し出。12 億円の費用が半分以下

の 500 億円。貨幣資本から時間資本へ、年間 2,000 万円で住民参加型で続けていく 

 ④知事は費用が安くて喜び、住民はパークレンジャーをよく許可してくれたと喜ぶ 

（3）秋田県の元気で生きていくプロジェクト 

～元気で楽しく生きていく～プログラムづくり 

 ①秋田県美術館で展覧会を呼びかける   住民型のライフスタイル 

・取材した元気な高齢者 29 人の年齢を足すと 2240 歳 

・50 人が 2班に分かれ楽しそうに生きている人たちに会いネタを探し展覧会を作る

・80 歳がキャルメラを作って食べるまでを動画に 

・手の届く範囲に生活用品を置いている部屋をそのまま会場にセット、80 代の部屋

の主（男性）が、毎日会場に来て説明 

  ・家庭の冷蔵庫を中身そのまま展覧会場に（現金が冷えている） 

  ・つけもの学校や地域サロンをそのまま会場に 

 ②展覧会に 1600 人が来場、アンケートからヒントを得る 

  ・高齢者は 20 歳以上年下の友達、20 歳代は 40 歳以上の人と友達に、あだ名で呼ぶ

・5000 歳以上の合唱コンクール（年齢の高い人が多く参加） 

③地域を楽しくするために市民が主体的に動く、保健・環境・文化など行政計画に地域

住民が気持ちよく参加する主体をつくっていくこと 
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パネリスト：伊藤 文弥（NPO 法人つくばアグリチャレンジ代表理事）

はじめに：20 歳の時に参加したインターンシップで、障がいと農業の問題を知った。

     インターン先の友人と共にごきげんファームを始める。 

障がいのある人たちがごきげんに暮らせる社会をつくりたい 

 農家人口減少の中で担い手として協力する 

※事業内容：（1）事業の管理運営 （2）指導が職員の仕事  

（3）実際の作業は障がいのある人の仕事⇒３施設 

①野菜づくり農場 

ⅰ野菜セットの販売（年間 120 品種以上の野菜を有機で栽培。400 世帯と契約） 

ⅱ農業ヘルパー事業（貴重な戦力として、毎日 3農家をサポート） 

ⅲ週末菜園事業 

ⅳ農業イベント（保育園と野菜作り・料理教室・もちつき・リース作り） 

ⅴグループホーム（ごきげんホーム 鬼ヶ窪） 

②第 2農場 ごきげんホーム 茎崎⇒米づくり 

ⅰ障がいのある人たちと一緒に作ったごきげん米を自分たちの手で地域に届ける 

  ⅱごきげんキッチン⇒収穫野菜でレストラン開店（11：30～18：00 月曜～土曜日）

③第 3農場 ごきげんファーム 上郷 

  ⅰ農業と循環⇒野菜くず、モミを鶏の餌に 

 今後：レストランの拠点を増やし、独自事業化をめざす 

パネリスト：横山 太郎（Co-Minkan 普及実行委員会共同代表・医師） 

（1）学生時代は長寿を学び、長寿を実現したのに高齢化問題という、何故問題か 

①社会的孤立の増加、長く孤独に生きる国⇒OECD で最下位 

  社会的孤立・精神的孤立⇒医師は病気を診るのみではなく、健康の担い手に 

②OECD の中で社会活動が少ない日本⇒社会参加はキッカケさえあれば 地域活動へ 

 ③市民は、キッカケがないと社会参加しない 

④キッカケは公民館 

（2）なぜ公民館 

 ①公民館という言葉の安全性 

 ②戦争を起こさないために、日本に民主主義を広めるための社会教育施設 

 ③全国に約 14000 か所あり、年間 2億人が利用している 

  同じ人が利用（囲碁・将棋など）⇒地域の人が広く利用出来るように。 

 ④社会教育に参加する 

（3）専門家と市民とが学び合う 

 ①つどう・ともにまなぶ・むすぶ 

 ②専門家は医師のみならず、教育・美容・造園・不動産など、あらゆる分野 

 ③全国に拡大していく 
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パネリスト：李  烔植（NPO 法人 Learning forAll 代表理事） 

