
JIAM 平成 28年度第 1回市町村議会議員特別セミナー報告書 

 

日程：平成 28年 4月 14日~15日 

場所：JIAM（全国市町村国際文化研究所） 

  滋賀県 

報告者：成川 正幸 

内容 

（１）養父市における国家戦略特区の取り組

みと地方創生について 

養父市長 広瀬栄氏 

（２）神山プロジェクト～創造的過疎から考える地方創生～ 

特定非営利活動法人グリーンバレー 理事長 大南信也氏 

（３）教育から始まる地方創生・地域活性化 

株式会社 PrimaPinguino代表取締役 教育政策アドバイザー 藤岡 慎二 氏 

（４）地方創生の課題と地域力創造のポイント 

一般財団法人 地域活性化センター 理事長 椎川 忍 氏 

 

（１）養父市における国家戦略特区の取り組みと地方創生について 

養父市長 広瀬栄氏 

 

1.はじめに 

兵庫県養父市 人口 

26,501人(H22国調) 

24,293人(H27国調速報) 

面積 422.91k㎡ 

高齢化率 35.5%(平成 28年 3月末現在) 

合計特殊出生率 1.73(H22 国調) 

2.国家戦略特区に取り組む背景 

人口減少・少子高齢化、社会構造の変化→地域経済の縮小→負のスパイラル 

そのため、集落の維持が難しくなってきた。 

⑴動機・思い 

 ①新しい中山間地農業の仕組みを創る 

 ②定住人口の確保で人口減少を止める 

⑵提案要旨 

 提案内容 



 ①農地の流動化に関する農業委員会の関与の廃止 

 ②シルバー人材センター会員における労働時間規制の緩和 

ねらい 

①農地の流動化を促進し多様な農業の担い手を確保する。 

②農業振興・産業振興を図り、定住に結びつける。 

⑶地区指定に至った経緯 

H25.8 特区提案 

9 月に行われた国家戦略特区ワーキンググループ提案に関する集中ヒアリング

が行われた。 

※市民そのものが、地域の住民そのものが、地域に対する誇りを失ってきてい

る。これをいかに回復させるのか。思い切った、今までにない新たな調整が必

要であり、規制緩和による地域活性化への強い思い。養父市は失うものはない。

地域に対する強い思いを訴える。 

 

H25.12.13 特区法成立 

H26。2.17ワーキンググループヒアリング 

H26.3.28 諮問会議開催 

H26.5.1政令による特区指定 

 

3.国家戦略特区の進捗状況 

国家戦略特区指定地域(H26.5 政令交付) 

①東京都(国際ビジネス、イノベーションの拠点) 

②関西圏(医療等イノベーション拠点、チャレンジ人材支援) 

③新潟県新潟市(大規模農園の改革拠点) 

④兵庫県養父市(中山間地域農業の改革拠点) 

⑤福岡県福岡市(創業のための雇用改革拠点) 

⑥沖縄県(国際観光拠点) 

国家戦略特区指定地域(H27.8 政令交付) 

⑦秋田県仙北市(農林、医療ツーリズムのための改革拠点 

⑧宮城県仙台市(女性活躍・社会起業のための改革拠点) 

⑨愛知県(産業の担い手育成のための教育・雇用・農業等の総合改革拠点) 

国家戦略特区指定地域(H27.12 政令交付) 

⑩広島県・愛媛県今治市（観光・教育・創業などの国際交流・ビッグデータ活

用） 

⑪千葉市（幕張新都市を中核とした「近未来技術実証・多文化都市」の構築）（東

京圏拡大） 



⑫北九州市（高齢者の活躍や介護サービスの充実による人口減少・高齢化社会

への対応）（福岡市に追加） 

 

⑴規制改革の実践(成果) 

