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私の考える地域創生
有松 英昭
1. はじめに
戦後 60 年，我が国は壊滅的な敗戦から，省資源国のハンディを科学技術重視の国策及び日本国民の
勤勉と勤労により克服し，すさまじい勢いで復興し，今日の経済的な発展を成し遂げた。
一方，昨今「学級崩壊」に代表される社会秩序の乱れ，児童誘拐等の犯罪が頻発し安心･安全が脅か
され，社会不安が拡大している。又少子高齢化も深刻な社会問題になる恐れを含んでいる。このよう
な社会現象の背景には，どのような真因が潜んでいるのだろうか。そしてどのように対処して行くべ
きなのだろうかと心ある国民は，思案していると思う。
2. 時代の流れは，「官主導」から「民主導」へ，そして「中央主導」から「地方主導」へ
膨大な国債，地方債の改善策の目玉的な政策のひとつとして，
「官」から「民」へ，
「中央」から「地
方」への流れが，加速度を増しつつある。これに伴い法の網目をかいくぐり，
「耐震偽装マンション」，
「ライブドアショック」等の犯罪が発生している。これらは氷山の一角であるかも知れない。しかし，
「国」や「行政」に依存しているだけでは，社会不安から解放され，自らの安全･安心を得ることは不
可能であることは明白である。このような状況を冷静に鑑みると安心･安全のみでなく，自らが理想と
する社会実現を希求する市民が協調･協働によって，自らの生活基盤である身近な地域から「安心」
，
「安
全」，「快適」な地域社会の実現すなわち「地域創生」を目指すことが潜在的な社会的欲求としてクロ
ーズアップされて来ていると思われる。
3. 地域創生の実践基本モデルの模索
そこで，身近な地域創生の実践的な基本モデルを考えて見たいと思う。
1) 適用地域
・ まず，身近な「小学校区」又は「中学校区」を対象範囲として考え，実践し，その実践体験
をベースに適用地域を拡大していく。
2) 実施目的
・ 地域住民が生涯を通じて安心して快適に暮らせる地域創生
3) 基本理念及びテーマ
・ 基本理念：「地域住民」による，
「地域住民」の為の「地域づくり」
・ テーマ：①安全 ②安心 ③健康 ④スポーツ ⑤楽しむ ⑥助け合い ⑦ボランティア
⑧環境 ⑨文化 ⑩伝承 ⑪育成 ⑫充実
4) 基本方針
① 住民主体の地域づくり
② そこに住まう全ての住民を対象とする地域づくり
③ 全ての住民の「ニーズ」と「期待」の実現を永続的に目指す地域づくり
5) 地域創生活動に必要な資源
① 人的資源
・ そこに住まう地域住民全てを人的資源の対象として考える。但し，効果的に活躍して頂く為
には，
「実態調査」及び「意向調査」が必要である。又地域創生活動の中に次代の「人材育成
プログラム」を盛り込むことも必要である。
② インフラ
・ 活用可能なものとして，地域内の「公民館」「学校体育館」
「公園」等を想定。
③その他
・ 人的資源，インフラ共に地域に存在する身近なものを主体的に活用することを本意とするが，
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必要に応じて，地域外の活用可能なものを考慮する。
地域創生の為の「組織」の構築
・ 地域創生は，住民主体で行うべきものと考えるが，決して個人で出来るものではなくやはり
行政等との連携が不可欠であると思われる。適用地域から考えると地域内の小中学校長，公
民館長，PTA 会長，町内会長の参画を願い「地域創生準備委員会」を立上げ，メンバーの選
任を行い「地域創生委員会」を設立する。
7) 地域創生構想
・ 地域創生は，人間の誕生から生涯を終えるまでのあらゆる「ニーズ」と「期待」に可能な限
り対応できるシステムを地域で構築することであると考え「地域創生構想」を策定し，地域
住民に提案すると共に「ニーズ」と「期待」をリサーチすることが必要であると考える。私
案として，次のような具体案を提案する。これらは，全て「ボランティア」を基盤として実
施することを想定している。
① 安全：防犯体制の確立，地震･洪水等の災害発生時の防災体制の整備。
② 安心：
「子育て支援活動」
，
「要介護者支援活動」等の相互支援体制の確立。
③ 健康：心身の健康，快適をテーマに「生活の知恵」を学び合える学習教室を企画運営。
④ スポーツ：地域で相互に楽しむスポーツを振興。
⑤ 楽しむ：音楽，絵画，写真，書道，陶芸，その他の文化教室の企画運営。
⑥ 助け合い：
「支援提供登録」及び「支援要請登録」の制度を創設しボランティア活動によ
り運営。
⑦ ボランティア：子供から大人に至るまでボランティア精神を養成することを目的に地域
内に止まらず可能な限り広く活動を展開する。
⑧ 環境：定期的に地域内の道路，河川敷，公園その他の清掃活動を行う。また不要になっ
た物を地域で相互に提供し「交換」又は「換金」して活用するシステムを構築し運営。
〔省資源活動(もったいない運動)の展開〕。
⑨ 文化：地域内の文化遺産を探索･収録し地域を知ることにより，地域社会への愛着心を育
成。
⑩ 伝承：地域の歴史文化のみならず先人の知恵を伝承する為の活動を企画運営。
⑪ 育成：地域構想の中に人材育成のプログラムを盛り込み後継者の育成を図る。
⑫ 充実：①～⑪の活動を確実に企画運営し更なる内容の充実を継続的に追究する。
8) 地域住民への｢提案｣と「ニーズ」
，「期待」のリサーチ
「地域創生構想」の中から「ニーズ」と「期待」の大きいと想定されるものを選択し提案を含ん
だアンケート調査を行いその結果を分析する。
9) 実施計画の策定
調査結果を基に実施計画を策定する。実施計画には，
「ニーズ」
，
「期待」が大きく効果の出易いも
のを優先的に策定する。欲張らず順次，実施内容を拡大する。
10) 実施計画（P） → 実施（D） → 評価（C） → 改善（A）
「実施活動計画書」を作成し，
「計画書」に基づいて実施する。実施結果を評価し，次の計画に反
映する。尚，実施途中でも必要な場合は，計画を見直し変更を検討する。
6)

4. 「地域創生」の実施に当たって
① コミュニケーションの大切さを見直そう！
昨今の社会情勢を見るとマスメディアを通して入って来る情報からは，自己中心主義，利己主義を
超えた拝金主義が蔓延しているように思える。しかし，これらの考え方は，どこまで推し進めて行
っても満たされることの無いものであることは，明らかである。このような社会現象は，何に起因
しているのだろうか。要因は，多肢にわたると思われるが，人間不信が大きな要因の一つと考えら
れる。その主因は，コミュニケーション不足ではないかと思われる。コミュニケーション不足は，
-4-
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「家庭」，
「学校」
，
「仲間」
，
「職場」
，
「近隣」等々あらゆる場で起こっていると思われる。何故コミ
ュニケーション不足になったのだろうか。コミュニケーション不足の根源は，
「核家族化」と「TV
の普及」によるところが大きいと思われる。又「IT 化」もコミュニケーション不足に拍車をかけ
ていると思われる。
② 地域創生は，
「夢を語る」ことから始めよう！
まず地域において志を共有する仲間を募りお互いが暮らす地域をより良い地域社会にする為に「夢
を語り合う」ことから始めてはどうだろうか。その過程の中から「知恵」が生まれ，仲間としての
「共感」が育まれて来ると思われる。そこに参加する仲間は，可能な限り年齢層，職業，性別等に
偏らず平均化されていることが望まれる。
③ 地域創生の成否の鍵を握る「コミュニティプロデューサー」
何を行うにも成否の鍵を握るのは，リーダーである。中でも地域創生は，参考となる先例も先人も
ない。地域創生の実践活動の中からふさわしい人材が育まれて来ることを期待する。自らもその一
人となることを目指したい。
5. 終わりに
地域創生は，信じられるものが少ない混迷した社会情勢の中で誰もが潜在的に希求していると思う。
又，そのように信じることが，第一歩を踏み出すことではないかと思う。
現代的課題のひとつは，①核家族化 → ②孤立化 → ③自己中心主義 → ④社会性の喪失と
考えられる。核家族化が一般化した今日において，かつての大家族時代の復活は，到底考えられない。
失われた社会性を取り戻し，物質的な豊かさではなく，
「人間的な豊かさ」を享受できる可能性を「地
域創生活動」により実現を目指す。2008 年には，団塊世代が定年退職を向える。地域創生に活躍可能
な人的資源となることが，大いに期待できる。
純粋で夢多き青少年に対しては，人生の先輩として，又人の手助けを必要とする高齢者には，気軽
でフットワークの軽い便利な存在として期待できる。但し，前述したように「地域創生」は，基本的
にボランティアをベースに推進することが求められ地域社会は，互恵関係の上に成立するものと考え
る。特に，地震，洪水等の災害時は，地域社会の相互助け合いが不可欠である。何時起こるかわから
ない事態に備えて日頃の備えが必要なことは明らかである。しかし，日常的な世事に流され充分な備
えをしている人は少ないと思う。地域社会の住民が連携して安全･安心の備えに取組むことから始める
のも良いのではないかと思う。
日本は，ボランティア活動が，あまり盛んな国ではないと言われている。地域創生活動を通じて，
世代を超えた人間的なふれあいの楽しさ，面白さを知ると共にボランティアから得られる人間的な心
の豊かさを体得することにより，明るい希望に満ちた若者が育ち，高齢者が安心して生活できる「地
域社会の実現」を目指したい。その過程の中でボランティアが盛んになり，そのことが地域社会の豊
かさを育む原動力となる地域社会をイメージして，持続可能な「地域創生」を目指したい。
〔地域創生プロセス〕
現代的課題認識（不信・不安社会）
→ 時代の変換点認識（官主導から民主導へ，国主導から地方主導へ）
→ 地域創生構想（孤立社会から共生社会へ）
→ 安心安全快適社会へ向って前進する持続可能な地域社会の実現
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悩める中山間地域
《A Village Community》も明日はあるのか
有元 征生
時代の変化に順応できず，今まさに消滅せんとしている“A Village Community”に生き延びる道（明日）
は果たしてあるのだろうか。若者が去り，子供が消え急速に進む過疎化，高齢化，それに追い打ちを
かける財政難等。中山間地域を取り巻く環境は時を減るにつれてますます厳しくなっている。これら
が複雑にからみあい引き起こす日常生活の不便さが住民に重くのしかかり，今まさにあちこちで地域
社会は悲鳴をあげ崩壊せんとしている。
私の暮らす地域もこれらの難問を抱え，まさにその典型である。四方山に囲まれた谷あいに位置す
る小さな集落，数十軒の家が点在するだけの山野と田畑を除けば何もない現代社会の便利さを象徴す
るコンビニなどとは無縁の地で，不便さのみが身にしみる地域なのである。これと言った産業も働く
場所もなく，唯一とも言える地域の現金収入源であった農作物も JA の出荷規格の厳格さに嫌気がさし
たり対応できなくなったり，また最近の JA の金融偏重政策の煽りをくらって各農家ともに生産意欲が
著しく減退している。先祖伝来のこの家をこの田畑を何としても守り続けねばと奮い立たせていた気
力も年を重ねる毎に萎えてしまい今ではあきらめムードが地域全体に充満している。行政も何とかし
てこの衰退に歯止めをかけ，町を地域を元気にせねばと色々と手を打ってきたつもりだろうが，明確
になる将来ビジョンも示せないまま旧来通りの補助金頼り他力本願の手法，ここにも時代の変化に乗
り遅れそうになっている人々が多数いるようにおもえる。都会のまね，ハコ物建設（美術館，温泉プ
ール，西洋風レストランなど）
，はたまた山野の自然の中に自然公園なるものを出現させたり，地域の
ためにもっとほかに税の使い道はあるだろうにと誰しも思うのに，それが声になって表に出て来ない
もどかしさ，費用対効果など全く眼中にない無作為さ。
企業誘致にも多額の税を投入し三顧の礼をもってやっと迎入れた組み立て企業にも見限られ重くそ
のつけが地域に残ったままである。旧来の策が通用しにくくなった今，地域再生・蘇生の道は何に求
めればいいのだろうか。何もしないでこのままならば私たちの中山間地域社会は必ず滅び去ってしま
うことだけは確かであろう。人は移動する動物であり，豊かさ便利さを求めて他の地域に去っていく
だろう（若者はとくにそうである）。学校や現場における人材教育・育成が個々の特徴，特性を見つけ
だし，それを伸ばしてやることに重きを置き，またそのような学校，企業が成果を収めているように
地域再生・蘇生もそれぞれの地域が持つ特性・個性をよく理解することからスタートすべきであるよ
うに思う。キーワードは“特性”なのである。
（地域の持つ特性に逆らった政策はたいてい役に立たずム
ダになってしまっている，この事はこれまでの事実が証明していると思う。）そのためには，まず全地
域が一望出来る場所に腰を下ろし，地域と少し時間をかけ対座し対話し，その答えを得ようと努める
ことから始めてみてはどうだろうか。そしてその答えが“自然”なのか“人”なのか“文化”なのか，それと
も“産業”なのか，自分たちの地域にあって他にはないもの，他に誇れるものは何か，それが見いだせ
たらば限られた地域の持てる資源（人，物，金）ｗｐそれに全力勇気を持って集中投入しよう（選択
と集中）。珍しく貴重な伝統的文化が根付いているのであれば，それを頑なに守り伝えよう。優れた技
術をもつ産業が生まれ育とうとしているならば税の面においても大いにバックアップしてあげたらい
いし。また特別才能豊かな人が地域にともに生活しているのならば地域を挙げて応援挙げるのもいい
だろう。美しく他に誇れる自然が今なおあるのであれば，その自然を守り続けることに専念したらい
い。
地域の特性は地域間競争を勝ち抜き，その地域を繁栄に導く大きな武器となりうる。がしかし他に
誇れる，他を魅了できるほどの特性（人，産業，自然，文化）を持ち合わせている地域は極めて稀で
あり，ほとんどの中山間地域は見慣れた山，谷，田畑ありの極普通の人々の暮らす場所なのです。そ
の平凡さがその地域の特性ならば，それをよりうまく活用することに専念すれば良い。多額の費用を
つぎ込んでその特性をねじ曲げようなどとは考えないことだ。あるがままの姿に少しのアイデァと強
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い意識を加え，それが地域内でうまく機能できるようなシステムを作り上げていけばいいのだ。祖父
母，父母が汗し耕作し続けてきた田畑も休耕田，放棄田化しあちこちに無残な姿を呈している。色が
良くない，形が不揃いだ，少し虫が食ってる跡があるから商品価値がないと，食材としては何ら支障
がないのに出荷出来なくて手が付けられないままで畑のあちこちに転がされ自然に朽ち果てていく農
作物がやけに最近目に付く，何と“もったいない”ことか。ぬお作物を生産するのは上手だけど，販売
力がなく JA や量販店の下請けに甘んじてきた今の農家の立場の弱さがここにあり，農家の低所得の大
きな要因であり，また地域の衰退を引き起こしている大きな原因の 1 つになっている。私はかつて出
荷出来なかったこのような農作物を車に多量に詰め込み都会の団地に住む息子夫婦の所に運んで行っ
たことがある。息子の嫁はとても喜び，日ごろ仲良くしている近所の人達に配ったらとても喜ばれた
らしい。
「あなたの田舎の両親の栽培された野菜なら安心だ。虫もつかない野菜なんかなんとなく恐ろ
しくて，少しぐらい虫が食ってくれる野菜の方が安心して食べられる。
」と差し上げた人が言っていた
そうだ。野や山がつくりだす天然の恵み，農家が作り出す耕作物が何かしらの理由で田舎では価値な
きものとして放置されたまま，チャンスを与えれば価値ある物に変化するのに“もったいない”極みで
ある。地域の特性とこのような現状をうまく活用することが中山間地域の生き残る道であり地域蘇生
のカギになると思うのだが。しかし一戸一戸の農家の力では農作物の生産は出来ても流通，販売まで
は出来ない。ここで行政の出番が回ってくるのである。行政がリードし一戸一戸バラバラの農家を一
つに束ね，一体化し農作物の生産から流通，販売，加工まで出来うる産業に育て上げる。行政はここ
に持てる限られた資源（人，物，金）を投入する。そうすれば大規模化，機械化，合理化を推し進め
ることが出来，農業を地域産業として育て上げていくことも可能なように思える。役所内には《農産
物販売課》なるものを新設し，その地域で生産された農作物はすべて役所が買い上げ役所が責任を持
って販売する，首長を含め職員全員がセールスマンであり，首長が無論その中でのトップイセールス
マンでなくてはいけないことは言うまでもない。また農作物を特にほしいと思っているのは地域にい
るのではなくその大多数は都会に暮らす人々である。そういった意味でも“地産地消”というよりも“地
産全消”の心意気で取り組むべきであると思うのだが。平成 17 年の改正食料法にもみられるように農
家は作物を生産するだけではもはや成り立たなくなってきている，自ら加工・販売まで手掛け JA や量
販店の下請けから脱却しなければいけない時代に突入しているのです。農家が元気になることはその
地域全体が活気づくことであり，地域商店街にも賑わいが戻ってくることなのです。“食の安全”“顔の
見える生産者”と職に対する国民の安全意識が高まっている今こそ行政がそれに一枚加われば地域に
大きなビジネスチャンスが生まれるだろう。
中山間に位置する町や村が持つ地域特性は農作物以上に“木材”がより大きな比重を占めている，地
域の大半は山なのであるから。地域が産する木材も従来通りだけの利用法しかないのだろうか。知恵
を絞り何かしらちょっとしたアイデァがそこに加われば用途が拡がり需要が増し地域もその恩恵を大
いに受けることが出来ると思うが。行政サイドから各地域にある森林組合に働きかけ，二者が中心と
なり地域住民とともに木材，竹などの用途拡大策の研究に汗を流してみるのもいいことだとと思うし，
必ず新しい道がそこに開けるように思える。都会に向けて地域から木材，竹などの新利用法に関する
アイデァなり情報が提案，発信できるようになれば都会で暮らす人々も地方に関心を寄せるようにな
るだろう。都会に出たいと思っている若者が田舎には多数いるが，都会にも田舎に強い関心を寄せて
いる若者が多数いるはずだ，彼らの関心を引き寄せたいものだ。
都会のマネをするのではなく田舎はそれの持つ特性を大いに利用すべきだ。そこでは行政が各とな
り JA，森林組合を巻き込み三位一体となり野山，田畑が産する農作物，木材を中心とした生産・加工・
流通・販売まで自主独立してできる産業をその地域に育て上げるべきであり，これが地方における地
域社会を蘇生するに今取るべき方策であるように思う。
今一つ提案なのだが，地方には多くの“ため池”が過去に作られ，いまは利用価値もあまり無く放置
されたままである。これもまた特性であり，これら“ため池”の新しい利用法が考えられるなら。地域
に放置されている多くのため池もまた地域を蘇らせる大きな可能性を秘めているように思えるのだが。
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「夏休み宿題オタスケ塾」の実践―主婦でもできるコミュニティー創生
安藤

鈴子

1. はじめに ―地域創生と私―
人と人とのつながりが希薄になって，孤独を感じて生きている人が多くなっている現代社会である。
つながりを再生し，心豊かに生きられる社会を築きたい。子どもから高齢者まで誰でもが，“生きるっ
て楽しい”と感じられる社会，助け合って生きられる“共生の地域作り”を目指すのが私の地域創生のテ
ーマである。
私は，長年職業として幼児教育に携わっていたので何といっても関心は子育て分野である。そこで，
主に子どもの育成をベースにして，そこに地域の大人を巻き込み，“共生の地域作り”を実現していき
たいと思っている。
これまでも，テーマ実現のため京山公民館に於いて，中高生を中心にした若者を対象にストリート
ダンスができる居場所作り，さらに放課後の小中学生を対象にした居場所作りに創設時からボランテ
ィアスタッフとして関わってきた。その中で，子どもの育成だけに視点を置くのではなく，それに関
わるボランティア同士のつながりも大切にしてコミュニティー作りを模索しているところである。
それらの経験を踏まえ，少し得た自信，さらに連塾生としての自覚に後押しされて，以前から温め
ていた企画「夏休み宿題オタスケ塾」の実践を，私が居住する町内で取り組むことにした。
公民館での活動は，公的な信用が初めからある上に職員や他のボランティアメンバーが居る点では，
ほぼお膳立てができている上での取り組みといえる。しかし，自分の居住町内での活動は，独りぼっ
ちでゼロからの活動なのでとても臆病になっていた。そんな時，
「誰かが動かねば何も動かない」と連
塾に於いて前向きに行動する勇気と励ましを得ることができた。主婦でもできるコミュニティー創生
の実践を行うことで，地域創生の展望を自分なりに明確にしてみたいと思う。
2. 「夏休み宿題オタスケ塾」
―さつきヶ丘パラダイスーの実践（2005 年 7 月・8 月）＜別添資料企画案＞
私の居住地域は伊島学区の西の端，さつきヶ丘町内会という。古い家で 25～26 年を経た，175 世帯
の団地である。町内会活動もさほど活発ではなく，町内清掃と廃品回収の他，年に一度祭りのだんじ
りが出るくらいである。子どもをめぐる状況としては，小学生が 18 人に減少し，子どもが外で遊ぶ姿
を見るのも希な状況である。大人と子どもが日常的に関わる機会や場が無いと言える。子供会活動も，
ほぼ前年度踏襲プログラムを年に三回こなすという感覚で行っているようである。
私は以前から，子どもの育成活動に地域の大人たちを巻き込むことにより，コミュニティー創生を
目指した「夏休み宿題オタスケ塾」の企画案を作成していたが，実行する機会を見つけられないまま
だった。
その企画案を，思い切って町内会長と民生委員に提案し，理解と協力を要請して賛同を得た。それ
により，町内会の子供会担当役員数名に集まってもらい，企画の説明と内容の検討を行うことができ
た。小学生の保護者から，現在の小学校はかつてほど宿題が多くないという意見が出た。そこで，勉
強時間は前半 1 時間くらいにして，後半 1 時間を集団遊びで楽しむことにした。子どもと保護者向け
のチラシは各家庭へ子供会役員が持参して説明をした。当日の活動，準備，役割を具体的に示した実
施要項を作成して共通理解を図った。準備期間が少ないため，町内ボランティア募集のチラシは回覧
せず，現役教員や OB と一部の若いお母さんを訪問してボランティアを要請した。
将来の楽しいコミュニティーを目指して，「さつきヶ丘パラダイス」と呼ぶことにした。
実施は夏休み中の三日間，いずれも午前 10 時から 12 時の 2 時間，町内の公会堂で行った。
・

1 回目，7 月 21 日は自己紹介，オリエンテーション，宿題と勉強，絵本の読みきかせ，テーマ
ビンゴ遊び，景品選びで過ごした。
参加人数・・・幼児（6 人） 小学生（13 人） 大人（11 人）
計 30 人
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2 回目，8 月 9 日は来た子から宿題と勉強に取りかかり，絵本の読みきかせ，輪投げゲーム，お
菓子釣り，話し合いで過ごした。
参加人数・・・幼児（3 人） 小学生（8 人） 大人（9 人）
計 20 人
3 回目，8 月 28 日は，宿題と勉強，絵本の読みきかせ，スポーツチャンバラ，ランチにハンバ
ーガーを食べ，全 3 回実施のまとめの話しを聞き，アンケートを記入して終わった。
参加人数・・・幼児（5 人） 小学生（12 人） 大人（8 人）
計 25 人

第 1 回の実践の後に，活動の様子を「さつきヶ丘パラダイスニュース」としてイラストを多く入れ
た見やすい手書きの新聞にして町内へ回覧してもらい，周知した。
また，取り組みが他の地域へも広がっていくことを期待して「山陽新聞・マイタウン岡山」編集室
へ売り込み，記事＜別添資料＞にしてもらった。読んだ知人から「うちの町内でもやってみたい」と
の嬉しい声が聞かれた。
3. 実践の成果と課題
初回は子どもも緊張した様子で，驚くほどスムースに静かに勉強の態勢に入った。雑巾を縫う子，
絵を描く子，
ドリルをする子など約 40 分くらい集中して取り組めた。ボランティアは見守りをしつつ，
絵日記が進まない子にヒントを与えたり，ボランティアについて来た幼児に折り紙や塗り絵で静かに
遊ばせたりして支援をした。
最終日に幼児も含めて行ったアンケート＜集計は別添資料＞では，16 人中 13 人が楽しかったと答え
ている。夏休みの宿題ができたと共に，平素できにくい異年齢の子ども同士の関わりや，子どもと大
人たちとの関わりをもつことができた。3 回のいずれにも，勉強の後には遊びを採り入れて，仲間と相
談や協力をしたり，ルールを考えたり，リーダーシップをとったりする経験や学びができた。例えば，
景品選びの順番のことでばらばらの意見が出たとき，高学年の女子が多数決で決める際の議長役をき
ちんと果たして低学年の子たちの良いお手本になってくれた。
また，
「この取り組みの目的に賛同したので，町内の役を降りた後もコミュニティー作りを一緒にさ
せて欲しい」と言ってくれた若いお母さんが一人現れた。
秋祭りの後，町内会役員の慰労会の席に参加させてもらい，さつきヶ丘パラダイスの実施の報告と
意義や成果，また今後の協力のお願いをした。
「さつきヶ丘パラダイスニュース」を読んでくれており，
理解してもらいやすかったようで，役員のほとんどが支持してくれた。今後の取り組みにとりあえず
道をつけることができた。
しかし，うまくいったことばかりではない。今の若い母親たちの多くは，そのほとんどがパートで
はあるが，仕事に出ている人が多くて「忙しい忙しい」と言う。そのため，集まって討議をしながら
プログラムを作る時間をとりにくいのが実状である。大人たちを，日々の暮らしが多忙でも，地域の
子育てに時間を割こうという意識に変えていくにはどうしたらいいのだろうか。
その解決のためのヒントになると思われる事例が見られた。1 年生の T 君は優柔不断でおとなしく，
妹にも泣かされる気の弱い子だとお母さんも思っていた。さつきヶ丘パラダイスにも参加したくなか
ったのに，お母さんが無理矢理に引っ張ってきた。絵日記も迷ってばかりでなかなか進まない様子だ
った。ボランティアのおばさんが話しかけても頷くくらいだった。ずっとそんな T 君だったが，最後
の日にしたスポーツチャンバラで T 君の印象は 180 度変わった。誰よりも攻撃的に思いっきり戦った。
「びっくりしたなあ」と大人たちは皆驚いていた。中でも一番驚いたのはお母さんのようで，
「この子
にこんな面があるとは知らなかった」と驚いていた。3 日の間の何がＴ君の心を揺さぶったか明確にで
きないのは残念だが，確実にさつきヶ丘パラダイスの中で T 君は今まで出せなかった自分を表出する
ことができた。この取り組みが無かったら，T 君のお母さんは“ダメな子”とまだ思っていたかもしれな
い。このように我が子が変容する様子を見て，さつきヶ丘パラダイスの有用性を実感することは親の
意識を変えていくポイントの 1 つであると思った。
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4. 取り組みの成功のポイント
町内の役職を持つ人たちの理解を得たこと，特に民生委員の女性が「この企画書にあるねらいは自
分の思いと同じなので，協力するからぜひ実現させよう」と言って同志になってくれた。これは，具
体的な企画書を提案したことで得られた成果だと思う。
また，町内会の賛同を得たことで，既存の町内子供会の組織を利用して行うことができた。私が個
人として呼びかけても，これだけの人数は集まらなかったと思う。このことからも，既存の組織を利
用することが大変有効であると言える。
そして，何よりも宿題の後のお楽しみ会が魅力的で子どもも大人も楽しめたのだと思う。しかし，
楽しい遊びを考え進めるのは誰でもができる事ではない。この点をどのように解決したらよいのだろ
うか。
5. 地域創生の展望
町内の人たちと話してみると「コミュニティー作りは必要だ。誰かがやってくれたらなあ」という
他力本願的な言葉が返ってくる。たいていの人たちは問題意識を持ってはいるが，ただ自分に“何かが
できる力がある”と思っていないようだ。しかし，「来年は仕事を辞めるから，声を掛けてくれたら協
力する」と言ってくれた人もいて，一人一人への声掛けの大切さを実感した。先は明るいと思った。
実際，「私が動いたら大勢の子どもと大人が動いた」また，「私が動いたことでコミュニティー作り
への道がついた」のは事実である。
弱腰になりやすい私だが，これからも連塾生である自覚を支えに，今後は老人クラブとの連携など
を視野に入れ，粘り強く取り組みたいと思う。
次に，楽しい活動を色々な地域で実践するための方法として，将来的にコミュニティー活動の具体
的なアドバイスや支援をするコーディネーターのグループを作りたいと思っている。魅力的な活動の
企画や遂行をすることは重要な要素であるにもかかわらず，それができる人がどこにでもいるわけで
はない。私自身はその力量をつけたいと思い，集団作り，レクリエーション，カウンセリング，社会
教育などを学んできた。さらに，音楽，絵画，人形劇など多種多様な得意分野を持つ人たちとのネッ
トワークを作って，必要な時に応援を依頼しあうのはどうか，といった事を考えている。
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ナイスバランスは人生の達人
伊賀 功悦
なぜ，ナイスバランスか？ 地球環境においても，太陽系での地球の位置のバランス，太陽熱と地
熱のバランスが全ての生命体の根源であるのは明らかです。自問自答の中で私なりの考えは，全ての
生物が共生できる環境（ビオトープ）を目指すには，人間社会においては自分の行動を客観的に観て
その影響も考えられる心の余裕が必要です。その場合，人と人，人と生物。人と自然 とのつながり，
つまり“連”です。まさに連塾は その志を持った人の集まりです。私は志のある人と，素直な気持
ちで人間関係を築いて（私なりの解釈で 仁義と思っている）いく所存です。
確かに今の地球及び人々の多くは病んでいます。経済優先，効率優先の資本主義社会の中で自由主
義を唱えながら，個人としては，やりきれない，夢も志のない，日々の生活のため又，子供の教育費
を稼ぐだけの与えられた自由の日々を過ごしている中でストレスの極限・物事への挫折感・孤独感の
中で失踪，自殺と自分を追いやります。誰もが，神が与えてくれた，人生を最後まで全うする義務（神
との契約）が有ります。人間は行動を起こすときいろいろな事を考えますし，人間関係においても様々
なストレスにさらされます，時々動物，植物のピュアーな生き方に感銘を受けます。ストレスは酒と
か好きなスポーツで一時的には忘れますが根本的には，自分の気持ちを正直に相手に伝える事しかな
いと思いますし又相手もそのことによって多分結果的に救われます。私の場合はお酒と言う薬を借り
て本心のコミュニケーションをはかっている，修行中の身であります。
タイトルのナイスバランスとは，私は，本来いい加減な人間で人にはそのいい加減をナイスバラン
スといつも説いています。
ナイスバランスな人間関係とは
1. 自分の考え，嗜好等を必要以上に相手に求めない。
2. 総論・核論 本音 建前 を読みとる中心感覚。
3. 相手の意見・想いを，とことん聞く姿勢をくずざず，聞き手役に廻る。
（本当に悩んでいる人は，解決の答えは既に持っており，こちらが答えを出す必要はなく，聞き手
役に廻ることで相手の答えを引き出す。
）
4. 自分の成功論ばかり唱えるのでは無く，失敗論のほうが相手は興味がある。
5. これ以上くどく書かないのがナイスバランス人です。
より豊かな人生において夢が有ると，無いとでは，お金が有るか無いかの比では有りません。その夢
は，旅・映画・本 を通して観られると思います又そこから得られる夢を行動に移した経験は貴重で
す。旅ですが，現役世代においては，お金と時間をどう作るかがですが，お金がすくなくても結構や
りかたによって，大丈夫です。問題は，時間をどう作るかがです。そこで先ほどのいろいろな問題（ス
トレス）が生じますが，私の考えは問題は相手（会社・家庭）はなく，答えは自分の中にほとんどあ
ると考えます。映画ですが，いろんな方面への感情が高まり私の場合は主役になったり悪役になった
り，脇役になったり，結構ナルシストの気分です。自分の人生を映画に当てはめて見ると，こんなあ
くびがでるような，映画を見せられて途中退席されると思うと，やはりドキドキ，ハラハラ，感情豊
かなハッピーエンドの人生を選ぶと思います。
（女房もあきらめて僕の生き方に最後まで付き合ってく
れると思います！？）
本ですが最後まで読み切った本は少ないのですが，夢も大いに見させてくれますし，全然知らない
ことが少しでも判ると単純に感動し，知らない事は楽しい事だと納得し，スナックのママさんに，こ
うなんだよと，自慢げに話し，よくできたママさんは素直に聞いてくれ，いい気分にさせてくれます。
帰りのタクシーの中でさすがプロだなーと感心し もう既に高鼾の女房の待つ家路を急いで帰ります。
旅，映画，本 に共通して言えるのは，夢がもてる事です。
でもその夢を実現（ドリームカムズ・トゥルー）しようとすると，時には，考え方・価値観を変え，
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場合によっては仕事も変える，途中下車もする勇気が必要です。と言ってもそんなに深刻に考えると
最初の一歩が出ません。知識だけでは，絵に描いた餅です，行動し経験する事が，本当の自信につな
がり真に人生を楽しめます。今の私はまさに夢の途中です。
人生の達人に於いてもう一つ必要なのは，ユーモアセンスです。
ナイスバランスな生き方をするうえにおいて，きってもきれないセンスです。
ユーモアは駄洒落ではなく，大笑いするするものでなく，捻りとスパイスのきいた万国共通の会話
で人を和ませ，クスッとさせます。では，伊賀功悦 特製のユーモアを発表します。
タイトル：ボーンレス
シュチュエイション：ある火葬場での仲のいい熟年夫婦の会話
女：お父さん，もし私より早く逝ったら，遺骨は私がしっかりと拾うから安心してね！
男：何を今更言うんだよ！日頃から骨抜きにされているのに！
私は連塾を首席で卒業したいのですが，多分，酒席で卒業します。
（パラオ自然体験ツアーに参加して思う事）
パラオは今回，初めての地で短い時間の中での経験でしたが，地球最後のネイチャーアイランド 自
然のすばらしさ堪能しました。歴史的には，スペイン領，ドイツ領，日本領から，現在は アメリカ
領に近い感じの独立共和国です。私はどの国へ行っても，まず，その国の台所と言える 魚屋・八百
屋・肉屋を視ますが 特に加工食品やジャンクフードが，多かったことが，これからのパラオの食文
化の将来が気にかかります。
昨年 5 月に行った，ニューカレドニア（フランス領）は，食と，海，山の自然の雄大さのバランス
が良くて，観光客相手だけではなく，現地に暮らす人々の人生を楽しんでいる生活が感じられました。
何か アメリカ人の食文化の考えと，フランス人の食文化の考えの違いを視た想いです。
では，我々日本人の食文化はどうかと言うと，将来が大変不安です。みんなで何とか自給率を 30％
台から 60％台に持って行こうよ！
少子化問題，食料問題，高齢化問題，借金問題 その他いろいろと国の問題は山積みです。自信と信
念を亡くした国を創生していくのは実学です。私は食べる，飲むに執念を持っている男なので，本当
に美味しいものを，美味しいと感じられる瞬間，感動を研鑽し，人生にも仕事にも（追加，女性にも）
研鑽と実学を積み，自分の持ち場から社会へと連げられる生き方を発信します。
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地域創生とはなにか
－連塾での 1 年の活動を振り返って－
池田