           ※Learning forAll⇒教育格差を終わらせる 

 はじめに：東京大学教育部在学中に、NPO 法人の学習支援事業に参画。貧困地域で 

育った自身の原体験により、子どもの貧困問題に関心を持つ。全国子どもの

貧困・教育支援団体協議会幹事。のべ 5,000 人以上の子どもを支援 

１．ビジョンと解決したい課題 

（1）教育格差を終わらせる 

  ①子どもの貧困の現状⇒7人に 1人 280 万人、13.9％（2016 年厚労省） 

  ②貧困と子どもの学力に相関 

  ③貧困の連鎖を生む社会構造を断ち切る⇒親世代の社会的・経済的格差⇒子どもの 

   教育・学習の格差 

（2）学習支援事業 

  ①学力のみならず、衣・食・住、子どもたちに寄り添った支援 

  ②行政と連携し、学校内外に拠点設置。優秀で熱意ある大学生を採用し、育成の上 

   子どもたちの前に派遣、個別指導を通じて子どもたちが変る 

  ③子どもの状況は多様であり、サポートする人の質にもこだわっている 

  ④行政連携⇒採用（教師の素養のある人）⇒育成（採用した教師に、50 時間以上の

独自開発研修を実施）⇒現場で活動（約 3ヵ月週 1回指導、教師として子どもと 

対峙、変化を追求）⇒卒業生支援（卒業生をネットワーク化し、長期的な教育支援）

  ⑤行政連携⇒自治体職員・教育委員会・ケースワーカーなど 

（3）子どもの家事業（学童） 

  ①2016 年、困難を抱える小学校低学年（1年生～3年生）の子どもの学びと育ちを 

保障する全国初の拠点を埼玉県戸田市に創設 

  ②プロジェクトチームを結成し、家でも学校でもない「第三の居場所」を、50 億円

   の事業予算で全国 100 拠点設置。子どもたちの支援のみならず、施策の効果検証を

   通じて貧困の連鎖を断つ解決策を検証する 

パネリスト：井上 貴至（総務省≪現在、愛媛県市町振興課長≫出向中） 

 自己紹介：総務省時代、交通費年間 100 万円で全国を歩く。出会った人や事例をつなぐ

社会の触媒、地域のみつばちでありたい 

     ：東京オリンピックで柔道の金メダルを取るのが生涯の夢 

：大学の最初の授業は、「とにかく現場に行け」 

１．地域に足りないものは、中と外をつなぐ人材 

（1）地方創生人材支援制度を提案、第 1号で鹿児島県長島町に派遣 

①行政に求められる役割が変化 

・公共を全て行政で担う時代は限界⇒企業や大学などの力をいかに活かすか 

・役場職員が役場にいるだけでは役に立たない 

②地域づくりは仲間づくり 

・何を望んでいるか⇒徹底した対話が必要。16 歳～24 歳人口が減少する部分が鍵 

  ・若者に役割を与え、若者が参加しやすいキッカケづくり 
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（2）長島町での経験 