①農業委員会と事務分担 

「耕作放棄地の再生」「農地の流動化を促進」で「農地権利移動許可の事務処理

を概ね 14日間短縮（27日から 14日）」「農家とみなす農地所有面積を 10aに引

き下げ」 

を行った。 

②農業生産法人の設立 

「耕作放棄地の再生」「農地の流動化を促進」で「11 事業者の農業参入」「特区

事業者による営農状況が H28.3 見込みで約 11.8ヘクタール。うち従前が見作付

地・耕作放棄地の農地は 48%（約 5.7ヘクタール）」 

③アグリ特区保障制度の活用 

6次産業化への資金調達円滑化で「全 6件 9,600 万円の融資」 

農業関連の特区事業者参入は、11事業者。 

農業以外の規制緩和の実現 

①シルバー人材の積極的活用 

平成 26年度末の養父市高齢化率が約 35%であり、高齢者の進展等の問題を抱

える中山間地地域においては、シルバー人材の積極的活用が重要である。 

高齢者が増加しても会員が減少していた。原因は、労働時間が制限されてい

た事。 

そこで、シルバー人材センター会員の労働時間の拡大など元気な高齢者が働

きやすい環境づくりを行う。 

②インターネットによる酒類販売の要件緩和 

平成 27.3 全国規模の規制緩和として実現。 

③旅館業法施行規則の要件緩和 

特例により旅館業法で定められたフロント設置の緩和。 

空き家を改築し、宿泊施設・レストランを経営。 

 

⑵新たな規制緩和の提案 

改正特区法創設。起業が農地を所有し営農を行えるようにする。 

⑶今後の提案 

5年後に営農面積を 8.5haから 70haにし、100名の雇用創出。 

総合戦略に 4つの柱。 

 



 

養父市の反乱～地方から国を変える 

国主導ではもう地方を変える事が出来ない。 

地方自身が考え思い切ったことを進める。 

都市から見ると地方はお荷物か？・・・従来の発想からの脱却で地方から変わ

る。 

価値を生まないものから生むものへ。 

無から有へと変えていく。 

 

4.質疑応答 

Q：元々の農地は悪くないのか？企業などの耕す人がいれば良いものが獲れるの

か？事業が成り立つのか？ 

A:地元の方を潰すという考えはない。農地を荒らす前に耕してもらう人に入っ

てもらう。 

また、企業を入れることで、酒米を栽培するなど起業的な感覚を新たらしい

発想が地域に生まれる。 

 

所見 

どうやったら「地域が生き残れるのか」を規制にとらわれずに提案している。

今までの発想では、「地域が生き残れない」という危機感が伝わってきた。本市

でも何か出来るのではと思えてくる話だった。 

 

（２）神山プロジェクト～創造的過疎から考える地方創生～ 

特定非営利活動法人グリーンバレー 理事長 大南信也氏 

 

１．創造的過疎 

多様な働き方で持続可能な地域を目指す 

２．地方や過疎地における地域課題 

雇用が無い。仕事が無い。 

①若者が故郷へ帰ってこられない。 

②移住者を呼び込めない。 

地域を担う光景人材が育たない。 

３．神山プロジェクト 

①サテライトオフィス 

②ワークインレジデンス 

③神山塾 



・町史上初の 2011年度社会動態人口増。（58世帯 105名、平均年齢 30歳） 

・サテライトオフィスの進出 

ITベンチャー・デザイン・映像関連企業など 12社 

グリーンバレーの軌跡 

1991.3.3 アリス里帰り推進委員会（青い目の人形の米国への里帰り） 

1992.3.3 神山町国際交流協会 

1997.4.18 国際文化村委員会 

2004.12.1NPO グリーンバレー 

 

アートによるまちづくり 

①見学に訪れる観光客（場の価値を高める） 

②制作に訪れるアーティスト（サービスの有償提供でビジネス展開） 

 

情報発信（総務省の地域 ICT利活用モデル構築事業） 

ワークレジデンス（町の将来にとって必要だと思われる職業の方を逆指名して

住んでもらう。・・・職種の特定で町のデザインが可能になる。 

空き家を改修してクリエイターがお試し滞在できるオフィス兼住宅をつくる 

ワークインレジデンスで商店街の再生を行う。 

神山塾を実施し、人材育成。 

2010年 12月に開始した 6か月間の求職者支援訓練を行う塾から 77名が終了 

約 50%の方が移住し、10名の方が SO雇用、10組の方がカップルになった。 

所見 

新しい人が町に入ってくる事で新しい繋がりが出来て地域内経済循環が生まれ

てきた。 

「四国の山村だからと、不利とは思わないポジティブな考え方」「法律制度に果

敢に挑戦する新しい発想」「外からの人を受け入れる住民の覚悟」 

どれをとっても凄く参考になる。一度訪ねてみたいと思った。 

 