弘 （倉敷中央病院）

1. はじめに
ここ数年，現在の日本について様々な問題を漠然と感じていたが，その原因，対策については考え
ることが出来なかった。連塾での 1 年の講義，塾以外での講演会，街おこし事業への参加などを通じ
て，自分なりの考えが形になってきたので以下に示す。
2. 地域についての考察
【地理的な面から】
日本は面積的には狭いが，地理的な特性から様々な気候風土を持った地域が混在しており，各々の
地域で様々な特産物が産出されている。決して単一な気候の金太郎飴的な国家ではないのである。さ
らに同一地域でも季節によってもいろいろな産物が作り出されている特徴もある。このような多種多
様な産物があることで，産物を作る人，加工する人，販売する人，消費する人と多くの職種を生むこ
ととなった。一方で地域同士の距離が遠くないことより，地域同士の交流も盛んとなり，街道，河川，
海路の開発も行われてきた。現在は道路，鉄道でより短時間に，大量の物資の交流が可能となってい
る。これらのシステムを支えるためには交流させる商品が存在しないと意味がないのである。
地域的に見ると平野部は大規模な治水事業が行われるまでは，洪水による河川の氾濫で利用法が限
定されていた。また平野は湿地帯であるために稲作が主体となり，付加価値のある多種類の産物を生
み出すことはできなかった。江戸時代までは，中山間地域が災害が少なく，様々な産物を生み出す点
で人々が生活していく上でもっとも適した環境であった。 これらの地域では様々な職業を生み出す
とともに，職種を超えた連携もあって，非常に高度な文化を持つに至った。そして，同じ日本でも地
域が異なれば産物も異なり，それが地域独自の文化を作りだしていった。さらに，このような独自色
を持った地域の人々が都市（江戸や上方）に集まって交流することで，複雑かつ高度な文化が熟成さ
れていったと考えられる。
また，風景自体も人間に大きな影響を及ぼしており，藤原雅彦は多彩な自然が日本的情緒を生み，
それが天才を生む土壌になっていると考察している1)。
この傾向は高度成長時代直前まで維持され，高度成長期には様々な文化的背景を持った日本人が都
市に集中して，今までにない工夫，道具を生み出して日本の高度成長が達成されたのである。
【歴史的な面から】
日本の地域を考える上で歴史的背景も重要である。
現代日本は①江戸時代に蓄積された独自の日本文化と，②20 世紀に世界レベルで出現した大衆によ
る文化が混合して混沌とした状態になっていると考える。現在では後者の文化が優勢になって様々な
問題が噴出している印象がある。
まず江戸時代に蓄積された文化的背景を考察する。
戦国時代が終わり，17 世紀にはめざましい経済発展を遂げたが，その終着点が元禄時代であった。
その時代は現代と極めて類似した時代背景がある。すなわち，めざましい経済発展を達成したが経済
発展がこれ以上望めない状況になって労働力と需要のバランスが崩れるとともに，倫理観の低下によ
る種々の犯罪が多発していたのであった。これらは最近，我々が経験したライブドア事件，耐震偽装
問題などの事件と共通するものである。
元禄時代以降，武士の世界では葉隠に代表されるような武士道が形成され，行きすぎた商業行為に
対しては石田梅岩の「石門心学」が作られ，倫理観を持った商人が増えることで落ち着きを取り戻し
ていった。そして，100 年以上にわたり，教養の蓄積が行われ，明治維新以降の経済的発展の原動力に
なったのである。
「石門心学」は百姓なら農耕，商人なら商い，職人なら物作り，何でも良いからその
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生業に勤勉に関わっていると，自らの人格が修行されることを説いた学問で，商業であれば①一銭と
いえども軽視しない，②お客様に喜んでいただけることによって初めてお金がいただける，③売り物
に念を入れる，を基本とし，倫理観を基礎に得た収入は汚いものではないとの発想である2)。
一方，20 世紀の大衆社会は第一次大戦を境に幕を開けたととらえられる。西欧の王朝，貴族の凋落
を背に，大衆社会が形成され，自由・民主主義のアメリカ，社会主義のソ連，そしてファシズムが「世
界」を動かすようになっていった。日本でも第二次大戦後の占領政策を通じて，アメリカ的な大衆社
会が移植され，現在，人口の多数を占めるようになっている。こういった大衆は地理的な故郷を喪失
するにとどまらず，自分たちの人生を形作るある一定した価値観も見失っており，メディアに登場す
る識者の意見を聞いて，それを模倣し，自分の意見であるかのように思いこんでしまう特徴がある 3)。
こういった背景から現代日本をみると，外交，医療，自衛隊といった国の根幹に関わる安全保障問題
すらまともな議論ができないままにメディアの誘導した考えに国民が左右される姿が容易に理解でき
るのである。
自分自身が深く関わっている医療についても受益者である国民が医療制度，医療水準について知識
を持って，要求するレベルを設定することで初めて医療費についての議論が可能になるにもかかわら
ず，実際はお上（厚労省，官邸）任せであって，国民にとって不利益になるような改革に対しても意
見を言わないのである。ここでも「大衆社会」的な民主主義の弊害が認められる。
3. 地域創生についての考察
地域創生といえば産業誘致，観光地化など現金収入を生み出す方策を提案することのように理解す
る向きもあるが，これは資本主義的な金銭的価値に重きを置く考え方である。 現金収入を第一義に
考えると開発途上国との競争となり，競争にならないのである。特にゼロサム状態に入った現代日本
で，現在の収入を保ったまま諸外国との価格競争に勝利することは不可能と思われる。
地域創生の基本的な考え方は，住民がそこに住みたいと心から思えるような安心，安全な地域を作
ることであり，その活動（地産地消など）の延長線上で競争力を持った商品開発がおこなわれれば副
次的に現金収入につながると考えた方が良い。
近年，海産物はそれを産する海に流れ込む河川上流の森の栄養に左右されることがわかり，漁民が
森に木を植えるようになっている。日本の都市も河口に位置することが多いが，歴史的に見ても上流
部の中山間地域で育った個性豊かな人間が流れ込むことで都市に活力をもたらしていた。人工的な都
市に住んでいては感性の優れた人材を育てるのは難しく，人口の流入が止まった時に都市の活性化が
止まってしまう可能性がある。
以上より人的資源の育成がこれからの日本の繁栄に必要不可欠であり，人的資源を作っていくのが
地域であり，そのような地域を作っていくのが地域創生の大きな目標と考える。
また，地域創生は住民主導で行われるべきものであって，首長や役人がプランを提示して住民がそ
れに合わせるものではないのである。住民が身の丈（生活レベル）にあったサービスを考え，役人は
最低コストで提供できるよう努力すること，これがヨーロッパ型の民主主義なのである。全国一律に
箱物を作るような行政（シビル・ミニマム）はあり得ないのである4,5)。
4. 具体的プラン
まずは住民が住んでみたいような環境を整えることであると考える。そのキーワードは「安全，安
心」であり，具体的には安全な食材，教育，医療・福祉などが挙げられる。
【農業】
地産地消を進めて，農業生産の需要を高めるとともに，担い手の育成も行う必要がある。農業従事
者の育成については，資金面の援助のみでなく，農地に関わる様々な規制を撤廃緩和して他業種の人
間が農業に参加しやすい環境を整えることが短期的に行える方策と考える。さらに中長期的には，農
業はお金だけではない様々な効果（治水，CO2 削減，美しい田園風景が日本的情緒を形成）があるこ
とを教育して，農業に対する偏見を取り除き，若い人が農業に入りやすい環境作りも不可欠と思われ
- 14 -
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る。
【教育】
拝金主義・偏差値信仰を改め，新たな倫理観・正しい人生の目標設定のためには教育が重要である。
学校教育では志を持った教育者が必要である。待遇を良くすれば，優秀な人材が集まると考えるこ
と自体，既に金中心の考えとなっており，そのあたりから発想の転換を図る必要がある。イギリスで
は優秀な人材はパブリック・スクールの校長を目指すといわれる。やりがいのある職業にすることが
第一ではないか。
また，子供の教育は学校任せにするのではなく，地域でも取り組むべきであり，方策として公民館
などを利用したボランティアによる放課後の補習，地域の行事・産業への参加を通じた地域文化の学
習がある。
人口減少，地球環境問題から劇的な経済成長が望めない現在は「ゼロサム経済」に入っているとも
考えられ，我々の発想転換が必要である。そういった観点からは前述した石田梅岩の「石門心学」の
考えは一つの解決策を私たちに示しているように思える。地域創生のリーダーは市民の身近に存在す
るものであって，政治の中央にいて市民と一線を画すものであってはいけない。そういった面で連塾
は，地道な活動を通じて新たな倫理観をもった市民を養成する「石門心塾」的な存在となるべきと考
えた。
【医療・福祉】
医療はレベルを上げればあげるほどコストがかかるものである。そのため，医療に関わるすべての
人間がコスト意識を持ち，またコストを下げるためにできることを真剣に考えた上で医療費を必要最
小限に押さえる努力を行うことが重要と考える。
現在，国で論議されている医療制度改革は，医療費の国庫負担抑制が大前提となっており，国民に
とって必要な医療レベルの検討や諸外国との医療費の比較検討などがほとんど行われず，官邸主導の
会議で方針が決定されている状況である。国民自身が医療についてもっと真剣に考えるべきと思われ
るし，医師会などの医療スタッフ側も国民に対してもっと情報発信を行うべきと考える。
目を岡山県に向けると，現在，医療レベルの激しい南北差が存在している。地域創生を考える上で
は，このような医療格差を是正することは重要である。ただ，全ての分野をカバーする総合病院をい
きなり過疎地に作ろうとするのは実現不可能であるし，コスト面からも維持が不可能である。地域の
医療ニーズに合わせて，既存の施設を有効利用し，場合によっては複数の病院が連携を深めることで
効率化を促し，一方で急を要しないが高度な技術を要する疾患は圏域外の大病院と連携するなどの方
策が考えられる。こういった努力によって無駄のない医療圏を形成し，安心して住める地域を創生す
るのが理想と思われる。
5. おわりに
1 年の活動を振り返って，問題認識が深まったことを実感するとともに，多くの人々の連帯が思わぬ
力を発揮することも実感した。今後も微力ながら出来ることを一つでも実現できるよう努力するとと
もに，他の人々の協力も得ながら，活動の幅が広げることが出来ればと願っている。
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「地域創生」は人づくり
板野

恒一 (板野機工株式会社)

1. 人づくり
いつの時代もキーワードは「人」である。一国の興亡も企業の盛衰もトップ・リーダーの力量によ
るところが多いのは歴史が語るところである。
「地域創生」は地域興しであり，市民の元気をいかに呼
び覚ますかである。そのためには，地域の伝統，文化などその地域特有の“輝き”をいかに引き出すか，
人材の育成がカギを握ると考える。そこで若干の私見を述べながら「地域創生」を論じてみたい。
地域を考える場合，円的思考と楕円的思考がある。円的思考は中心軸が 1 つで，強い求心力を備え
るが，楕円の場合は中心点が複数になり，穏やかなふくらみを持つ。例えて言えば，円的思考は中央
集権的，楕円思考は分権型だが，今の時代は，多様な交流回路で物事をとらえ，
「風土」という言葉を，土地の人と風の人・外部者と解し，それに地域興しの情熱と志の「火」を
加えて考えたい。帰郷者は生まれたところに帰る場合と移り住む場合の二通りがあるが，生活起点が 2
つ以上ある場合の人材を地域興しに活かすのも楕円思考でもある。
昭和 63 年度に竹下内閣のとき，
「ふるさと創生資金」として，全国 3300 の市町村に一律 1 億円交付
した。バラまきと批判もされたが，自ら考え行動する地域づくりとして話題を集めた。その際，多く
の自治体は使い道の提案を募ったが，その提案が全国で約 51 万 5000 件に上り，事業総件数は 1 万 693
件になった。一番多いかった提案が地域リーダー育成などの「人材育成」
。次いで基金の設置，○○計画・
組織づくり，施設整備などの順に続いた。
中には世界一の大つぼ(茨城・笠間市)，金塊の展示(兵庫・津名市)，などユニークなものも多かった
が，地域の活性化に一石を投じたことは確か。
先日，ふるさと創生事業で全国のモデルケースとされる滋賀・長浜市の黒壁のまちづくりの実践例
を訪ねる機会があった。長浜の歴史的価値をベースに「博物館都市」を構想し，秀吉の出世城となっ
た長浜城の復元，鉄砲の里資料館，大道寺前の商店街のモール化など歴史的な建造物の復元や保存。
さらに市民に親しまれた黒壁の建物を保存復元のための第 3 セクターを創設して実施し，29 の黒壁館
が立ち並ぶ「黒壁スクェア」をつくり出し活気を取り戻している。
素晴らしいのは第 3 セクターの会社が，商店街の経営者でない民間主導ということである。過去を
活かしながらそれにとらわれない自由な発想の勝利である。
この「黒壁スクェア」の成功もキーワードはまさに人材である。地域の価値創生のために市民意識
を最高の形で発揮した好例である。私はこれら全国各地の成功例を目で見て人材育成がにかに大切か
と，その思いを強くした。
今私が代表取締役を努める会社で，若手中心に哲学，道徳，倫理，経済，経営，政治，スポーツ等
を自分が日々日本各地で学んだことを中心に少人数，マンツーマンで週 3 日昼 1 時間研修している。
一人ひとりが地域のリーダーになってもらいたいとの強い思いからである。最初はティーチング形
式，受信側が送信側の意図と違って，依存型の受け身の聞き手になっているのではないかと思い，最
初 20 分間話をして，後 30 分間そのことに対して思ったことを機論させている。なかなか議論が弾ま
ず困り困惑したことも再々あります。
また，政治に興味を持つ仲間 40 名の会で，経験豊富な講師を囲み，政治，経済，哲学，道徳，倫理，
歴史等をテーマの勉強会を月 1 回定期的に開催しております。実践的に社会を通じて，CD という話法
で，現場でリーダーの育成に学んでいただいています。
身近な人間をいかに発奮させ，リーダーとして地域づくりに参画してもらうかは難問です。
「地域創
生」はいかにとらえ身近なところから実践するかは「着眼大局・着手小局」心に命じ，ささやかでも
地域の力になればと思います。
例えば，社会での研修では，演劇の表現でコミュニケーション力の伝達方法は，第 1 の論・第 2 の
論・第 3 の論です。第 1 の論は，独り言の状態廻りは真黒。自分にスポットライトを照らして，廻り
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が真黒の状態。ということは自分のやることに戻るという特徴があります。例えば，マクドナルド見
張員のお姉さんの姿，相手の状況を見ず，マニュアル通り対応する姿です。
（図 1）第 2 の輪は，1 対 1
で話すことば。2 人だけスポットライトを照らして，廻りは真黒である関係です。例えば，写真を見て，
注文している通販の状態です。（図 2）第 3 の輪は，みんなと話す言葉です。目に見える範囲は全部が
対象です。（図 3）
スポットライト

スポットライト

図 1 第 1 の輪

図 2 第 2 の輪

図 3 第 3 の輪

演劇の表現で，第 3 の輪で頭が混乱して何を言っているかわからない時は，第 1 の輪に戻るという
手法があります。(岡山商科大学大学講座引用)という話をして，後半にそれについて議論をさせた場合
に，なかなかその意味がわからず，基本的なベースの話を補足しても，議論がかみ合わない点があり，
一人ひとりに一つの例を出して実践してもらいましたが，その意味が少しはわかっていただいたかな
と思いました。いかに人づくりは，現場で教えていかねば難しいと感じました。
基本ベースのレベルをどう上げていくか問題点があります。
次の例でモチベーションを上げる話では，
行為

感情

エンジン

願望

基本的欲求

駆動軸
生理反応

思考
前輪

後輪

図 4 モチベーションを上げる要素
前輪を動かすのは，基本的欲求というエンジンで，行為と思考で方向性が決定し，願望という駆動
力で，後は感情と生理反応という後輪で動きます。要は前輪・エンジン・駆動軸が大事であって，後
輪は前輪に付いている。
また，脳の構造には，知覚された世界記録→上質世界の価値観
基本的欲求：人物，愛と所属，自由，楽しみ
信 条 哲 学：願望，考え方
生

存
図 5 脳の構造

上記のように脳の中に知覚の記憶に価値観が添加され，その中に基本的欲求(愛されたい，組織という
所属に居たい，自由になりたい，楽しみたい，信条，哲学を所持したり，願望を持ったり，考え方を
持ち，生存したい)という脳の構造があります。
また，人に好意，好感，好印象を持っていただくにはハゲアタマでハキハキとゲンキがある。アか
るく，タのしく，マじめでというキーワードがあります。つまり，ゴリラからニコニコに。(中国銀行
経営講座引用)こういう話をして，議論させて口頭発表させたら，意味不明なことを言われるのを，ど
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う認識させるか苦労します。
LD，CD の研修の 40 名の仲間の間では，長野県の泰阜村(やすおかむら)の松島真治村長，人口 2200
人で，高齢化 80%で，合併できず，単独で村の運営をされています。開発行政として，予算も使えず，
住民の声を聞いて，住民の参加をしていただいて，福祉教育介護に軸足も顔も住民に良い行政サービ
スをするという体験を長野県の軽井沢の友愛会館で，直接本人から聞き，生の話を，現地，現場，現
物として研修をさせていただいた。やはり，リーダーを育てるのは，現地に行って，現実に体験して
いる人の話を長野まで行って聞く，正に肌で感じる研修は，一人ひとり納得してリーダー作りには良
いと思いました。また，仲間と一緒に豊島の産業廃棄物の視察で人口 1203 名の島で 43%高齢化(半数
が 65 歳超えている)，砂川区長からの話を聞き，2 日泊まり，島の学校で島民との豊島の盆踊り，島の
子供たちとの地引き網，島民による島の材料の手作り料理，弁護士，マスメディア，島民等による分
科会，野外で乙民とのバーベキュー大会，島の歴史観光巡り，最後は，弁護士中坊乙平氏，ニュース
キャスター筑紫哲也，山陽放送記者等の全体会があり，その中で島に唯一一校中学校があり，生徒数
17 名，先生 17 名の理想的な教育であるところに昭和 50 年，有害廃棄物を国立公園内の豊島に捨て，
最初はミミズの糞という有機肥料でということで，昭和 53 年，スレッダゴミ 1000t も捨てた日本最大
な廃棄物問題になった。
島民によるボロイ資料館で砂川区長の手作りの資料館での血がにじむ言葉での説明には島民の今ま
での苦しみを直ちに生きた言葉で聞かせて，一つ一つ言葉の重みも心に響いた。近くに造った立派な
行政の資料館がいかに心の入っていない施設か感じました。今まで島民が一致団結して，後世の子供
たちに名前のように豊かな島として，残していきたいというただそれだけの思いです。私たち仲間は
一人ひとりが自分の問題として，考えて行動しないと変わらない，というのには，やはり正に直ちに
体感するのも大事であると認識しました。
展開としては，人を育てているときは，冷静で勇気，知恵を持ってしなければいけない。最近の若
い人は，安いテレビの増加で，テレビの個別化，深夜化し，テレビゲームのドラクエ はヒット 380
万本，8000 万人がスーパーマリオに没頭，正に 2 人に 1 人，レンタルビデオの普及で，睡眠時間の急
激な減少，公立学校の急速な荒廃から私立中学校に流れ，身体を動かすことがなくなった。
睡眠時間の減少，大人社会の夜型化，95 年のインターネット，携帯電話からディスプレー依存症(睡
眠時間が減っている)方々の人づくりは至難の業であります。
まず，コミュニケーションの 3 要素で，言葉(話の内容)7%，話し方(言い方)，声の調子，高低その他
38%，ボディーランゲージ(態度，姿勢，手振り，顔つき，身振り，視線)55%のように非言語コミュニ
ケーション 93%以上がノンバーバルコミュニケーションです。
メラビアンの法則を使って，人はその人を知れば知るほど好きになる。ザイアレスの法則で人と仲良
くして人間関係は最初 3：3：3 3 秒の見定め，30 秒の印象，3 分のトークで決まります。
そういうコミュニケーション伝達法を頭において，リーダーシップを育てるには，次の 2 つの生活習
慣病を除外しなければならない。(図 6，図 7)
事実をしろうとしない
怠慢
自惚れ(うぬぼれ)
甘え

決断し実行しようと
しない態度

改善しようとしない
怠慢

おごり

ネタミ，ヤッカミ，マンネリ

任せっぱなしの
怠慢

図 6 心の生活習慣病

変化しようとしない
怠慢

図 7 体の生活習慣病
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都市の将来像
遠藤

千里

1. 自治体の総合構想
まちづくりを円滑に進めるためには，その都市の将来を予測し，目指すべき像を描いて実現に取り
組む必要がある。行政運営では，ハード，ソフト両面での羅針盤を持ち，各種施策が総合的，計画的
に調整されつつ実行されていかなければならない。
社会の急激な変化を背景に，昭和 44 年の地方自治法改正により，
「市町村は，その事務を処理する
に当たっては，議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本
構想を定め，これに即して行うようにしなければならない。
」と定められた。
これに基づき，全国の地方自治体では 10 年以上の長期的な展望である「基本構想」が議決され，5
年から 10 年程度の基本計画を持つ「総合計画」が策定，改定されてきている。（新川，2003）なお，
総合計画の下にはより短期の「実施計画」が決定され，ローリングされる中で着実な実行が図られる。
一方で，この「総合計画」には，事業削減の妨げとなる，予算執行と連動しない，総花的で優先順
位がない，実際の行政は個別の分野別計画に従う（2003 新川）
，などの問題点が指摘され，さらに，コ
ンサル業者の作成にかかるため，自治体ごとの特色がないとも言われている。
2. 岡山市の現状
岡山市においては，これまで，次の 4 つの基本構想が議決され，総合計画が策定されている。
岡崎市長（S38～S58）のもと，昭和 48 年基本構想議決，目標年次は昭和 65 年。基本理念は「人間
尊重，市民生活（福祉）優先の原則」。最初の岡山市総合計画として，昭和 49 年基本計画策定，目標
年次は当面昭和 55 年。
次に，昭和 56 年基本構想議決，目標年次は 21 世紀初頭（おおむね 20 年先）。基本理念は，
「総合文
化都市おかやまの創造」。新総合計画として，昭和 57 年基本計画策定，目標年次は中間で昭和 60 年。
次に，松本市長（S58～H3）のもと，平成元年基本構想議決，目標年次は 21 世紀初頭。基本理念は
「瀬戸内にかがやく人間・拠点都市 岡山の創造」。第三次総合計画として，平成 2 年基本計画策定，
目標年次は平成 12 年度。なお，平成 4 年からの実施計画は，安宅市長（H3～H11）のもと，合言葉と
して「グリーンライフ岡山の創造」が掲げられた。
そして，平成 9 年基本構想議決，目標年次は平成 22 年とし，将来都市像は「グリーンシティ・おか
やま～人と環境にやさしい中枢拠点都市～」。第四次総合計画として，平成 10 年に目標年次を平成 22
年とする基本計画が策定されている。
しかし，平成 15 年には萩原市長（H11～H17）のもと，おおむね向こう 5 年間を期間とし，将来都市
像を「国際・福祉都市」とする「市政の中期的な指針」を策定。
さらに，現在，髙谷市長（H17～）のもと，中・長期の都市ビジョンを平成 18 年度内にも策定する
ことを目指し，検討が始まっている。
蛇足ながら，第四次総合計画が現在も計画期間であり，計画期間が終了するか，岡山市が政令市に
移行するといった大きな変化があれば，新規策定か改定を行うことが考えられる。
最初の基本構想誕生から 30 数年を経て，岡山市では当初はともかく，近年，計画的なまちづくりが
進んでいるのだろうか。平成 18 年 2 月に行われた，ビジョン策定のための「岡山みらい会議」の委員
からは，計画が作られた直後に市長が変わるということが続いている，岡山市は都市のイメージが弱
い，などの意見が出された。また，子や孫の世代につながるような都市イメージが求められるなどの
指摘がある。
3. 具体的事業の例
個別事業の計画例を見る。
岡山操車場跡地は，昭和 62 年に国鉄分割民営化に伴う土地整理が浮上し，昭和 64 年の岡山市市政
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100 周年事業として北欧をイメージしたセンチェリーパーク構想が決定された。しかし，紆余曲折を経
て，平成 3 年 2 月，チボリ撤回を表明した安宅市長が当選し，同構想は頓挫。その後，平成 6 年に事
業公募を行い，7 年にサッカー場を含む構想が決定されるが，10 年には財政状況から中断された。そ
して，平成 11 年 2 月に萩原市長が当選，平成 12 年には跡地全体を 3 地区に分け段階的整備を行う基
本構想を，決定。公募型プロポーザルを行い，13 年 8 月にはアクションスポーツパークがオープン，
15 年 4 月岡山ドームがオープンしている。
市内中心部を貫く西川緑道公園は，車道を廃止して，昭和 49 年から緑道整備を行い，現在に至って
いる。また，近年，中心部の学校統合の結果，出石小学校跡地整備は整備が開始される一方，深柢小
学校跡地には，地元要望も様々なものがあり，いまだ方向は決定されていない。
このほか，岡山市が要望していた国事業である国道 2 号線の立体化事業にも，沿線住民の反対があ
るということである。
他都市の一例を見ると，横浜市の「みなとみらい 21」は，昭和 40 年の都市部強化事業として始まり，
三菱重工の横浜造船所跡地を活用し，昭和 57 年，同地区の基盤整備が住宅・都市整備公団の新規事業
に採択，平成元年までの 20 年余りをかけたプロジェクトである。
4. 民間主導のイメージづくり
次に，イメージが薄い，桃太郎ときびだんごだけ，知名度が低いといわれる岡山を売り出すために，
民間主導の動きがある。
商工会議所の A さんを中心に，消費量と取扱高が全国 1 位である「さわら」による岡山の PR が進ん
でいる。平成 14 年に「さわら料理を岡山名物に育てる会」が設立され，星野仙一氏をサワラ大使に任
命するなど，広報活動に取り組む。同会は現在「岡山名物さわら料理を愛する会」となり，岡山市観
光協会と連携し，フグ，カニをはじめ他地域との料理対決などで全国への PR を続けている。
一方，餃子のまちとして定着している宇都宮市の取組は，平成 2 年に始まる。宇都宮市の市職員が，
日本一の消費量を誇る餃子を通した PR について研究発表。翌年，同市観光協会が有名店を掲載したマ
ップを作成。平成 5 年に，38 店で「宇都宮餃子会」設立，同年，駅弁「餃子弁当」発売。平成 6 年に
はＪＲ宇都宮駅前に「餃子像」設置。現在に続いている。
いずれも，生産ではなく消費に着目して地元文化を捉えたものである。また，その地域では，みん
ながしていること，当たり前のこと，を外からの視点で捉えたものといえる。そこには，
「おいしさ」，
「おもしろさ」，「めずらしさ」といった感覚と，しなやかで，自由闊達な活動の範囲，商業，観光に
携わる他業種の協力，連携が感じられる。
5. むすび
小さな政府，地方分権の進展，国・地方に共通した厳しい財政状況の中で，行政主体の大規模開発
は困難となっている。しかし，ある程度の未来を予測し，どういうまちを目指していくか，都市の将
来像を描きまちの意思ともいうべきものをを示すことは，共同体である自治体が行うべき責務であろ
う。
一方で，これまで見てきたように，計画の中断，変更は，描いた将来像の実効性を失わせ，しかも，
説明しだいでは，行政への不満や不信が強めることにつながりかねない。
さらに，構想や計画の内容について言えば，小澤によれば，その流れは，第 1 は理念型（イデア型）
であり，第 2 は趨勢型（トレンド型）の二つがある。理念型は都市を将来に向かったどうするか，ど
うあるべきかに重点をおいて計画するもので，現状から見て可能かどうかには重点を置かないもので
ある。弱点は，計画が予測の上にあり，理念的なものであるため，目標設定を間違える可能性が高い
こと，具体化にあたって手段等に問題が残り，リスクがあること。しかしながら，この方向に重点を
おかなければ構造的変革は難しい。趨勢型は現状から出発して，それを拡大整備，改善するものであ
る。
（小澤，1991）つまり，両方を併せもつ，斬新でありつつ着実な内容が求められるということであ
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る。
こうしたことから，計画の策定段階で，広く公平に市民の声を集め，そこから特色ある将来像へと，
公平な立場で集約させていくことが自治体に求められる。循環的になるが，策定された計画の実効性
を担保する意味からも，住民が納得し，共有できる計画でなければならない。いまや行政が単独で行
いうる事業は少なく，さらに，効果をあげるためには，いわゆる行政と住民，企業の「協働」による
取組が欠かせない。幅広い情報の公開と住民参加によりアイデアと活力を集め，行政はもとより，住
民活動のさまざまな場で実現していくことが必要である。計画策定と実行の段階では，地域や世代，
団体などにより，特色が出る一方，差異も生じることが予測されるが，文化，歴史，環境，たとえ福
祉，国際でも，キーワードで繋がるものがあるはずである。
力強く魅力的な地域活動が，いたるところで展開され，いずれまちの大きな目標が実現していくこ
とが望まれる。
参考文献
小澤恵一．（1991）．
「生きている都市 つくる都市 ヨコハマからの実践的都市論」．ぎょうせい
新川達郎．（2003）．
「自治体経営行政の現状と課題」
．都市問題 2003．10．東京市政調査会
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指導研究会
岡本

江美

1. はじめに
私は今，家庭教師を職業としています。そして，今まで，たくさんの子供たちと関わってきました。
勉強を指導する時，いつも感じていたことがあります。それは，何故，こんなに性格の違いがあり，
同じ勉強方法が万人の子供に通用しないのか？という疑問でした。しかし，私自身，その問いの答え
を，遺伝や環境による後天的なものと決め付けていました。だが，我が子が生まれた途端，その考え
を改めざるを得なくなりました。なぜなら，子供は，生まれた瞬間から，周りの大人ではどうにも変
える事が出来ない程の意志や性格を持っていることに気づいたからです。
そこで，子供の性格について，研究し，具体的な勉強方法を考えることによって，関わったすべて
の子供たちのやる気や潜在能力を引き出す方法を考える事にしました。
2. 子供の気質について
人間には，4 つの気質があるといわれています。（Rudolf Steiner, 2004）「自我」が支配している胆汁
質，感受体が支配している多血質，生命体が支配している粘液質，肉体が支配的になっている憂鬱質
です1)。
Steiner 博士による 4 つの気質をそれぞれ具体的に書くと次のようになります。（図 1）
胆汁質

… 自分の自我を押し通す
強い決断，行動力をもつ

多血質

… むら気がある
陽気，好奇心が強い

粘液質

… 関心が無く，マイペース
穏やか，のんびり

憂鬱質

… 傷つきやすく，思い悩む
深く感じ，考える

図 1 4 つの気質の具体的な性格
もちろん，1 つの気質だけでなく，2 つの気質を合わせ持った，混合気質のひとも多数存在します。
例えば，ナポレオンは胆汁質を基本にして，粘液質を合わせ持っていました2)。
それを知ったうえで，ナポレオンの生涯を考えるととても分かり易く，彼の行動や思考を理解する
事ができるような気がします。
このように，気質を理解した上で，会話をすると，その人がどのように感じ，思っているかという
ことが想像つくようになります。つまり，例えば，憂鬱質の人と話をする場合，私自身が日頃感じる
以上に，彼らは細やかで，傷つきやすいということを理解した上での会話なので，やりとりがスムー
ズになってくるのです。何故，そんなことで傷ついているの？という不可解な部分が少なくなってく
るからです。
3. 気質別のやる気を引き出す方法
又，子供に対してどのような態度で接し，やる気を引き出すかについても詳しく述べられています。
（Rudolf Steiner, 2004）
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胆汁質の子供には，先生は絶対的な有能さを持って接することが必要です。詳しく知っていて，物
事をよく理解していることで，彼らの信頼を得る事ができます。弱点をみせてはいけないのです。
多血質の子供には，立派な人物と一緒にいさせることが必要です。そして，だれかへの愛が，彼ら
のやる気を引き起こします。
憂鬱質の子供には，先生も人生の試練を経験し，苦しみを乗り越えてきたという事を示してやる必
要があります。他人の運命を体験させてやることが大切です。
粘液質の子供には，一人で成長しないよう，遊び友達がいることが必要です。他の人が興味を持つ
事を共に体験する事によって，彼らの興味が目覚めます。
もう少し詳しく言うと，この気質が極端に出てしまった場合，その子の人生や人間関係にも，悪い
影響を引き起こします。それぞれの気質が偏った際の陥り易い危険性（Helmut Eller,2005）についても，
把握しておく必要があり，次の表にまとめてみました。（表 1）
表 1 気質の偏りによる危険性
気質

小さな危険

大きな危険

胆汁質

短気，かんしゃくもち

暴力性

粘液質

無関心

無気力

多血質

落ち着きのなさ
とっぴな行動

精神錯乱

憂鬱質

悲観的
意気消沈

鬱病

4 つの基本気質でさえ，こんなに対応や接し方を変えなければならないのですから，一人一人にあっ
た方法は本当に慎重に考え，導き出さなくてはならないと思います。
4. 自己管理について
ここまで，生徒の気質について考え，接し方をまとめてきましたが，わすれてはならないのが，先
生自身もこのような気質をもっているという事です。もし，自分の極端な気質を放置したまま，子供
を教え続けた場合，やる気を出させるどころか，将来に渡って子供に悪影響を与えてしまう，と言わ
れています。
（Rudolf Steiner, 2004）そこで，自己管理が必要となってきます。
自己管理をするために，必要なことは，まず，自分を知る事だと思います。特に自分の短所につい
て，じっくり向き合う事によって，
「いつ，その気質が出やすいか」についてチェックし，意識する事
だと思います。意識する事によって，自分の状況を達観する事ができたなら，その気質が放置される
事も無くなる気がします。
5. 子供の気質別研究会
これらの研究をいかし，具体的な指導方法を考えていくには，やはり，一人ではできないのです。
先生同士のつながり，そして協力の必要性を強く感じるようになりました。そこで，子供の気質や自
己管理を盛り込んだ，具体的な研究会を開くことにしました。
少人数からスタートした研究会ですが，生徒のやる気を出すためにしなければならないことや，理
解力を高めるためにしなければならないこと，それを継続させるためにどうすればよいかなど，他の
先生から学ぶ事も多く，他の先生方がどのように考え悩んでいるか，知るにつれ，益々，意欲がわき
つつありあます。
6.

実践から学んだこと
家庭教師は，1 対 1 の指導であり，相手の気質が詳細に分かる反面，一人でその対策を練らなければ
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ならないという仕事でもあります。このような，研究会を開くことによって，たくさんの具体例を集
める事が出来，より良い指導の方法を皆で考えていく事によって，より具体的な指導法を確立するこ
とができる気がしています。
教師に限らず，私達大人は，関わるすべての子供たちの能力を引き出していく手伝いをする必要が
あり，そのための人々のつながりと協力をこれからも大事にしていきたいと思っています。この世の
中のために尽くし，この世の中のために役に立つ子供を育てていきたいと強く願っています。

注
1)

人間の心魂と遺伝された特質が作用してその間に気質が存在するという考え方。人間は 4 つの構成要素【肉体，生命体，感受
体（本能，衝動，情熱，欲望）
，自我】から成り，そのいずれかが優位に出ることで，気質を成す。

2)

ナポレオンは胆汁質特有の爆発的な攻撃性を持っていたにもかかわらず，戦の最中に熟睡してしまうような粘液質を持ち合わ
せていた。

参考文献
Rudolf Steiner 著，西川隆範訳．(2004)．
『人間の四つの気質』．風濤社
Helmut Eller 著，鳥山雅代訳．(2005)．
『4 つの気質と個性のしくみ』．トランスビュー
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地域創生の一考察
衣笠

宏(㈲ベスト・サービス)