  ①卒業後 10 年以内に地元に戻れば返済を全て補填する「ぶり奨学金」＝鹿児島相互

   信用金庫と連携。（高校生 100 人中 70 人が活用） 

  ⇒事業承継、求人、企業誘致、空き家の利活用など＝補助金ではなく、みんなでお金

を出し合う（共助）⇒自主性、自発性の創出 

  ②役場ホームページ「長島の求人を集めました」＝田舎に仕事がない、うまく伝わっ

ていないだけ 

  ⇒見える化・一元化が重要。みんなでＳＮＳを使ってシェア 

  ③都会の大学生が地元中学生に、将来のキャリアデザインなどを伝える 

  ④高校生が地元生産者宅にホームスティ。一緒に公式ホームページづくり 

  ⑤大学生が地元のＣМ、ドキュメンタリーを制作 

  ⑥1,000 インチの屋外映画館。田舎だからこそできる 

（3）めざす地域の理想像に、「さあ、やってみよう」 

  ①子どもチャレンジ、若者チャレンジ、大人チャレンジがつらなる 

  ②チャレンジのつらなりを生み出す 

  ③大人は直ぐには変わらない⇒変えるには自分と若者と場（雰囲気）だけ 

  ④若者と場を積極的に登用する 

  ⑤失敗を受け入れる⇒「いいね いいね」「まあまあ」と「ぱちぱち」で 

（4）長島町から愛媛県へ行革更新 

  ①当事者の視点を反映（言葉をやさしく） 

  ⅰ子宮頸癌予防⇒子どもの笑顔を守りたいママさんへ 

  ⅱ発達障がい児の対応窓口⇒福祉部局から教育部局へ 

  ⅲ多数の有識者を集めて短くよりも、相手の懐に飛び込みじっくりと聞く 

  ②教育は未来への投資 

  ⅰ「同じ」が価値を生む時代から「違い」が価値を生む時代へ 

  ⅱ好奇心を育む。好きなことを伸ばす。多様性の尊重 

  ③地方議会の多様性の確保 

  ⅰ60 代以上、男性、自営業ばかりは構成として問題 

  ⅱ若者や女性、現役サラリーマンも参加しやすい議会に 

  ⅲ夜間、休日議会、副業の検討、議会事務局の強化 

※人も地域もダイヤモンド どのような人でも地域も、光の当て方で輝く 

講演：人生 100 年時代の政府の取り組み 

講師：菅 義偉（内閣官房長官・衆議院議員） 

 自己紹介：秋田県雪国出身、下宿生活で高校時代を過ごす。ふるさとに関係を持ちたい、

還元したいとのおもいでふるさと納税をつくる。住民税の 1割を地方へ還元

2017 年 3,000 億円。過度な返礼金、返礼品を廃止しふるさと納税の原点に

戻り、自治体は独自の使い方を考えてほしい。 

１．強い経済、経済最優先 
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（1）成長戦略 地方創生の柱として訪日外国人観光客を増やす 

  ①ビザの緩和⇒2017 年 2800 万人、2020 年 4000 万人、2030 年 6000 万人 

  ②地方の名産品、免税品など 4兆 4000 億円 

（２）自然、文化、気候、食など地方の魅力在るものの良さを売りものに 

  ①国立公園を規制緩和、迎賓館の開放 

（3）待機児童対策 

  ①59 万人の受け皿、2020 年まで 32 万人予定 

２．国民の安全・安心 

（1）危機管理、北朝鮮、地震対策 

  ①特定秘密保護法⇒日米が上手く機能を果たす 

  ⅰアメリカの傘の下、イージス艦を防護する 

  ⅱ日米の連携が圧力、非核化？ 

※地方の元気なくして、国の元気なし 

※ふるさとの良さ、すばらしさ、日本人のすばらしさを外国人に知ってもらう 

2 日目：5月 11 日（金）9：30～ 

講演：これからの日本をどうする 

講師：佐々木 信夫（中央大学名誉教授・（社）日本国づくり研究所理事長） 

 はじめに：明治維新から 150 年目、何が変り、何が変らないのか、何を変えなくてはい

けないのか。 

：150 年続いた人口増、所得が増え、経済が上昇する右肩上がりの社会が終焉、

急速に少子高齢化、人口減少、経済が低迷し所得が増えない社会で政治・行

政は、どう立ち向かうのか、何を変えるべきか 

：2020 年以降の日本の未来が見えない。国家 100 年の展望を描く 

１．時代の潮流、変化 

（1）廃県置州 

  ①廃藩置県は人口急拡大時代に備えた「政治革命」 

  ②未曾有の人口縮小・豊かさ追求時代の中で問われる政治革命は「廃県置州」 

  ③70 年続いた 47 都道府県に代わる新たな国のかたち、10 州 2 都市州ではないか 

（2）大借金大国 

  ①増税なき財政再建、土光臨調から 40 年以上、バブル経済崩壊後も景気対策として

   膨大な借金を積んできた 

  ②国地方で 1200 兆円の累積債務。世界一の借金大国、その割に危機感は希薄だ 

  ③国民 1人当たり 1,000 万円、家族 4人で 4,000 万円の借金 

（3）古い時代感覚 

  ①出生率をあげても、20 代から 40 代世代の単身世代は、子どもを産まない 

  ②人口急減へ時代は大変動期なのに、政治、安倍政権はひたすらアベノミクス、経済

   優先をかざす。高度成長期のキャッチフレーズより、生活の質を求める時代である

  ③膨大な借金をしながら経済優先の政治は、限界に来ている 
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（4）高速網整備 