（３）教育から始まる地方創生・地域活性化 

地域との協働による高校改革を考える 

株式会社 PrimaPinguino 代表取締役 教育政策アドバイザー 藤岡 慎二 氏 

 

１．海士町の現状 

岐阜県高山市高根町「学校が無くなると人口が半減した」といった事例紹介 

学校が無くなることは地域衰退の第一歩 



※無くなると・・・ 

①人口減少が加速して就業人口が減少し、税収・行政サービスが減少する。 

②食料自給率低下し安定的な供給が出来なくなる。 

③国境である海士町に住民が居なくなると国防上の問題がある。 

④里山・里海の資源が活用出来ず無駄になっている。 

⑤民族知が失われ、伝統文化が途絶える危険性がある。 

⑥家の新築などが無くなり、地域に投資する事が無くなる。 

⑦６~40歳までの若い年齢層が流出する。 

⑧高齢者も流出し、病院機能が弱体化する。 

 

「人口減少対策は、仕事をつくれば地域が賑わう」？？ 

企業は起業 5年で 20%しか残らない。10年では、５％であることから、仕事だ

けを見るとリスクが大きい。 

教育医療の充実がないと人は住まない。 

・家庭の決定権は奥様である。女性に気に入ってもらえる場所にする。 

 

島前高校魅力化プロジェクト 

12年間で島前地域の中学生数・島前高校への入学者数が 1/3になる。 

高校存続の危機で定住危機。 

 

僻地の公立高校である島前高校での事例から中長期で考えにくい 

①2年毎に変わる管理職 

②教諭は最長 4年 

③希望してきた教員ゼロ 

④高い講師率 

⑤9割は単身赴任者 

 

状況 

①3年間で教員 4割減少 

②実習助手、図書館司書もおらず図書館にカギ 

③専門以外の科目を教えており、進学に不利 

④物理が履修出来ない為、理系進学は出来ない 

⑤少人数で大規模校と同じ分掌をこなし教員は多忙 

そういった状況から地域と高校の連携による高校魅力化プロジェクトを発足さ



せた。 

 

人づくりの方針 

「仕事をつくりに帰りたい」 

「超人口減少」「超少子高齢化」「財政難」から考え出した答えはキャリア教育。 

 

高校が地域課題に取り組む理由 

①人材流失に対する既存の進路指導の限界・・・地域の担い手の育成 

②学校と地域の剥離が生徒の学ぶ理由と主体性を喪失させる・・・学習意欲の

向上 

③答えが無い問題に対する力が求められている・・・21世紀スキルの育成 

「今の小学生の 65%は現在無い職業に就く」 

       

 

 

「答えのない課題について考える力を地域の知恵を集めて答えを紡

ぐことを通じて身につける」 

 

・ＴＰＰは教室では学ぶより、実際に農作業をして重労働をさせる。その後、

自給を計算させて 200円~300円だと知ったら、驚く。そこからＴＰＰを学ぶ方

が実感する。 

 

・高齢社会とどう向き合うのかを高校生の時から学ぶことが重要。 

人口減少・少子高齢化・財政難の 3点セットの海士町。 

30年後に日本に来る問題が離島中山間にきている最前線である。 

そこで高校生から学ぶ、切り拓くことが出来れば、他地域で生きてくる。 

 

地域と高校の連携「夢ゼミ」 

※夢ゼミとは 

・大学でいうゼミ形式の授業を週 1週間開催 



・「やりたいこと」と「地域のためにできること」の交わりを模索する。 

・グローカル人材の育成 

「地域の課題」から「社会の課題」へ 

・プロジェクト学習を中心に実施 

 

僻地の若者に生じやすい傾向・課題 

①価値観の同質化 

②関係性の固定化 

③刺激や競争の不足 

①多文化協働力の不足 

②主体性・課題発見解決力の欠如 

③挑戦力・キャリア形成意識の不足 

 

どうするのか？ 

地域の担い手をつくる教育をする 

共感する人が増えれば子供が増えていく。 

魅力づくりに繋がる。 

人口が増えていく。 

 