1. はじめに
連塾で 1 年間学んだ事は次の 2 点である。1 点は，充実した人生は 50 才から～という事。近代日本
地図作成を正確に作成した伊能忠敬が，地理学を学び出したのは 50 才と言われている。また，実際に
測量し始めたのは 55 才だった。その時代の平均寿命は 40 才台である。私は現在 53 才。残り 50 年の
人生をどの様に生きていくかの節目の時期と考えている。しかし今，連塾塾長の主張で行けば，私は 3
才（53 才）である。そして，50 才（100 才）になるまで，私は如何に挑戦し，生きるべきか考えてい
る。
もう 1 点は，私が連塾で学んでいる目的は，社会奉仕でなければならないと言うことである。関西
学院のスクールモットーに Mastery For Service がある。これは，奉仕への鍛錬と訳される。学ぶことは，
ただ単に自己の名誉や栄達といった利己的目的でなく，社会に貢献し隣人に奉仕する為でなければな
らないという意味である。連塾の勉強は，単に学問の為の学問であってはならない。勉強は手段であ
って，社会奉仕が目的でなければ，社会的使命は短期的に終わる。社会に奉仕出来て，初めて知識も
役立つ。
つぎに，私の社会奉仕の一つのテーマとしたい地域創生としての街づくりについて述べてみたい。
現在，駅西地域街づくり協議会の 1 名として取り組んでいる奉還町の街づくり，そしてその実践に大
切なキャッシュフロー 小さな組織 また農地法を取り上げてみたい。
2. 街づくりについて
私が街づくりに係わる様になったのは，平成 15 年 5 月の岡山駅西地域の都市計画変更からである。
今まで岡山駅西地域は，都市計画があってない地域，又は，行政が力を入れにくい地域であった。商
業地域であるけれど，建ぺい率，容積率は住居系で建物も 2 階建て位のイメージの地域であった。
しかし，州都，都心居住，安心安全の街づくりの駅西地域を考えた場合，それでは岡山駅西地域，
岡山市 岡山県にとって未来はないと思うようになった。同志を募り，平成 16 年 2 月駅西地域街づく
り協議会を 5 名の世話人で立ち上げた。平成 17 年 10 月には奉還町 3 丁目の空交番を利用して奉還町
街づくり防犯防災センターを立ち上げた。
ア 奉還町街づくり防犯防災センターについて
住明正東大教授によれば，地球の温暖化が進めば，日本は夏の猛暑が厳しく梅雨が長引き集中豪雨
や超大型台風が増加すると予想されている。又日本は亜熱帯気候に東北までなったという学者もいる。
今の社会インフラでは，集中豪雨，大型台風での災害を防ぎ切れない恐れも出はじめた。
平成 16 年に発生した災害の中で主な風災害で死亡した者は 219 名で，その内 7 割以上が 65 歳以上
の災害弱者であった。10 年前の阪神，淡路で，倒壊した家屋に閉じ込められて助かった人の内消防 警
察 自衛隊に救助された人は 2％以下で，家族の救出された人は 32％，近所や居合わせた人に救助さ
れた人は 28%であった。これを踏まえ岡山市駅西地域を考えてみた。人口約 3800 名（昭和 54 年の半
分）65 歳以上 31％（岡山市平均 18％）30 年以上の建物 58％（岡山市平均 23％）道路幅 4m 未満が地
域の中心部に多い。以上のことから検討すると，岡山市の中でも災害リスクが高くなった地域と言え
る。そのため地域安全安心ステーションとして旧交番を奉還町防犯防災センターとして開所した意義
は大きい。AED，消火器，無線機，リヤカー，発電機，電池，救急箱等を揃えた。又奉還町商店街通
りの 5 町内会に自主防災会を作って頂いた。今後は消防，警察，および各種の組織と連動して地域の
災害リスクを下げていきたい。又駅西地域の社会インフラの整備も重要になってきた。古い建物が多
く，道幅が狭い地域の大火事への備えが特に大切である。大火事が発生すれば大災害になり，歴史あ
る奉還町商店街がなくなる可能性さえある。10 年前の阪神大震災を例にみてみると，大災害を受けた
地域には災害後 10 年経過しても 70％の住人しか戻っていない。駅西地域にとって，社会的インフラ整
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備が特に必要であると考える。
イ 街の地域性と歴史について
私は地域の個性こそ街づくりの力を生む原点と考えている。最近の市町村の合併で，歴史ある地名
が消えて来ている。このことは，文化面でもマイナスであり，街づくりにとってもマイナスである。
駅西地域の 11 月のアンケートによれば，住民の 40％が奉還町の歴史を知らない。歴史を知らないと地
域の愛着は生まれない。奉還町街づくり防犯防災センターは，明治時代は御津郡役所があった場所で，
旧山陽道通りである。センター内部には，明治時代の地域の地図，御津郡役所の写真，岸本正義先生
の警察官の写真を展示している。少しでも地域の歴史がわかるようにしている。
私は奉還町の歴史を継承する為下記の 3 点を提案したい。
① 岡山駅西口広場整備を機に，駅改札口の名称を奉還町口とする。
② 旧山陽道の歴史，文化や伝統を見直し，次世代に伝える山陽道ワーキングを実施する。
③ 奉還町街づくり防犯防災センター等に奉還町の歴史，旧山陽道の歴史看板の設置し，地域の歴史
を身近なものにする。
ウ 大学と連携した街づくりについて
駅西地域は岡山市の交通の要所である。また岡山大学，理科大学，商科大学，および清心女子大へ
の大学の玄関でもある。今後，産学官民協働が駅西地域の街づくりに大切になるが，特に大学と連携
した街づくりは重要となる。岡山は地方としては多く 15 の大学があり，これを岡山の財産にして行く
必要がある。また大学コンソーシアム岡山が 4 月より開所される予定と聞く。交通利便，立地から駅
西地域が最適な場所である。岡山駅西口徒歩 5 分以内であれば，中四国より学生，社会人が集まりや
すく，駅西の顔になって来る。是非州都の為にも駅西に来てほしいと考えている。
エ 州都について
岡山県知事，市長が中四国の州都を岡山への提案をされている。私は大賛成である。しかし，今現
在で，平和都市広島が州都に 1 番近いポジションであることは間違いない。人口も中四国で 1 番，平
和都市で世界に発信している。しかし最近の広島の街づくりは失敗している。その原因は広島大学の
東広島への移転，新空港の郊外への移転である。それでも交通の要所だけの岡山では，他の中四国の
県民が岡山を州都として認めない。特に広島県民が認めない。州都に岡山がなるための前提は，岡山
駅周辺の州都として風格ある街づくりと文化都市倉敷との合併が必要である。州都として風格を持つ
人口 100 万台は特に大切である。又岡山駅西地域の交通利便性，地域性，歴史を踏まえた安全安心の
都心居住として創生することが重要である。今後倉敷との合併は，絶対条件である。
数十年前，倉敷市との合併の動きがあったが失敗している。もし合併をしていれば，岡山は広島と
肩を並べていたかもしれない。江戸時代からライバルであった三井，住友が合併する時代である。そ
の位出来なければ，他県民は，岡山を中四国のリーダーとして認めてくれない。私は，岡山市が合併
で倉敷市になってもいいと考えている。なぜなら，倉敷市の方が文化都市として全国発信しているし，
街づくりでは岡山より進んでいる。岡山，倉敷市民互いに良い所は認め合うことが大切である。街づ
くりの基本は，住民が人間らしく，協力し合えることが基本なのだから，それが出来ないのであれば，
岡山県のリーダーである県知事 市長は州都の看板など掲げない方がいい。
3. キャッシュフロー
社会的意義のある事業でも，継続性が認識されていないものは，社会的使命も短命で終わる。継続
する場合，特に資金が回って行く事が，大切である。その為には，理念そして実行する為の計画，実
行，精査のマネジネントとキャシュフロー管理が必要である。
4. 小さな組織
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大変革の時代には，小さな組織を上手に活用し，連動させることが特に大切である。大きい組織よ
り小さい組織を選んだ方が機動力，意思決定も早く，外部変化に対応力がある。事業によっては小さ
な組織を連なって，大きな連合体の活動とする力が必要となる。その場合志，理念が互いに合ってい
るかが，重要になる。今後各種団体が連合する動きが，市民，地域，行政等を動かす原動力になる。
5. 規制緩和 農地法
私は規制緩和で，国に農地法の弾力的対応を求めている。従来の日本の農業界リーダーは，既得権
を守る為農地法を盾に他分野からの農業参入を拒んできた。その結果自給率 40％以下の日本にしてし
まい，日本の農業を自滅させている。日本への食料輸入がストップとなれば，餓死する国民も出てく
る。日本の気候から，世界の中でも農業に最適な地域と景山岡山大学名誉教授は言われている。しか
し，現実は日本に遊休農地，耕作放棄地があっても他業界からの人の参入を拒んでいる。この状態は，
国益に反しているし，特に山間部の国土利用の点からして山間部の国土が荒れる原因である。今後，
私は特に農地法規制緩和に力を入れ，農業をしたい国民が自由にできる様に塾生の皆さんと取り組み
たい分野である。
6. おわりに
松畑塾長は岡山大学の退職金を塾建設に当てられ，塾生に学びの場所を提供された。この連塾に学
ぶものとして，塾長の志を感じて受講，奉仕活動をしなければならない。塾長のまちづくりは，人づ
くりと言われたことが，何時も頭の片隅に残っている。前に述べた提案を皆さんに協力頂き，実行で
きる様「出来ることから一歩づつ，頑張りすぎず，諦めず」を基本方針で行きたい。又塾生としての
活動の 1 番のテーマは「50 才台からの挑戦，そして連なり」と考えている。又，駅西地域街づくりの
活動が，地域各種団体，行政，大学と連なり力強い活動に生まれ変わり，市町村 国を動かし，人間
らしく協働できる地域になれば，私にとって「BEST SERVICE」である。
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地域創生における公民館の役割（岡山市）
木村

明美（ACE）

1. はじめに
岡山市内 2 箇所の公民館（南，富山）で英会話講座を担当して今年で 13 年になる。初年度から継続
受講して下さる生徒さんもあり，生涯教育の一端を担っているとの自負もある。またその間に公民館
独自の企画に協力する機会もあり，それぞれの公民館が様々な企画を立てて子供から高齢者まで幅広
い層の地域住民に学びの機会を提供しており，地域住民の交流の拠点であると感じてきた。今回は地
域創生に公民館がどのような役割を果たす事が出来るかを探ることを研究のテーマとした。
2. 公民館とは何か
社会教育法第 20 条によると，
「公民館は市町村その他一定区域内の住民のため，実際生活に即する
教育，学術及び文化に関する各種の事業を行い，もって住民の教養の向上，健康の増進，情操の純化
を図り，生活文化の振興，社会福祉の増進に寄与することを目標とする社会教育施設」である。
社会教育の場として施設利用度が最も高いのは趣味・教養を内容とする講座型事業である。全国の
統計によるとそれら趣味・教養に関する講座が全体の約 1/3 を占めている。最近では多くの公民館で，
より高度な，より内容の充実した講座を目指した動きがでてきている。
3. 岡山市の公民館
岡山市内には中央公民館が 1 箇所と地区館が 30 箇所ある（合併前）
。それぞれの館は嘱託の館長 1
名と事務嘱託 2 名が勤務している。市内全体の公民館の利用者は述べ年間 110 万人に上る。常時行わ
れている自主講座(10 名以上で開設可)は各館 50 以上あり，その他に各館の主催講座，イベント等を開
催している。1990 年代半ばまでは 50 歳以上の主に女性と退職後男性が趣味を中心に集まる場であった。
しかし市民が「岡山市の公民館を考える会」を 1995 年に組織し公民館充実運動を展開していく中でそ
の年齢層や内容・質的に大きな変容を遂げてきた。
4. 岡山市の公民館運動
「岡山市の公民館を考える会」
（以下「考える会」）は 1995 年 9 月，会員 217 名で発足した。
「考える
会」の活動の主な目的は①公民館が，文化活動・地域づくり・福祉やボランティア等の拠点として発
展し，充実することを目指す，②市民と職員がお互いに学びあい，強調し，公民館充実のために必要
な活動を進める，ことであった。その目的のために会員達は各公民館をめぐりながら 2 ヶ月に 1 回の
「定例会」
「通信発行」，年 1 回の「利用者懇談会」を行ってきた。以後約 10 年間「考える会」は公民
館の利用者･市民と公民館職員との協同を軸にしながら公民館の充実を目指して地道な活動を進めて
きた。そして岡山市の公民館の職員体制の確立をはじめとする公民館充足に少なからず役割を果たし
2004 年発展的に解散した。（よってたかってみんなで変えた公民館）
5. 岡山市の公民館の特色
社会教育の場である公民館の充実のためには専門職としての正規職員の配置が必要との認識から，
①職員が学習し，②市民が「考える会」
（1995 年）を組織し，③行政が学習や研修の場を嘱託職員に提
供する，という三位一体となった運動を続けた。そして「岡山市公民館検討委員会」が設置され，そ
の答申を踏まえて，2001 年度から 5 年間をかけて全地区公民館に 3 年間の任期付職員の身分で社会教
育主事補を設置することが決まり，2002 年度段階で 12 名が配置され公募制で 3 人の地区公民館長が誕
生した。
全国の自治体では自治体職員が削減され続けている今日の時代に，岡山市の公民館は「生涯学習の
拠点であり，まちづくりの拠点」
（萩原前岡山市長議会答弁）として前進している。これは全国的に見
ても稀有なケースであり全国から注目が集まっている。
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6. 岡山市公民館検討委員会答申
平成 12 年度の答申では 21 世紀の岡山市の公民館の果たすべき役割や機能と，その実現のために施
策改善を実現するための条件整備（7 つの提言）が盛り込まれている。答申が描いた目指す公民館の姿
として，
「市民自身が自らの必要に応じて公民館を使って仲間を作り，学びを作り出し，そのことが様々
な可能性を拓き，個人の力にも町の力にもなり共生の町づくりが進む」とある。具体的な 7 項目の中
に①自分自身と地域の未来を切り拓く力（課題解決の力）を身につける場となる，②時代を拓く共生
のまちづくりの拠点となる，③地域創りの多様なネットワークの要のなることが述べられている。
7. 地区館を主体とした活動
岡山市の公民館は以上述べてきた取り組みの結果，各地区館が主体となって行う企画が大変充実し
ていることが判る。それぞれの置かれた地域の必要に応じて独自の企画を立て，地域のボランティア
との協力体制を作り上げて活動している例として以下の 3 館を紹介したい。
事例報告（1）京山公民館
・ 「岡山市京山地区 ESD 環境プロジェクト」
（岡山 KEEP）…公民館を核に岡山ユネスコ協会，小中
高大一般が参加し持続可能な開発のための教育を行っている。2005 年度は「愛・地球博」での発
表・四季の環境点検・水質調査参加・エコツアー・ESD 国際ワークショップ発表など数多くの活
動を行ってきた。2006 年には初の ESD フェスティバルを「温暖化防止」をテーマに開催した。
・ 「ホットスペース」…子供たちのための放課後スペース開設。ボランティア登録者 35 名が子供た
ちと過ごす。大体 13:30～17:30 の間公民館で常時活動している。
・ 「見守りボランティア」…ロゴの入ったジャンバーと野球帽を散歩時に着用してもらい地域の防
犯に協力してもらっている。
事例報告（2）南公民館
公民館が芳泉中学校の中にあり，周囲に幼稚園，小中高が隣接しており，子供たちが利用しやすい
環境にあるので，子供向けの企画を多く立てている。
・ 「あじさい文庫（小学生版）」…主に奇数月の第 4 土曜日の 10 時～12 時に小学生を対象として絵
本よみきかせや工作は主に南公民館の文庫「あじさい文庫」スタッフが担当。
・ 「ニュースポーツに挑戦！」…小学生とその保護者を対象とし，体育館や運動場にて第 4 土曜に
開催。様々なニュースポーツに挑戦し，健康づくりに努める。昨年度までは，地域の保育園，幼
小，高校などからなる「芳泉すこやかな子どもを育てる会」との共催。今年度は芳泉高校ボラン
ティア同好会“heart to heart”が後援した。高校生スタッフが入ることにより異年齢の交流も行われ
ている。
・ 「みなみチャレンジくらぶ」…小学生を対象とし，学校栄養士に講師になってもらい，料理を作
ることで，栄養のことや，旬のもののおいしさなどを学ぶ。
事例報告（3）富山公民館
・ 「地区紹介ビデオ制作」…池田家ゆかりの地である富山学区は曹源寺，倉安川，操山など歴史的
な場所が多い。近年は住宅地の開発が進み転入者が多いので，地域のことを紹介したいという目
的で H16 年度に富山地区の紹介ビデオを自主制作した。公民館便りで制作参加者を募り 10 名程度
で 1 年間をかけて「わたしの好きなまち～富山」を制作した。今は同じメンバーで次のビデオ制
作の準備を始めている。
・ 「子育ての支援」…幼児とお母さんのためのふれあいの会「ぞうさんクラブ」を月 2 回行ってい
る。この会には同公民館の保育ボランティア養成講座の修了生たちが参加してお母さんの悩みを
聞いたり子供たちと遊んだりといった支援をしており，毎回親子 60 名程度の参加者がある。
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8. まとめ
事例報告から分かることは，岡山市では各公民館が利用者のニーズを踏まえて独自の企画を立て，多
くの住民がボランティアとして関わっているということである。公民館職員が常に地域住民の声を聞
く姿勢を持っていることでふさわしい企画を立てることができ，それに賛同した地域住民が地域がボ
ランティアとして活動に関わり，さらに自らが研修してよりよいものを目指し，自らを高めていこう
としている正の循環が行われているという点である。今後は連塾で地域のリーダーとなる訓練を受け
た塾生が協同企画などで広く連携していけると思われ，自身も積極的に参加していく考えである。
9. 終わりに
公民館は地域住民にとって最も身近な場所である。公民館の職員の事務室のドアはいつも開かれてい
て誰でもが気楽に中に入れ，職員と話をすることができる。職員はいつも笑顔で対応してくれ公共施
設の中では一番気持ちよく利用できる場所である。
本研究にあたり京山公民館長の杉村さんをはじめ，各公民館の職員の方たちに大変ご協力をいただい
た。心から感謝しまた日ごろの熱心な働きに敬意を表したい。
参考文献
岡山市職員労働組合・公民館職員の会編．(2002)．『市民が輝き，地域が輝く公民館』．(職員市民行
政の奏でたハーモニー)．エイデル研究所
岡山市の公民館を考える会．(2005)．
『よってたかってーみんなで変えた公民館』
．藤田印刷株式会社
第 43 回社会教育研究全国集会岡山集会．(2004)．岡山集会実行委員会記録集
公民館検討委員会． (2000)．今後の公民館のあり方とその充実方策について(公民館検討委員会答申)
第 16 回生涯学習推進研究協議会記録．(公民館全国セミナー)(2005)．
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地域創生についての理論的一考察
－近代的パラダイムの転換を目指して－
近藤

治（岡山県教育庁学校教育振興課）

1. はじめに －なぜ，地域創生か－
日本は明治以降，いわゆる近代化を推し進め，第 2 次世界大戦後，経済大国と称されるまでになっ
た。その急激な近代化は，西欧の近代文明を成り立たしめた「合理的思考」に基づき，工業化と民主
化を推進し，光の部分として，精神的抑圧からの解放，貧困からの解放，政治的・社会的抑圧からの
解放等をもたらした。
しかし一方で，自然生態系の破壊，地域共同体の崩壊，人間精神と地域文化の喪失など，影の部分
も助長されてきた。地域共同体の崩壊の一要因として考えられる少子・高齢化の進展等に伴う過疎地
域の拡大について見てみると，2005 年 4 月現在，わが国の過疎市町村数は 899，全国約 2,395 市町村の
約 4 割に当たり，その人口は約 930 万人余で全人口の 7％余に過ぎないが，その面積は日本国土の半分
以上を占めている。
（全国過疎地域自立促進連盟 HP から）
このような中，近年の地方分権の推進に伴い地域の文化や行政を重視する「ローカル化」，及びボー
ダレス・エコノミーの進展に伴い国家の枠組みの相対化を迫る「グローバル化」が同時に進みつつあ
り，これからの日本の「くにのかたち」
，そして世界に生きる日本人としての社会観や在り方・生き方
についてのパラダイムの転換が求められている。
本小論では，
「地域創生」を「自立した地域住民一人ひとりが，近代化に伴う自然生態系の破壊，地
域共同体の崩壊，人間精神と地域文化の喪失等を乗り越え，より良い地域社会づくりに参画する試み」
と定義し，そのような社会への転換に向けた理論的考察を試みるものである。
2. 近代の本質
明治以降，日本が手本としてきた西欧「近代」の本質とは何であったか。それを明らかにすること
が，近代の限界を乗り越え，地域住民参画による地域創生につながると考える。
難波田春夫（1982）は，近代の本質は「合理主義」であり，それは，人間の ratio（悟性）の fides（信
仰）からの解放によって誕生したとする。十字軍の遠征をきっかけとして，イタリア諸都市を舞台に
異邦人との貿易が盛んになると，商業のための取引，計算－ratio の語源は｢計算｣，ひいては｢交換の割
合｣を意味していた－をしなければならなくなり，当然，合理的思惟が力を持つようになった。イスラ
ム世界との貿易，商業の発達は当然，工業を発展させ，マニュファクチュアを，さらには機械を出現
させた。このような人間の作業の発展が，近代科学を誕生させることとなる。ratio に基づく無限の欲
望と無限への努力が，自然の認識に向かうと科学の誕生となり，自然の支配に向かうと近代技術の形
成となり，国土の拡大に向かうと新航路の開拓となり，貨幣の増殖に向かうと資本主義経済の成立と
なった。
この rationalism（合理主義，正確には合悟主義）が，近代以降，社会にあっては個人主義，自由主義
となって現れ，
「オレはオレである，だからオレの勝手（自由）である」と考える個人間の激烈な生存
競争を支える原理となった。
開国以降，世界資本主義システムの中に組み込まれた日本の近代化（外来型開発による単線的経済
発展）により，江戸時代に比べ産業構造がドラスティックに変化しただけでなく，深刻な公害問題や
資源の枯渇，環境破壊の進展等がもたらされた。また，近年では市場原理主義に基づく社会的格差の
拡大や，モラルの低下など社会的共同意志の欠落とも言える大きな社会的問題がクローズアップされ
てきている。
3. 近代の克服に向けた諸理論
近代の幕開けとともに，このような近代の原理に基づく社会の影の部分を乗り越えることを試みた
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様々な理論が登場したが，紙幅の関係で，ここでは，
「地域」に焦点を当てた 2 つの理論を概観し，近
代的パラダイムの転換に向けた示唆を得たい。
1) 地域主義
地域主義を提唱した玉野井芳郎(1977)によると，地域主義とは，一定地域の住民が，その地域の
風土的個性を背景に，その地域の共同体に対して一体感を持ち，地域の行政的・経済的自立と文化
的独立性とを追求することであり，地域の論理で社会を再構成化する考え方である。
これは社会の単位を小さくすることで，地域住民自身がその生活の形を自ら決定することを可能
にしようとするものであり，その後の「地方の時代」の基礎となった。こうした流れを受け，70
年代末には，大分県で平松守彦知事（当時）の提案により，｢一村一品運動｣が始まった。
2) 内発的発展論
鶴見和子(1996)は，内発的発展を，西欧をモデルとする近代化論がもたらすさまざまな弊害を癒
し，あるいは予防するための社会変化の過程と定義し，その手法は，それぞれの地域固有の自然生
態系に適合し，地域の文化遺産（伝統）に基づいて，外来の知識・技術・制度などを照合しつつ，
自律的に創出することにあるとした。地域の単位としては，自然生態系の要素に着目したエコロジ
カルユニットとしての地域や，地域住民の自律性の観点から，共同体（コミュニティ）を単位とす
る地域など，様々なとらえ方がある。
この内発的発展論の特徴としては，地域の環境・生態系の保全と社会の維持可能な発展を政策の
枠組みとしながら，地域にある資源，技術，産業，人材，文化，ネットワーク等の資源を活用しな
がらも，先の一村一品運動や特産品開発等に見られた限定された内発的発展ではなく，都市部など
他の地域との連携・流通を図りながら，地域住民自身が，地域を見つめ直し，現存する地域資源等
をどう活用するかという明確なグランドデザインを主体的に創出し，それに向けて自ら鋭意努力す
ることを求めている点にある。
4. 近代的パラダムの転換に向けて
ここでは，今までの議論を踏まえ，近代的パラダイムの転換に向けた論点整理を試みたい。
1) ローカル化（地方分権化）を推進する・地域住民が公（社会のガバナンス）を担う
「支配者と被支配者の同一性の維持」という民主主義本来の内容を確保するためには，住民参
画型の民主主義を形成する必要があり，その意味でも，地方分権がより一層推進されるべきであ
る。また，自分のあるいは自分の住む地域の利害関係を「官」任せにせず，これに自ら関心を持
って，地域社会づくり等の「公（社会のガバナンス）
」に参画することにより，地域の自律性と社
会的連帯を強化することも求められる。
田村正勝(1995）によると，この考え方の根底には，
「補完性原理」
（subsidiarity）に基づく国家・
社会の形成という思想がある。補完性原理とは，自律自助の「人格形成」と社会との関係を説く
原理で，元来は連帯性原理と公益性原理と並ぶ，カソリック社会論の三本柱の一つである。自分
で可能なことは，すべて自力で行い，できないことだけを近隣の援助を仰ぐべきだという内容で，
行政に関しては地域で可能なことはすべてその地域で行い，不可能なこと，あるいは地域単独で
は著しく非効率的なことだけを，国などのより大きな行政体に上げていくという具合に，下から
の積み上げピラミッドの行政形態であり，地方分権化の徹底のための原理である。1992 年のマー
ストリヒト条約は，ＥＵを構成する各国・地方からの積み上げ方式によるＥＵの形成という観点
から，補完性原理を盛り込んだことで有名である。
米沢藩の財政再建で有名な上杉鷹山は「自助・互助・公助」という言葉で藩運営の基本を語っ
ているが，これも補完性原理を表していると言える。自らできることは他に頼らず（自助），互い
に助け合ってできることは行い（互助）
，それでもできない場合は藩が助ける（公助）というもの
である。日本にも，地域住民が自ら「公」を担うべきという思想があったのである。
2) 人間と自然の関係のとらえ直し
経済活動に伴う地球温暖化が，人類の生産と生活の基盤を掘り崩す共通の脅威であると言って
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も，私たちの取りうる道は，
「経済か環境か」の選択ではなく，経済と環境が両立する「持続可能
な発展」以外にはない。そのためには，「環境税」「排出量取引」の例に見られるように，市場経
済システムを持続可能な発展に向けた軌道にうまく乗せる取組を進めるとともに，大量生産・大
量消費・大量廃棄の仕組みを変え，風力やバイオマス（生物資源）等の自然エネルギーで地域の
電力需要をまかなうなど，地域の資源や人材を活用してエネルギーや食糧，福祉を低エントロピ
ーで自給する取組が求められる。
本来，日本人は，自然を人間から分離したり切り離したりして，それを人間の好き勝手に利用
できるモノとして扱うことを否定する精神が発達していた。消費者と生産者，地域住民と企業，
ＮＰＯ等がお互いに顔の見える地域の中で，
「もったいない」を合い言葉に，より一層連携すれば，
もっと広がっていくと考えられる。デンマークなど欧州各国で自然エネルギーが普及しつつある
のも，地域を拠点とした「市民資本」が大きな役割を果たしているからであると考えられる。
5. まとめ －ホリスティック・ライフ（総合的生活）へ－
これまで，「近代」，「合理主義」，「地域」等をキーワードに，「なぜ，今，地域創生か」について考
察してきた。そもそも人間は，精神，身体，環境（社会や自然。本小論では，地域と換言できる）の
三位一体的な存在であるが，近代は，個人をまさにこれ以上細分化できない(in-divide→individual)存在
にするとともに，それに伴い，お互いにつながりのない「砂粒のような」人間関係が形成されていっ
た。今こそ，個人内の精神と身体のつながりはもちろん，個人と社会，人間と自然の根源的なつなが
りに基づく総合的人間観を確立するときであると考える。
なぜ，今，「地域創生」か。それは，「豊かさ」の意味を問い直しながら，精神，身体，環境からな
る「全体としての私」を取り戻すためであり，また，子どもたちの世代に，一人ひとりの生き方・在
り方を本当に大切にする社会，そしてその社会が「連」
（つら）なる大いなる多様性に満ちた地域，そ
してこの美しい国日本を手渡すためだと，今，私は考えている。以上
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ミュージック・ケアによる仲間づくりでの効果と展望
下山

加奈子

1. はじめに
医療技術が進む中，日本人の平均寿命はどんどん延び，超高齢化社会に突入しようとしています。
反面，時代の不景気のあおりか少子化となり，さらに最近，女性の結婚年齢も早いか遅いかの二極化
傾向にあるようです。そのため障害児の出生率も上がり，医学の進歩に伴い以前なら助からなかった
小さな命も救うことができるようになった。
2. 今の状況を総括してみると
増える高齢者，不安定な若者たち，障害者の長寿命化，少ない子供達。今こそどの人にも同じく，
常に｢面白がる精神｣によって何事にも意欲的に立ち向かい，｢生涯“楽”習健康法｣を体得することが必
要となり，｢連｣すなわち｢共学・協働・共創・共生｣を基本理念とし，自然・人間・社会を連（つな）
ぐコミュニケーション力をつけることが今求められている。
入塾を機に私達塾生は，一人ひとりが求める形でのつながりができている。が，私達のように自ら
求めてつながりを育てていける人ばかりではない。どんな立場の人も，心の有様でマイナス思考もプ
ラス思考に転じていけるものであるが，他からの刺激なしではできない人も多くいる。生まれ持った
障害が一次的障害とするならば，生活する中で住んでいる地域の環境や，学校での人間関係などで引
き起こされる二次的障害により新たに生まれた自傷行為やパニック状態！時代の流れの中で一度何か
にぶつかると次から次へと衝撃を受け続ける弱い立場の人たちを丸ごと受け止め，少しずつでも心を
和ませる場が必要となってきたのです。
[事例 1] 知的障害児 A 君
小学生の後半で，意思表示はできるが，話をすることのできない発達段階の頃，少人数のクラス編
成だったために惹き起こされた差別的指導(本人の存在を無視した学級運営だった)により，自傷行為が
始まり，パニックを起こすようになる。学校で精一杯我慢をして家に帰り，口で言い表せないジレン
マを思い出したように涙を流し，いきなり自分の手で拳骨を作り，目を思い切り叩く，額を何度も床
にぶつける，後頭部を壁にぶつけるなど，それは激しいものだった。母親は，そのたびいつも抱きし
めて，パニック状態の子供に｢どうしたの，もういいよ，もういいよ｣と一緒に泣きながら耐えていた。
やがて原因もわかり，解消してもらうための働きかけをし，少しは軽くなってきたがすぐにはなおら
なかった。友達とのかかわりでも，トイレのドアで指を挟まれたことが原因でトイレ恐怖症になり，
決まったところでしかできなくなってリハビリのような日々が続いた。その後，東京の小児科医，飯
沼和三氏の診断を受ける。｢ダウン症は病気じゃない。発達の遅れもその子の個性と捉えて生活する。｣
(飯沼和三)卒業式の練習がいやで，わざと何度も粗相をしたりしていたのに対し
① 目当てを示し，がんばらせること。
② その場から逃れようと何度粗相をしても淡々と着替えさせ，続けさせること。
③ 君ががんばるとみんなも嬉しい。と伝え，かっこいいとほめること。
この 3 点を上京するたび指導され，毎回治療の一つとして，1 対 1 の音楽療法(現役歌手によるギタ
ー伴奏での歌遊びセッション)をうける。学校の方にもすべて伝え，先生や友達にも協力してもらい，
卒業式を立派にやり遂げた。
3. 1 対 1 の対応からミュージック・ケアへ
次に，心を開放しジレンマを取り除くため，より身近なところで仲間作りをし，音楽を楽しめる機
会を作るよう勧められ，ミュージック・ケアに出会う。
・ ミュージック・ケアとは
｢音楽の特性の一部を利用して，その人がその人らしく生きるための援助をすることであり，子供
- 34 -

地域創生論文集

第1号

の場合は子供の持っている力を最大限に発揮させ，発達の援助をすることである。｣
ミュージック・ケアの効果
① 関係性の発見と改善
② コミュニケーション
③ 情緒の安定
④ 不安全行動の軽減
⑤ 自己コントロール
⑥ 身体機能の促進
⑦ 発達の促進
⑧ リラクゼーション
⑨ 生きがい
⑩ 集団参加の促進
などが図られ，安心できる場と関係を獲得し，生活意欲の喚起や助長，向上へとつながって行き，生
活全領域にわたって好ましい変化をもたらすものである。(宮本啓子)
・

4. ミュージック・ケアいやし隊 Peace の誕生
2003 年 9 月 4 家族で結成（月 1 回のセッション)，11 月より 楽しいからと月 2 回になる
2004 年 8 月 会員が増え始める，近くの保育園児との交流(お出かけセッション)
10 月 地区の文化祭に出演(17 人 親，ボランティアも含む)
2005 年 3 月 倉敷春の音楽祭に出演(19 人 〃 ) -ボランティアコンサート，町並みコンサート11 月 全国障害者スポーツ大会参加， 出演した人，観客として参加した人，別れて参加
2006 年 3 月 倉敷春の音楽祭出演 -町並みコンサート チボリ公園4 月より 公民館クラブ活動予定，現在 14 家族に増加
5. “トラブル発生”，“危機一髪”
[事例 2] 自閉的傾向 B さん，C 君
昨年秋，全国障害者スポーツ大会のオープニングセレモニーに出演したメンバー3 人のうち 2 人が
抑制された動きの長さと 2 ヶ月毎週の練習の疲れから，｢音楽はもういい，疲れた｣と，出てこれなく
なってしまった。幸い 2 人とも 2 ヶ月ほど休むことで心の方も解き放たれ，春の音楽祭に向けて又楽
しく練習をしています。もちろんどんな曲が好きか，何をしたいかを皆で出し合いながら。A 君も仲
間と共にいることが大好きで，自傷行為などはすっかり忘れて，毎回一番楽しそうにしています。
6. あるがままを受け止めて
ミュージック・ケアの場は，障害の有無やケアする方，される方の区別なく楽しい時間を共有する
ことで，一人一人では得られないエネルギーを体感することができ，達成感を得ることができるので
す。決して無理強いすることなく，その人のあるがままの姿，気持を受け止めてそっと包み込み，安
心できる場となるよう配慮しています。又，セッションの後の会員同士の交流の時間もとても大事な
要素だと考えています。時には料理教室を借りて，身体に優しい Peace Kitchen と称して，弁当を作っ
て遊びに行ったり，Xmas 会にケーキを作ったりもしています。一人ではできない，気持も身体も未熟
な子供達ですが，楽しみたい気持は人一倍で，初めての足守地区での文化祭も初めは不安が一杯でし
たが，｢いつもの気持でいいんだよ。皆と一緒に楽しもうよ｣の言葉掛けと共に，自らがやりたい曲や
自発的に出た振り付けなどを取り入れることで，喜びと意欲に変えることができたようです。
日頃の地道な小さなサークルとしての集まりが基本となり，春と秋には歌や楽器の上手な人達に協
力してもらうことでレベルアップしています。観客の方も出演する本人たちも満足できるよう工夫し，
大勢の方に協力してもらいながら完成させています。子供達の持っている力をできるだけ引き出せる
ように表現し，共に感動することで自身と希望につながってきています。病気のため大手術をし，後
遺症のため一番消極的だった子が，今回一番乗り気で，恥ずかしいけど見てもらうと嬉しいから出た
いといってくれました。指導する者として何より嬉しい瞬間でした。3 年前とは大違いの積極性なので
す。このようにして，月 2 回，人数が少ない日でも必ず集まり，コツコツと地道な活動をしてきまし
た。今年度も又公民館から勧めてもらい，いよいよ来春からは公民館のクラブの一つとして他のクラ
ブの方達からも認めて頂き，喜んでもらうことができました。
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7. まとめと考察
今日，心を癒したり開放したりするためにさまざまな音楽療法があります。A 君とは私の息子のこ
と。私自身子供のために東奔西走し，いろいろさせてみました。しかし，金銭的な問題や地理的な問
題で，どれも長く続けることはできませんでした。その点ミュージック・ケアは，リーダーになる人
が音楽が好きで，子供や老人の笑顔が見たい人であれば，その方法を学ぶだけで，だれでも，どこで
も，いつでもできるものでした。又，とても楽しく，現場ですぐに使える実践的なものでした。これ
からも，この集団音楽療法であるミュージック・ケアの考えを基にしながら，地域やそれ以外のとこ
ろにも実践を通して広め，心をつなぎ紡いでいく作業をあせらず，ゆっくりと続け，出会いを大事に
していきたいと思います。そして，こころ豊かに楽しみながら，もっともっと仲間を増やしていきた
いです。ミュージック・ケアの仲間作りを通して，地域の中でお互いがお互いの立場を理解しあい，
足りない部分を助け合いながら暮らしていけるような人に優しい地域へと発展させていくことを目指
しています。
参考文献
宮本啓子著，加賀谷式集団音楽療法編．
『だれでも，どこでも，いつでも』．磁場の会
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地域を創生するための試論
～タウンウォッチングの手法を中心に～
城之内 庸仁（岡山市立操南中学校）
はじめに
なぜ地域を創生するのか。創生する必要があるのか。現在，地域と人（特にそこに住む人）との関
わりが薄れたといわれて久しい。いわゆる「ご近所付き合い」というものがなくなったといえる。一
昔前では，大都市部の主な傾向とされていたが，現今，大なり小なりどの地域（土地）を見渡しても
この傾向が見てとれる。それと比例するかのごとく犯罪が増加している（犯罪を誘発する要因は地域
力の低下だけではないが，地域力の低下は大きな要因の一つに挙げられる）
。犯罪が増加することによ
って相互不信・相互不安が生まれ，ますます地域との関わりが疎遠になっている。そこには，悪循環
が形成されている。しかし一方では，犯罪が増加したことによって「地域の見直し」
「地域再生」が叫
ばれ，地域のつながりを考え直す動きが生まれつつある。地域の見直しや地域再生には，このような
観点からだけでなく，過疎化対策や商店（商業）の低迷などからも起こっている。いずれにしても，
どの地域であれ，そこに住んでいる人と地域の関わりが問題になっていることは歴然としている。
問題解決の糸口は，どのように地域に目を向け，その地域にどれだけ関わっているか，その地域を
どのように認識しているかが重要な点になる。なにか問題（犯罪率の上昇，過疎化，商業の衰退）が
起こったあとに地域について考え，取り組むというものではなく，問題が起こる前に地域について議
論し手立てを講じなくてはならない。その見地から今や「見直し」でも「再生」でもなく，
「創り生み
出す」という「創生」の考え方がまさに必要な時期にきている。では，どのように事前に地域の様態
を知ることができるのか。どのようにすれば効果的に地域を知ることができるのか。本論文は，タウ
ンウォッチングの手法を中心に地域の様態を知る方法を提示し，それが，
「地域創生」にどのように役
立つか論ずる。
地域と創生
まず「地域」とは何かを考えてみたい。大辞林（三省堂）によると「①区切られたある範囲の土地。
②政治・経済・文化の上で，一定の特徴をもった空間の領域。全体社会の一部を構成する。③国際関
係において一定の独立した地位を持つ存在。台湾・香港など」とある。本論文に取り上げる「地域」
は，辞書的意味においては，①と②が適当だろう。しかし，地域の概念は，これだけにはとどまらな
いと考えられる。
地域は，動的なイメージと静的なイメージで捉えることができる。動的なイメージとは，心理的な
距離である。例えば，私事であるが，佐賀県と大阪府を比較してみたい。岡山県を中心に考えた場合，
大阪府は距離的に近い。訪れた回数も大阪府が多いだろう。しかし，佐賀県には，親近感があり第二
のふるさとのように感じる。その理由を探ってみると，妻が佐賀県出身であり，義理の両親が住んで
いるということが挙げられる。静的イメージとは，地理的距離である。先述の辞書の①の意味すると
ころである。例えば，行政的エリアや学区などが挙げられる。このことから必ずしも地域を大切にす
ること（愛着を持つこと）がそこに住んでいるから実感するというものではなく，この心理的距離を
いかに持てるか（持っているか）によって地域に対する愛着の度合いが異なってくるのである。この
点が地域創生の要になる。勿論，現実に住んでいる静的イメージの地域を無視することはできない（静
的イメージの地域も動的イメージの地域として充分につながり得る。例えば，現在，岡山市に在住し
ているが，倉敷市と比較した場合，はやり岡山市に親近感がある）
。では，地域を創生するには，どう
したらいいのか。動的な地域と静的な地域をいかに融合していき，そこに関わりがある人（関わって
いる人）が，どれだけ主体的になれるかが重要になってくる。これらを支える方法として次に展開す
るタウンウォッチングが有効な視座を与えてくれる。
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地域を知る一つの手法タウンウォッチングとその事例
タウンウォッチングとは，「まち歩き」である。「まち（地域）」は，「もっとも身近な環境」であり
「もっとも身近な社会」である。そこは，環境とくらしの接点が見える場である。その「まち」を「み
てみる（ウォッチング）
」ことがタウンウォッチングである。ただ「みる」だけでなく，五感を十分に
活用して歩く。ウォッチングする「テーマ」を決めても「目的地」を決めてはならない。目的地を目
指して歩くのではなく，自由気ままに歩くのである。勿論，ウォッチングするテーマを決めなくても
よい。自然にテーマがみつかったり，興味関心が定まったりする。これもタウンウォッチングの醍醐
味である。まち歩きの心得として，①のらネコ，のらイヌ風に歩く②ルールやマナーを守る③まちを
楽しむ・面白がる（「まちで遊ぶ」ではない）。①を補足説明すると，目的地を決め，より早く到着す
ることに主眼を置くのではなく，好奇心を刺激するもの，面白そうなもの，美しい景色などに足を止
めてゆっくりのんびりとウォッチングすることである。そして，
「スピードを上げれば上げるほど，見
失うものも増えるだろう。飛行機が極みだ。雲しか見えない。スピードを下げれば下げるほど，見つ
けるものが増えてくる。自転車よりも歩きが一番。健康までも，同時に見つけることができるんだか
ら。」（松畑,2002）のようにスピードは，下げて歩くことがコツである。上記を踏まえた事例を以下に
記述する。
岡山県立図書館（岡山市丸の内 2-6-30）を基点に半径 3km
をタウンウォッチングした。そこには多くの発見，気づき
があった。まず，県立図書館のすぐそばに流れる旭川の雄
大な光景に心を奪われた（図 1）。この辺りは，車でよく通
っており見慣れた光景であったが，じっくり歩いたことは
なかった。歩くと車では気づかなかった空気（風）の匂い
やゆったりとした光景が心を落ち着かせ鷹揚な気分にさせ
た。その後，河岸を歩くと，
「夏目漱石逗留の地」の碑が目
に飛び込んできた（図 2）
。夏目漱石が岡山とゆかりがある
ことを知っている人はいても，旭川河岸にその碑があるこ
図 1 旭川の岸辺
とを知っている人は意外に少ないのではないだろうか。こ
こで漱石と岡山との関係について少し触れてみる。漱石が
25 歳の時，松山の正岡子規の所に出かける途中，自分の兄
嫁の実家，片岡家に明治 25 年に立ち寄る（明治 20 年 6 月
に，この兄が亡くなり，その後，片岡家に兄嫁は戻されて
いる）
。この頃，明治の大洪水があり，その様子を正岡子規
に宛てた手紙が残っている。
「旭川に臨み前に操山を控え東
南に京橋を望み，夜に入れば河原の掛茶屋無数の紅燈を点
じ納涼の小船三々五々橋下を往来し…」とあり，この旭川
が氾濫して，ひとたまりもなく面目をつぶしてしまい，彼
図 2 「夏目漱石逗留の地」碑
自身もとても不自由し，非常に驚いたと手紙にしたためて
いる。
（大橋,2006）ゆったりとした風景を眺めながら岡山の歴史にも触れることができる旭川河岸。こ
れもタウンウォッチングならではの発見であり，感興の一つである。
旭川河岸には，記念碑がとても多い（図 3）。市内には昭和を思い出すレトロな雰囲気の路面電車もし
っかり走っている（図 4）
。人通りは，少なくなってはいるが時代を感じさせる商店街入り口（図 5）
。
商店街の十字路には，時計台がそびえ立つ。商店街のシンボル的存在（図 6）。商店に目を取られてな
かなか見上げることはないが，天井には，色とりどりの美しい模様が広がっている。ゆっくりのんび
り目的地を決めず歩くから普段は，気になりにくいところまで目が行き届き，新しい発見ができるの
である。
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図 3 表具師幸吉之碑