  ①地方分散、職住近接を目指し高速インフラを整備してきたが、東京一極集中が進む

  ②補助金や特区制度によって地域のあり方、地方創生のあり方まで国が地方を差配 

  ③各省の思惑を忖度して、自らの在り方を決める。地域の自立も元気も生まれない 

（5）憲法改正 

  ①国家主導の中央集権体制を終焉させ、中央集権に代わる地域主権国家に変える 

  ②国会内で（国民は？）憲法改正論議、ポイントがずれている。 

  ③憲法 9条に自衛隊を書き込む、教育の無償化、緊急事態条項の創設、参議院の合区

   を廃止するなど、既に法律や財政で処理できる。わざわざ憲法改正する必要あるか

  ④合区を廃止し、47 都道府県を憲法上に記し、参議院議員は各県から 1人選出する

   これは、運転席に座って時代を後ろ向きに運転するようなもの。広域の州制度に変

えれば一票の格差は一遍に解消する 

２．人口減少時代の国のかたち 

（1）無傷の府県制 

  ①この 40 年間、47 都道府県体制を含め統治機構改革にメスが入っていない 

  ②365 万公務員体制、国地方 160 兆円予算を使う。二重山重の無駄 

  ③135 年間無傷できた 47 都道府県は、広域・高速時代になったいま、ダイナミズム

を拒む最大の足枷であり、壁になっている。一番大きなカネ食い機構 

（2）4つの理由 

  ①地方分権を進め地域主権の国をつくる 

  ②1200 兆円を超える膨大な借金大国を克服する財政再建 

  ③省庁再編と府県再編による行財政効率化 

  ④人口縮小化時代に相応しい、新たな統治の仕組みを生み出すため不可欠な大改革 

（3）下から目線の改革 

  ①政界再編、いずれ財政再建、効率化の議論は必至 

  ②2017 年 4 月 20 日衆議院憲法審査会（50 人の議員）に参考人として招致 

  ③「国と地方のあり方－道州制、地方自治」について発言 

  ④憲法第 8章、地方自治の強化と自治制度の新たな統治機構（道州制）のあり方を 

   論議 

  ⑤国会を含め、他の機関でも人口減少時代の新たな国の仕組みが論議され始めている

（4）切り札は「道州制」の実現 

  ①統一性、公平性を重んじた集権体制から、多様性、迅速性を重んじた分権体制へ 

  ②切り札は、地域主権型道州制 

  ③内政の農林水産、国土交通、産業・中小企業、文部教育、地域環境、福祉労働の 

   本省機能は廃止。各州を内政の拠点へ 

  ④道州制移行が省庁縮減、ブロック機関の州移管、府県行政は市町村管、すると公務

   員縮減、税財政改革、衆院は 240 名、参院 100 名へ、県議 2800 名は州議員 800 名

   でよい。「新たな国のかたち」のあり方を国民運動として喚起する時ではないか 
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  講演：ごちゃまぜ共生社会で創る日本の未来