全国の高校魅力化事例紹介 

地方で魅力化を実施している高校が新たな大学入試改革において人気校になる

可能性が大いにある。 

ふるさと（歌詞） 

「志をはたして ふるさとに帰らん」 

これは、明治政府の政策であり、富国強兵の時代、「口減らしをしたい地方と人

が欲しい都会」の思惑が一致して生まれた唄である。 

今の地方創生と逆であると思ってほしい。 

その歌詞を今の時代合わせるとすれば、「志をはたしに ふるさとに帰らん」と

なる。 

 

Q：塾の先生になぜ、若い人が集まるのか？仕掛けを教えて欲しい。 

A:地方で挑戦した人が結構いる。 

自分たちがやっている事は最先端なんだというと騙される人がいる。 

地方で挑戦できる事があれば行くという。人が人に惹かれて人は集まる。 

 

所見 



頭では理解していたが、学校が無くなった地域から人は居なくなるという言

葉をあらためて聴くと衝撃だった。 

地域の良さを発見し、次世代に繋いでいく。その為には、教育は大事である。 

仕事だけ増やしても人は来ない。教育・医療の充実が地域存続の必需要件だと

再認識。 

 

（４）地方創生の課題と地域力創造のポイント 

一般財団法人 地域活性化センター 理事長 椎川 忍 氏 

 

１．自己紹介 

２．地方創生の課題と成功する地域の条件 

成功する地域の条件 

①人材が育っている。 

②自立心が旺盛である。 

③住民自治が確立している。 

④地域経済の循環構造が出来ている。 

⑤若者の力を引き出す仕組みがある。 

⑥市町村止まりにせず、地区・集落に情報を伝え、住民参加の仕組みが出来て

いる。 

⑦国の言いなりではなく、自分たちの目標をしっかりと持ち、やるべきことを

粛々とやっている。 

シティプロモーション、地域ブランづくりは、全国自治体どこでも

やっている。担当課だけでやっていては無理。 

情報が氾濫している時代だからこそ、全員参加で地域を売ろうと思

ってこそ成功する。 

マーケットインの考え方が大事 

（マーケットインとは、商品の企画開発や生産において消費者のニーズを重視

する方法。） 

人口推計は、集落・地区単位で行い、住民が危機感を共有すべき 

①自治体は消滅しないが、無居住地域の発生や集落消滅はあり得るから。 

先ずは、市町村全体ではなく、集落、地域が生き残りをかけて立ち上がり、自

立できるかどうかが勝負の分かれ目。 



②住民自治が育ってないところは、時間をかけて自治の再生から取り組むべき。 

保育料、医療無料化などは、強い自治体しか勝ち残れない。 

お金で戦うのではなく別の土俵で戦わないと勝ち残れない。 

どうやって戦うのか、真剣に考えないといけない。 

何で日本国は発展してきたのか？ 

それは、農産業を大切にしてきたからである。 

 

全国の事例紹介 

①やねだん 

地域づくりの基礎 

・ないものねだりをせず、昔からあるものを大切に工夫して使っている。 

・人間力が基本という原則に立って、補欠のない全員参加の地域づくりを実現 

・高齢者、障がい者、子どももできることをする。 

・絆を再生し、あるものを生かし、全員参加の地域づくりに成功 

・最初は名字で呼び合い、挨拶する家族のような関係を作ることから始まった。 

・手間を出し合い、わずかな材料費だけで遊園地や空き家改修で迎賓館をつく

る。 

・これにより、すべての地域課題、社会問題が解決 

②下条村 

・危機感から 20年間で全職員を民間企業研修に派遣 

・1992年から日常生活に密着した生活道路の舗装など軽易な土木作業を、住民

自らの手で実施する場合、村が作業に必要な資材を支給したり、重機の燃料代

を支給する「建設資材事業」を実施。 

・下水道事業ではなく合併浄化槽で全戸排水衛星処理 

・単独事業で若者定住促進住宅整備。入居条件に消防団加入義務付け 

 

３．地域活性化センターの取り組み 

地域おこし協力隊、移住・交流イベントなどを行っている。 

 

質疑 

Q：議員にエールを！ 

A:多様な価値観を認める社会にならないと日本は良くならない。 

障がい者であっても働けるように。 



多様な方が議員になる。 

政策を追求していく事である。 

 

所見 

今までの考え方では、日本は良くならないという考え方。 

議員は、もっともっと頭を柔らかくしろと言われているようだった。 

今後も視野を広げて、市政に提言して、住民福祉向上に努力していきたいと思

わせた講義だった。 

 