図 6 商店街十字路の時計台
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図 4 昔ながらの路面電車

図 5 西大寺町商店街口

図 7 時計台の天井

まとめ
本論文は，タウンウォッチングの手法を用い，それが「地域創生」にどのように役立つか論じたも
のであるが，
「まち（地域）を創る」
「まち（地域）を築く」ことは，最初に，
「まち（地域）に気づく」
ことである。その手法として，タウンウォッチングは有効ではないだろうか。タウンウォッチングは，
言い換えれば，「まち」を「探検（たんけん）」するということである。それは，「発見（はっけん）」
につながり，今まで気づかなかったことに気づき，
「ほっとけん」という状態（認識）につながってい
く。このことこそ地域創生の重要なはじめの一歩ではないだろうか。地域を十分に知ることによって
政策立案能力，問題解決能力，課題達成能力も発揮される。タウンウォッチングを有効に活用するこ
とで「ご近所の底力」をつけることができるのである。本論文で，タウンウォッチングは地域創生を
行う上で重要なツールの一つであることが顕然になった。今後の研究課題としては，タウンウォッチ
ングの手法を用い，様々な地域でケーススタディーを行い，動的イメージと静的イメージの融合を試
みたい。
* 図（写真）をカラーでご覧いただけないのが，非常に残念であるが，是非，直接現地に足を運ん
でいただき，実際にタウンウォッチングを実行していただけたら様々な観点から満足していただ
けると確信していると同時に望外の喜びである。なおタウンウォッチングの手法は，岡山県環境
保健センター主催・環境学習リーダー養成講座の川島講師の手法を基礎に著者が独自に開発した
ものである。
参考文献
松畑煕一．(2002)．
『英語教育人間学の展開－英語教育と国際理解教育の接点を求めて』．開隆堂出版
大橋康宏著，山陽学園大学・山陽学園短期大学社会サービスセンター編．(2006)．
『日本の文化遺産・
岡山の国際交流－山陽学園大学・山陽学園短期大学 2005 年公開講座－』．吉備人出版
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岡山市栄町商店街「空中美術館」の取り組み
～商店街に「にぎわい」を再び～
角田

みどり（岡山市教育委員会）

1. はじめに
戦前から市中心部の商店街は「表八ヵ町」と呼ばれており，
「上之町」
「中之町」
「下之町」
「栄町」
「紙
屋町」
「西大寺町」
「新西大寺町」
「千日前」から成っていた。現在は区画整理により，
「表町 1 丁目」
「表
町 2 丁目」
「表町 3 丁目」…と町名変更があったものの，市民には旧町名が今でも親しまれており，そ
の響きに懐かしささえ感じられる。
「下之町」には，デパートの老舗「天満屋」があり，
「饅頭屋」
「雑
貨屋」
「洋装店」等々，専門店が軒を並べた商店街は，昭和 30 年から 40 年代にかけて，常に活気づい
て人通りも多かった。そのにぎわい振りはまさに「岡山の銀座」であり，表八ヵ町は魅力溢れる街で
あった。
いつの頃からか，その表町から徐々に客足が遠のき，
「にぎわい」が消え，さらには空き店舗が目立
つようになってきた。全国的に中心市街地の空洞化現象が起こる中，
「にぎわいを再び」と「まちづく
り」のためにユニークな取り組みを始めたのが，栄町商店街の青年部である。表町のもつ長い歴史と
高い専門性を打ち出し，表町ブランドの復活を目指して「空中美術館」に取り組んでいる青年部の一
人，黒田浩一氏（「福岡屋」呉服店 代表取締役）に取材を申し込み，快諾を得た。黒田氏より「空中
美術館」のこれまでの経緯を聴き取り，その成果と課題を明らかにすることで，地域創生学研究の一
助としたい。
2. 表町商店街の衰退
かつて岡山市の一等地である表町商店街に店舗を構えるのは，商売人の夢であった。専門店の多く
がその創立を江戸時代にまでさかのぼり，五～八代目と呼ばれる店主が現代まで代々家業を受け継い
でいる。店舗が住居であり，早朝より夜遅くまで店を開けて家業に励んだ。昭和 40 年代の高度経済成
長期の波に乗り，いつの頃からか財を成した店主が郊外に家を建て，店舗に通勤して来るというライ
フスタイルが広がり始めた。結果として，当然のことながら朝は遅く開店し，夜は早く閉店する傾向
が広がっていった。商店主の「サラリーマン化」である。夜の八時になると表町は閑散とし，通り抜
けするのもひどく寂しい状況となってきた。加えて，車社会の到来で，駐車が便利な郊外の大型店舗
が繁盛するようになったことから客足が遠のき始めた。都心の定住人口の著しい減少が表町のステー
タスを落とし，街としての魅力が一気になくなってきたのである。
岡山市が 1966 年（S41）から開始した 2 年に 1 度の「通行量調査」も，年々中心市街の人通りの減
少傾向が続いている。また，1995 年（H7）からの「空き店舗率調査」では，緩やかに回復しているが，
駐車場や住居への変更で，店舗への回復へとは至っていない状況である。経営不振で店舗手放す店主
が増えると，表町商店街は目まぐるしく店舗が入れ替わるようになってきた。特に，表町 3 丁目辺り
には空き店舗が目立ち，
「貸店舗」の張り紙が表町の凋落を物語っている。かつて高級店が建ち並んで
いた街中に，派手な色彩のディスカウント・ショップが割り込んできて，道路にせり出して安売り商
品を販売する様子からも，その凋落ぶりが伝わってくる。千日前に数店あった映画館も次々に幕を下
ろし，先月，多くの映画ファンに惜しまれつつ「松竹」が閉館した。
3. 商店街の活気復活への願望
「このままでは，街がさびれてしまう」
「商売が成り立たなくなる」という危機感が大きな原動力と
なり，表町商店街の中でも，栄町商店街の青年部が中心となって，商店街活性化への取り組みが動き
始めた。若手商店主，約 20 名が結束して「何とか商店街の活性化を図ろう」と，南北約 150ｍのアー
ケードが続く栄町の「にぎわい」再生・創出に向けて，知恵をしぼり，行動を開始した。今から約 3
年前，2003 年（H15）6 月のことであった。
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4. 伝承民話からの街おこし
青年部が着目したのは，地元に伝わる民話であった。栄町には，戦前，岡山城下に時を告げていた
三層建ての珍しい「鐘撞堂」が存在していたが，1945 年（S20）6 月の岡山大空襲で焼失した。昨秋開
館した岡山駅西口のデジタルミュージアムには，3 分の 1 に復元された鐘撞堂が展示されている。昔，
この鐘撞堂のお堀付近に，
「乱投（らんどう）
」というキツネの大親分が住んでいたという伝説がある。
その乱投親分は大変義理人情に厚く，空を飛び回っては庶民に空から「福」を撒き散らしたという。
青年部のメンバーは，上之町にもキツネを祭った「甚九郎稲荷」があることから，キツネをテーマに
何かできないかと考えた。この乱投キツネの「福」からヒントを得た彼らは，2003 年 6 月に「福きつ
ね会」（関場敏史会長）を結成した。これに，婦人会のメンバーも加わって，「福きつね会」が，本格
的に栄町商店街の「にぎわい」再生のために「まちづくり」に着手した。
5. 地域創生リーダーとの出会い
栄町商店街の一角に「三香堂」という仏具屋がある。その 2 階に「桃たろう美術館」があり，そこ
には，独特の筆致で描かれた「桃太郎」の絵が何点か展示されている。郷土のヒーロー「ももたろさ
ん」が愛嬌たっぷりの表情で描かれており，観る者の心を和ませてくれる。この絵の作者が「園山春
二」氏である。広島県尾道市在住の彼は，
「招福絵師」と呼ばれ，古い民家をリノベーションした「尾
道招き猫美術館」などをプロデュースした人物である。この園山さんが，栄町商店街青年部「福きつ
ね会」が「空中美術館」に取り組む契機となる助言をしてくれたのだ。園山さんの発想力は溢れるご
とく豊かで尽きることなく，この素晴らしい地域創生プロデューサーとの出会いが「空中美術館」を
実現に至らしめたと言っても過言ではない。
6. 花開いた「空中美術館」
「アーケードの上方が空いている。何かできないか」という園山プロデューサーの提案と，
「乱投親
分キツネ」と「福」が舞い降りる伝説をてこにして，世界でも初という企画の「空中美術館」が誕生
した。アーケードの空間を利用して，天井付近に竿を渡し，そこに長さ 3m，幅 1～3m の布製の絵をつ
り下げて展示したのが，「空中美術館」である。
2003 年（H15）7 月 5 日，第 1 弾のオープニングとして，栄町のアーケード街には，「福」をテーマ
にした約 20 点の布絵がカラフルに揺れた。「ヒマワリ」「花火」「招き猫」などが描かれた布絵は，市
内の幼稚園児，小・中学生，高校生に加え，3 丁目劇場に出演する芸人，デザイン専門学校生，一般市
民などが協力して制作したものである。栄町商店街の南北の両入口には，園山さんの描いた「宝船」
や「きつね」が歓迎してくれた。当日は，キツネのお面をかぶった商店主が稲荷寿司を配ったり，福
キツネをあしらった招福札，園山さんが描いたキツネの面が配られ，雰囲気が盛り上がった。買い物
客は，突然出現した頭上の美術作品に目を凝らし，心から楽しんだ。買い物と絵画鑑賞が一度に出来
ると喜ぶ客も多く，
「乱投キツネ」のお陰で，空中から福が降ってくるように，街に「にぎわい」が戻
ってきた。
7. 「空中美術館」これまでの取り組み
「空中美術館」の取り組みは，新聞やＴＶ，ラジオ等マスコミ各社に取り上げられ，これまで常に話
題性を欠かさなかった。布絵は，年 6 回，テーマに合わせて 2 ヵ月毎に取り替えられ，素人，プロを
問わず，多数の市民が参加している。毎年行うテーマとしては，
「春彩（はるいろ）
」
「夏彩（なついろ）
」
「秋彩（あきいろ）
」
「冬彩（ふゆいろ）
」があり，その他の特別展として，
「桜茶会」
「こいのぼり」
「七
夕」
「大漁旗」
「クリスマス」等があったが，特に印象に残るのは，昨年の全国各地から届けられた「国
体応援旗」，県北から運搬した 108 本の台風による「風倒木」展示などがある。また，2005 年（H17）
6 月，これまでの展示から 200 点の優れた作品を選り出した「秀作展」を開催した。ロール布を切り取
って一定の大きさにミシンで縫い上げ，100~200 本と希望者に配布する。これが大変な作業だ。また，
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集まった作品のつり上げ作業は全て閉店後の夜中に行われ，
5～10 日間程度を要する。
「空中美術館」は，
「にぎわい」へ
のこだわりと情熱を持ったマンパワーの産物であり，その
成功の陰には，膨大な労力が費やされている。
8. 「空中美術館」の成果と課題
これまでの約 200 回にわたるマスコミ取材が PR となり，
テーマが変わって新しい布絵が展示される度に，空中美術
館の作品を見ようと多くの買い物客が栄町商店街に足を運
≪空中美術館の作品≫
んだ。また，幼稚園や保育園児の作品が展示される際には，
子供だけでは来られないことから，必然的に保護者や祖父母が同行し，ついでに商店街で買い物をし
ていくという願ってもない効果が生まれた。
「福きつね会」のメンバーの願うところの「にぎわい」が
創出された訳である。これは，
「空中美術館」の大きな成果であると言える。また，最近では，デザイ
ン系の大学と連携し，学生が出品すると単位取得につながるといった「産学連携」の動きもあり，出
品者の層がさらに拡大している。
「空中美術館」が大きな成果を上げた理由を整理してみると，①商店街の衰退という地域課題，②
「にぎわい創出」という課題解決に向けての強い意欲，②地縁で繋がる「仲間」
（青年部や婦人会）の
結束，④企画力あるリーダーとの出会い，⑤地域の伝承民話を生かしたユニークなプラン，⑥マスコ
ミを活用した効果的な広報活動，等が挙げられる。しかしながら，課題もない訳ではない。今後，持
続可能な（サスティナブルな）地域活動として継続していくための懸案事項として，①多大な労力を
分担するための人員確保，②布を調達するための資金や財源確保，等がある。
9. おわりに
「これからの夢は，何ですか」という私の問いに，黒田氏は，
「表町商店街をもっともっと活性化し
ていきたい。例えば，夜の街の閉じたシャッターに絵を描いて，通り抜けるだけでも心がはずむ街に
したい」「空中美術館を通して，美術館の学芸員になるような学生を育てたい」と瞳を輝かせた。「空
中美術館をいつまで続けますか」の質問に，
「もう，止められませんな～」と答えた黒田氏の笑顔が印
象的だった。栄町における市民協働の「まちづくり」が今後一層拡充され，岡山の文化発信の起点と
なって，さらなる「にぎわい創出」へと発展することを願ってやまない。
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地域創生における子どもの教育について(地域研究の発表表現を中心に)
高取

宏樹

1. はじめに
地域創生の中の一つに「地域創生を行うリーダーの育成並びに人材の確保」という面がある。事実
地域創生を行うのは人間自身であるからにして地域創生の中でリーダーの育成と人材の確保は非常に
重要な分野の一つではなかろうか。人材の発掘・育成は様々な形において行うことが可能であるが，
今回は子どもとりわけ小学校～大学までの児童・生徒・学生に視点を置いて検証してみる。
2. 地域創生にとって子どもに必要なもの
地域創生の活動においては「持続可能な活動」でなければならない。そのためには企画力と実行力
が要求される。そうなると人を魅了するような地域創生を行うにはかなりの経験と知識，発想力が必
要のように思われる。この 3 点を同時に満たした人材を発掘するには非常に厳しいという現実に当た
る。そうすると逆にそのような人材を作り上げればよいという考えが出てくる。特に子どものときか
らこの 3 点を満たすような人材教育を行っていけば，長年を通じて一戦で活躍する地域創生の人員と
なるのではなかろうか。
例えば経験と知識においてはいかに多くの経験と知識を蓄積できるかということである。特に地域
創生においては地域における経験と知識の量と質が要求される。実は現在各学校が取り組んでいる「特
色のある学校づくり」とその中心となるべき「ふるさと学習」の活用こそ，経験と知識を身につける
格好の題材である。そうなると以前から学校は地域創生に向けた学習を行っていたと言ってもいいか
もしれない。一方発想力に関しては，子供たちの発想力を如何に維持できるかという点である。発想
力は幼年期時の感覚的思考時に感性として発達するが，成長することによって形成される既成概念に
よって場合によって衰退してしまう。そうなると如何に感性の発達・維持ができるかということであ
る。そうなると幼年期時（幼稚園時期）に感性を発達させる教育を行い，小学校教育以降においては
感性に基づく個々の発想力を基にして，先で述べた「特色のある学校づくり」や「ふるさと学習」を
子どもたちが自分の思い考える形に創造させていけるようにすればよい。
この様に本来持っている子ども(とりわけ幼年齢)の発想力(感覚的なものから来るのが多い)をいか
に既成概念によって衰退させず温存させ，その発想力と学校で培った学校で学んだ知識を体験を通じ
て一体化させ，経験とさせる。そしてその経験が自分自身の新たな知識として次の経験の発想力にな
るようにさせるという好循環を生み出させる必要があるのではなかろうか。この形にするためには，
子どもを育てるべき大人がたたき台となるべき環境を地域ある素材を最大限に生かしながら整備する
ことである。そして大人が子どもにアドバイスを的確に行い，子どもをリードしていくことである。
この 2 点が社会構造における大人の役割になってくる。
3. 子どもの地域に対する関心
「過密と過疎」の観点から見てみると，地域創生を要する地域は過疎の地域に属する（注意してほ
しいのはドーナツ化減少による都市の過疎も含まれる点である）
。また同時に過密には資本・資材が集
中するという点から，子どもの視点から見ると，関心は過密(つまり中心部)の方向に向いてしまう傾
向がある。『大都市と地方間の人口移動に関する生活構造論的研究』（小林，2003）によると，進学時
や就職時における希望居住地は県外の希望する高校生の割合が高い。また他の統計では生活環境や自
然環境に関しては評価している一方で交通・買い物の便や余暇を楽しむ機会を評価していない点が見
える。つまり若者層におけるニーズが過疎においては対応しきれていないということが考えられる。
また他の統計を参考にしてみると「もっと広く視野を持ちたい」ということで県外に希望居住地を希
望している意見もあった。
ところが，高校生の地域愛着意識に関しては「そう思う」と「ややそう思う」が全体の約 6 割強を
占めている。特に市部よりも郡部にその傾向が強く，また住んでいる期間が長いほど強い。その結果
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は高校生のライフステージごとの居住地に影響されている。進学時には現在住んでいるところへ希望
居住割合は 16％弱であるが，就職時，結婚時，親年齢時と次第に割合が高くなり，老年期に関しては
78％の高校生が現在住んでいる居住地を希望している。その背景には地域との係わり合いが高いとい
う点がある。例えば祭りなどの地域の行事やボランティア活動の経験者は比較的高い。しかしこれが
自己犠牲を行ってまで活動したいとなると消極的な傾向がある。
子どもたちの地域に対する愛着信の強さはまさしく地域による活動の賜物のように思われる。地域
自治体の活動や，小学校の社会科を中心とした地域研究がその効果を出しているように思われる。そ
して地域における世代間の交流の大きさが愛着心に大きく影響している。その結果は地域に対する愛
着心は大都市生活環境の評価を小さく見せさせる傾向をもっている。このことは若者の U ターン現象
を引き起こさせるためのプラス要因であるように思われる。
ただ気になるのは，子どもたちの地域に対する関心はあるのだが，積極的に地域のために活動進ん
で活動したいという意識は低い点である。地域の活動や学校における活動は専らやらなければいけな
いという色合いがあるように思われる。そして企画進行を子どもたちに進めるとしても，子どもたち
が満足の行ける形で地域活動・地域研究（地域調べ）が行われているかということである。人間の心
理上，何らかの「次にやりたい」というメリット（動機付け）が無ければ積極的に活動するというの
は難しい。そのメリットを作るには 2 つの要素があるように思われる。一つ目は子どもの頭の中で十
分な企画イメージを立案し，実行できるかという点であり，二つ目は子どもたちの考えた企画を大人
たちがいかに上手にプロデュースするかである。それは今度子どもたちが大人になって地域創生活動
するときの基礎力になる。また同時に直接的な地域創生活動にも応用することができる。
4. 子どもの成長と地域研究の表現方法
子どもを地域創生に携わる人材に育てるためには，子どもの成長時期に応じた地域学習を行ってい
き，発想力・経験・知識を培わせていかなくてはいけないように思う。その手法としては以下の段階
を挙げることができる。
まず第 1 段階として，発想力は限られた資材と自身の欲求によって生み出される。そうなるといか
に子どもが育つ環境が発想力の豊かさを大きく左右してくる。それには「ガマン」が要求される。い
かにガマンさせ既存の資材(紙や鉛筆，ブロック，積み木，粘土など様々なものを作る上げることがで
きる道具が望ましい)を使わせ，親のちょっとしたアドバイス(必要最小限にとどめ，過剰に関与しな
い)を踏まえながら五感を生かして自分自身が求めているものを作り上げ，欲求を充足させることであ
る。これは知らない間に右脳を活性化させ発想力を鍛えるトレーニングを行っているのである。
第 2 段階としてこの様にして鍛え上げられた発想力を地域活動・地域学習で培われた地域に対する
関心と融合させていく。手法としては発表という自己表現のかたちが好例のひとつのように思われる。
発表という形で自己表現を行うには小学校 2・3 年ぐらいからなってくると思われる。発表方式に関し
ても，ただ単に模造紙に書いて発表という方法にこだわることなく，新聞形式にしたり，マンガのよ
うにしたり，さらにはビデオ映像や寸劇方式，芸術作品にしたりと自分たちで考える形で自由に表現
していくことこそが子ども自身の発想力が発揮できるのである。またそれを何人かのグループで行う
ことによって，それぞれの発想力と知識を生かし，より多元的な表現が可能となる。ただ注意してお
きたいのは人間の心理上，メンバーの一人が意見を出すとそれに同調してしまう傾向がおきてしまう
ことである。そのため(発想力における)企画と知識は予めグループで話し合う前に各自用意しておく
ことである。その時大人は，基本的には傍観しておくのが良く，アドバイスするとしたら必要な時期
に学校教育において学んだ知識を活用する方法を紹介していくことである。例えば子どもたちの作業
の手が止まった際，チョンと後押しするかのように，ヒント一つだけを提供することが望ましく，や
たらにアドバイスを出すと子どもは混乱してしまう。この様にすることによって学習内容の応用力定
着化を行っていける。
第 3 段階においては子ども実績を評価することである。内容を評価することで充足感を与える。そ
して大人は新たな方向性を紹介し，より高度な研究を子どもたちが行うように仕向けていく。そうす
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ることにより経験・知識の高度化が実現し，より発想力も維持・発達が実現するのである。
第 4 段階として，一連の地域研究をもとに他の地域との比較検証を行い，改めて地域を再認識を行
うことである。この内容に関しては，文献で調査するよりも実際に現場に出ていき観察を行うほうが
五感を用いて大量の情報を吸収することが可能である。ただしこの段階での検証行動は地域に関する
意識が十分あることが前提となり，また同時に大量の情報を吸収しなければならないため，中学生以
上のほうが望ましくなってくる。またこの方式に関しては大学の学習に応用できる点があるのもまた
メリットの一つになる。
以上の 4 段階を通じて地域創生に必要な発想力と経験，知識を養っていくのである。ここで間接的
に影響するが非常に重要な要素として，子ども自身の意識，とりわけ子ども自身がプラス思考できる
かどうかが上げられる。日本・韓国・アメリカ・フランスの高校生を対象とした意識調査（日本子ど
も家庭総合研究所，2005）では，日本の高校生は他の国の高校生に比べて自己否定をし，将来に対し
て悲観的な考えを持っている傾向がある。自己否定するということは自己表現に対して消極的になり，
積極的な地域活動の阻害になる要因にもなる。また地域創生の活動は将来を地域が良くなるというビ
ジョンを基にして活動する特性上，将来を楽観的に考える思考が必要となる。そのためにも子どもた
ちの意識改革も必要となる。方法としては前の第 3 段階で述べたように子どもの上達に対する評価を
怠らないことである。子どもはちょっとした評価が将来に対する大きな目標を見つける要因にもなる
からである。
5. まとめ
以上の過程を通じて子どもの地域に対する発想力・経験・知識を身につけさせていくのである。そ
れらの過程は子どもに対して地域への愛着心を大きくさせ，かつ自己肯定させ，地域創生をになう最
高の人材として成長していくのではなかろうか。ただ問題なのは過疎の場合，進学・就職に対して十
分にニーズに対応しきれない点である。前で紹介した調査より子どもの考えはより広い世界を見たい
という考えがある。実は若いうちにどんどんと外部に出て多くの経験情報を吸収することは自分の地
域との比較が行え，地域の課題点を発見することができ，さらに地域の課題点を解決させ発展するヒ
ントを見つけることが出来るのではなかろうか。しかしその人の置かれている環境により，そのまま
大都市に住まなければならない場合がある。確かに過疎は就職に対して十分なニーズに対応仕切れて
いない点があるが，新たに地域の特性を生かした職を開発するのも一つである。またどうしても地域
に戻れない場合でも情報通信を生かした形で大都市から地域創生の活動を行うことも可能である。地
域創生の方法はいくらでもあるように思える。それを生み出していくのはやはり発想力・経験・知識
の 3 つの要素のように思える。それを子どもたちに養わせるのはまさしく地域の力であり，我々大人
の役割ではなかろうか。
参考文献
小林久高．(2003)．「大都市と地方間の人口移動に関する生活構造論的研究」
梶田叡一編．(1995)．『教育心理学への招待』
．ミネルヴァ書房
日本子ども家庭総合研究所編．(2005)．『日本子ども資料年鑑 2005』．中央出版
指定都市教育研究所連盟編．(2003)．『教育改革の中の子どもたち』．東洋館出版社
深津時吉，会津力，小杉洋子．(1998)．『発達心理学』．ブレーン出版
榊博文．(2002)．『説得と影響』
．ブレーン出版

- 45 -

地域創生論文集

第1号

地域創生に関する私案について
高橋

義雄

1. 地域創生に関する平成 17 年度の私の活動実績について
1) 連塾での研修，活動について
○ 連塾では，「連，コミュニティ，人との繋がり」に関する考え方，思想の系譜等を学ぶととも
に，皆様との討議の中で色々な視点や考え方を学ぶことができた。
○ 「奉還町いきいきプラン」作成のワ－クショップに出席し，奉還町の改善策について，多くの
方の意見を拝聴するとともに，積極的に発言した。
○ 残念乍ら，笠岡諸島や，隣人との夕食会等には時間の都合上参加できなかった。
○ 備前ウォ－キングは，妻と参加させて頂きました。多くの名所旧跡を訪問して学ぶとともに，
塾生とフランクに話をさせて頂いた。
2) (社)岡山県国際経済交流協会の地域活性化活動について
○ 私の勤務している（社）岡山県国際経済交流協会（OIBA）の業務であるが，平成 15 年 10 月
以来，交流を進めてきたインド・プ－ネ市に「プ－ネ岡山友好公園」が完成したことから，去
る 1 月 17 日～23 日に，岡山県と OIBA は岡山県知事を団長として 80 名でインド・マハ－ラ－
シュトラ州（人口 1 億人）を訪問した。州都ムンバイ市（人口 1200 万人）やプ－ネ市（人口
250 万人）を訪問し，政府要人と面談，1 月 19 日には講演開園式典に臨んだ。そして岡山県と
同州のプ－ネ市等と 3 つの交流協定を締結した。今，話題の Brics（ブラジル，ロシア，イン
ド，中国の新興 4 か国））の中で，岡山県知事は今後最も発展する国と目されているインドと
交流ができたこと，しかも締結を他の都道府県に先んじて行ったことを非常に喜んだ。インド
との交流の契機は，平成 15 年 10 月，OIBA が岡山経済界とプ－ネ市一行との意見交換会を中
国銀行本店で開催し，率直な意思疎通ができたことから始まったものである。
今後一層，インドの多方面に亘る交流を進めるとともに，経済交流を盛んにしてお互いの経済
発展に寄与したい。
○ 宇野港に平成 17 年 11 月にバングラディッシュ人が多国籍開店料理店を開店した。この料理店
は，低価格で品数豊富な多国籍料理を提供するシステムを採用した。イタリア，トルコ，中国，
東南アジア，ベトナム，日本等の料理を並べ，1 皿ずつお好みのものを食べるものである。開
店当初より多数の来店客に恵まれて，大賑わいであった。しかし，従業員に不法就労者がいた
ため，間もなく閉店した。当協会は開店に際し，会社の設立方法や登記，経営について助言し
支援した。開店によって，玉野市の活性化に大いに寄与し，玉野市はもとより，同地域の関係
者に感謝されたが，閉店は残念なことであった。
3) 21 おかやま産業人クラブの地域活性化活動
○ 当クラブは，地域の活性活性化のために多くの事業活動を行っている。そのうち平成 17 年 11
月 24 日に，連塾塾長松畑煕一氏を招いて，会員に「地域創生についての理念」をお話頂いた。
○ 平成 18 年 2 月 17 日には，(財)大原美術館理事長大原謙一郎氏を招いて，「地域社会との協調」
についてお話頂いた。
2. 地域創生に努力する心
1) 動することの重要性
現在，日本人は目標意識を喪失している人が多いといわれる。戦後，日本人は豊かさを一生懸命に
追求してきた結果，その目標がある程度成就した。そして国民の 7 割が中流社会を意識したが，最
近では下流社会という言葉が膾炙され，6 割の人が格差社会の到来に不安を抱いている。日本は無
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資源の国ながら，世界第 2 位の GDP を有しているが，これは夢と希望を持って働いてきたからで
ある。ところが，最近はコミュニティの基盤の揺らぎ，財政や安全神話の崩壊予想，セ－フネット
も不完全等から高年齢者のみならず若者も将来に対する漠然とした不安にとらわれている。このよ
うな現状にも拘わらず，拝金主義が横行し額に汗して働くことやまじめに努力することを軽視する
風潮が蔓延している。この風潮を一刻も早く是正すべきであると考える。夢や目標に向かって努力
する過程において，自己の知的，精神的，人間的な成長がなされるものと信じている。
遅々とした歩みであっても，「継続は力なり」であり，行動することによって自己のアイデンティ
ティを示したいと考えている。
3. 岡山の地域創生に関する私案
1) 岡山県下の資源は豊富
○ 岡山について認識を深めよう
他県の人から岡山のことを尋ねられると，岡山人は「岡山にゃ，な～んもありゃせん！」と答え
る。日本人は海外に出て初めて日本の良さを知るように，岡山県外に出て初めて岡山に多方面に
亘って実に豊富な資源があることを認識する。
私は，
『中国銀行 50 年史』の編纂，『岡山県史』『倉敷市史』岡山経済研究所の月報『岡山経済』
の編集，岡山市表町商店街発刊の『おかやま百店』
，高梁川流域連盟発刊の『高梁川』等に書いた
経験から，岡山には実に資源が豊富であることを実感する。
瀬戸内海は，中国と一衣帯水である。中国のみならずインド，欧州へと繋がり，世界から多くの
文化，文明，物資が流入してきた。現に流入している。例えば，遣唐使の一員として唐で先進の
学問を修得した岡山の吉備真備を嚆矢として，多数の人が中国や西方に渡航後，会得した技術，
知識，文物を持ち帰り，わが国の文化，経済の発展に貢献している。
岡山県人には，頭脳明晰な人が多く，古来より全国的な有名人が輩出している。また，岡実に多
くの宗教家も輩出している。古くからの歴史や伝統を背景として史跡も豊富である。気候温暖で
晴天の日が多く，産物も古代から鉄，塩，米の生産力が高く，海，陸，山の幸に恵まれている。
また，温泉等の観光資源にも恵まれている。海や山に親しみことのできる岡山は観光資源が実に
豊富なのである。最近は産業観光も盛んになっているが，岡山には県下各地に伝統産業があり，
石油精製，石油化学，自動車製造，電子，バイオ，精密科学等の工場があり，各地域に産業集積
がある。
それにも拘わらず，他県の人に岡山のすばらしさが認識されていないのは，①岡山の CI が弱い，
②岡山の知名度が低い，③岡山の宣伝を岡山人自身が行おうとしない，④岡山を宣伝することに
ついて熱意が感じられない，⑤豊富な観光資源が活性化されていない。等が指摘されている。
2) 岡山に誇りを持って伝えよう
岡山の存在感をアピ－ルするためには，岡山県人自らが，観光資源，史跡を認識して，広告塔にな
って他県の人のみならず，わが子供，わが孫に伝える必要がある。私はいつも何か書いています。
書くためには調べます。すると多くの未知のことが発見できます。それが楽しくて書いているので
す。今後も，体力，気力，知力が続く限り書き続けて，喜んで貰いたいと思います。そのことで地
域活性化のお役に立てば幸甚に存じます。
4. 岡山の地域創生に必要な資源について
企業経営には「人，もの，かね」の 3 資源が必要であり，最近は「情報」も大事な資源となってい
る。このような観点から，地域創生に何が必要かを考えてみたい。
1) 創生の担い手として－経済の活性化－中小企業－かね
中小企業は，地域住民の身近な存在としてその需要に応え，財，サ－ビスの供給から雇用の場の提
供或いは地域財政の支えとして，地域経済の発展に大きな役割を果たしている。中小企業の多くは，
その地域の風土や生活様式と深く関わりながら生成，発展してきた。中小企業には，単なる経済主
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体としてだけでなく，住みやすい地域社会づくり，地域文化の振興或いは地域コミュニティへの貢
献等，地域社会再生の活力源として大きな期待がかけられている。そのために①地場産業の振興，
②地場産品，③ネ－ミング等に新しい視点から関わる企業活動が求められている。
2) 創生の担い手－地域資源の活用－豊富な資源－もの
前述のように，岡山は歴史，文化，産業，特産品，生活，自然，動物，植物，人物，伝統文化等の
豊富な資源を有している。こうした資源をその地域ならではの条件，特性，独自性を生かして活用
することが重要である。それにより，地域イメ－ジを作り，向上させ，イメ－チェンジを図ること
で岡山をアピ－ルすることが大事である。
3) 創生の担い手－地域の人々－人
地域作りは，地域に関する課題意識を持って柔軟な思考で即応する人，行動力とやる気を具備した
人が必要である。そのためには①国内，国外の視察研修による人づくり，②研修の仕組み又は研修
機材の整備，③人口増と若者の定着－そのための雇用機会の創出，U タ－ン対策，若者の結婚対策，
④人的ネットワ－クの形成，⑤地域作りの推進者育成講座等々が必要である。
4) 調査・研究と情報収集と発信－情報
情報の収集は非常に大事である。①地域創生に関する研究，調査，②特産品振興の調査，③学術調
査，研究，④都市と農村との体験交流，⑤地域間交流を行う必要がある。また，地域情報を発信す
る基地としての施設の整備と，ソフトの作成が必要である。また，地域外にアンテナショップを作
り，情報発信を行うことも大事である。メディへの積極的接触によりメディアに掲載して貰う。ホ
－ムペ－ジの作成，メ－ルリンクの作成等により，人的繋がりを作り，口コミ，メルコミによる広
告宣伝も必要である。
参考文献
坂本忠次著．(1999)．『分権時代のまちづくり』．自然生活社
中村良平著．(2004)．『地域産業創生と創造的中小企業』．大学教育出版
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気づき，きっかけ・動機づくりから始まる地域創生
滝澤