講師：雄谷 良成（社会福祉法人 佛子園理事長） 

はじめに：祖父が戦災孤児や障がい児を預かり 1960 年に創設。障がいを持った子ども

たちと兄弟のように過ごす。金沢大学で福祉理論を学ぶ。 

１．ごちゃまぜ（子どもから新卒の 20 歳の若者、105 歳以上の高齢者、障がい者全て）

（1）ごちゃまぜの力 

①10 年前、男児の重度心身障がい児（首が 35 度～45 度しか動かない）に認知症のお

ばあちゃんが、ゼリーを食べさせようとしたが、うまくいかなかった。 

3 週間で首が 75 度に傾くようになり、おばあちゃんのゼリーを上手に口に入れる

ようになった⇒おばあちゃんの家族から深夜の徘徊が少なくなり感謝。 

⇒重度心身障がい児の母親は、「わが子が役に立つなんて思ってもいなかった！」 

②専門のスタッフが 2年間、訓練してきたのに、3週間で 75 度に。 

（2）戦後、縦割りサービスで保護してきた結果、障がい者、高齢者を孤立化に⇒すべて

の人は役割を持っている、すべての人が機能する、新しい時代に応じた対応が必要

（3）小松市西園寺⇒地域住民と 2年間話し合う 

  ①55 世帯から 75 世帯に（20 世帯がＵターン）⇒居心地がいいと、若者が定住。地域

   に、障がい者、高齢者が一緒に生活している。温泉もあり、地域の人は無料 

（4）シェア金沢⇒約１万坪の病院跡の敷地に住居、文化施設などを配置。障がい者、高

   齢者、学生がごちゃまぜで暮らす。地元自治会や住民と話し合って計画、実施 

  ①専門家だけでなく、地域の人と一緒に何が出来るのか考えていく 

２．ごちゃまぜ 第三の医療⇒公衆衛生学 

（1）手術とか薬ではない、人と人が交わるだけで健康になる 

（2）人とのつながりから生まれる支援 

（3）つきあう人やグループでその人の行動が決まる 

３．人生 100 年、定年後の新たな人生をいかに生きるか 

（1）ごちゃまぜは、イベントでもないのに毎日 1000 人、年間 40 万人が行き交う 

（2）日本の少子・高齢社会、人口縮小社会を世界が注目している 

（3）日本は、農耕民族として地域や人と関わりながら、社会をつくりあげてきた。地域

中心のプロセスをわが国のめざす道として、世界に輸出していく。 

講演：空き家対策と活用策 

講師：伊藤 明子（国土交通省住宅局長） 

１．空き家の現状と空き家対策の方向 

（1）820 万戸（2015 年調査） 

  ①賃貸用、売却用住宅⇒460 万戸 

  ②その他の住宅⇒318 万戸のうち、一戸建て（木造）220 万戸 

（2）その他空き家の割合は全国平均 5.3％。西日本を中心に高い傾向にある 

  ①地域の特性に基づいた対策が必要 

  ②地方公共団体を中心に民間と連携し、ビズネスモデルをつくる 
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２．空き家対策の概要と推進 