祥一

1. はじめに
医療機関に携わるようになり，“健康”の大切さを痛感した。
目の当たりにする現実に“このままではいけない”そう思った。
地域の方の健康のため，何か私でもできることがないかと思った。
2. 現在の状況 1（日本の総人口）
昨年の 12 月に，
「従来の予想より一年前倒しで総人口が減少に転じたと推計される。
」と報じられま
した。
その推計は，速報値として厚生労働省が平成 18 年 2 月 21 日に公表し，2005 年の人口動態の内容は，
死亡数が出生数を上回る「自然減」は，外国人を含めて 4,361 人というものでした。
この度，市町村への届け出を基にした実数で，1899 年の統計開始以来初めての自然減が確定したこ
とになります。日本社会は戦後の「多産多死」の時代から高度成長期の「多産少死」を経て，
「少産多
死」に入ったことになります。人口減社会に突入すると，経済活動の活力が失われ，年金など現行の
社会保障制度が揺らぐ懸念があると予想されています。
さらに，少子化に拍車がかかるとともに高齢者人口が増え，人口構成からも死亡数は当面，高水準
で推移するとみられています。（日本経済新聞，2006. 2. 22）
そして，バブル崩壊からの経済の財回復とそのような人口の構造上の問題から，就職難であった時
代から学生の売り手市場に急激に転換したようです。
これは，地域を支える若い担い手としての絶対数が減るということから，不足したらという事態に
対する不安が先行していることを物語っているのではないかと思います。
そのような状況下において，先日，中四国 9 県で岡山県は，中四国で唯一人口が増加したと報じら
れました。
では，岡山県という地域は，人口が増加した事実に安心していていいのでしょうか。
3. 現在の状況 2（医療の現場より）
現在は，先の通り「少産多死」の時代に突入したわけですが，地域を支える働き盛りといわれる世
代の方々は，“健康”といえるのでしょうか。
例えば，女性では，乳がんを発症される方は，より若年化の傾向を示し，さらにその上，増加して
います。
問題としては，一つには，女性の喫煙者の増加や食生活の悪化が挙げられています。
また，「私は大丈夫。」という思い込みから，健診へと足を運ばれていない方が実際には非常に多いこ
とも影響しています。
さらに，最新の検査などが折角行われるようになっても，情報が充分に伝わっておらず，知らないた
めそのメリットを充分に享受していないことが問題として挙げられます。
4. 地域創生を考えるにあたって
私は，この“連塾”で実践か研究のコース選択の際に実践を選択させていただきました。
なぜなら，健康に対して気づくきっかけや動機となる機会を実際に行うことができれば地域創出に
役立つと考えたからです。
そのためには，地域の人々が，従来の病気への対応を受動的（reactive）なものとして捉える治療中
心の病院・医院の活用から，2 次予防，1 次予防として，より前向き（proactive）な健康づくり（島田，
2004）のため利用していただくための努力の必要があります。
2 次予防としての“健診”で，最も重要なこととしては，早期発見ということが挙げられます。
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これは，皆さんご承知の通り，最も恐れられているがんやその他の生活習慣病は初期には，自覚症
状がないため，健診・人間ドックを受けないとわからないので，健診・人間ドックを受けることは現
代人の必須の知恵と考えられるからです。（健診・人間ドックハンドブック）
日本人の死亡原因の第一位は“がん”であり，日本人の 3 人に 1 人は“がん”で亡くなられています。
（厚
生労働省統計情報部「人口動態統計」）
その従来とても恐れられていた“がん”も検査技術の進歩などによって，早期発見による完治・根治
が可能といわれる時代に移ってきているのです。
さらに，2 次予防が充分にできた上での 1 次予防が，以前に比べて著しい生活環境の変化から重要に
なっています。（日野原，2004）
5. 地域ための気軽な健康増進の機会の創出
今私が所属する病院のある地域にとって，不足していることで，参加し易く，かつ，参加すること
によって気づいていただくことのできることは何かと考えていました。
幸い“連塾”は，自らの仕事において，地域創生を行ってもかまわないとの事でしたので，そこで活
かしてみようと思いました。
恵まれたことに，がんの最先端の画像診断機器ＰＥＴ検査の開始に伴い，病院としてより地域に貢
献するため，医学講座と血圧測定会を実施することが決まり，また，それについて携わることができ
るようになり有用性を高めて地域創生に一役買おうと思いました。血圧測定会は，月に一度不定期で
地元のスーパーの店内を利用させていただき，買い物帰りにちょっと血圧測定をして帰るという“お気
軽な参加型”として実施することができ，より地域の方に密着できたのではないかと思っています。
そこでは，予防接種が始まったことのお知らせや，市民健診を受診していただく案内を行うなど，
気づくためのきっかけ，行うための動機づくりの場として活用しました。
また，医学講座も一般の方が参加しやすい知りたい内容を中心にスタートしました。
6. 実施の結果
実施による効果
医学講座

積極的な知識の習得
積極的な予防の実践
現在持つ不安の解消
実施による効果

血圧測定会

健診の受診のきっかけ・動機
医学講座参加へのきっかけ・動機
再受診のきっかけ・動機
積極的な受診のきっかけ・動機

実施の結果，予想以上の結果をいただくことがありました。
重要なケースとしては，血圧測定を実施したところ，病院にすぐに行った方が良い数値の方がいら
っしゃり，話をお伺いすると勝手に薬を止めて受診していないとのことでしたので，以前からのかか
りつけの先生へ再受診されることをお勧めしました。その数ヶ月後，以前と同じように血圧測定を実
施していますと，“また病院に行き始めました。”というお話とともに血圧測定をされ，帰られました。
また，医学講座では，質問がとても多いことがあり，日頃疑問をご自身で抱えていらっしゃり，丁
度この機会を不安の解消などでご活用いただけていると実感しております。
7. まとめ
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以前より身近なところで，健康増進に役立つ医学講座などが，各病院・医院の自主的な取り組みに
よって気軽に参加できる企画として増えています。そのような機会に，友人・知人をお誘いいただき
ご一緒に参加していただければ地域。
意識が変われば，行動が変わるといいます。
そのための健康への“気づき”。
そして，そこから始まる「連なり」による広がり。
地域を支える大切なあなたの健康に自分自身が今まで以上に気づいていただくことができたら，今
後あなたがより一層地域で活躍し，それは創生活動に現在進行形で参加しているといえるのではない
でしょうか。
今回私が取り組んだことは，なんだそんなことかと思うような簡単なことと思いますが，連塾への
参加をきっかけに，前向きにできることをやってみようと思い実践できたことに感謝しています。
今後も，“気づき”や“きっかけ・動機”から地域の創生の何かに貢献できるよう邁進したいと思います。
参考文献
島田晴雄＋健康サービス産業創造研究会．（2004）．「日本を元気にする健康サービス産業」．東洋経
済新報社
日野原重明監修，小川哲平，猿田享男，田村政紀編著．
（2004）．
「健診・人間ドックハンドブック」
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地域創生リーダー塾に入塾して
田口

琢磨（カヨー建設）

1. はじめに
地域での街づくり・村づくりと言われる現在において，私達が地域にいかに関わって行動すべきか
と考えます。現代社会は，人間主義・自己中心主義と言われ，ややもすれば社会生活においても，地
域生活に対しても自分を発揮できない事が多いのではないかと考えます。
この様な社会において，どのような活動や行動を起こしていくかを改めて考えるために『地域創生
リーダー塾』に参加しました。
2. 現在の地域
今，私達の周りには色々な生活環境のちがう住民が生活をしています。自分の周りを見ると農山村
地域であります。現代社会が直面している少子高齢化の進んでいる地域です。
以前を振り返ると，水稲，園芸，葉たばこなどの栽培，酪農，しいたけ栽培など盛んな地域で農作
業に従事し生計をたたえていた住民も多かったと思います。
また，学校に通う子供達も多く家族生活に欠かせない一員でありました。
しかし，現在の地域を考える中で，生活環境の変化により農業だけでは生活できない社会なり地域
環境が変わっていきました。今までの専業では生活が出来なくなり過疎化の進む地域となりました。
また，家族には後継者も少ない親だけの生活する世帯や一人暮らしの世帯が多くなっています。
3. 地域との関わり
しかし，地域は自然環境に恵まれ，現在，希薄社会と言われながらもまだ農村社会の残る温かみの
ある地域であります。この様な地域において，私達がどのように関わりが持てるか，また，夢のある
地域社会としていけるかを改めて考える良い機会と思っています。
今までに，地域とどのように関わってきたか，現在どのように関わっているか，また，将来どのよ
うに関わっていくかを『地域創生』に参加する中で見出していきたいと思います。
まず，
① 現在までの関わり
地域行事に参加し始めたのは，約 20 年前からだと記憶しています。先輩の誘いで地域の夏祭
りの準備役として同僚先輩，そして地域の方々の中で単純作業だったとは思いますが参加したこ
とでした。
それ依頼，何かの機会に誘いがあり，行事等に参加するようになりました。
② 現在の活動
福谷学区おもしれぇ～マップ
岡山市福谷小学校区コミュニティ協議会の一員として学区内の身近な歴史や自然のようす
などおもしろいことの再発見再認識と新たな発掘をし，共に住んでいてよかったと感じ合え
る地域を考え，地域住民と共にコミュニティの輪を広げ，地域のより良い活性化を目的とし
て活動しています。
主な活動は，地域内にある八十八ヶ所巡り，耕作放棄地を利用してそば・小麦・鑑賞ひま
わり等の栽培を行っています。
リフレッシュ福谷の会
地域の活性化を目的に中年層の集まりです。
主な活動は，地域のホタル保護のため，河川の掃除や看板設置などを行っています。また，
活動費を得るために，地域のイベントで物品販売をしています。
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田んぼの学校・ふくたに
農村を 1 つのビオトープ空間と考え，農業・農村が有する多面的機能について学ぶことによ
り食料と農村環境に対する豊かな感性と見識を持つ子供たちを育てることを目的としていま
す。
ホタル観察会や自分達育てたものでの収穫祭など年間を通して活動しています。
福谷そば振興組合
福谷学区の農業は，著しい高齢化により中山間地域にある耕作放棄地が年とともに増加してい
ます。少しでも耕作放棄地の排除を目的としてそばの栽培を行っています。まだ，1 年目ですが
が約 1hr を栽培し今後も栽培面積を増やす予定です。
以上，主な活動ですが，地域に密着し，地域とのコミュニケーションの場を持つ活動が出来ている
と思っています。
4. 地域創生への思い
これまでの活動を基に地域をどのように考えて行動していくかということに視点を置く行動パター
ンにして行くために地域創生を考えたいと思います。
まず，自分の住んでいる地域の自然環境，歴史等を知り地域住民と一緒に考える時間を多くもちた
いと考えます。現在までの『連』とこれからの『連』をもって地域創生を考えたいと思います。
現在，地域が直面している少子高齢化・農耕地の放棄が増える中，地域を未来に夢と活力あるもの
にするか地域創生を生かすところです。
5. まとめ
地域創生とは，自分自身の価値観の確立と新たな価値観を見出すことにより，現在から将来に地域
住民の満足度の充実だと考えます。
その為には，地域住民とのコミュニケーションの輪を広げ，地域に溶け込む思いや活動の展開を必
要とするのではないかと思います。しかし，この思いを実現していくためにほ，いかに知恵と労力を
使おうともあきらめない行動はもとより中途半端であってはなりません。
現在，よく「ボランティア活動」という言葉が使われますが，1 つに強制的に何かに参加し活動を行
うもの。もう一つに，自らか進んで参加し皆と一緒に楽しみながらする活動とがあると思っています。
私は，後者のボランティア活動を良しと考えます。自分の参加している活動，自分の住んでいる地域
が楽しくなければ活動も順調に進まないし長続きもしません。
また，これらの活動を毎日見守っている家族が大切，そして，自分自身の健康が大事です。地域で
は，前向きな活動が必要となると考えます。常に「面白がる精神」も地域に新たな発見を見出し，自
分の毎日の生活に活気が出るのではないかと思います。地域創生は，
「元気・覇気・熱気」で取り組み
たいと思います。
また，地域だけでは解決できないこと，発揮できないことなど他地域との『連』
，人と人との『連』
を大切に思い地域創生に取り組み，これからの地域創生の実践活動には，産学官の連携を考える協働
社会であると考えています。
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中山間地域における農業形態について
竹内

弘海（小田郡矢掛町・公務員）

1. 前書き
近年，人々はより快適で便利な生活を求めていく事から，過度に加速していく中山間地域の老齢化
による人手不足により，今まで築いてきた山林や田畑の荒廃が進み，今後十数年で農林業は危機的な
状態に至ると推測される。ここに，今後の故郷を如何に末永く今までの状態で存続する事が出来るの
か考えてみたい。
2. 中山間地域の現状
若者は，みないつの時代もあこがれの地「都会」を目指す，地元に残る人は 10 人に 1 人いれば良い
方である。また，その若者達も労働の場所は近隣の町であり，親と同居する事で少しでも自分の生活
を楽にし生活費を遊びに回したいからと思われてならない。
ここで現在の中山間地域の現状と今後を，私の故郷である小田郡矢掛町下高末地区を例に揚げ考え
てみたい。私しの生まれた下高末地区は，岡山県下では，まだ県南地域に位置し新幹線や高速道路に
乗るには倉敷市玉島地区まで 30 分程度で行ける，比較的交通の便利な所である。また，地形的にも里
山と言われるようななだらかな山々が連なり，ひとつ小さい峠を越えれば岡山平野の端の総社市新本
地区に出ることが出来る，そんな所にいる私の僻みかもしれないが，少しゆったりとした生活をする
には，最適なところであると思っている。
1) 中山間地域の人口と年齢
中山間地域の人口は，ベビーブームの若者達が高等学校を卒業する昭和 50 年頃を境に急激に人口
が激減を始め，どの地域でも過疎化と高齢化が進んでいる。私の生まれた下高末地区の城平町内会
も例外ではない。
・城平町内会年齢別人口（世帯数 18 軒 66 名）
男
女
計
2
3
5
6 才以下（小学校入学前）
0
6
6
7～18 才（学童及び学生）
14 名
1(1)
2(2)
3(3)
18～29 才（結婚前）
8(1)
8
16(1)
30～49 才（担い手）
4(2)
2
6(2)
50～60 才（定年前）
22 名
5
6
11
60～70 才（定年後）
8
6
14
70～80 才（老年期）
31 名
1
5
6
80 才以降
29(4)
38(2)
66(6)
計
※( )書き 25 才以上未婚者数
上記のように 60 才以上が半数を占め，次の世代を担う 30 才から 49 才の世帯の後取りが，全世
帯の半分しか居らず，また，その次の世代を担う 18 才以下の子供達は 6 人に一人しかいなくなっ
ているのである。このままの状態が 20 年も続けば，半数の家が廃屋となり，今の子供達が高等学
校を卒業する頃には，皆とうていこの田舎に留まると言うことはないと思われる事から，子供や若
者が地域から姿を消すこととなり，益々若者の田舎離れに拍車が懸かることとなるであろう。
このように，どの中山間地域もこの状態と同様，いやそれ以上と思える。
2) 中山間地域の生活
岡山県内の中山間地域は，全国的にも気候や風土に恵まれていると言える。梅雨時期の集中豪雨，
初秋の台風，冬の雪にもさほど影響されず穏やかな風が吹き抜ける所である。しかし，こんな住み
良い所でさえ，今の日本の歪みは押し寄せてきている。一昔前まで一世代前の親たちは，先祖が汗
水かけて築いた田畑を守るため，必死で日の出前から，星の出るまで外で働いていたものである。
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だがどうだろう，あれから 50 年我々の世代は，より楽な生活を求める間に失って来たものは，も
う取り返しの付かない物ばかりである。現在の中山間地域の人達は，都会の人達と同様に灯油やガ
スを使い，食料は県外はもとより他国で採れた作物や肉・魚をスーパーに買いに出かける。畑が雑
草に覆われても何も感じなくなってしまい，より良い生活を維持していくために近隣の町に仕事に
出かけ，土日はそのストレスを解消するため，行楽にまた，より気楽な快楽を得る事を求め，田畑
を放棄してしまうのである。こうなってしまうと後戻りは困難である。若者達は，親達が田畑で汗
水流し苦労して働いていても何も感じなくなってしまい，ただ自分が気楽に生活出来る事を求める
のである。
3) 中山間地域の農林業
金により，より良い生活が出来る限り，若者達はより金の稼げる地域に移動しより良い生活を求
める。これは，今の時代の常識であり，苦悩を自ら選ぶ人間は存在しなくなっているのである。現
在，中山間地域で農業を営んでいる人達は，55～75 才の人達であり，十数年後でその人達はいな
くなってしまうのである。林業に至っては，現在，山にまで顔を向ける人は未無である。松や杉が
金にならない時代誰が手を施すであろう。この先，田畑及び山林の荒廃は著しく進むことが予測さ
れる。
中山間地域の耕地は，圃場整備が進んでいるが，それを耕作する担い手がいなければ宝の持ち腐
れである。
3. 中山間地域の今後状況
若者達は都会に出，半数以下になった人達にも老齢化の波が押し寄せ，中山間地域での生活は，困
難となっていくと思われる。半数の田畑が耕作放棄され，残った田畑への用水の確保も老齢化による
人手不足や用水路の老朽化により困難となり，それが拍車をかける様に耕作放棄地は拡大するであろ
う。また，今まで守ってきた，寺院や神社・学校・集会所も人の減少により，維持管理が困難となる
ことが予測される。荒廃した農地や廃墟と化した人家，また草ぼうぼうの墓，ツタや竹の覆い繁った
山林，田舎の風景は，加速度に変っているのである。事実，県北の村や山間の交通の不便な地区は，
今正にこの状況が進行中であり，なにも打つ手が無い状態である。
この状況をいくらかでも緩和し，地域の活性化を進めて行くには何が必要なのか考えてみたい。
4. 中山間地域の理想的将来像
・若者達が定住出来る場所の確保
より良い生活を求める若者達をどうすれば，定住させる事が出来るのか。
課
題
・収入の安定的確保
・住み易い地域の確保

対
策
働き場所の確保（企業誘致）
福祉の充実，税の軽減，補助制度
交通の利便
集団農業，土日＋平日作業の確保
担い手の育成保護

・苦悩のない農業

5. 今後の実践的対策
1) 収入の安定的確保
（働き場所の確保（企業誘致））
安定的な収入を確保するには，農業収入だけで生活を維持していくことは大規模農業をしない限り
困難と考えられる。多くの若者達の定住を確保するためには，やはり安定した収入が得られる働き
場所を確保する事が必要である。そのためには，近郊に企業の誘致を図り若者の働く場所を確保す
る必要がある。
2) 住み易い地域の確保
（福祉の充実，税の軽減，補助制度，交通の利便）
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住み易い地域を形成するには，病院・学校等教育施設・子育ての充実，また，若者の定住に対する
税の軽減や補助制度の確立が必要である。そして，近郊への職場への通勤や買い物・病院・行楽地
等への交通の利便を図るための環境作りが不可欠である。
また，田舎に定住し土日百姓をする人達には，これからの少子化対策同様，それなりの優遇処置を
講ずる必要があると思う。
3) 苦悩の無い農業
（集団農業，土日＋平日作業の確保，担い手の育成保護）
苦労してまで若者達は農業を継がないである。事実私の事で申し訳ないが，先祖の残した少しばか
りの田畑に，それなりの作物を作り一人で維持して行くには，年間の休日である土日の全てを当て
てもとうてい出来ないものあり，また，土日の疲労で本職に支障を来すわけには行かないのである。
農作業は機械より全て出来るわけではなく，大半がこつこつと力のいる繰り返し作業なのである。
根気のない者にはとうてい出来るものではないのである。そんな，重労働から解放されない限り，
誰も好きこのんで自ら進んでやる者はいないと断言出来る。その対策として，一昔前まで行ってい
た集団での農作業の確立，及び，農繁期において，土日作業に加えて平日に休暇が容易に確保出来
る制度の確立，また，担い手となる 40～50 代の育成や保護が必要と考えられる。
あとがき
我々が生きている少しの間，我々の生活を如何に守って行く事が出来るのか，人々は都会に集中し，
不便な中山間地域は見放されるであろう。人口が増加していた昔，人々は，生きる場所を求め山間の
奥深くまで分け入り，山を開墾し田畑を耕し定住した。これとは逆に，現代，人々はより良い生活を
得るためその地域を出て行く，より良い生活が都会にある限り，それを止める事は困難であろう。ど
うすれば少しでも，その速度を遅らすことが出来るのか。そして，私たちが今，その地域に定住し，
生活していく事が，今我々に出来る最大限の地域を守る事ではないかと思う。田舎で自分達の食物を
作り，四季の移り変わりを感じ，自然のすばらしさを知り，その贅沢を満喫する。それを，人々が求
めない限り田舎の未来はない・・・・。
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誇りあるわがまち宣言

嬉しい・楽しい・大好き！！～ My Town ～
オンリーワンのまちづくり
田中

治美

実践記録
笠岡市は“協働のまちづくり”をテーマに行政と民間が共に同じ目線でまちづくりに関わり，町を活
性化させる努力を目指している
協働のまちづくりとは
民間と行政が同じ立場でまちづくりを推進していく事…！
“がわが町”の特定・地域の範囲
3 回までの討議で大きく課題となったの“がわが町”の特定・地域の範囲①住んでいる所をわが町とす
る，②通勤通学している所もわが町，③居住地が違っても長く【睡眠時間を省いて，継続して長い時
間居続ける所】居る所，④社会的に馴染める場所・
【カルチャー･ボランティア】，⑤その他時折帰りた
くなる地域！
まちづくりのプランが具体的に討議の対象に成ったのもこの時期までの討議の中であった。
第 4 回には具体的なまちづくりのプランより実際にまちづくりに関わっているグループ，まちづく
りに興味ある個人並びに団体のネットワークが大切ではと言う疑問が投げ掛けられた。
第 5 回からは具体的なプラン作りと平行してネットワーク作りも議題として取り上げられた。
まちづくりプランには「ゴミを拾う」
「イベントを行う」
「冬の花火大会」
「子供と一緒に遊びを学ぶ」
等々が発案された
誰もが興味を持つことが出来，且つ関わり易いまちづくり，のプランとは…
誰が興味を持たせる手法を編み出すか…
“どの様にしたらわが町に誇りを持てるか”の命題に対してわが町や“わが町のまちづくり”に興味を
持つこと・各個人が興味を持つこと為らば興味を持たせるような手法を誰が策定するかの疑問が提起
された。
興味を持って拘わって行く過程でわが町に対する意識が芽生え，誇りに思えたり好きと感じたりす
る様に成って来るのではないだろうか！
連･繋がり･ネットワーク
特に今回は“ネットワーク”並びにネットワークの中心と成る“拠点”の必要性が叫ばれ始めた。
ネットの結び目
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ネット状にする“結び目”結ぶ手法，これが拠点・拠点作り…！
わが町には素晴らしい活動を活発にしている団体【又は個人を対象の同好会的なグループ】が数多
くあるのに其れを繋ぐ“もの”【 ネット状にする“結び目”結ぶ手法，これが拠点・拠点作り…！】が無
い為に今ひとつわが町の中で有効なまちづくりに成り得てい無い。
住民・市民が体験
誇りある町にする為には住人が街の人が何か行動を越してみなければ，知ってみなければ･関わって
みなければ・体験してみなければ，自信に繋がら無いのでは…！
これらの疑問が具体的に指摘，討議されながら曲りなりにでも誇れるわが町ネットワークが呼び出
され始めた。
マダマダ課題が残された，中でもどうしても“地域”地域の特定・地域の範囲・地域の対象者等々ど
うしても地域がこだわりと成り，いつも冒頭に出ていた。
さまざまな街づくりにかかわっていく中で常に各々グループ・行政が効率良い繋がりが求められる
のでは…！
その中にあって小さな力を集めて行政・民間団体・個人のグループ等々繋がりを作る・ネットの様
な状態が望ましいのでは…！
行政は常に“平等・公平・中立”をモットーにしているので，民間との摩擦から妥協点を如何に見付
けるかが効率の良い取組み方と言う観点が成り立ち始めた。
以上のような経過を経て次のような宣言が為された。
宣言
我々は，愛する我がまちの為に，我がまちの人達の為に誇りある我まち宣言をします。
1 我々は，我がまちの為，我がまちの人達が我がまちに誇りを持って頂く為に“誇りある我がまち宣言
計画”を共創し，推進します。
1 我々は，我がまちの為に我がまちの人たちが活動しやすく，また関わり易いものとして“誇りある我
がまち宣言計画”が，我がまちの中心となることを図ります。
1 我々は住民交流を支援し協力関係を深め我がまちの繁栄と発展を推進します。
以上を宣言します。
誇りあるまちづくりネットワーク
この宣言書に基づき“誇りある我がまち宣言計画”の活動計画が立ち上げられ，“誇りあるまちづくり
ネットワーク”が設立した。
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趣旨
現在我がまちでは，ボランティア意識の高い方々が多く，それぞれに素晴らしい活動を行っていま
す。ここのグループや団体だけでは活動が広がらず，必ずしも活動の効果が十分に地域に反映されて
いるとは言えません。
行政はさまざまな問題点から今までのような強力な推進力が持てなく成っていたり，住民の自立に
よる自治された街づくりへの転換により，行政主体から住民との協働へとシフトしている。
意識の高い地域の住民の“街づくり行動力”“街づくり市民力”等，具体的な地域づくりへの発揮を実現
する為に“誇りあるまちづくりネットワーク”がサポートする。
“誇りあるまちづくりネットワーク”は市民のボランティア活動や市民の更なる活性化の支援，行政
とパートナーシップを実現する，コーディネーター的役目を担い，街づくりに関わる多くの人々の出
会いと楽しみを作り出していけるような活動をする。
活動内容
各会員活動の情報の受・発信
各会員活動の相互協力
“誇りあるまちづくりネットワーク”連絡会議の開催
協力支援対象グループ
入会された個人会員の所属しているグループや団体には，ネットワークグループして登録すること
が出来広報や情報交流の対象団体と成る。
以上のような形で 2006 年 2 月末に活動が開始される運びに成りました。

研究結果の考察
情報の受・発信・中継
街づくりはその地域の住民がどのような手段で【住民が主体となるのは当然ですが】いかに地域住
民が主体的に活動出来るか，特にどのような手段で情報を広めるか，帰ってくるであろう情報の受け
方，情報の中継が課題と成るであろう。
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この一年振り返ってそしてこれから
中桐 博
連塾との出会いは，山陽新聞の一つの紹介覧でした。そこには，当時岡山大学副学長の松畑煕一先
生が大きく写っていました。
当時私は，地元の特産ワインのインターネットでの販売計画，そして倉敷市との合併後の地元行政
の行政活動の行方について住民として大変頭を悩まして時期でした。
ですから，その記事を見たとたんこれしかないと思い早速先生の元に電話をし，お話を伺ったのを
覚えています。新聞掲載されて 2 日目でしたがたくさんの人が訪れていて，定員 50 名に対しもう 30
名位は決まったとのお話。岡山という保守的な地方都市そして県民性なのにどうして？という疑問が
僕の脳裏を横切りましたが，それだけ時代が求めていると言う事。またその様な人達と真面目に議論
し行動し共に進んでいける。という喜びを感じ，すぐにお願いしました。
自分の仕事をしながら，月一回の授業に出席，地域創生を考えながら食事をし，床に着く生活が始
まりました。
古い友人に会うと，色々な話をしました。地域のこと，家族のこと，仕事の事，だけど昨今景気は
良くなく自分の不安ばかり。大多数は，こんな回答でした。ですけど新聞，ニュースでの報道等を見
て僕はこう思う。何かおかしいと言ってくれる友人もいました。
地元の議員，公務員の方とも話をします。只彼らもやはり将来のビジョンを示せない。地方自治の
受難の様な話をします。地元の将来に向かって。意見は千差万別。しかし先行き不安な話です。
昨年 1 年で一番思い出に残ったのは，連塾 in 真鍋島。夏に参加した笠岡諸島の一泊旅行です。笠岡
諸島の島の人々との暖かい交流会でした。
我々の塾生の方もいて大変すばらしい交流会でした。島の人々との暖かい心の交流もそうですが，
みんなでこの島の発展に協力する事は何かないか真剣に考えて，意見交換をした事が一番の私の思い
出であり，宝です。
塾生みんなで取り組んだ，空き家をどうする，高齢者への対応は，新しく引っ越してきた人への対
応は。それぞれに問題続出です。
真剣にみんな意見を出し合い一丸となって取り組んだ討論会は一生忘れません。
引越し一つとっても，地域住民として入居して頂く為には地元の人々の受け入れ態勢，そして町内
会組織等の受け入れ態勢，そして生きていく諸々の受け入れ態勢がないと出来ません。
入居者，受け入れ者，お互いの意見があると思いますし，それに生活していく為の働く場所，子供
の学校の問題，等々問題続出です。又取りまとめるのも一苦労です。
人間生きていくのに，これだけ周りの人の協力，地域の協力がないと出来ないのだなあと思い自分
も生かされているのだなあとあの時はつくづく思いました。
最近良く共生の思想，共生の時代という言葉を耳にします。市民の間に同時多発的に共生を求める
運動が，世界各地で起こっています。そして共生セクターの原理は，連帯であり信頼であり，協同が
基本と言われています。
今までの競争原理が，今の社会では合わなくなっているらしいのです。今までの原理は，競争原理
そして競争セクターです。原理は，分断と対立，そして競争を原理とし，対立した人々の中にマーケ
ットをおく経済システムです。非常に合理的なシステムなのですが，今の現代社会には，なじまなく
なっているようです。
今から 10 年前位迄，日本は，又私達一般庶民の生活は潤っていました。庶民の夢が家を建てる事だ
としても，銀行，住宅金融公庫から，お金を借りて，家を建て子供を作り幸せな生活をおくっていま
した。仕事にしても，リストラという言葉は，ほとんど聴かなかったし，年を取っても，年金制度の
おかげで余生は過ごせました。
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それから数年，瞬く間に年金問題，リストラ等による労働問題，子供の凶悪犯罪等問題が続出し，
人々の生活は一変しました。
僕の周りでも，リストラされた人はたくさん居ますし，それによって住宅ローンが払えなくなった
人，も居ます。
僕の身近なところでもこれだけの事が起こってきているのです。当然多くの人々の周りでも起こっ
ているでしょう。ここ 10 年間で起こったこと。それに対応する人々の変化。
やはり人々の心の中で，なにかも異変があったのでしょう。今まであまり考えなくても過ごせた生
活が，一つ一つ考えないと納得できない社会風土。生活環境になっているのでしょう。
現在テレビ報道を見ると，子供の凶悪事件，インターネット産業の証券取引法違反事件
政治家の倫理欠如の事件等々，以前なら考えられない事件がたくさん起きています。
社会全体を，もう一度みんなが考える時期に来ているではないでしょうか？
都市部も農村地域もみんなが，それぞれの立場にたった話をして，将来の子孫の為に新しい政策意
見を，産，官，学，民一緒になり地域レベルでディスカッションをしていくことが共に生きることで
あり，まさに共生だと思います。
お金を求めて人々は動きますが，行き過ぎたお金の集め方，今まであった良きものまで壊して作り
出す開発行為は考え物だと思います。今までの地域社会で作り上げた良いものを将来に向けてアレン
ジし，もっと良くなる方向に向けてやることが大切です。
都市部，農村部，共に地域という輪のなかで，産官学民共に一体となって，新しい輪をつくり地域
の今まで蓄積した，歴史，伝統という宝物を大切にしながら，家庭の輪，地域社会の輪，地方自治体
の輪，そして日本という国家の輪を考えながら共に考える事が出来たら素晴らしい共生の輪が出来上
がると思います。
人の輪というものを大切にしないと何も出来ないし。将来に向けて確かなものは出来上がりません。
大事なことは人々が勝手に自分のいいように判断することではなく，混沌とした時代だからこそ，新
しい時代の指導者の育成，人材発掘に努め，そうした活動の輪を広げる環境つくりに勤める必要があ
ると思われます。
連塾は，共生システムの尖兵の様なところがあり，いろいろな人が集まって意見を言い合って，大
変勉強になります。それも松畑先生をはじめ，多くの人生の先輩の方々がおられる為であり，貴重な
意見が聞ける為です。
自分の意見と他の人との意見の違いを考えながら，先輩方の貴重な意見が聞けて大変勉強になります。
生活基盤も農村地域と商業都市では，まったく違いますし，人間の生活習慣もまったく違います。
しかし，これから真剣にお互いに生きて行く為に協力し，知恵を出し合う時が近い将来やって来る
と思います。
その時に連塾で学んだ事を生かして，お互いの立場を尊重しながら，将来に向けての的確な意見を
提言出来る人間の一人になりたいと思います。
又連塾で学んだ（いわゆる連の思想）を実践しながら，地域社会における諸問題に取り組める環境，
風土つくりに貢献したいと思います。
最後に多忙中につき稚拙なレポートになった事をご容赦下さい。
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「豊かな生活」を支えられる地域の創生
中澤

タキ子

1. はじめに
「連塾」及び「地域創生学研究会」で「地域創生」に関する知識や情報を得ながら，入塾式で松畑
塾長より与えられました『私だったら，地域創生をこうしたいというものを立ち上げて』という課題
を模索する 1 年でした。最初は，自分にできる事は何だろうかと色々考えましたが，
「時間がないから
できない」
「お金がないからできない」
「知識がないからできない」
「一人ではできない」というところ
で，思考がストップしてしまいます。
ある時，まるでできない理由ばかりを探しているような自分に気がつきまして，発想を変えて『も
し，私の想いが実現できるとしたら，私はどうしたいのだろう？』と自問してみました。誰しも人生
の紆余曲折，数度の挫折を体験されると思いますが，それらを経て至った私の思いは，
『私は不幸にな
るために生まれてきたのではない。幸せになるために生まれてきたのだ。
』ということでした。
人は皆「幸せに生きる」ことができてこそ，人として生まれてきた甲斐があるというものではないで
しょうか。「幸せに生きる」ことを叶えてくれる方策は，「心豊かに生きる」こと。全ての人が「心豊
かに生きる」ことができる地域の創生を目標に，及ばないながらも情熱と力を注いでいくことが私の
本心に適ったものではないかと確信し，「『豊かな生活』を支えられる地域の創生」を私の地域創生の
目標といたしました。
2. 心豊かに生きるとは
心豊かに生きるために個人的に私が心がけていることは，1 日 24 時間の内，睡眠時間と職場での労
働時間を除いた残り時間の内の一定の時間を，自分以外の他人の役に立つ事柄に使う時間として取り
分けておくことです。毎日決めた時間分のご奉仕ができるとは限らないので，余った時間は貯金のよ
うに蓄えておきまとめて使うようにします。例えば，ボランティアに参加させていただいたりして使
います。
去年のボランティアの皮切りは，8 月 21 日（日）に児島で行われた「第 7 回ファッションタウン児
島国際トライアスロン大会」でした。連塾同期生の藤井さんに「玉野から近いから来ない？」とお誘
いを受け，給水ボランティアとして参加させていただきました。
当日は，あいにくの雨模様の天候の中で競技が行われました。児島競艇所をスタートに水泳（1.5 ㎞）
を終えた選手達が，次のバイク競技に向かって走りこんできます。先頭を走ってきたのは，格好の良
い若い大学生のお兄ちゃんでした。快活なエネルギーが辺りに充満してきます。何度も給水ボランテ
ィアの経験をして手馴れたおばちゃんの真似をして，私も氷水の入った紙コップを差し出してみます。
差し出したコップを受け取ってもらった時の喜び！
「ありがとう」と，感謝された時の嬉しさ！
鷲羽山周辺をバイク（40 ㎞）で，児島の町並みをラン（10 ㎞）で駆け抜けた選手が何度も目の前を
走り，その度に選手も応援者も私たち給水ボランティア達も一体化していきます。532 名の選手が参加
し 517 名の選手が完走されました。それぞれの完走時間にかなりの幅があるので，私たちは競技中ず
っと立ち通しで給水を心がけていました。
終わった後，藤井さんに案内されて児島競艇所へ行く。和太鼓の音が聞こえる。給食センターで作
られたおにぎりと松前煮が昼食として用意されていました。和太鼓の演奏を聴きながら，藤井さん，
上田さん，私と 3 人並んで食べました。ボランティアの数が多分 3000 人程，500 余名の選手にその家
族，応援の人々皆に振舞われるおにぎりと松前煮。その数の凄さと美味しさと，一昔前の地域の行事
ってこんな風だったのではなかったかと思われて，気持ちがとても温かくなりました。
空も晴れて，皆にさよならを言って，一人で車を運転して帰る前にちょっと海が見たくなりました。
少々疲れていますが，いい気持ちです。心が満ち足りて安らいでいて，とっても幸せな気分です。そ
う，心が豊かに膨らんでいるのです。何故だか分かりませんが，人間の心って自分のことばかり考え
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ているよりも他人の役に立って相手にも喜ばれる時，そして，お互いの心が交流する時が一番心豊か
になっているのですね。
3. 経済的に余裕のある「豊かな生活」を支える，働く“場”（企業，産業）の形成
本来，人間は「心豊かに生きる」能力を持って生まれてきていると思われます。けれども，貧困等
の理由で自己保存や自己維持に汲汲とした生活を余儀なくされていると，心に余裕がなくなり，心ま
で貧しくなってしまうことが多々あります。昨今では，不況下のリストラで貴重な生命を自ら断たれ
た方も存在します。
このような状況を考えてみますと，地域にはそこに居住する人々が日々の糧を手に入れ，他人のこ
とも思いやりながら，安心して生活をしていくだけの働く場が形成されていなくてはならないと思い
ます。
「経済的に余裕のある『豊かな生活』を支える，働く“場”（企業，産業）の形成」は，目標達成
のための実現すべき大切な要件となります。
4. 精神面での「豊かな生活」を支える，自然環境の保護・美化
人間も自然の一部である以上，自然の破壊や喪失は人間の精神面の破壊・喪失に繋がっているよう
に感じられます。人は自然の驚異にも曝されますが，どれだけその恩恵を受け心癒されていることか。
説明の要なく，万人が感じていることと思います。今年 1 月の連塾全体会で，景山先生のご講義があ
りましたが，その時に「今は，世界中のどこにも手付かずの自然は残っていません。私たちの知って
いる自然は全て，人の手の入った自然です。」と語られました。その言葉は，私にとって衝撃的でした。
人の手が適度に入らなければ，私たちが懐かしむ山や川の自然風景はなかった。このことは，自然
と人間との調和のとれた共生があってこそ自然も人も生かされるということなのだろうかと考えさせ
られます。おそらくそうした自然の風景の中には，大自然（大宇宙）の万物を調和させる波長のよう
なエネルギーが存在し，自然を離れた生活をして調和の波長を乱してしまう人間の整調剤となってい
るのではないでしょうか。
ともかく，美しい自然の環境なくしては「心豊かに生きる」ことはできません。これ以上，自然を
破壊・喪失しないよう，自然の保護と美化に心砕いていきたいものです。三浦先生主催の自然保護団
体の活動や，県のアダプト制度等の活動は多いに参考になります。できれば，参加していきたいと思
います。
5. 豊かな人間関係（社会）を築くことのできるコミュニケーション能力の育成と，交流空間（場）の形成
これまで，「『豊かな生活』を支えられる地域の創生」を実現するために，どのように地域の環境を
形成していかなければならないかという視点で，拙い私見を上記 2 つ述べさせていただきました。他
にも，人間性を尊重した「安心」「安全」「癒し」の医療の形成など幾つもあるかと思います。が，次
は視点を変えて地域社会の構成の中心をなしている人間，人間関係について述べたいと思います。
人は皆，その身体の中に“心”を持っています。人が黙って何も言わなくても人の内にある心は自ず
と外に流れ出していて，そのために常時，人と人の心は触れ合っています。外を歩いていて，見知ら
ない誰かとすれ違った瞬間にも，私の心と見知らない人との心は一瞬にして触れ合っています。そし
て，影響しあいます。この影響力は，自分と身近な関係になればなるほど大きくなっていきます。で
すから，地域の人間関係は，その地域に住む人々に大きな影響力を与えます。そして，それは地域の“空
気”になっていきます。
この地域の“空気”を吸って，一番幸せに生きていってくれることを願う，最愛のわが子が生まれ育
っていくことを知る親は，何とかして良い“空気”を吸わせてやりたいと思うのですよね，岡本さん。
連塾の自己紹介であなたが語られた地域創生への抱負は，今のあなたと同じ年代だった頃の私を思い
出させました。
当時の私は埼玉県の新座市という所に住んでいました。関東という所は，他府県のいろいろな地域
からの出身者が集まっているところです。町内の小学校に上がった子供を持つ親たちが井戸端会議で，
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「子供たちに“ふるさと”を作ってあげたいね。ここが子供たちの“ふるさと”になるように，私たち親は
何をしたらいいのだろう。
」
と話し合って，お祭りの日に手作りの御神輿を担がせることになりました。
（新興住宅地には，御神輿
を担ぐような神社がありません。
）
「取り組み」というほどの大袈裟なものではありませんが，このような「取り組み」のお陰で，子
供同士は勿論，親同士の関係も親密になり子育ての悩みなども打ち明けて話せる人間関係が出来上が
ったように思います。偶々同じ思いを持つ人間が集まり，そこに一人リーダー的資質を兼ね備えた人
間性豊かな人が居合わせると，このような良い交流空間（場）も形成されるのだと思います。
連塾の塾長講義で，
『地域づくりの前に自分作りを』と教えられましたが同感です。同士（協働者）
もなく一人で地域づくりを実行していくことはできないけれど，人間一人でもできることがあります。
人は，周りの人たちへ影響を与えることができるのです。影響を受けた人はその人を見習った行動を
するようになり，それが次々とリレーして，自分一人が及ぶ範囲を超えた多くの人たちに波及効果を
及ぼすことができます。
別の言葉で言えば，
「人と人との繋がり」が形成されていきます。何と言っても，人は人の心と気持
ち良く繋がって豊かな人間関係の中を生きる時が一番幸福であり，
「心豊かに生きる」ことができると
思います。でも昨今は，松畑塾長のおっしゃられるようにこの「人と人との繋がり」は希薄になりつ
つあります。いろいろな原因が考えられると思いますが，一つにコミュニケーション能力の乏しさが
上げられると思います。
その対策として，人が持てる力を発揮してポジティブに生きられるよう，人を元気付け自信を持た
せるようなコミュニケーション能力を育成していくこと，人と人が出会う場（交流空間の場）を形成
していくことは，地域の人間関係が豊かになり地域を生き生きさせるものになると私は確信します。
6. 結び
以上，「『豊かな生活』を支えられる地域の創生」を実現するためには，どのような地域を形成して
いかなければならないか，考えられる範囲での私見を述べさせていただきました。できるかできない
かは問題外として与えられるチャンスを逃さないようにしつつ，この私の地域創生を達成目標として 1
歩 1 歩の歩みを続けて生きたいと思います。
この 1 年間，私の発言や意見を肯定的に受容して下さって励まし続けて下さった松畑塾長様，塾生
の皆様，有難うございました。心より深く感謝いたします。また，次年度も宜しくご指導ご鞭撻下さ
いますようお願い申し上げます。
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コミュニティ・ビジネスと「私」
西村 恵美子
コミュニティ・ビジネスとは，地域社会のネットワークに支えられ，主体はその地域に生活の場を
持つ人々。地域コミュニティに利害関係や関心を持つ人々によって，事業が営まれることから，雇用
が促進され地域は活性化されていく，そのためのビジネスがコミュニティ・ビジネスとして定義づけ
られている。
岡山市に在住している「私」とコミュニティ・ビジネスとの出会い，関わり，実践，これからを，
実体験，参考文献をもとに論じていきたい。
1. 岡山市という地域から
「私」は生粋の岡山人ではない。神戸で生まれ，転勤族であった父について「島根」
「広島」と生活
基盤を変えてきた。大学進学でこの「岡山」に来たのだが，○農業圏である。○教育県である。○商業，
サービス業として「広島」とは雲泥の差がある。そう実感したのは早 10 年以上も前のことである。
「広
島」よりも関西圏寄りの「岡山市」に多くの期待はあった。ファッションひとつをとってみても，き
っと流行の最先端に違いない。そう期待をしていたが，その期待はあえなく潰され，バス路線は全て
天満屋経由であることに閉口しつつ，また「広島」の市内電車網と比較してしまう中心地にしか走っ
ていない市内電車。あれから 10 年以上の年月が流れた。
「私」は現在，進学塾を経営している。進学塾とは不思議な世界である，本来なら学校という組織
の中で終わっているべきことを，塾でやらなくてはならない。学校の補助的存在が，いつの間にか先
導的存在となっていた。と同時に，厄介な問題も出始めた。
「ニート」である。これは，岡山だけの問
題ではなく，今の日本社会が抱えている問題である。政治の場で，教育の場で話題になり議論，討論
されている現状だが，一向に解決の糸口が見えない。それどころか，問題は深刻になってさえする。○
岡山で何かをするとき，肩書きが必要！ それに気づくには時間はかからなかった。
2. 「連塾」人とのつながり
○ 地域創生…「連塾」のコアとなるコンセプト。地域をつくろう！人づくり，まちづくり。
「私」は「連塾」をコミュニティビジネス・リーダー養成と位置づけた。
なぜ，今，「地域創生」が急務な課題なのか？
1.
2.
3.
4.