（1）「空家等対策の推進に関する特別措置法」により枠組みが整った 

（2）利用できるものは利用し、除去すべきものは除去するとの考えで、地域のまちづく

り・住まいづくりとして支援また、既存住宅流通市場の活性化の一環としても支援 

  ①解体・撤去 

  ②住宅として流通⇒リフォーム、譲渡、賃貸 

  ⅰ安心Ｒ住宅⇒住みたい、買いたい、品質よく安心して購入できる。ロゴマーク有り

  ③用途転換⇒リフォームにより地域活性化に利用 

  ⅰグループフォーム・宿泊施設・飲食店など（建築基準法の改正） 

  ④発生防止等⇒生前・相続時の資産管理（税の特例） 

  ⑤その他⇒先駆的な取り組み、まちづくり等を支援（担い手育成などのモデル事業）

（3）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案（平成 29 年閣議決定） 

  ①不明土地を円滑に利用する仕組み、適切に管理する仕組み 

  ②探索を合理化する仕組み 

  ③これらを活用し、収用手続きに要する期間を約 31 カ月から 21 カ月に。地域福利増

進事業への利用権を、施行後 10 年間で 100 件を目途に 

講演：人口減と対峙する地方議会 

講師：北川 正恭（早稲田大学マニフェスト研究所顧問・元三重県知事

 はじめに：三重県議会議員（3期）、衆議院議員（4期）三重県知事（3期）地方議会、

      国会議員、執行部側の責任者としての経験、体験から、地方議会に何が期待

されているのか、話をしたい。 

１．地方議会のあり方、地方議員に何を期待しているのか 

（1）地方分権推進法（1995 年）が制定。中央集権から地方分権へ 

  ①時代背景 

  ②戦後、最貧国の日本が経済大国になり、東洋の奇跡と世界中が驚いた。 

  ③1985 年プラザ合意（1ドル 240 円から 120 円）円高へ。1989 年ベルリンの壁崩壊

   ソビエット連邦がロシアへ。世界情勢、国内も激変。 

  ④経済大国からバブル崩壊。1980 年代から 1990 年代にかけて大きく変化 

  ⑤元総理大臣が収賄で逮捕（リクルート事件）、現職副総理が収賄で逮捕⇒世界から

経済大国でも政治は小国と言われ、根底から仕組みから変える 

⑥政治改革⇒円高政策への構造転換が上手くいかなかった 

（2）構造改革・政治改革 

  ①司法改革⇒裁判員制度（裁判官僚から主権者へ） 

  ②行政改革⇒3公社 5現業を官から民へ、省庁 12 へ 

  ③政治改革⇒政治資金規正法・公職選挙制度（小選挙区と比例代表） 

④分権推進法は、政治のあり方を中央から地方へ根底から変える仕組みとして衆参全

会一致で決議、制定された 

  ②新しい価値を議会から生みだす（議員は肝に銘じて頂きたい） 
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（3）国のあり方（政府は財源の管理、地方は交付税に縛られている）、この仕組を変える

  ①現状の地方創生は間違っている。総合戦略を計画、よければ交付金を出す、これで

   は中央省庁の気に入る文書作成しか出来ない。中央集権に逆戻りしている 

  ②国が採点する補助金政策と頭脳構成が全く同じでは、成功する筈がない 

③本当の改革は地方が変わり、国が変わる。地方は自らの地域のことは、自ら責任も

って決定する、自己決定・自己責任を 

  ④地方創生⇒地域は自ら創る、新しい価値の創造 

⑤地方議会は、全会一致で決定した法の趣旨を踏まえ、新しい価値を創りだす、役目

がある 

（4）地方から変わる、地域のあるべき姿を追求できるのは公職選挙法で選ばれた議員 

  ①議員の存在感はあるが、議会不要論は 7割を超える   

  ②執行部とうまくやる執行部優先、執行部追認型。首長与党とべったりでは、執行部

   は育たない 

  ③一回も否決がなかったでは、議会は要らない 

  ④慣れ合い議会、既得権域とたたかう議会 

  ⑤執行部とは対等な関係であり、独立機関にも関わらず議会全体の活動が見えない 

（5）地方議会として二元代表制を充分に活かす、決定機関は議会 

①主権者の代弁、民意の反映機関としての議決がある。立つ位置を明確に 

②政策提案、立法機能の役割を持つ、そのために政務活動費がある 

（6）議会基本条例 

  ①議長の役割、議長のあり方 

②1年や 2年で交替。選挙なし、例え選挙あったとしても根回しで決まる⇒自分たち

の都合で順番に交替、ご都合主義 

③形式的論議は要らない。実質的な改革と価値の創造を 

④議長の覚悟で一点突破、議会を変える 

⑤市民に議会活動を明確に伝える覚悟がないと、議会不要論は消えない 

（7）議会報告会   

①来る人が決まっている、変な奴がくる 

②市民参加型で、意見交換会などの進行役は第三者に 

③議会の活動が見えてくると、政務活動費をもっとあげろの声も出てくる 

④覚悟を決め議会が存在を示さない限り、議会不要論は消えない、議員のなり手も 

 ないし偏る 

⑤この国を変え創生するには地域から、いまこの時期であり大いに期待する 

講演：日本の目指す道 

講師：新藤 義孝（元総務大臣・衆議院議員）

1．世界の中で、日本の経済的な地位は低下している 

（1）1人当たりＧＤＰの世界ランキングは、2000 年 3 位⇒2014 年 27 位 

（2）世界ＧＤＰに占める日本にシェアの推移は、1990 年 13.9％⇒2014 年 5.96％ 
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（3）大きな経済でＧＤＰを 600 兆円伸ばす。やれば出来る 

２．わが国における総人口の長期的推移 

（1）2008 年をピークに、今後 100 年間で 100 年前（明治時代後半）の水準に戻っていく。

  この変化は、千年単位で見ても類を見ない、極めて急激な減少 

（2）希望出生率（合計特殊出生率）1.8 人、政策を工夫すれば出来る 

３．目指すべき社会 

（1）一億総活躍社会の実現 

（2）復興、そして新しい東北へ 

（3）経済再生、アベノミクス第 2ステージへ 

（4）暮らしの安全、将来の安心 

（5）地方こそ成長の主役（地方創生） 

（6）未来を拓き創造する教育再生 

（7）積極的平和外交、揺るぎない防衛体制 

４．経済好循環の実現 

（1）税収をあげる 

（2）経済再生と財政健全化の両立を実現する 

５．2018 年度予算・法案の重点施策 

（1）人づくり革命 

（2）生産性革命 

（3）経済再生と財政健全化 

（4）社会保障 

（5）観光 

  ①訪日外国人旅行者数 32 年度 4000 万人目標達成に向け、国際観光旅客税（仮称）の

財源を活用し顔認証ゲート等による出入国管理、税関の体制整備 

  ②文化財や国立公園等に関する多言語解説の整備 

（6）地方創生 

  ①先端科学や観光・農業など地方大学の新たなチャレンジを支援する交付金の創設

  ②地方創生推進交付金を引き続き確保 

６．生産性革命推進戦略 

（1）第 4次産業革命の社会実装 

（2）中小企業の生産性革命・地域経済の支援 

  ①ＩｏＴ.ロボット導入の支援策の拡充 

  ②地域未来牽引企業への支援 

７．地方創生 主な基本目標（2020 年目標） 

（1）地方に仕事をつくる 

（2）結婚・子育ての希望実現 

（3）地方へ新しい人の流れをつくる 

  ・地方に大学をつくる⇒あるものにプラスし、つながって新たなものを生み出す 
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所 感 

①経済再生、強い経済、経済最優先そのために、人づくり、と元気な高齢者の活用（きつ

い・きたない・やすい）、ボランティア、外国人労働（実習生含む）をも必要としてい

る。それであれば、高齢者の雇用条件や外国人労働の人材育成のみならず、移民政策も

受け入れる明確な議論も必要と考える。 

②観光立国として、外国人観光客に日本のすばらしさ、日本人のすばらしさを売りにする、

と国は言うが、経済最優先とは言え外国人労働者の現状では、日本人のすばらしさがい

つかは問われることになるのではないか。 

③ふるさと納税は、国の思いと地方自治体での実施に差がある。納税者に返礼品を送るな

どは、趣旨からして違うと思った。 

④1200 兆円の借金、国民 1人 1000 万円の借金については触れず、生産性をあげる、出生

率をあげる、保育所を増やすの具体策が解らなかった。人生 100 年先を見据えての国づ

くりが必要と思うが、その点では、道州制と地方議会が地方政府として力をつける必要

性について佐々木氏と北川氏の講演は、先を見据えての内容であった。 

⑤これからの国のあり方について、憲法に改正道州制を入れることは、地方議会も議論す

べきであり、現在、政府が改正しようとしている内容は、各法律の改正で済むことでは

ないか。国内の安全・安心対策は、自然災害と原発事故である思う。 

⑥人口減少、高齢者増大が明らかにも関わらず、強い経済をどこまで追及していくのか。

 講師の 3人は、強い経済、経済再生を主流にした講演内容であったが、経済最優先の中

では問題にされない主役になれない、社会的弱者と言われている障がい児・者、高齢者

不登校の子どもを中心に地域で一緒に暮らしていくことの大切さ、人は人の中で育まれ

ていくことを実体験された、民間の取り組みはとても参考になった。 

⑦パネルディスカッションの若者たちは、発想も素晴らしいし頑張っている。きっと大野

城市にも素晴らしい若者がいるはず、審議会をはじめもっと若者の活用が必要と思う。

⑧大野城市でも地域が主体となって、ごちゃまぜで生きていく場所を創りだす必要があり

 そのことが地方創生になる。しかし、国の地方創生は、地方自治体が計画を立てたのを

 チェックし補助金を決めるようでは、北川氏が言われるように間違っているし、地方分

権にはならない。 

⑨地方分権にするためには、地方議会が政策・立案する力を持つ必要がある。佐々木氏と

 北川氏の講演は、議員とは？議会とは？改めて考えさせられた。誰のために、何のため

 に議会改革をやるのか。自分自身に問いなおすキッカケになった。 

⑩議会基本条例を充実したものにしていくためには、市民参加が必要と考える。市民モニ

ター制度や市民広報委員なども検討していく必要がある。また、そのことがキッカケと

なり議員に立候補する人も出ているとのこと、それが民主主義でもあると思う。 

― 作成者 清水 純子 ―