宇宙観，世界観，人間観の基本に関わる「パラダイム・シフト」の問題である。
一人ひとりの経済価値・感性価値・社会的価値の総合。
「世間・コミュニティ」の崩壊へと傾斜する現代。
「産・学・官・民」の境界が緩やかになる「ボーダレス社会」
（2005. 5，第 2 回「連塾」講義より一部抜粋）

《見
解》
今日まで，自由競争，利潤追求，大量生産というモノ主義のマテリアリズムだった。
「豊かさ」の定
義も国が「豊か」になれば個人も「豊か」になると考えられていた。心，内面的な「豊かさ」に注目
され始めたには，高度経済成長が終わり，環境破壊や公害が産物として残されてからではないだろう
か。2007 に迎える「団塊世代」の定年退職問題，今までは，会社型人間として働いてきた姿がここに
きて不安材料となっている。第二次ベビーブーム世代も，社会において中堅となってきている。「私」
を含め，第二次ベビーブーム世代は，全て競争社会だった，教育現場では「管理教育」が教育とされ，
「同じことをすることが，優良」とされた。学校は，数年前と様子を異にし，静かな現場となってい
った。同じ制服を着用し，同じ髪型でそれが当たり前になっていた時期である。
「個性重視」を叫ばれ
るようになるには，そう時間もかからなかった。大学入試を例えるなら，学科試験重視から，
「個性重
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視」入試へ移行していった。一芸入試などがそうである。
確かに「個性重視」といわれ，環境は「人と違うことは良いこと。
」に変化していった。昨年から岡
山県立高校で導入されている「自己推薦」もそうである。今，
「個性」が「孤性」になり，個性的自己
創造が崩壊されているという。
（2005. 5，講義より）価値観は多様化し，これからは他者との交流，援
助，共生が重要となってくる。個人主義ではなく，他者との共存共栄がこれからの岡山，日本を活気
づけていく源になっていく。
3. コミュニティ・ビジネスにできること
「コミュニティ・ビジネスには，自己雇用によって生きがいや働きがいを産み出す効果と，スモー
ルビジネスを通して地域コミュニティに貢献できるという利点があります。行き場を失った人たちの
受け皿の基点になることで，地域コミュニティの良さも再び見直されます。今の日本社会には安心し
て暮らせる“すみか”が，すなわち地域コミュニティが必要なのではないでしょうか。無理をせず“なり
わい”を産む小さな仕事が，本当に必要となってきているのです。
」
（コミュニティ・ビジネス 中央大
学出版 細内信孝著 「あとがき」引用）
堀内氏が述べることから，地域に根ざしたビジネスはその業務内容を必要としている人だけにメリ
ットがあるだけではなく，ビジネスを創り出すことにより地域の活性や，地域とのつながりを深く広
くもてるのではないであろうか？但し，ビジネスであることには変わりはない。つまり，利潤・利益
追求しなくてはならない。ビジネスモデルをつくること。経営理念をつくること。コミュニティ・ビ
ジネスの一番いい形態は何なのか，そこまで考える必要性がある。
4. コミュニティ・ビジネスと経営理念
①何のために経営しているのか
②どのような会社にしたいのか
③大切にしている価値観人生観
④顧客，取引先，仕入先に対する基本姿勢
⑤社員に対する基本姿勢
⑥地域社会や環境に対する基本姿勢
以上から「経営理念」をつくりあげる。 （中小企業同友会フェイスシート抜粋）
① 人生に終わりはない。100 歳，それ以上の人たちとともに学び，切磋琢磨できる環境を提供したい。
② 地域の雇用を促進し，多くの人が出入りでき，何かひとつでも「生きる力」になるヒントを提供で
きるコミュニティ・ビジネスにしたい。
③ 私の中では，
「己に徹し人の為に生きよう」，つまり自分だけの成功や幸福を願うのではなく，最大
多数の最大幸福を考えたい。
④ 「礼」に始まり「礼」に終わる。約束厳守。
⑤ 「共に造り，共に歩む」“全ては多くの地域の人の為に”を合言葉に，自主自立した理念に共鳴して
いるメンバーと共に地域創生を考える。
⑥ 地域のために，岡山のために，一人のために，をモットーに「地域を元気にしよう」をテーマに活
動していく。リサイクル運動を積極的に推進。
「私」が目指す，コミュニティ・ビジネスにおける組織モデル
民間主導型であり地域との関わりを大きくするため，また行政とのタッグを組むため。多くのニー
ズをもった地域住民の人たちが，利用しやすい環境を整えるために。NPO（特定非営利活動法人）法
人として，コミュニティ・ビジネス展開をすることとした。第 1 セクター「行政」，第 2 セクター「民
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間企業」，そしてそれらと違う第 3 セクターの必要性が言われている。つまり，行政では遠すぎ，民間
企業ではお金がかかってしまうという現状の中，本来住民自治の指導である地域住民にとって，もっ
と身近になる「住民の手で」になるべきものが必要不可欠であるのは間違いない。NPO 法人という法
人をもった活動団体に果たして，コミュニティ・ビジネスを託してよいのか，“公”から「私」が乖離
してはならない。つねに「私」たちが主役であることを念頭に置き，市民活動家や市民起業家，多く
のニーズを抱えている市民との「つながり」を創造していく活動の場は重要である。
5. これからの｢私｣の課題
「自己実現ができること」
「地域の雇用促進ができること」それらが達成できて「地域を元気にする」
ことができるのではないか。
（ケース）NPO 法人サクシードの場合（2005.11，設立認証）
「安心」「応援」「向上」の三本柱を中心に，赤ちゃんからシルバーまでの世代を超えた学びの場の
提供をコンセプトに活動展開中。
「安心」子育て支援，シッター活動や一時預かり，託児，送迎代行など今日，忙しい子育て中の特
に母親を支援。育児放棄，他人任せとの厳しい意見もあるが，この業務は一人で育児を抱え込んでし
まう母親にターゲットを絞り込んでいる。育児が苦手な母親もいる，働かなければ生活ができない，
働く現場が，子育てサポートをしていない現状だからこそ，この業務の必要性がある。
「応援」岡山県下（中学生対象）引きこもりにより不登校生徒は 500 人近くいる。社会性を身につ
けられる学校生活を送れていない現状で，これから先両親からの保護下に留まり続けることも不可能
である。広域通信制の学校法人との提携により，学習支援活動を行うこととなった。但し，あくまで
学習支援より，社会性を身につけるための居場所づくりがメインとなる。学歴社会の弊害より不登校，
引きこもりを作り出してしまった社会には問題が多い。また，今，ここで対処しておかなければ危惧
されている「ニート」になる可能性は秘めており，経済の破綻から逃げられない。
「向上」学びは，学生の特権ではない。自分自身をたかめることで周囲を活気づけることができる。
ごく当たり前に使用している日本語も，敬語表現や本来の日本語の良さはなくなっている。国際化が
当たり前で，あちらこちらでみる和製英語，なぜか英語表現にすると微妙なニュアンスが伝えられて
しまう。日本の伝承すべき文化を知る必要がある。地域を知るためには，まず「自分から」の基本姿
勢を世代を超えて提供していく。
NPO 法人サクシードの業務内容である。今の問題，そしてこれからの課題は，やはり「資金不足」
である。NPO 法人の場合，賛同してくれる賛助会員の年会費が，運営資金になる。NPO 法人も企業で
ある，当然利益追求しなくてはならない。宣伝・広告にかける資金的余裕がないことが問題である。
また，岡山においては NPO 法人の浸透，認知度がまだまだ低い。また倉敷市においては保健所の全面
バックアップで不登校・引きこもりの児童・生徒に対する情報提供や環境が整われている。岡山市に
は，まだない。地域のよる温度差も大きい。そして，何より肩書きの大きさで，かくも違うものかと
ショックを受けた。今，
「私」にできること，しなくてはならないこと。市民の目を変えるために，大
きな動きをしていこう。卒業論文時に，これからの活動を報告する予定である。

- 67 -

地域創生論文集

第1号

企画書の基本構成について
延原 亀久生
今日，ビジネスマンにかかわらず，企画書作成のテクニックを身につけることは必須課題である。
良いプランを考え，構想化し，その上で相手に明瞭に伝える表現テクニックを習得することが大切で
ある。
入塾後，県外視察研修で訪れた徳島県上勝町，実践体験研修で経験した先進的なコミュニティビジ
ネスの現場では，綿密に計画された「企画書の存在」が事業推進の基本にあり，成功に導くキーポイ
ントになっていたことは言うまでもない。プランニングの基礎を学ぶうち，企画書作成には基本的な
技術があることを知り，この技術を習得すれば，誰でも企画書を書くことができることに気づいた。
今後，各地で活躍されるであろう塾生の皆さんと共に，企画書作成のノウハウについて考えてみたい。
企画書作成のプロセス
企画書作成のスタートは，まずアイディアだが，アイディアだけではよい企画書は作れない。例え
ば商品開発の企画があったとすれば，その商品が投入される市場の状況，ターゲットの動向，企業の
販売戦略における新商品の位置づけや販売目標など，そうした商品開発の背景や効果がきちんとわか
りやすく，相手側（クライアントや上司）が納得できるように論理が構築されてこそ，アイディアは
プランとして成り立つのである。次にプランをきちんと伝えるために書類としてまとめることが必要
である。それがメイキングだ。このように基本プロセスに沿ってプランニングしてゆけば，まとまり
のあるプランをつくれるし，相手に企画意図が伝わるように企画書がまとめられる。
企画書作成のプロセスと手順
※企画書作成の 3 大プロセス
企画書をつくるための手順は次の 3 大プロセスに集約される。
1) アイディア
発想する。
↓
2) プランニング
論理をくみたてる
↓
3) メイキング
書類にまとめる
この一連の流れを図式化したものが上手だ。一般的には，企画書作成のノウハウ，プロセスとい
うとまず，最初にメイキングのことが思い浮かぶ。しかし，プランニングがきちんとできていなけ
れば，結局のところアイディアが生かされないばかりでなく，メイキングの技術もいかせない。
※企画書作成作業の概略
1) 企画書の方向性を決定する（オリエンテーション会議）5W2H
企画の背景（なぜ企画を立てるのか）
企画のねらい（依頼主は何を求め，どんな効果を期待しているか）
提案内容（誰をターゲットにした，何の企画か）
実行予定期間，地域（いつ，どこでの企画か）
予算（いくら使える企画なのか）
以上の前提条件をまとめ，さらに依頼者からの要望などを加味して，企画書製作者は企画テーマを
確認する。
2) 情報を収集する（現状調査）
情報収集・現状収集は企画の方向性を根拠立てるため不可欠なプロセスであると同時に，収集され
た情報は企画の幅を広げるのに役立つ。
3) 情報を分析し，課題を決める。
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企画は依頼者，企業の問題点や取り組むべき課題に対する対応策であり，それを実行することによ
り，ある一定の効果が期待されなくてはならない。その情報から必要なデータを読み取り，企画を
プランとしてストーリーにしてゆく。
現状⇒原因⇒課題⇒課題への対応策⇒その結果得られる効果（依頼者のメリットは何か）
4) アイディアの発想
アイディア発想は時や場所に関係ない。アイディアから始まる企画もあるし，オリエンテーション
会議，情報収集の過程でもアイディアは浮かぶ。しかし，どんな場合でも，アイディアを情報分析
による論理的なストーリーに擦り合せて見ることが必要である。
5) 構想・実施計画
オリエンテーションから構想に至るまでの作業過程をまとめてみる。そうすれば，どこを出発点に，
どのような認識から，どんな目的でこの企画が生まれてきたのかが確認できる。
構想がまとまれば，
「どのようなスタッフ」「スケジュール」「予算」という実施計画書を考える。
※企画書メイキング
企画書づくりのテクニックで一番重要なことは，プランニングの内容をどう企画書としてまとめれ
ばよいのか，つまり企画書の構成の仕方である。伝えるべき企画の概要を思い切って絞り込み，1 ペー
ジに全体をまとめたワークシートの企画書もあれば，企画の背景，内容をすべて網羅した 100 ページ
を超える企画書もあるが，まずは，メイキングの基本型をマスターすることが大切である。以下は企
画書の基本構成である。この流れを記憶することで，1 シートの企画書も，100 ページを超えるような
企画書でも，その基本的な構成内容は変わらない。
導
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ありがとうございました。
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「倉敷市真備地区」の地域創生／序章
尾藤

寿実（倉敷高等学校）

1. はじめに
吉備郡真備町は，昨年 8 月 1 日をもって倉敷市真備町に編入合併された。市町村合併には，主に「編
入合併」方式と「対等合併」方式の二通りがあるが，
「編入合併」はいわば嫁にいくのに似ている。行
政制度を大の市町村に倣うのが大前提である。そこで，編入される側にとって最も懸念されることは，
自分達の地域の個性が消滅するのではないかということだ。決して大袈裟ではなく，一瞬にしてアイ
デンティティを喪失するかの様である。昨日まで空気にさえ帰属していたような安堵感が，雲散霧消
しポカリと空洞ができ実に心淋しくなる。
経過は紆余曲折があった。それは，町民 2 万分の一のたった一人に過ぎない首長のブレの所為であ
った。当初は単独を主張。が，すぐに上層から突かれ，岡山県から指導のあった総社市との対等合併
を渋々模索。それは，前述した既存の地域性・歴史性を第一とする常道であったから，町民の多くが
「まあ，親戚みたいなものだから」で納得に進みかけると，
「たった一人」のブレは，元々総社市長と
反りが会わない上に助役の口も期待薄，かと言って選挙の勝ち目は全くなく急遽離脱し，水面下それ
なりの役職を約束された倉敷市に鞍替えを表明。ここまでくると町民の関心も高まりさすがにゴリ押
しは無理と，格好は説明会など頻繁に開いて倉敷市合併による合併特例事業の利点(絵に描いた餅だが)
だけを宣伝，いざ住民投票となっても自信満々で臨んだのが 1 年半前。しかし，思いもよらぬ反対派
の勝利で顔面蒼白の記者会見・・だったが，即辞職し再度合併の可否を問うと町長選のリターンマッ
チを設定。どうせ対抗馬は出せまいと踏んでのことだったが，反対派(ほんとうは慎重派)も何とか擁立，
慌ててあっちこっちに利権をばらまき結果勝利すると一気に合併へ，という経過である。
この経過からは，更に醜悪が浮かび上がる。いや，許し難い憤怒さえある。もちろん，この経過は
「たった一人」の力では辿れない。業界や地域に巣くう輩の利害関係による後押しが絡んでいる。そ
れを，私たちにはもう放置できないほど，まざまざと見せつけられたのだ。そう言う意味で，実は感
謝している。これを機に，ほんとうに地域のことを考える仲間が誕生した。
さて，冒頭やや下卑に経過を述べたが，真意はその仲間の誕生の動機と目的を理解してもらうため
であることを押さえていただきたい。
2．「act for tomorrow (次世代のために行動せよ)」をかかげ
昨年 9 月 4 日，私たちは倉敷市議会議員増員選挙(合併に伴う真備地区だけの選挙)を戦った。候補者
として擁立したのは，先の町長選に出馬した前町議会議員の原田龍五氏である。他に，合併賛成派か
ら 4 名，町長選では原田氏の応援者だった反対派陣営からも 3 名出馬した。合計 8 名立候補，定員は 2
名であった。結局反対派陣営をまとめることができず，しかも立候補表明が一番遅れ，その数字以上
に厳しい戦いが予想された。私の手帳には，日付 7 月 20 日の欄に「第一回後援会会議，出席 12 名，
勝算はあるのかの声多し」とある。8 月 7 日に選挙事務所をやっと設置。選挙日 2 週間前まで，たった
6 名の仲間でＢ4 のコピー用紙に刷った手作りビラを手にひたすら炎天下を駆けた。これで大丈夫かと
勝敗を気にしないわけではなかったが，候補者を含め何故か快活で爽快だった。
先の町長選後，私が呼びかけてささやかなご苦労さん会をした。声掛けしたのは，原田氏本人，後
援会長だった長老の前町議会議員某氏，他は，私のように自らの意志で町長選に関わった者 5 名であ
る。当然，次の市議増員選の話題となった。もう一度やることを確認した。ただ一つ，私たちが次世
代に遺さなければならないものは何か，それは今を生きる人々の究極のモラルとして，
「次世代に住み
よい生活空間を遺す」ということと結論づけた。政治を含めて全ての営みの指針がそこにあらねばな
らないと考えた。見出しのスローガン「act for tomorrow」は，そのとき既に生まれていた。
8 月 21 日事務所開きには，150 名の人々が集まった。この日以来，運動は一挙に広がった。選挙前
日の総決起集会には，夕餉の一時にもかかわらず 300 名もの人が原田を連呼した。私たちは，勝利を
確信した。投票結果，約 2000 票を集め 2 位で当選を果たした。たった，6 名で始めた全くの手弁当の
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選挙戦だった。
3． 「グローバル(地球的)な視野で，ローカル(地域的)に行動する」＝グローカル
現代の地域創生は，その視野が常に地球的規模であらねばならないと考える。そして，その視野で
この地域では何ができるかと発想しなければならない。
例えば，真備町地域では，小田川の治水である。昭和 59 年，100ｍｍの降水量で小田川は氾濫した。
それ以後，いくらかの補強工事は施してきたが抜本的なものではない。小田川の最後尾の川辺地区が
一番ひどく，堤防の底は砂地だ。一気に突き抜ける可能性は高い。しかし，そのことは高梁川にもう
一本橋を架けるほどには重要視されていない。命を守るグローバルな視野が欠如している例である。
だから，そこに住む私たちが，それを指摘し問題として顕在化させ運動化することが真の地域創生で
あると考えている。
ところが，まだ地域に巣くう輩はしぶとく残存している。真備地区には合併後，市長への諮問機関
として「地域審議会」なるものができた。その長の審議官に収まったのが前町長であり，審議委員も
ほとんど合併賛成に動いた前町議や前述の輩である。当初審議官の月給は 50 万払われる予定だった(す
ぐに内外から批判が出てさすがに半額に減額したが）
。なお，前助役 2 名は社会福祉協会真備支部長と
シルバーセンター支部長に就いた。まだある。旧では，7 地区にあった社会福祉協議会地区支部は併せ
て 5000 万ほどのお金をうまいこと遺したし，任意団体となった今でも「香典は我が支部に」といった
動きで勢力の温存に躍起である。町づくり協議会も同様。細かいことでは，市外郭団体の嘱託役員の
お裾分けに走り回る輩。とにかく，人の金で権力だけは維持したい者たちが手を替え品を替え蠢いて
いる。
この悪いしがらみを駆逐することは大切である。私たちは，昨年来より各町づくり協議会に積極的
に関わり，正当な組織づくりのため戦っている。例えば，会長は互選をやめ各町内会の代表者による
普通選挙にするとか，規約改正や金の出し入れのチェックなど。真っ向論戦し，それを住民に見せる
というパフｵーマンスをやることが大切であり，それが強いては「グローカル」運動の起点と考えてい
る。
4. 地域づくりリーダー原点／慈悲
伊勢物語にこんな段がある。藤原一族の高貴な姫を平(ひら)貴族が略奪し駆け落ちする話だが，当然
追っ手に冷や冷やの時，その姫途中の川縁の草の露を見て「あれはなあに」と問う。当時の高貴な姫
などは全く邸から出さない。よってその問いだが，男はとても感じ入る。こんな非常時にも美を愛で
る心を失わぬことに。高校生の私はこんな女性と出逢いたいと熱望したものだ。これは，平安貴族の
ベストの美点を語っている。やさしさと一口で言うが美意識があってのものだ。極上の美は何よりの
癒しであり，癒しが自ずと心やさしさを涵養する。私は，日本人の手本を平安貴族にみている。その，
所謂上品さは感性の世界であり，その感性を磨く事を何より尊んだ。更に武士道もその系譜にある。
私は，そんな人ならひょいひょいついて行く。
そんな人を幾人か紹介する。まず一人目は，私のご近所にいた人だ。彼は島根から集団就職で名古
屋に出て，後この地に定住した。31 軒の団地をまとめることに力を尽くし，47 歳の若さで逝った。水
島コンビナートの野外の一角で，重機を扱う作業中心臓発作で倒れてそのままだった。作業場は，荒
涼とした産業廃棄物の埋め立て地で一人だった。勿論，一人でなければ助かっていたろう。今まで人
の死でこれほど滅入ったのは後先ない。彼のことで最も印象深いのは，名人芸とも言える気遣いだ。
完璧な情報収集・分析で団地の納涼会だの忘年会だの草野球チーム結成だの等々の，人の乗せ方は心
地よかった。本物の気遣いは滅私が大前提で，常に相手を活かすものである。それは身を任せられる
という最上の安心感を生む。紛れもなくやさしき感性の持ち主であった。
二人目はつい最近のことだ。私は昨年の被爆 60 年広島平和集会に生徒を引率して参加したが，折角
なので原爆資料館にも立ち寄った。そのとき，例の原子雲の写真の前で身じろぎもせず，それでいて
枯れ木のように瓢と立つ古老が気になった。一順して引き返してみるとまだそのままであった。伺う
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と，
「この原子雲を 22 歳の時，九品港の基地で見た」と言う。また，
「私も被爆したが，実は今日はじ
めて平和集会にもここにも来た」とのこと。その理由を尋ねると，一息入れてこんなふうな事を言っ
た。
「来なかったのは，あれを忘れるのが人生だった。来たのは，やっと人のために生きられる気にな
ったから，やっと人間に戻れたから」
。その重さは，滅多にないものだ。やさしさの根源には悲しみが
ある。いや，真の悲しみを知る者のみ真のやさしさを所有できる。不遇を恨むどころか，切望した名
画を死の直前に見ることができたと神に感謝した「フランダースの犬」のネロ，病気を苦に自殺しか
かった弟を幇助し罪に問われたが，命を助けて貰った上二百文頂き畏まる「高瀬舟」の喜助をオーバ
ーラップした。
古語の「あはれ」は，美を言う。戦後日本は強さをもてはやしてきたが，
「悲しみの復権」が必要だ。
私は，日本の歴史の中で最高の地域づくりリ－ダ－は空海だと思っているが，仏教の至言「慈悲」を
基礎とする人格が原点とする根拠である。
5. さいごに
地域づくりは元来公務員の仕事である。
「公僕」とはそういう意味だ。したがって，彼らを抜きに地
域づくりはあり得ない。私たちが同時に原田市議の後援会を併用するのも，それによる。ただ，
「民間
人」も「市民」と言う「公人」を強く認識しなければいけない。いや，最早「地球民」と言う「公人」
を。
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スポーツによる地域コミュニティ
人見

哲夫

1. はじめに
「スポーツは人間が豊かに生活を送る為の大切なソフトの一つである」と考えます。健康維持の為
に必要なことはもとより，スポーツによる「まちづくり」が進めば豊かな地域社会のあり方が見えて
くるように思えるからです。
継続的に，地域の人々が集い，喜びを共有し，コミュニケーションの輪を広げるためには，スポー
ツほど手軽な手段はないと考えます。
2. スポーツ離れと学校の運動部の減少
最近公園で遊ぶ子供の姿が少なくなっています。遊べる環境が少なくなり，地域の大人たちの関心
の低下と合わさるように，情報化社会の中で子供たちは家の中でテレビゲームやパソコンに向かい合
っています。
体力は年々低下しており，子供だけでなく，成人についても週 1 回以上定期的に運動を実施してい
る割合は岡山県では約 38％であり，これには散歩やジョギングなども含まれているそうです。この「ス
ポーツ離れの傾向」は全国的なものとなっています。
日本のスポーツは主に学校運動部活動と企業スポーツにより提供されてきました。しかし，最近の
中学校運動部は少子化の影響などにより，その部活の人数の減少や休部や廃部になるケースが多く見
られます。又，企業についても景気低迷やコスト削減の為にクラブ自体が衰退傾向となっています。
3. 家庭・学校・地域
子供たちが健やかに成長していくのに欠かせない生活基盤として，
「家庭・学校・地域」の 3 つの輪
が必要であると思います。
「近頃の子供は壁に向かって一人でボールを投げている，かつては父親とキャッチボールをした，
昔は親父であったが今は壁が相手」
（中西進，朝日新聞 2005.3）と言われるように家庭内で親子でスポ
ーツや運動を一緒にする機会は減少しています。それどころか，家庭内でも孤立してコミュニケーシ
ョンが不足しつつあるのは，共有する喜びや楽しみ，同じ目標へ向かっての苦労が少なくなっている
からではないでしょうか。
学校ではスポーツ離れと同時に，団体生活で養われる，
「相手の立場にたって考えること」が置き去
りになったり，子供が自由な発想で生き生きと生活し，健全で強靭な身体と精神を培う場所というイ
メージは薄れてきています。
地域社会は悪い事をすれば，本気で叱ってくれる大人もいなくなり，子供の行動にも無関心で見て
見ぬ振りをする。町内の子供会にでも入っていなければ，近所にどんな子供が住んでいるのかも分か
らないし，挨拶すら行なわれないのが現状でないでしょうか。
4. スポーツが地域を結びつける
私が仕事以外で地域と関わっているものといえば，子供のスポーツを通じてであります。
子供は小学校からスポーツ少年団やスポーツクラブに所属しており，定期的に練習や大会などの活
動を行なってきました。子供たちは先輩後輩の中で上下関係を自然と学び，卒団した後もどこかであ
えば，挨拶を交わし，町内や学区の枠を越えての交流も出来るようになっています。
子供にスポーツさせているのは，子供と接する時間は小学校～中学校ぐらいまでであると感じてお
り，その間だけでも子供と家族全員で過ごせる時間を出来るだけ長く持ちたいと考えたからでありま
す。
そのスポーツクラブでは毎年，岩国の米軍基地の子供達との宿泊や交流会あったり，障害者団体の
子供ともスポーツを行なったりと子供の交流促進とコミュニケーションの輪を広げております。
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子供だけでなく，他の父兄との親睦から地域のスポーツ文化を育てる必要性を話し合っております。
それは指導を受けた子供が「自分が生まれたまちが好きである」と言えるまちづくりをスポーツを通
じて行ない，また地域に戻ってきて次の世代の地域に貢献して欲しいと思います。
お互いに子供に対しても関心が深くなり，ケガをした時など，他の人が心配して声を掛けてくれま
す。子供は知らないうちに相手の立場や他の人に心配をかけてはいけないと感じる。自分だけの社会
でなく，多くの人と繋がっていると自然に感じております。こういった交流により，子供の非行も少
なくなるのではないでしょうか。
スポーツを通じての地域づくりでは社会的な効果が重要であります，人材育成や地域コミュニティ
の促進と同時に自分がこのまちで育ち，その地域やその人々を愛する気持ちが生まれて欲しいと思い
ます。
5. ヨーロッパにおける地域スポーツクラブの在り方
ヨーロッパ諸国では，より多くの国民が，日常生活の中にスポーツを取り入れ，楽しんでいます。
特にドイツではそれぞれの地域コミュニティの中にある総合型地域スポーツクラブで，生涯にわたっ
てスポーツに親しむ事が出来ると聞きました。全国にスポーツクラブが何万とあり，お年寄りから子
供まで家族みんなで入っていて，地域全体でクラブを支えている。
フランスでは村対抗のラグビー大会があり，老人から子供までが一緒になってスポーツをしている。
そして試合が終われば，会食しながらお互いにコミュニケーションを深めていく，地域一体のお祭り
であり，自ずと地域アイデンティティも形づくられる。そこでは日本に見られるような，若者と中高
年，老人がお互いに話もしないというジェネレーションギャップもないそうであります。
これらのクラブは行政，学校，企業など社会全体から様々な支援を受け，あらゆるレベルでの協力
関係を築いており，スポーツマネージメントの専門家がいて，全体の共同システムを稼動させる上で
重要な役割をしていると聞いています。
6. 総合型地域スポーツクラブ
日本ではどうでしょうか，地域社会に根ざし，市民が主体となって地域のスポーツ活動を運営する
新たな仕組みが必要です。岡山県では岡山県広域スポーツセンターが中核となり，広域市町村圏内の
総合型地域スポーツクラブの設立や運営，活動とともに圏内におけるスポーツ活動全般をサポートす
る組織があります。すなわち，スポーツを通して地域住民のよきアドバイザーとなり，街を活性化す
る役割を持っているのです。
生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現し，子供からお年寄りまで元気あふれる地域を取り戻す
為に地域の特色を生かした「総合型地域スポーツクラブ」をつくる。総合型とは「種目の多様性」
「世
代や年齢の多様性」
「技術レベルの多様性」であり，地域住民が気軽に楽しめる活動といえるでしょう。
この総合型地域スポーツクラブでは，このようなことも実現できると考えているそうです。
・ メディカルチェックを受け，自分の体力や健康状態にあったスポーツを楽しむ。
・ 体力や技術レベルに応じていろんなスポーツにチャレンジ出来て，クラブに行くのが楽しい。
・ コミュニケーションスペースがあり，世代を越えて交流を深めることができる。
・ 学校運動部活動との連携などにより，子供たちのスポーツ環境を一層充実させる事が出来る。
・ 一人ひとりにあったプログラムを組み障害のある方，子供や高齢者もスポーツが楽しめる。
・ 連帯感と地域社会の活性化につながり，まちが明るく元気になる，地域文化への貢献もある。
岡山県内では H17 年 12 月現在「総合型地域スポーツクラブ」は 18 クラブあります。現状その活動
を知らない人やクラブの数はまだまだ少なく，中学校区エリアに 1 つあるのが理想であると言われて
いる中で，場所が遠くて気軽に参加できない地域が多いといえるでしょう。
又，クラブにより活動種目が多様化されているのですが，近くのクラブでも自分のやりたい種目の
スポーツがない場合もあります。
全国の各市町村に少なくとも一つの総合型地域スポーツクラブを育成することを実現し，クラブ間
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での交流が行なわれ，地域文化への貢献まで期待しています。
7. 生涯スポーツ社会
健康で人生をおくるためにも，それぞれの年齢や体力，目的に応じてスポーツに親しむことができ，
日々の暮らしの一つになっていることが理想であります。
スポーツをする機会は社会人，特にお年寄りになればめっきり減少してきます，急に思い立って始
めることが出来る環境の一つとして，誰もがその人の体力や能力に合わせてスポーツに汗するクラブ
が地域にあれば，どんなに心強いでしょうか。
私は子供のスポーツを通じて，多くの地域の人との交流によって，一緒になって喜びや悲しみと感
動を共有し「こころの健康」を分かち合っているように感じています。
スポーツを通じて養った精神が連帯意識やまちを愛する心をつくり，スポーツ以外の地域のグルー
プや団体とのつながりを持ち，地域のネットワークの輪に入り込むこととなる。
次の世代の子供たちに，私たちが出来る次代への種まきとして今しなければいけないこと，その一
つが生涯スポーツ社会の実現であると考えます。
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「岡山カルチャーゾーンにおけるエリアコミュニティの充実」
福田

祐一郎（両備バス㈱）

1. 岡山カルチャーゾーン連絡協議会
2005 年 9 月，旧日本銀行岡山支店は重厚で美しいその姿を残したまま，文化・芸術の創造拠点「ル
ネスホール」としてオープンした。この周辺は岡山城や後楽園などを中心とした岡山カルチャーゾー
ンの一角である。ルネスホールもカルチャーゾーンの新たな仲間となった。
岡山城や後楽園を中心に文化・芸術施設が集中するこの地域で，文化施設相互の連携を通じた地域
振興を目的に，20 年前の 1985 年に発足したのが「岡山カルチャーゾーン連絡協議会」である。現在，
この協議会に参加しているのは 11 施設で，前述以外には，県立博物館，県立美術館，市立オリエント
美術館，夢二郷土美術館，県立図書館，林原美術館，岡山シンフォニーホール，天神山文化プラザが
ある。施設間の連携も密で，カルチャーゾーンのパンフレットやホームページ，地図なども作成され，
情報発信を続けている。
2. 岡山カルチャーゾーンの魅力
協議会参加施設の概要は様々だが，一つ一つの施設が魅力的で個性に満ち，内容も充実している。
『岡
山後楽園』は周知のとおり日本三名園の一つで池田綱政候の命により津田永忠が造営した大名庭園で
ある。
（山陽新聞社出版局，1991） 『夢二郷土美術館』は，大正浪漫の時代に活躍した詩画人で郷土
出身の竹久夢二の作品を展示する日本有数の美術館だ。
岡山商工会議所が観光振興や中心市街地活性化事業の参考とするため，2000 年 1 月に行ったアンケ
ート調査の結果がある。それによれば，県外者の友人に案内する岡山県内の施設として，1 位に後楽園，
5 位に岡山城が入っている。岡山市内に絞ると，1 位後楽園，2 位岡山城，6 位 7 位 10 位がそれぞれ県
立美術館，夢二郷土美術館，岡山シンフォニーホールとなっている。また，自身の市内観光施設の評
価では，後楽園，県立美術館，岡山城，市立オリエント美術館が上位を占めている。
つまりカルチャーゾーンのそれぞれの施設は，単体（点）としての認知度や評価は非常に高いこと
が伺える。これら岡山の財産である文化・芸術拠点が，さらに魅力を高め県内外の多くの人からより
一層親しまれるエリア（面）として充実すれば，新しい“岡山の顔”になると確信している。
3. 「点」から「面」へ
それぞれの施設が特徴的で魅力が多いため，各施設「点」に興味のある来訪者はカルチャーゾーン
の情報を施設の情報として収集している。しかし，エリア「面」のファンをつくるまでには至ってい
ないと感じる。
「面」としてのファンが増えない理由として，来訪者への情報発信が不足しているから
ではないだろうか。
例えば，協議会作成の周辺地図は，施設の場所と駐車場，食事処や銀行，バス停留所の位置が掲載
されている。しかし，これは目的地に行くための手段を伝える情報にしか過ぎない。
「面」としてのフ
ァンを増やすためには，「歩く」ことを目的とした地図づくりをすべきであろう。
この目的で情報発信を考えると，存在する店の取扱商品の紹介やトイレの場所，景色のよい場所な
ど，より細かな情報を提供する必要がある。ホームページも各施設の紹介に留まらず，蓬莱橋からの
旭川の流れや桜並木の写真など季節感のある風景を掲載したり，おみやげ物の人気商品を紹介すれば，
エリア内の散策場所が提供出来て来訪者がのんびりと歩く時間も増えるのではないだろうか。
また，エリア内の歴史的背景を発信するのも散策するには楽しい情報だ。天神山は，天満天神が奉
られていたのでこの名がつき，江戸期には鴨方池田家の屋敷も置かれていた。終戦前には岡山県庁が
あったと知れば，天神山文化プラザにぶらりと立ち寄って，当時に思いを寄せることもできる。
（岡山
市地名研究会，1991） その他，エリアの碑や像なども紹介すれば，その土地にまつわる歴史を学べ，
思いを馳せることも出来るだろう。しかもこのエリアは，近世においては岡山城の城内から城下にか
けての場所で，数多くの遺構も点在している。
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さらにこのエリアには，魅力的なまちがたくさんある。その中で，後楽園の玄関口として栄えた出
石町は，戦災からも免れレトロな雰囲気を今に伝えている。その魅力を伝えていこうと結成されたま
ちづくり組織「出石をどねぇんかする会」は，活動の一環でイラストマップ「出石ぶらり旅」を作成
している。この地図には，地元の人ならではの細かな情報も紹介して散策しやすい構成となっている。
4. 「面」をつくるエリアコミュニティ
2005 年 11 月 13 日，岡山カルチャーゾーン連絡協議会 20 周年記念フォーラムが開催された。私も，
「まちづくりにおける文化施設の役割と今後のあり方」と題されたこのフォーラムに参加した。大原
謙一郎氏の基調講演の後，小嶋光信氏，熊倉功夫氏，谷一尚氏，徳田恭子氏によるパネルディスカッ
ションがあり活発な意見交換が行われた。その中で，まちづくりに詳しく市民代表として参加してい
た徳田恭子氏が「市民と一緒に考える協議会にして欲しい」と言われた。
私もこのカルチャーゾーンをより一層充実させるには，市民の声を取り入れることが必要だと感じ
ている。地域と施設の組織が更なるネットワークを結び，エリア内のコミュニティを充実するべきで
ある。地域と施設が連携して活動すれば，人と人との繋がりが絆となり活力が生まれてくる。それが
地域の一体感を生み，ソフト面の充実が図れ来訪者や地域の人々が満足できるエリアとなっていく。
「点」としての施設は非常に素晴らしいのもがある。しかし，エリアとしての魅力を発揮するために
は「点」から「面」へと広げていくことが重要となってくる。施設の集合体ではなく，エリアとして
のプロモーションが不可欠なのである。
更に来訪者がより楽しく心の充実を求めてこのエリアを訪れるためには，施設と地域の連携だけで
は解決できない問題もある。その一つが，歩道の問題だ。これは，フォーラムの中でパネラーも発言
しておられたが，安全で歩きやすい歩道がカルチャーゾーン内すべてで確保されていない。歩道が狭
く来訪者が危険を感じたら，決して歩いて散策しようとは考えない。そういった意味でも市民と行政
も含めたネットワークが必要不可欠で，エリアとしての一体感を創出することが急がれる。
5. 「面」としてのプロモーション
北海道の冬の観光は，札幌の雪祭りとスキーだけで，集客力のあるものはあまりなかった。しかし
近年，釧路，紋別，斜里などの道東地域において，寒いところならではのイベントが開催されている。
「流氷まつり」というそのイベントは地域の人たちにとっては当然だった流氷や寒い地域独自のもの
をテーマに，それぞれの地域が工夫を凝らし，約 1 ヶ月間開催され多くの来訪者で賑わっている。エ
リアとしての一体感が伺える事例である。
岡山カルチャーゾーンも今後，施設と地域そして行政とも一体となってコミュニティを充実すれば，
来訪者のための新たな企画も生まれ，
「いつでもどこでも何かが楽しめる」スポットとして文化や芸術
そして生活や歴史・自然に触れるすばらしいエリアとなり，“岡山の顔”になっていくのではないだろ
うか。
例えば，これからの季節，旭川の土手沿いには桜が咲き誇り，エリア一帯には多くの来訪者が集ま
る。それに合わせたイベントとしてカルチャーゾーン全体で「桜」をテーマにしたエリア企画展を開
催してはどうか。カルチャーゾーンの魅力を PR するには格好の時期で，プロモーション効果も大きい
と考える。全施設が同じ「桜」をテーマに企画展を催す。それぞれが魅力的で特徴がある施設だけに，
個性的で非常に面白いものになるのではないか。また，エリア全体でも「桜」をテーマに彩りを加え
る。飲食店・雑貨店・お土産物店・そして民家までもが，それぞれ工夫を凝らしテーマを取り入れる。
イメージとしては勝山のお雛祭りのようにエリア全体で取り組んでいく。
（岡山観光連盟，2003） 定
着すれば，県内はもとより，県外からの来訪者も見込まれ，観光振興面においてもプラスの成果を生
むだろう。
また，市内の商業地域にも歩いて行ける距離にあることから，ネットワークを構築すればショッピ
ングとカルチャーゾーンを結ぶ散策コースが提案でき，相互連携が深まることにより，エリアの魅力
もさらに拡大する。
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6. まとめ
カルチャーゾーンの各施設は「点」としての認知度や評価は非常に高い。これを「面」にしていく
ことが重要で，それを成し遂げるためにはエリアコミュニティの充実が絶対条件となってくる。エリ
ア全体が連携し，人と人とがネットワークを結ぶことで活力が生まれる。その活力が来訪者へのおも
てなしを「面」として進めていける。そうすると，カルチャーゾーンは岡山の文化・芸術拠点として
の役割を果たし，歩いて散策できるエリア特性を活かしたまちづくりが可能となる。その時岡山カル
チャーゾーンは地域を代表する“岡山の顔”となるだろう。
岡山カルチャーゾーンにおけるエリアコミュニティの充実は，結果として地域振興や観光振興に至
るが，その根底を支えているのは地域，文化，自然などが一体となり生まれる地域連携や地域創生な
どの『連』の精神なのではないだろうか。
参考文献・資料等
山陽新聞社出版局．(1991)．『山陽新聞サンブック後楽園』
．山陽新聞社
岡山市地名研究会．(1991)．『岡山市の地名』
．岡山市
社団法人岡山観光連盟．(2003)．『まるわかり岡山』
．吉備人出版
岡山県史編纂委員会．(1984)．『岡山県史第六巻近世Ⅰ』．山陽新聞社
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地域住民としてみた地域の現状と課題
福高

正吾（大阪書籍株式会社）

1. はじめに
地域には様々な人々が暮らしています。現在の日本では生まれた地域で生涯を過ごす方は少ないの
ではないでしょうか。むしろ，仕事や家庭の事情に合わせて地域を移り住むことが多いと思います。
地域には何代も前の代から住まれている人たちや，新しく住まれることになった人たち，また外国
から働きに来られた人たちなど様々な人々が生活しています。地域とはそれらの人々によって成り立
っているともいえます。私は新しく地域に移り住んでいる人間です。今回，地域に住む一人として身
近な視点から「地域の現状」「地域の課題」ついて考えてみました。
2. 住んでいる地域に関して
平成 18 年現在，倉敷市児島地区にアパートを借りて住んでいます。場所は，瀬戸大橋の本州側，児
島坂出ルートの｢児島｣で倉敷市の南東部に位置します。瀬戸内海に面した海沿いにある町で瀬戸大橋
が通ることから本州と四国の玄関口でもあります。繊維工業が盛んな地域で学生服，畳縁の日本最大
の生産地であり，ジーンズなどが有名です。また，海が近いことから新鮮な魚介類が豊富で特に下津
井のたこ料理が名物です。気候はきわめて温暖で雨が少ない地域です。
3. 地域での生活に関して
歩いて数分の範囲に郵便局，交番，病院，コンビニエンスストア（セブンイレブン ファミリーマ
ート）
，県立高校，短期大学があります。生活用品を買う場合には車で 15 分以内の範囲にスーパーが 3
軒あります。特に食料品を購入する場合に利用しています。徒歩約 10 分に公園があり，子どもをつれ
てたまに遊びに行きます。休日に訪れると同年代のお子さんを連れた方が何名か来られていることが
あります。子どもにとっても親にとっても地域のコミュニケーションの場になっています。
交通の便については，岡山県開催平成 17 年度国民体育大会にあわせて道路交通網の整備が各地で行
われました。倉敷市中心街に向かっては新しくトンネルが通り，車で移動する時間が若干短縮されま
した。また，信号機が発光ダイオードを使った最新のものが使用され，明るく，見やすくなりました。
高速道路が完備されていて，特に四国方面へ向かうには大変便利です。
公共の乗り物を利用する場合には，バス停までは徒歩で 5 分。JR 瀬戸大橋線の駅までは徒歩で 20
分程度かかります。岡山市中心街，倉敷市中心街へ移動する際に利用することが多いです。
岡山市中心街へは駅から電車で移動時間は 30 分程度，倉敷市中心街へ移動する場合には岡山駅で山
陽本線への乗り換えが必要になり，移動時間は一時間程度かかります。バスを利用した場合にも時間
的には 1 時間程度かかりますが運賃は電車に比べて安くなります。倉敷中心街に向かう場合，公共の
乗り物を使用した場合，距離は近いけれども，移動時間が長くかかることに若干不便さを感じます。
倉敷中心街へのアクセス方法として電車を使用しやすければさらに地域での生活満足度は高くなり
ますが，こちらに住んで 5 年，特に生活面で不便を感じたことはありません。ただ，車をもたれてい
ない方たちが生活をされる場合の満足度はどうでしょうか。バスや電車など公共の乗り物を使っての
移動は本数などを考えると不便を感じる方は少なくないかもしれません。
4. 地域の人々との交流に関して
地域の交流に関して私自身，同じアパート内でお互いの子供たちを通して付き合いや，公園での親
子連れに少し話しかけるぐらいで交流は大変少ないのが現状です。特に，以前からこの地域に住まれ
ている人々との交流がほとんどなく，ごみ出しの日の朝に挨拶を交わすぐらいのお付き合いしかあり
ません。
また，この地域には外国の方が多数生活されているようです。児島の工場で働かれているのでしょ
うか。スーパーでよく買い物をされているのを見かけますが，話されている言葉から中国系の方が多
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いように見受けられます。もしかしたら，地域での交流として何か取り組んでおられるのかもしれな
いのですが，この方たちとの交流も個人としては今のところありません。今まで家族と地域住民の接
点などについては考えたこともなかったのですが，連塾で学んだことにより，交流をもっと深めてい
くことがとても大切だと思いました。地域に住む様々な人々とコミュニケーションをふやしていきた
いと思います。
以前から住まれている人々，違う地域から移られて新しく住まれている人々，外国から来られてい
る人々など，差別化するわけではありませんが，それぞれの地域住民が何らかの形で交流を持ち，地
域についての意見，知恵を出し合えばさらに地域の力は向上されると思います。 そういった交流の
場について調べ，積極的に参加したいと思います。
5. 地域の安全 安心に関して（災害 犯罪 公害対策）
災害対策については，アパートから歩いて 3 分ほどの場所に消防団の詰め所があり台風時など，大
雨や暴風などで警報が発表された場合には詰め所のスピーカーから放送で情報を提供してくださいま
す。また，冬，空気が乾燥する時期には，詰め所からの放送で火の用心の呼びかけなどをしてくれて
います。
地震，津波，洪水などの防災訓練など，地域をさらに巻き込んでの実施をされれば今以上の防災意
識の強い地域になると思います。
犯罪対策については，地域で｢パトロール中｣｢子ども 110 番｣などのステッカーを貼った車をよく見
かけます。小学生の登下校時には保護者の方が道路に立って下さっているなど犯罪防止に地域の方が
多く参加して下さっています。
地域住民がお互いの顔を分からない場合，不審者がいたとしても気づきにくいという問題がありま
す。地域住民のコミュニケーション力がもっと高まれば，より犯罪のおこりにくい地域になると思い
ます。
公害対策については，水島工業地帯が近いこと，近年アスベストの被害が著しいことなどから関心
は持っているものの地域への情報提供はどのようにされているのかさえ私自身知識がありませんでし
た。今後調査しなければならない課題であります。
7. 地域の教育に関して
児島地域には幼稚園が 12 園。小学校が 13 校。中学校が 5 校。県立高等学校 3 校，市立高等学校が 2
校あります。倉敷地区の小学校では平成 19 年度から英語が必修となります。
公教育と地域の関わりの一例として琴浦中学校では琴浦中学校地区子育てプラン推進委員会を設け
｢琴浦中学校区子育てプラン｣として幼稚園，小学校，地域との連携を図り推進しています。一部紹介
します。
「平成 17 年度 琴浦中学校地区子育てプラン（改訂版）」より参照。
琴浦中学校地区子育てプラン推進委員会
「スローガン」
○琴浦中学校区の子どもたちを｢元気で明るい子ども｣に育てよう。
○0 歳から 15 歳まで発達段階（子育てのみちしるべ）に応じた子育てをしよう。
○教職員･保護者･地域の方々が真の連携をして，子育てをしよう。
○親として，大人として子育ての喜びを感じ，共に成長しよう。
「子育ての道しるべ」
0 歳～6 歳（乳幼児）
○基本的な生活習慣づくり ・あいさつができる・生活のリズムがわかり行動できる。
・｢早寝，早起き
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をする。｣｢三度の食事をする。｣・自分のできる手伝いや片付けをする。
○よりよい人間関係づくり ・親子でふれあい，一緒に遊ぶ。・して良いこと，悪いことがわかり，が
まんができる。･自分の思いを言葉で伝えたり，人の話を聞いたりできる。･人にやさしくしたり，
思いやりの気持ちを持ったりすることができる。
6 歳～12 歳（小学校）
○基本的な生活習慣づくり ・自然にあいさつができる。･時間を守ることができる。･家族の一員とし
て手伝いができる。
○より良い人間関係づくり ・家族と一緒に話をすることができる。･自分のよさや友達のよさに気付
くことができる。・生命を大切にすることができる。
12 歳～15 歳（中学生）
○基本的な生活習慣づくり ・自分からすすんで元気に気持ちよくあいさつができる。･時間の配分を
考えて行動することができる。
・学校や家庭で自分の分担や役割を考え，責任を果たすことができる。
○より良い人間関係づくり ・学校や家庭で今の生活や将来のことについて話し合うことができる。･
感謝や思いやりの気持ちをもって，周囲の人を大切にできる。･生命の尊さを理解し，かけがえのな
い自分や他人の生命を大切にできる。
上記スローガンのもとに・教職員・保護者・地域が連携し子育てに取り組まれています。
琴浦中学校の事例などを参考に，地域の子育てに関して，安全パトロールや挨拶運動，部活動の支
援，応援など，できることから参加していきたいと思います。
8. まとめ
豊かな地域とはそこに住むすべての人々が暮らしやすい地域であると思います。そのためにも地域
に住む人々がもっと交流を深め意見を出し合える，
「顔の見える地域づくり」が必要ではないでしょう
か。たしかに，人間関係が希薄でなかなか交流を持ちにくいのが現在の実情ではあります。これは自
説ですが，日本では近年，
「個性」や｢自由｣を大事にするあまり帰属意識が乏しくなったことが人間関
係の希薄化を招く要因になっているのではないかと思います。
この人間関係の希薄化により地域全体としての，地域住民みんなの声や想いが地域に反映されにく
くなっているのではないでしょうか。
点と点はばらばらですが，点と点をつなげば線になります。線と線がつながれば面になります。人
間が作る和はとても大きなの力を生み出すのです。
今後の私の目標として次のことを実践したいと思います。
「地域住民との交流を図る。」具体的手段として
1. 積極的にあいさつをする。
2. 地域の祭りなど催し物に参加する。
3.地域の教育，スポーツに参加する。
参考文献や統計データ，他者から見た考えもなく，裏付けも根拠も乏しい私個人の勝手な思いつき
の意見ですが，地域の力を向上するために，まずそこに暮らす人間として何ができるのか考えてみま
した。
最後に，連塾の連は連なると言う字を使われています。人と人の連なりが大きな力をおこす。この
連なりが，地域を熱く揺り動かし，そのうねりが日本のすばらしい未来へつながっていることを確信
しています。

- 81 -

地域創生論文集

第1号

「住み続けたい児島」の実現に向けて
藤井

清治

1. はじめに
児島地区（人口約 8 万人）は，倉敷市の南東部に位置し，鷲羽山や王子ガ岳等の名勝に代表される
風光明媚な瀬戸内海国立公園の中心を占めており，古くは海上交通で栄え，現在は瀬戸大橋の本州側
で鉄道や高速道路が走る交通の要衝となっている。そのほか，熊野神社や五流尊龍院等の歴史・文化
遺産にも恵まれている。また，瀬戸内の魚が豊富で，特に下津井のタコ料理は名物となり，観光に力
を入れている。
ものづくりも盛んで，古くから塩づくりや繊維を中心にした地場産業が発達し，今日に至っている。
出荷高日本一の学生服，畳縁はもとより，ジーンズ，ユニフォーム，カジュアルウエアー，染色加工，
細幅織物等は顕著である。また，繊維をアピールする大即売場をメインに開催している「せんい児島
瀬戸大橋まつり」には，中四国や京阪神からも買い物客があり，2 日間に十数万の人で賑わっており，
「児島国際トライアスロン大会」とともに，ファッションタウン児島を全国に情報発信している。
2. 児島地区の活性化
今，児島は燃えている。「好きです児島」「みんなでつくる私たちのまち児島」をスローガンにファ
ッションタウン構想を推進している。
この構想は，私たちみんなが，
「ものづくり・まちづくり・くらしづくり」を一体的に進め，その過
程を通じて，
「ひとづくり」まで視野におさめた地域活性化をめざしている。
3. 児島の地域計画の考え方
児島地区の歴史・文化・風土・自然・産業等の地域特性を受け継ぎ，新しい時代に対応した知恵と
工夫を取り入れて，21 世紀の児島を創造するため，
「伝承，創造，共生」を掲げている。
＊伝承とは，歴史・文化・風土・自然・産業等の資源を生かし後生に伝えるとともに，これからの
まちづくりに生かすことである。
＊創造とは，住民や地域の自発性に基づき「もの，まち，くらしづくり」を進め，新しいまちづく
りを実現することである。
＊共生とは，人，地域，自然や環境等すべてのものと調和を図り，互いに認め合い支え合いながら，
住民行政がともにまちづくりに取り組んでいくことである。
4. 住民主体による地域計画づくりの流れ
【 課
題 】 日常生活に密接に関連した課題をもち，計画づくりがチャレンジに値する活
動であること。
【 動 機 づ け 】 住民自身が地域（地域を調査し，現状を把握し，地域の意向を重視）をよく
知り，地域から学ぶこと。
【 調 査 ・ 診 断 】 住民，行政が協働して調査・診断を実施すること。
【 計 画 の 総 合 性 】 地区の計画の内容は，総合的なものとなっていること。
一つの課題を扱った場合も，全体として見直すことが必要である。
【 住 民 の 討 議 】 計画づくりの根幹は，住民の討議にあること。（方策について，自分達が考
え，論議し，決定する。）実行委員会を立ち上げること。
【実施主体の明確化】 住民，行政のそれぞれの役割分担を明確にしておくこと。
【計画の実施・評価】 検討段階から，計画即実施の精神で，出来そうなものがあれば，計画中でも
実施する。実施後，新しい意見が再びフィードバックされ必要があれば，計
画や事業の見直しを随時何度でも行うこと。
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5. 実践活動に携わってみて
この児島で，我々のつくる“もの”，我々の住んでいる“まち”，我々の生活している“くらし”
を本当に考えて行動すべく時が，今だと実感した。活動していく内に，
「何か出来そうだ」という思い
から「何かやれる」
，そして，今は「このまちはよくなる」という確信に近づいたのが，現在の感想で
ある。メンバーが集い，語らい，討議し，提案する。この繰り返しを重ねてきたのである。
より多くの人が参加し，熱き思いを語り，プランとしてまとめ上げ，実行に移す。私たちの“もの”，“ま
ち”，“くらし”を自らの手で変えていく，これは本当にすばらしいことである。
【実行プランをめざして】
■ものづくり（地場産業を軸にしたすべての産業振興）
○オンリーワン企業が，協力・連携することにより，世界に通用する地域
○産業資源，瀬戸内の天然資源等を生かした「児島ブランド発信都市」
○ライフスタイルの変化や交通網の発達に伴い，体験型観光産業の振興
○地域住民・学校と積極的な交流が必要なため，製造工場の公開，地域との交流を促進する「オー
プンファクトリー」の設置
○環境に配慮した企業活動（資源循環型の新しいリサイクル社会の構築）
○あらゆる年齢，性別，体格，障害の度合いにかかわらず，誰もが利用できる製品・環境を創造し
かも，低コストで美しいこと。（ユニバーサルデザイン）
■まちづくり（誇りある地域の創造）
○個性豊かで明るく元気よく，誇りを持って，きらり輝くまち（海，ウォーターフロントのまち）
○郷土愛あるまち
自分のまちがどれだけ素晴らしいか，そのまちをどう育てるか，ここに暮らす人はどのような思
いで豊かさが実感できるのか，という意識改革
○ひとにやさしいまち（安心，安全）
福祉の充実（子供，老人，障害者を含むすべての人が利用できる環境をつくる。＜ユニバーサル
デザイン，五感にやさしいまち＞），日常生活の安全確保，防災対策の充実
○ひとのふれあうまち（明るい，楽しい，元気）
住民どうしのつながりがある活気あるまち，心の通うまち
○個性のあるまち（誇り）
まちの特性（地域独自の歴史，文化，風土等）が生かされているまち，特徴あるまち
■くらしづくり（地域生活者のより豊かな生活の実現）
○豊かな海，山に囲まれた自然を生かし，児島を訪れる観光客はもちろん，地域住民にとっても住み
易く，安心して心豊かに暮らせる環境づくり
○少子高齢化の長寿社会では，住民一人ひとりがどう対応していくかを提案し，自分で生き方を選択
していく時代であり，地域の中でどう行動していけばよいのかを見直していくチャンスを与えら
れた変革の時代である。
○子供たちに夢を与える方策を持ち，地域全体で子供の悩みを考えることのできる地域でなければ，
よい人材や地域への誇りは育たない。
6. 素晴らしいリーダーをめざして
「地域づくり」は「ひとづくり」。「ひとづくり」は「自分づくり」からと考え，自らの意識改革な
くして，地域づくりや活性化はできない。この思いを少しでも，家庭・地域の人と人の輪の中に広げ
ていきたい。
【リーダーの要件】
たえず問題意識を持ち，総合的に物事が正しく判断できること。
地域住民の目標より高い水準の目線から，全体を見ることができること。
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問題解決能力，先見性，企画力，行動力，創造力，情熱，精神力，意志力，
国際感覚を有していること。
7. おわりに
実践と学習が直結することの大切さや，実践することによって体験し，体験することによって学ぶ
ことがたくさんあり，正しい価値観を知ることで，優れた情報を自分の中でどう生かすかが重要であ
る。人は一人では生きていけない。人との出会いを大切にし，明るさ・楽しさ・元気・知識をもらい，
感性を豊かにしながら自分をつくり，地域に少しでも役立つ人になりたいと考えている。
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便器に学ぶ地域創生
藤井 裕也（岡山大学）
私は「掃除」を地域創生の実践例として報告する。私が掃除を取り上げたのは，掃除を実践するこ
とによって，「学校が変わった」「人が変わった」という話を聞いたからである。私は，掃除を怠けて
しまう日もあったが，志を同じくする友と大学に行く日は，大学の便所掃除をすることにした。その
間に「岡山掃除に学ぶ会」の人々に出会うこともでき，たくさんのことを学ぶことが出来た。結果と
して，掃除は地域創生には極めて効果的であることが分かった。便所は，人々の心を映すものである。
今，便所は「休息の場」として近年見直されてきてはいるが，4K「汚い，暗い，怖い，臭い」と言わ
れ，忌み嫌われる傾向がある。汚い便所が増えているということは，使う人の公共心，道徳心の低下，
後に使う人のことを考えない自己中心者が増加しているということである。便所の汚さは，現代社会
に目に見える形となって表面化している。青少年の犯罪の増加，児童虐待，官僚の汚職等々。汚くて，
使う気になれない便所は沢山ある。もっとも怖いのは，我々が汚れていることに狎れてしまったとい
うことである。しかし，日本国中，誰でも 1 日に 1 回は必ず行く生活の場がこの有様で果たして良い
のだろうか。トイレは人と人との気持ちが交流する場であるべきである。便所を使う人々が便器を見
て，便所を掃除してくれた人の思いを感じ，感謝の念が飛び交い，便所に入るたびに感動できる便所
に変えたいのである。同時にたくさんの人にトイレ掃除を実践していただき，心を磨き，ひとりひと
りが心から人間的に成長することで，地域ひいては国を根っから変えていけると思うのである。トイ
レの問題は人の心の問題であるとして，それに取り組んでいる団体がある。イエローハットの創始者
である鍵山氏が相談役である「日本を美しくする会」である。会は傘下に「掃除に学ぶ会」があり，
氏の掃除哲学に賛同する人々によって支えられている。人の心の荒みを無くそうとして，ひとりで始
めた掃除が日本全国へ，さらには 世界へと広がりをみせている。鍵山氏のトイレ掃除をする理由は，
トイレ掃除を通して，1，謙虚な人になれる。2，気づく人になれる 3，感動の心を育む 4，感謝の
心が芽生える 5，心を磨く(鍵山,2005) というものである。私は，仲間と共に掃除に学びたいと思い，
掃除の会に参加させて貰った。参加して，私はトイレ掃除をすることの喜びをしり，トイレ掃除の意
義を更に深く認識するようになった。掃除の会では進められるがまま素手素足で掃除を行い，ひとつ
の便器を数十分かけてピカピカにさせてもらった。終えた後のなんとも言えないような爽快感は忘れ
られない。
「ピカピカにしたトイレを見て,友達が掃除したことにきづいてくれたらいいなぁ。」
「掃除が
たのしかった。家でもしたい。
」
「見えないところをきれいにするのがたいせつだとおもった。
」等，掃
除の会に参加した小学生の声は，トイレ掃除による人としての成長を示している。掃除が地域をよく
するためにいかに重要な役割を果たすかということを以下に実例としてあげると，学校が変わった例
としては，安西高校の例が挙げられる。安西高校は，掃除により校風が劇的に変わり，7 年ぶりに体育
祭が開催された例である。掃除を実践するまでの安西高校は，野球部が活動する以外のグラウンド一
面が草茫々であり,校内はいたるところにゴミが散乱し，トイレもかなり汚れていた。生徒の服装はル
ーズで，授業中には平気で立ち歩き，入学した生徒の半分が退学しているという現状だった。そのよ
うな中で,「広島掃除に学ぶ会」と出会い,当時安西高校の教論であった山廣康子先生が掃除を 1 人で始
められ,年に 3 回の「掃除の会」開催し，生徒，職員，保護者が一体となって,学校の清掃をした。する
と，校内が急速にきれいになり校風が変わり，服装の乱れもなくなり，問題行動も激減し，7 年ぶりに
体育祭が開催されるに至った。地域の治安が良くなったという例として広島県警の例が挙げられる。
広島県警が「減らそう犯罪」のスローガンの暴走族の少年少女らとトイレ掃除をしたところ,次々と少
年少女が更正し，犯罪率も減った。島根県にあって，毎年 6 千人の卒業生を輩出している益田ドライ
ビングスクールは，全国から人が集まると言うことで有名である。学校では，「挨拶」「掃除」を指導
員，教習生が共に行っている。毎朝のトイレ掃除や校内掃除を生徒も一緒にしており，掃除，挨拶を
通して豊かな人づくりをすすめている。「免許だけではなく，人として大切なことを学んだ。」という
卒業生が多くいる。そこの若者たちは，笑顔が多く，礼儀正しく生き生きとしており，家に帰ると，
整理整頓や挨拶をするようになったということである。これらのことからわかるように，良いほうへ
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変わっていくところは，掃除を実践として取り組んでいるということである。伸びる業績，変わる学
校，犯罪の減少，個人の人間的成長の裏には，掃除の実践という共通項目がみられるのである。単な
る掃除ではなく,人づくり，学校づくり，町づくりに基本を置いたトイレ掃除の実践こそが地域を救済
するのである。
「割れた窓理論」(鍵山,2005)というものがある。1980 年代のニューヨークは治安が悪く，
米国ではもっとも危険な都市だった。特に地下鉄は敬遠されていた。それを健全なものに変えようと
地下鉄公団の総裁が「割れた窓理論」というもので事態の打開を目指した。この理論は，割れた窓が
あればその建物から無法状態の雰囲気が伝染して,犯罪が増加し,町が荒んでいくというものである。落
書きを消し，割れたガラスをなおすと，地下鉄は見違えるように治安が良くなったということである。
トイレについても同じことが言える。トイレが 4K（汚い，暗い，怖い，臭い）であれば町はきたなく
なり，同時に人の心も汚くなるのである。群馬県富岡市では地域づくり，人づくりの実践のひとつと
して，自問清掃による教育を小中学校で行っている。自問清掃による教育は指示，命令などはやめ子
どもの自主性を信じて待つというものである。自問清掃を通して，子どもの自主性，徳性を育て，人
間的成長を目指すものである。公衆トイレ掃除や学校のトイレ掃除を通して人づくりを進めている。
これらの成果として次のエピソードがある。一つの例として，市議会議員さんがある女子高に行った
ところ，誰も掃除をしていないのに 1 人の子だけが掃除をしていたので担任の先生が「なんで他の子
が誰も掃除をしていないのにあなたは掃除をしているのか？」と聞いたところ，
「私は小学校の頃から
自問清掃をしてきたので，人が見ていようがいまいが自分に与えられたところを一生懸命掃除するだ
けです。」と答えたそうである。清掃を通して，学校，生徒が良い方へ変わってしまう。これから国の
将来を担っていく若人がひとりひとり人間的に成長していくことで地域もより，豊かなものになって
いくに違いない。全ての事は人間の問題である。今もっとも必要なことはひとりひとりの人間が人と
して成長する事なのである。従って，人としての基本的な部分を育てることのできる掃除で，地域を，
国を救っていくことが出来るのである。トイレ掃除は実に不思議な力をもっている。「自分としては，
好き勝手やっているだけで，人よりも才能があるとは思えない。 でも，何をやっても全部評価されて
しまう。 おかしい。ただ，心あたりは，たったひとつだけである。 それは，若いころに師匠にトイ
レをきれいに掃除しろ。 といわれたから，30 年以上ずっと掃除をやり続けてきた。
」と言うのはビー
ト・たけしである。素手でトイレ掃除をしたらうつ病が治ったという話や何年も治らなかった荒れた
手が治ったという話もある。仏教ではトイレ掃除は，陰徳を積むのにとてもいい方法だそうである。
日本の古事記では汚物から生まれた神様は絶世の美女である。日本では昔から「トイレ掃除をすると
綺麗な子が生まれる」ということも言われている。トイレ掃除の実践で生徒が変わったという話はた
くさんある。これらのことは，まだ我々が知らない掃除に秘められた力があることを示しているので
はないだろうか。科学万能の時代に日陰にあったトイレ掃除が，今徐々に脚光を浴びつつある。トイ
レ掃除が持っている見えない力が個人，個人を広げて地域を，ひいては国を救うと感じるのである。
私は，掃除の不思議な力に惹かれ，掃除を通して社会への善化活動をしたいという思いから，同志と
共に大学の便所掃除を始めた。ここで我々は，掃除をいつもしてくれていた人々が苦労していつもキ
レイにしてくれていることに気付いた。それと共に，便所の使う時に清掃をしてくれた人々に思いを
いたし，汚さないように心がけるようになった。便器が汚れていたら，次に使う人のためにトイレッ
トペーパーなどでキレイにしてから便所を出るようになった。また，掃除の会に参加して，掃除で心
が磨かれると言うこともしった。そのうちに，我々は大学に清掃サークルをつくろうということにな
り，1，生活の場の清掃を通し，生活の喜びを感じ充実した学生生活へつなげる。2，環境浄化の為に
美化活動を行い，社会に貢献する。3，掃除に学び，人間的成長を目指す。4，継続は力なりを体験す
る。という目的で，掃除同好会「TAWASHI 束子」を結成した。事業としては，日々のトイレ掃除や
他の清掃団体との交流などである。私は，この活動の中で，人と人との感謝の念が飛び交う綺麗で感
動できるトイレを目指そうと思っている。ただ，トイレを新しく作り替えたり，新たなものを設置し
たりする気はない。今あるものをキレイにして，最大限にいかすことが，無駄を排することが出来て
効率の良い方法である。従って，私たちの実践項目は，まず，継続して便器をピカピカに磨く事であ
る。論より実践。もっとも大切なことは，自分から変革をおこすことである。そうすることで周りも
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変わってくる。人のことについて，批判批評する人が多いが，果たして，自分はどうなのか。この様
に思ったとき，自分は何も出来てはいないということに気付き，恥ずかしくなることがある。だから，
まずは自分が変わることが大切なのである。人と人との繋がりが薄くなってきているなかで，トイレ
そうじによって，トイレを間接的でも，人と人とのおもいが行きかうトイレにできたら幸いである。
きれいなトイレ,感動できるトイレにすることで少しでも地域創生に資することが出来ればありがたい。
来年度は,活動を継続し，学校だけでなく地域の便所もきれいにしていきたい。
参考文献
鍵山秀三郎著，亀井民治編．(2005)．『掃除道』．PHP 研究所
小河二郎著．(2005)．『全国から人が集まる不思議な自動車教習所』．PHP 研究所
http://www.meiji.ac.jp/shogaku/ecm/pro01/01-hokoku1026.html (明治大学商学部 web)
鍵山秀三郎著．(2002)．『小さな実践の一歩から』．致知出版社
鍵山秀三郎．(1994)．『凡事徹底』．致知出版社
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『私の考える地域創生計画』
松浦

省吾

1. はじめに
人と人，人と自然，人とモノとが分断される傾向が加速し，すべてとつながる力である「コミュニ
ケーション能力」が強く求められている。（松畑，2005）このような状況にあって，「連なり」をキー
ワードとして，松畑先生によって開講された地域創生のリーダーを養成する塾｢連塾｣に平成 17 年 4 月
に入塾した。以来，世界・日本・地域はどのような状況を呈しているかについて学び，更に自然と人
間の共生に戻りながら現代的解決を目指した地域の創生は｢連なり・絆｣がキーワードである事も学ん
だ。学んだことをベースに今後の実践活動計画を以下にまとめた。
2. 地域(地域社会／community)とは何か
小学館『国語大辞典』によれば，村落，都市，地方など，地域性と共同性という二つの用件を中心
に構成されている社会のことで特に地縁によって自然発生的に成立した基礎社会のことを言い，住民
は同一の地域に居住して共通の社会概念，生活様式，伝統を持ち，強い共同体意識が見られると定義
されている。
即ち， a) 一定の地域を基盤として成立している社会
b) 人々の日常生活が営まれている一定の地域的広がり
c) 人々が共同の関心や目的で結びついている社会
d) 人々の間に共同の関係や感情が見られる社会
の様にまとめられる。
3. 日本の地域社会とその今日的崩壊
地域社会は定住生活をしていない狩猟採取民族や遊牧には成り立たず，定住生活をしている農耕民
族にのみ成立する。
日本の場合，神社(鎮守)を中心に成立し，先祖代々の付き合いや，
「世間」という横の集団的つなが
りがあり，「地域力」がより豊かなものであった。
この地域社会は相互扶助や防犯には有効であった反面，閉鎖的で，私生活への不必要な干渉や不合
理な義理人情の強制など現代社会の一般的意識に合わないというマイナス面も抱えていた。
高度経済成長以後，都市部からの近郊の農村部への人口流入，つまり都市化が進み，お互いに見知
らぬ人との混住化が進んだ。そこでは社会的意識の変化もからんで容易に共同関係は生まれなくなる。
また，人口の流出で過疎化が進んだ地方では，かつての共同関係を維持して行くことが困難となる。
このような状況下において，これまで日本の地域社会の基本的な構成原理であった共同体的な諸関
係は事実上崩壊しかかっていると言えるだろう。
4. 地域社会が抱える問題
1) 自然破壊と災害，交通事故，犯罪など
物質面での豊かな社会が到来した反面，我々の周囲から自然が消滅し，都市化の進行によって災害
や事故が多くなった。
また多発する交通事故や犯罪で高齢者や小さな子供が危険にさらされることが多くなった。
地域の結びつきの弱体化，個性重視の孤性化 (無関心)が犯罪の抑止能力を低下させている。
2) 高齢者問題と社会的弱者
2006 年 1 月現在の全国平均で 65 才以上の高齢者は男女合わせて総人口の 20.2%であり過疎地域で
は更にその比率が急速に増大している。(総務省統計局データ)
それに加えて近年においては少子化が著しく，将来，地域社会の担い手がいなくなるという事実を
考えれば，今の日本における地域社会の最も大きな問題は高齢者問題であると言わざるを得ない。
かつては高齢者の世話は家族全員で見ていたが，核家族化とともに家族関係の中でも弱い立場に置
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かれるようになった。特に介護を必要とする人は老人ホームや介護保険に頼ることになるが，これ
とて充分なものとは言えない。
またかつては地域社会の中で高齢者は長老として一定の地位を保って，経験と知識によって地域の
伝統的文化の継承などに対して有益なアドバイスを提供してきた。また地域社会としても高齢者を
尊敬保護してきた。しかし地域文化の消滅や社会意識の変化などで，今日ではこのような事も少な
くなっているのではなかろうか。
3) 伝統的地域文化の消滅
地域における伝統的な生活文化は，歴史の流れの中で人々が作り上げてきた暮らし方や生活習慣や
行事，及びそれをめぐる社会関係であり，それがまた，その地域社会を特徴づけてきたと言える。
ところが，このような伝統的生活文化は，その地域に居住する人々に何らかの形でつながっている
にもかかわらず消えてなくなっている。
例えば，結婚式や葬式など，一見豪華であるが画一的で，どこに行っても同じような進行プログラ
ムである。また食べ物にしても，かつては地域でとれる食材を用いた｢家庭の味｣・「地元の味」で
あったものがやはり画一的なものになる傾向にある。
こうした事態の原因の一つに，地域住民の生活の中から生み出されてきた生活文化にとって代わっ
て画一的な消費の衣食住スタイルが文化となっている今日的状況があるからではなかろうか。
5. 地域創生活動計画
1) GNP より GNH
我々は自然破壊，地球環境の劣化と引き換えに豊な暮らしを手に入れた。そして果てることのない
豊な暮らしへの欲望のために地球に対して負荷をかけ続けている。
この豊な暮らしというのは，物質面での豊な暮らしであって心豊かな暮らしではない。
我々は，一度手に入れた快適性や利便性を容易に放棄することはできない。江戸時代から学ぶこと
はできても江戸時代の生活には容易に戻ることはできないという生活価値の不可逆性を持ってい
る。
しかし，これからはこのような生活価値の不可逆性を肯定した新しい暮らし方，即ち自然と人間が
共生した暮らし方を模索しなければならない。
国の経済の大きさを測る尺度として GNP(Gross National Product)という指標があるが，これに対し
てヒマラヤのブータンという国では GNH(Gross National Happiness)が国家コンセプトであるとの話
を聞いた記憶がある。
｢連なり・絆｣をキーワードとした自然と人間が共生した新しい暮らし方を，みんなが幸せになるこ
と GNH，心豊な暮らしをテーマに我々は考えなければならない。
2) 高齢化社会を高齢者が支える／高齢者による地域創生
ではどのような切り口で我々は役割を果たすべきか，不可避の切り口は高齢化社会の問題であろう。
我々の身近な地域において抱える高齢化社会の問題は
・高齢者の一人暮らし世帯が多く，生活に不便をきたしている。
・同居している高齢者が心配で仕事に出られない。
・農業従事者の高齢化が進み，農業生産に従事する人がいなくなる。
・空き家，空き店舗が増えて地域が衰退する。
など，顕在化して久しく今更述べるまでもないが，今冬の｢平成 18 年豪雪｣と命名される程の豪雪
では，屋根の雪おろしもままならず，集落の消滅の危機に直面しているなど，高齢化社会の問題を
改めて考えさせられた。
また，日本は世界一の長寿国ながら不幸な人が多いとも言われている。
このような高齢化社会においては，まず，自分自身が健康な生活を送ること，常に前向きで面白い
人生を送ること (LOHAS；Lifestyles of Health and Sustainability)が第一で，その結果，自分自身が高
齢者となってもそれ以上の高齢者を引き続き支えることが可能となる。
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3) 何かをやろう
地域の抱える高齢化社会に関する課題を解決するにあたり，
① それを解決しないと生命に関わること
② それを解決しないと生活に困ること
③ これを解決したらもっと豊に便利になること
にランク分けして，さしあたり自分にできること，③から何かを始めたい。
4) 地域創生ビジネスの展開
高齢者を取り込んだ地域創生ビジネスの展開ができないだろうか。
｢連なり・絆｣をキーワードに多くの人々が集まり地域創生ビジネスを展開することによって，健康
で楽しい人生を過ごせるものと確信する。
地域ビジネスの例として，徳島県上勝町の｢葉っぱビジネス｣がよく知られている。このビジネスは
料理に添えるツマモノと呼ばれるモミジなどの葉っぱを全国の料亭などに青果市場を通じて販売
するもので，地域の多くのお年寄りがこのビジネスに参画しており，そこには若干の競争原理が働
きながら，それぞれ相当の収入を得，事業規模としては，もはや地域ビジネスの域を超えたもので
ある。そしてこの地域のお年寄りの医療費は全国平均よりはるかに下回っているとのことで，健康
で楽しい人生を過ごしている証であると思われる。
ビジネスを展開する上で必要なことは
①話題性 ②独創性 ③収益性 ④継続性
の四つであるが，上勝町の｢葉っぱビジネス｣はこの要件をすべて満たしたビジネスである。
我々もこのようなビジネス例を参考にしながら，地域資源(人・農林水産物・自然環境・伝統文化
など)を生かした地域創生ビジネスの展開を模索したい。
主たる引用文献
山本英治．(2005) ．『地域再生をめざして』．学陽書房
鈴木一郎．(1990) ．『地域研究入門』．東京大学出版会
地域コミュニティづくり研究会．(2004) ．『自立型コミュニティへの道』
．
世古一穂．(1999) ．『市民参加のデザイン』．ぎょうせい
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“Accidents Will Happen!”
水川 淑子
学生時代，岡山市の交換留学生として，アメリカ・カリフォルニア，サン・ノゼ州立大学で，一年
間の留学の機会を得ることができました。アメリカでの生活は，語学力向上だけではなく，国際感覚
を養い日本を再発見する，すばらしく有意義な実りの多い一年間でありました。色々な経験や“出会い”
のなかで，私が強く関心を抱いたものは，次の三点でありました。
(1) アメリカ人のボランティア活動への積極的参加
(2) アメリカ人女性の社会参画
(3) 多種多様の生涯学習講座
現在，私も，岡山県国際交流センターで「岡山日本語センター」(OJC Okayama Japanese Center)の
ボランティア日本語講師として日本語支援のお手伝いをしております。それから，
「岡山市観光ボラン
ティア」の活動も，行なっております。昨年 12 月に実施されました「岡山観光文化検定試験（3 級）
〔岡山商工会議所主催〕に合格したこともありまして，今回は，
「岡山市観光ボランティア」のことに
つきまして，お話させて頂きたいと存じます。
「岡山市観光ボランティア」とは，「活動連絡協会規約」によりますと，「岡山市及び岡山市観光協
会の観光活動の方針に従い計画した各種の観光ボランティアの活動の発展を通して，〔吉備の国 岡
山〕の観光大使としての責務を果たし，
〔観光岡山〕の売り込みに寄与することを目的としているもの」
であります。また，㈳岡山市観光協会が実施する観光ボランティア講座を終了し，観光ボランティア
として登録したメンバーで構成されております。
活動は，
(1) 岡山市観光ボランティア・センターにおける，観光案内に関する活動全般
(2) おかやま備前焼工房に於ける補助活動
(3) 岡山市が指定する観光施設における観光ガイド
(4) その他連絡協議会がボランティア活動として計画した活動全般
であります。
実際の活動場所は，次の 5 ヶ所で
(1) 岡山市観光ボランティア・センター
(2) 岡山城
(3) 後楽園
(4) 吉備津彦神社
(5) おかやま備前焼工房
のいずれかで，月 3 回以上の活動を目標にしているものであります。
私の担当は，
「岡山城」と「後楽園」で，外国人（予約）に，英語で案内をしております。あまりに
も詳しい説明は出来ませんし，しておりませんが，リピーターとして再度岡山を訪問して頂きたいと
の“熱い想い”から，私なりに，私らしく，心をこめて(!!!)できる範囲で，活動を行なっております。
「岡山市観光ボランティア」の活動をスタートさせたことにつきましては，本当は，もう一つ別の
理由がございました。それは，交通事故で意識不明の重体から奇跡的に回復し，言語障害を“リハビ
リ”で克服し社会復帰（？）をしたいと，切に思ったことからでありました。
英語の諺に，“Accidents Will Happen”（事故は起こるものだ）と言うのがございますが，この事を，
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身にしみて感じました。それは，突然のことでございました。
1994 年 4 月 24 日（日）に，私にとりましては，全くの”予期せぬ出来事“が起こりました。交通事故
にあったのでした。場所は，実に”国際的“（？）で，自宅近くの岡山大学留学生会館付近を，自転車
で走行中のことでありました。大きな事故だったらしく，救急車で岡山大学付属病院に搬送され，す
ぐ手術となったらしいのです。約 40 日程意識不明が続いたらしく，その間は，岡山大学付属病院の ICU
（集中治療室）にいたらしく，意識回復後は，外科病棟に移りました。そのあたりから，ぼんやりと
覚えております。
自分では，事故にあったことはわからないし，or 覚えてないし，気がついたら右腕にキブスをして
いたものの，他の傷はほとんど治っていたので，自分がどうして病院のベッドの中にいるのか，不思
議でした。幸か不幸か，知らない方が，良かったのかも知れませんが･･････。
約 5 ヶ月間の入院生活を余儀なくされました。外科的治療を終えてからは，“リハビリ”が待ってお
りました。①言語療法士(Speech Therapist)による言語訓練(Speech Therapy)，②理学療法士(Physical
Therapist)による理学療法(Physical Therapy)，③職業訓練士(Occupational Therapist)による職業訓練
(Occupational Therapy)―その三種類の“リハビリ”を受けておりました。
体力回復は“めざましく”順調に進んで行きましたが，問題はただ一つ，「構音障害」（言語障害）で
ありました。話し方（しゃべり方）が“元通り”ではありませんでした。一言も二言も多い私にとりま
しては，“しゃべり方”が元通りでないことは，
「致命傷」に等しいことでございました。事故にあうま
では，「日本語」も「英語」もペラペラ（？）で，「アナウンサー」になってもよかった程のきれいな
話し方(???)でありました。それなのに，声質も低くなり，“でき ぱき”と話が出来ず，“ゆっくり”とし
か話が出来なくなったのです。私にとりましては，非常に辛いことでございました。
でも「日本語」の方は ST(Speech Therapist)による Speech Therapy でなんとか元のしゃべり方に近づ
いてきましたが，
「英語」の発音が上手に出来ず，きわめて悲しい，辛い日々が続いておりました。友
人たちは，皆揃って次のように励ましてくれました。
「今までは早口でしゃべっていたけれど，やっと
普通の人のスピードになったネ。でも顔は無事でよかったネ!!!」と。
そんなある日，偶然新聞で「英語のスピーチ･コンテスト」の記事を見つけました。私が一番嬉んだ
ことは，参加資格でございました。生涯学習の観点からか年齢制限は，<<高校生以上>>ということで
ございました。厳密には，参加資格につきましては，
「高等学校在学中の者，或いは卒業した者で，英
語を母語としない者（英語圏滞在 2 年以上の方は，ご遠慮下さい）
」でありました。
1999 年 9 月 5 日（日）に，英語によるスピーチ・コンテスト「第 2 回上代杯英語オラトリカル・コ
ンテスト」（山陽学園大学主催）に出場することに致しました。
テープ審査を通過した 9 人のスピーカーが出場。審査員は元 NHK ラジオ英会話講師の東後勝明・早
稲田大学教授をはじめ 5 人で，①「英語による 4 分間のスピーチ」と，②「10 分間の審査員及び会場
からの英語での質疑応答」の両方が，審査の対象になりました。
私は，“I Still Have A Dream!”と言うタイトルで，交通事故で意識不明の重体から奇跡的に回復し，“リ
ハビリ”で英語が話せるまで元気になった自らの体験談を披露致しました。その時は，とても緊張して
おりました。
質疑応答では，
「事故にあったこと自体は，極めて残念なことであるが，入院中大変お世話になった
先生方，看護士さん達，その他“リハビリ”指導の様々な方々との“出会い”の方を大切に考えている」こ
とや，
「高齢社会を迎えて，
“リハビリ”は indispensable（必要不可欠）であると感じたこと」，また『私
が事故にあった 1994 年は，国連の定めた「国際家族年(International Year of Family)」でもあり，夫や子
供達 3 人が，相互に協力し合ったという点では，素晴らしい「国際家族年」であったこと』などを，
熱く語り掛けました。
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「表彰式」での「最優秀賞」受賞の時には，“リハビリ”を兼ねての出場でもありましたので，素直
に喜び，
「この感動は，一生忘れないであろう」とさえ思った程でございました。東後先生をはじめ審
査員の先生達が，社交辞令もあったと思いますが，私を励ます意味で，
「上手に英語が話せているので，
自信を持って英語を話していく様に！」とのことでございました。
東後先生から，「英語を，どんな風に勉強しましたか？」の問いかけに，即座に「NHK のラジオ英
会話講座」を聞いておりました。でも私の時代（？）は，東後先生ではなく，その前の先生でござい
ました。東後先生の英会話講座を聞いておりましたら，もっともっと上手になっていたと思います！」
と答えると，会場は笑いの渦に包まれてしまいました。
それまでは人前で「日本語」も「英語」もしゃべるのは“ヒジョーに”恥ずかしかったのですが，こ
れで自信（？）がついて，徐々にしゃべれる様になって参りました。
「岡山市観光ボランティア」の方
も，“はりきって”がんばっております。<<持ってる力を全部出して>>，いえいえ本当は，<<無い知恵
を振り絞って>>しております。
日本政府は，小泉総理が自らイニシアティブをとられ，2003 年を「ツーリズム元年」と位置づけ「観
光立国懇談会」をつくられ，魅力ある都市づくりをして，外国人に日本に来て頂くという働きかけを
スタートされておりますが，外国人だけでなく，他の県外からの日本人の方々にも，岡山市観光協会
の「魅せられて岡山，満たされて岡山」を充分感じて頂きたいと思っております。
『「観光」の「観(み)
る」と言うことは，心を込めて見せることで，また「観(しめ)す」とは，誇りをもって見せること』と
いう解釈が，中国にはあるそうです。そして「地域の光（すぐれているもの）を多くの人に観(しめ)
し，また観(み)ることによって人的交流をはかることが重要である」とも説いているのです。
そこで，私も岡山についてもっと知らなければと，
「岡山観光文化検定試験」
（3 級）を受検致しまし
た。岡山県の歴史や文化などを問う初の「岡山観光文化検定試験」
（3 級）でしたが，
「たかが地元岡山」
と安心して挑みましたが，
「されど岡山」で，知らないことも多くて困りました。
「岡山通」との<<（3
級）合格の「認定証」>>を手にした時には，非常に嬉しかったものでありました。
歌の文句ではございませんが，
『人生いろいろ，
「連塾生」だっていろいろ咲き乱れる』の如く，色々
ございました。が，早いもので，あっという間の一年間でございました。
天皇皇后両陛下が，結婚記念日の記者会見で，『「お互いに点をつけるとしたら何点ですか」の質問
に，天皇陛下は美智子皇后に，「努力賞」を，そして美智子皇后は天皇陛下に，「感謝状」を差し上げ
る』との微笑ましく，かつ見事なお答えをされていたことがございます。誠に畏れ多いことでござい
ますが，わたしもこれを引用させて頂きたいと存じます。
情熱を持ってご指導下さっておられます「連塾・塾長」の松畑先生と，御支援，御支持下さってお
られます数多くの方々と，
「事務局長」の佐藤様には「感謝状」を，また，共に励み頑張ってまいりま
した「連塾・塾生」の皆様方には「努力賞」を捧げたい心境であります。
『「連塾」での皆様方との“素敵な出会い”を大切にして行きたいと思っております。「学び続けて煌
いていけたら･･････！」とも考えております。今後とも，どうぞ宜しくお願い申し上げます。
“Thank you so much for everything!!!”
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過疎・高齢化の島における地域創生と行政の役割
守屋

基範（笠岡市役所島おこし海援隊）

1. はじめに
少子・高齢化の先進地「笠岡諸島」の活性化のために島おこし海援隊として赴任したのが平成 13 年
4 月。市長特命で志願兵 3 名が陸地部から島を眺めるのではなく，本拠を島において島から行政課題を
市役所に届けるというスタンスでの新しい取り組みが行われた。
海援隊は「活動内容」でこれまでの行政の常識を超越しなければならいと志願兵自らが誓い，その
「ネーミング」がそれに拍車をかけた。行政の限界に挑戦する日々は半ば「やりすぎ」いわれもした
が短期間であきらめムードだった住民意識を島おこしに向けるという効果は絶大だった。
2. 離島振興法改正から住民組織の設立へ
海援隊設立と時期を同じくして，期限切れとなる離島振興法の一部を改正する法律が，平成 14 年 7
月 12 日に成立し，同 19 日に公布された。これからの離島振興は従来より問題視されてきた本土との
間で生じる地域差を，むしろ「価値ある地域差」としてとらえ直し，これをいかに活用できるかが重
要であり，その際，離島地域の特有の資源等のポテンシャルを熟知している地域住民が自ら計画づく
りを行い，国はできるだけそれを支援する仕組みづくりとすることが望ましいとされた。
行政もハード中心の補助金行政から地域の構成員としての島民がお互いの地域を知り，自立に向け
た地域の将来像としての離島振興計画の作成を基本とし，それに基づき国県の計画も決定されるとい
う新しい仕組みになった。具体的な計画「戦略」なくして地域の将来はない。地域住民の地域づくり
に対する意識を向上させ大きな目標に向って万進できる体制づくりが求められはじめた。笠岡市にお
いても平成 13 年から離島振興計画策定に向けて各島で車座になって地域計画を協議し，平成 14 年 4
月に笠岡諸島離島振興計画を日本の離島では初めて策定した。しかし，十分な協議時間もなく行政主
導の絵に書いた餅の感はぬぐえないのが正直なところである。
地域計画策定という名目で，これまでイベント的なこと（島の運動会）でしか集まらなかった各島
の有志も島の活性化について協議する年数回の集まりに集まることにより，それぞれの島の活性化は
もとより 6 つの島が連携しての島おこしにつなげていこうという意識が向上し，平成 14 年 8 月設立の
電脳笠岡ふるさ島づくり海社（通称：島海社）の設立につながった。
3. 既存の組織を「めえで」
ところで，2005 年夏，連塾のメンバーに笠岡諸島へ来ていただき島の過疎・高齢化の現状を見てい
ただき「地域創生」を考える。「連塾」in 笠岡諸島が開催された。連塾メンバー20 名と地元有志 10 名
が地域創生について議論し，酒を酌み交わしながら親交を深めた。その中で，今までの組織を一度「め
がす」ことが必要という島づくり海社の鳴本社長の言葉が記憶に残っている。
旧態依然とした組織にしばられるのではなく，地域づくり団体としての行政のバックアップを受け
て「島おこし」という共通の目的を持った有志が，地域の中で新しい組織「島海社」を作り上げた。
その作業は全島民を対象とした広報の中で，誰もが集える仕組みとし，トップも組織の中で協議され
て選出された人材をあてる。民主的な組織運営は島には馴染みにくいが，とかく希少な人間関係の弊
害から生まれる足の引っ張り合いは解消され，全体ムードは向上した。まずはやりたい人・意識をも
った人が集い，動きを出すことが必要である。
4. 各々の島の活性化のために千恵を絞る仕組みづくり
島海社は笠岡諸島 6 島の各支社と海援隊を事務局とする本社とで構成されています。各支社では島
に必要な事業を検討し，島海社の予算で事業を実施するという手法を取っています。特に，福祉や教
育といった不採算部門の事業を行うために，事業収益が上がる特産品加工や観光事業に積極的に取り
組み「儲ける」という部分にも力を入れトータル的に採算が合うような仕組みづくりを行っています。
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6 つの島の規模は様々ですが，それぞれに事業計画を立てて本社に予算要求を行い，役員会で事業決定
する仕組みをとっています。
当面は，海援隊が後方支援をしながら島の課題について島の人が考え解決する仕組みをつくり，島
海社の存在価値を地域や行政にアピールすると共に実績をあげてきました。手法として 6 島が対等な
立場でお互いが競争し合う仕組みづくりが功を奏した感がします。
5. 笠岡諸島の空家対策事業における協働
この事業は平成 14 年高島支社で始まった事業です。地元の有志が減り続ける人口に歯止めをかける
ために空家を利用して人材を呼び込むのが目的ではじまりました。しかし，貸してくれる空家は一向
になく，徒労の 1 年，2 年目からは自分の身内を半分強制で空家部件 4 戸を確保，インターネットで広
報，平成 16 年 1 月にテレビで取り上げられて以来。問い合わせ殺到，全て親身に応対。その中からこ
れといった人材を探して来ました。瞬く間に 4 件の空家は埋まり，その後は高島の広報効果を他の島
にも活かそうと平成 16 年夏から本格的に笠岡諸島全体の活動として本社事業（事務局海援隊）とし取
り組みを強化しました。運よくその第 1 号が今北木島でレストラン兼民宿を開業している山田夫妻で
す。この広報効果は絶大で，
「島でフランス料理店開業」というニュースと京都からのＩターン組であ
るという相乗効果で一躍島の空家対策は注目を浴びました。その後，月 10 組ぐらいの全国からの下見
のお客様の対応をし，これまでに高島の 4 世帯を合わせて 11 世帯 20 名の移住を実現しています。
この事業の住民と海援隊との役割は，問い合わせは本社（海援隊）にあります。海援隊で移住希望
者の要望を把握した上であいそうな島を案内します。物件を探すのは各支社の役員方です。こんな人
がいる。こんな物件が欲しいという本社への情報を各支社に流し，探してもらいます。今一番困って
いることは貸してくれる空家がないということです。少しでも貸しやすくするために「5 年の定期貸家
契約」を採用し，借主の権利があまり大きくならないように配慮したり，特に契約については海援隊
（市役所）がかんでいるということで安心感を持っていただいています。貸し物件の不要物は各島の
役員の方の協力を得て市で一括処分するといったこともやっています。引越しが決まってからその土
地に落ち着くまでは海援隊がマンツーマンでサポートします。といっても地元の人と移住者との調整
役といった方が正解かも知れません。あまり移住者が頼ってくるとわざと連絡を取らないこともあり
ます。地域の方とコミュニュケーションを取る方法を教えるだけでそんなに手をわずらわすことはあ
りません。
6. プラス思考で地域と行政と「移住者」三位一体のまちづくり
空家対策事業を通じて，島の持つ魅力を改めて島外の人から感じています。それは自然の豊かさは
もちろんのこと「人の温かさ」です。島という海で隔絶された社会には昔からの「助け合いの精神」
が今もなお濃く残っています。都会の希薄な人間関係に疲れた団塊の世代の「田舎暮らし」の要望は
こんな｢心の豊かさ｣を感じられるところなのではないでしょうか。
でも，現実は厳しい。今一番欲しい子供を持った世帯の誘致を進めたくても，働く場所の確保が難
しい。過疎化で交通機関の減便が生活を直撃する。医療・福祉の面で大きな不安がある。などなど，
マイナス面を上げればきりがない。
しかし，島を気にいって移住してくれる外部からの協力者を得て，新たな事業展開ができるのでは
ないかと大きな期待を寄せています。地域と行政と「移住者」との三位一体の島づくりの新しい波を
興したいと思っています。
7. 島づくりのキーワードも「連」
笠岡諸島の島おこし活動の原点は平成 7 年の「笠岡市まちづくり支援事業」に始まります。これま
で個々の点であった島興し活動がこの事業により平成 10 年からの 6 島合同の「島の大運動会」に発展
し，島同士の連携が始まりました。島の大運動会の中からの「島の主張」により，島づくりの事務局
的な職員の配置（海援隊）の要望が出され，平成 13 年の島への海援隊配置となり，島と島との連携が
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一層強化されました。平成 14 年には「島づくり海社」が結成され，島興しの連携組織が出来上がりま
した。
これまで海援隊は行政機関の中でどの部署にも属さないという特異性を発揮し島関係の全ての場面
での繋ぎ役となってきました。広い視点での繋ぎ役が行政の役割ではないかと実感しています。
8. 政としての今後の役割
大森彌氏は，役所側の協働イメージが，財政難の折に住民にいろいろ仕事をやってもらうには都合
がいい。行政には批判的でなく，理解あって協力する住民が増えていく仕組みだと思い込んでいると
指摘しており，本来の意味は「住民サービスの担い手は行政だけではない」という考え方。行政だけ
が行政サービスをやるのではなく「私」が「私」からちょっと抜け出て，民と民があるやり方で肩を
組んで，連携し力を出し合う，共通の目標を目指して一緒にやると，行政がやっているのと同じ質の
住民サービスを展開できるという意味。協働は「民による行政」が成り立つ世界であると述べられて
いる。
これまでは「私」を超える部分について「公」として行政に頼りきりになっていた部分を島民がお
互いに「公」として考えるところに地域自治の担い手になることが出来る。
「公」としての役割を担お
うとするのが「島づくり海社」であると考えています。
これまでの「海社」による協働の島おこしが，その活動団体として NPO 法人格を取得することによ
り島ぐるみの地域自治を一層推進することに繋がると確信しています。
9. 終わりに
今後益々，NPO が地域の公共サービスを受け持つ場面が増えてくると思っています。それは，地域
のことは地域の人が一番良く知っているということです。地域の人（直接関係する人）がその地域の
問題点を真剣に考えずに，人任せでは地域は変わらない。サービスは低下するのみ。本当に考え行動
する地域は行政任せにせずに自分たちで行動を起こす。こんな活動が NPO となって活動が発展すれば
地域住民は行政の行うサービスより NPO の行うサービスを選ぶ時代が来る。行政も事業を委託せざる
得なくなる。行政は協働を語る前に「それぞれの地域のことは，そこに居て，入っていかないと分か
らないし理解は出来ない」もっともっと地域を知る必要がある。
地域から必要とされる行政となるためには戦略的な「人財育成」をすすめる必要がある。
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グローカルな“地域力”
山本

敏明（株式会社 北屋建設）

1. はじめに
地域創生に関わる登場人物は，プロデューサー，コーディネーター，マネージャー，地域の人，歴
史上の人物，行政関係者等であるが，個々の言葉は広く意味を持っている。これらについては今後研
究を進めていくこととして，漠然としていた「まちづくり」
「地域づくり」というものを通して浮かび
上がってきた「グローカル」「地域人」「地域力」という言葉を意識において各地の具体事例を探って
みた。その結果見えてきた共通点から私なりの創生序論をまとめてみた。
2. 地域人
まちづくり会議は，まちづくりを行なっている市民団体や社会起業家の人的ネットワークの構築及
び知識の共有化を行い，地域の自立に有効である。また，足元の地域を自分に引き寄せ，結びつきを
再構築する作業，或いは再構築の過程で発展させながら新しく創る作業は，おのずと自分が何者かを
問い，自分なりの規範や判断基準をつくっていくことにつながる。
（ヒューマン，2001）言い換えると
個人の思いや知恵，力が地域を変えていくことにつながる。
「地域活性化を考える会議」というのがいろんな所で開かれていても，出席者が業界組織や地区組
織の代表者であることも多い。そこにいるのは「わたし」ではなく，
「業界」であったり｢地区｣であっ
たりする。そのうえ，昔から存在する地域の役や組織がたくさんあり，一部の人が掛け持ちせざるを
えないこともある。それではせっかく生まれつつある実態の芽を摘んでしまっている。
組織や役，或いはやり方までも含めて実態にあわせて変える，やめるという柔軟な対応がなければ
逆に足を引っ張ってしまう。「これから」のために，新しいものを生み出すためにも既存の組織・役・
仕組を「壊す」勇気がほしい。
（ヒューマン，2001）会議や行事で仕組みや方針を決めても，立派な施
設をつくっても，主体になるのはそれを使う当事者であり，仕組みや方針が機能するかどうかは個人
の意欲や発想力による部分が大きい。
行政主導の計画にしても，過去に策定された計画がそのまま実行されていくことは多い。その計画
の妥当性・有効性があまり議論されないままに進んだり，或いは妥当な意見が無視されたりするから
であろう。行政サイドとしてはプロセスを合法的に踏んでいる以上，計画変更はそう簡単ではないし，
大きな船で航海しているのにひとりだけ下船しますということができないという事情もある。しかし，
その「ひとりだけ」が実はたくさん潜在しているとしたらどうなのか。
時間的な状況の変化の中で，ある長期的な事業を有効で，多くの人々に納得がいくようなものにす
るためには，とりあえず“対話”の場が重要である。そういう場を作り，また参加をするようにして
いかなければいけない。その場をつくるのが「地域プロデューサー」という地域の中のひとり，また
は，団体なのではないか。
地域のイベントにしても主催者からの広報・広告を通しての情報により，他地域からの人々が多数
参加しているのに，地元の人々は無関心ということもしばしばあり得る。自分の住んでいる近くや出
身地の近くに有名な観光地があっても，いつでも行けるという感覚からか，案外知らないとか行った
ことがないという現象があるが，それとも似ている。
地域の歴史的・経済的特性を再認識し，または掘り起こし，住民が満足をし，訪問する人々も満足
できる自立と共生が可能な地域づくりが必要である。また再認識したことにより新たな特性を生み出
すことで成功しているコミュニティビジネスも全国で探っていくことが出来る。
地域づくりといっても限られた人たちが参加し，限定された運営形態のもとに行なわれていたので
はおもしろくない。多種多様な分野の人がアイデアを持ち寄って，柔軟性のある計画をしていくよう
な地域づくりの形態がとれたら楽しいであろう。
縦割り行政のような既存の縦割り社会にとらわれず，積極的な分野間交流が行なわれるような活動
が求められている。
「地域づくりは人づくり」とも言われるが，そのことが，地域の人が地域のことに
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関心を持つ・知る・学ぶということと深く関わり，新しい地域をつくっていくうえで最重要と考える
ことが出来る。それが必ずしも専門家だけでもなく，行政主導でもなく，大金の投入が必要なことで
もなく地域の一般の人として参加し，日々の生活の延長として楽しみながら活動，貢献できることが
望ましい。
地域人に共通することは意識的に「まち」を中心として遊びやビジネス，環境への取り組み，或い
は景観づくり，その全部を関わらせながら，人々のネットワークづくりを進めている。まさに「ひと」
と「ひと」の『連』である。また，日常的あるいは中心的にはローカルな領域を行動することが多い
のだが背景には明らかにグローバルに広がる領域をもっている。
（中沢，2003）そして，ボランティア
的精神が発想のはじまりであることだ。
3. 地域力
21 世紀は環境の世紀である。高速道路，港湾，空港が 20 世紀高度経済成長に不可欠なインフラであ
ったように，棚田，河川，森林整備といった自然資源として考えられていたものが，経済持続発展の
ためには不可欠なインフラとしてようやく見直されるようになった。山林の持つ地球温暖化抑制効果
が再認識され，自然湧水はミネラルウォーターとして一躍ブランド商品となり，無農薬野菜は都会の
人々に喜ばれる。農山漁村には都会にない「むらの力」ともいえる「地域力」がついてきている。
（平
松，2002）
「地域力」とは地域に潜在している力のことであるが，その根源である地域特性を土台に文
化や特産品が生まれてくる。農山漁村だけでなく，街中でも地域をよりおもしろく，よいものにして
いくために使える資源・資材がある。それらの資源・資材をうまく取り込んで次に繋げていくことが
おもしろい。目指したいのは，すぐそこにあるリソースを発見し，繋ぎ直すことで地域を新しくする
ことである。
新しく地域をつくるといっても歴史的な資源を捨てるわけではない。それらをうまく活かしながら
繋げていくことである。歴史的資源等の保全・有効利用には多くの人々の合意が必要になる。
そのためにも，各地に散らばっている NPO 団体を繋げるような活動やアート，イベント，その他の
分野での協働・共生が考えられる。同じような状況を抱えた地域づくりに関わる人々が相互に連携し
ていけばお互いの活動の発展につながり，新たな発見もあり得る。
例えば，商店街の活性化や歴史的建造物にしても有効利用されていない例はたくさんある。過疎地
とか離島が抱える問題にしてもそういう部分は少なからず含まれているようだ。場所に手を加えて使
うことによってその場所の新しい可能性を引き出すことができる。そのようなことをしている人は同
一分野の中にだけいるわけではなく，様々な社会・分野に存在していて，多くの人が同じような目的
で活動していることを知らない。
一方で，有効利用されていない場所を持っている人はそのようなことをしている人がたくさんいる
ことやいろんな利用・再生等の方法があることを知らない。そこではお互いを有効で友好な関係にす
るために，知らせる・繋げる活動をする役目のコーディネーターが必要になってくるということもあ
ろう。
「グローバルに考えローカルに行動せよ」
（平松，2002）というのは地域づくりの原点のようなもの
である。グローカリゼーションというのは合成語ではあるが，地域創生を考える上でもこの考え方を
基にこれまでの価値観を転換し，積極的に地域から行動してゆかねばならない。
1877 年（明治 10 年）に福沢諭吉の著した『分権論』では，国権を政権と治権の 2 つに区分し，政権
は国防，外交，通貨のことで，これは中央政府に集中すべし。治権とは学校，衛生，公共事業，警察
などで住民の生活に密着した仕事は地方政府に分権すべし。
「治権の整頓に至るまでは 10 年をもって
も出来ず，恐らく余が生涯中は成功を見ることなかるべし。
」と予言までしている。
日本の真の分権は“United States of America”ならぬ“United States of Japan”（日本合州国）
の成立なしには実現しない。諭吉の発想は 21 世紀の日本分権国家のあり方を示唆したともいえる。
例えば県境の地域では，地域住民は顔を向かい合わせていても，行政は県庁の方をむいて背中合わ
せ。たいてい役所の前にある観光マップには隣り合う県境から先の部分は何も書いていない。地図の
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真っ白はそのまま「心の県境」につながっている。県境付近は県庁から遠く離れた行政の谷間になっ
ている。逆にこの谷間から情報発信をして，新しい地域連合をつくるとしたら，まさに明治時代の「廃
藩置県」をひっくり返した「廃県置藩」である。（平松，2002）
地方分権の受け皿としては，明治時代にできた県境をもう一度地域に戻して共通の文化，歴史，生
活空間を前提とした地域圏の分権を考える必要があるのではないか。
いま，道州制の導入が議論されているが，分権の名のもとにまた縦割り的になったのでは，単なる
境界線の移動に過ぎない。これらのことについては行政的な面と地域の実状や課題との面が関わって
いるが，一方通行でなく相互に融合することが必要なのは言うまでもない。
「中央」から「地方」へ，
「官」から「民」へと移行するにおいてもそれぞれのカテゴリーに存在す
る「ひと」の意識が大切で歴史的・物質的資源と共にひとづくり，その後継教育というものも大切な
要素である。
「地域力」が地域に潜在している力だけでなくそれを発掘し，活かしながら発展させるの
は「地域人」なのだから。
4. まとめ
地域創生を考えていく上で地域づくりに必要不可決なものの第一は人と人の繋がりである。
既存の繋がりであったり，新しく出来る繋がりであったりする。
地域の人がどのような繋がりを持つのかという大きな枠があって，その中に要素としての歴史的・
物質的資源があるように思われる。もちろん資源の活用等をしていく中で生まれてくる繋がりもある。
世代・職業等を超えたコミュニケーション，またプロセスの共有こそが人を育て，地域を育てる。そ
して重要なのは，仕掛けづくりをする人が楽しみながら（むずかしさを克服する楽しさというのもあ
る。）活動することで，人の気持ちを動かし，地域の力を一層増していく。
意義ある地域の創生を目指して更にグローカリゼーションを探求していくこととする。

参考文献
A. 織田直文．(1990)．『輝く人・まち』．かもがわ出版
B. 望月照彦．(1989)．『地域産業創生記』．ぎょうせい
C. 中沢孝夫．(2003)．『＜地域人＞とまちづくり』
．講談社
D. ヒューマンルネッサンス研究所．(2001)．『エゴロジーのすすめ』．家の光協会
E. 平松守彦．(2002)．『地方からの変革』．角川書店
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キャリア教育におけるアントレプレナーシップ教育の推進
吉田

信（岡山県立岡山東商業高等学校）

1. はじめに
今日，少子高齢化社会の到来，国際分業の加速・拡大，さらには経済社会のソフト化・サービス化
の進展，産業・経済の構造的変化や雇用の多様化・流動化等を背景として，若者を取り巻く環境は大
きく変化している。
採用における即戦力志向の高まりや業務の高度化に伴い，産業界の求める人材像も大きく変化して
いる。また，フリーター・ニートが急増し社会問題化してきた。このような産業界の動向を十分踏ま
えながら，職業教育の一層の改善・充実を図ることが課題となっている。
このような中，｢望ましい勤労観，職業観を育成する職業教育の充実｣や｢社会の変化に対応した魅力
ある職業教育｣など産業の動向に適切に対応する教育を推進する必要がある。
2. キャリア教育におけるアントレプレナーシップ教育（起業家精神教育）の推進
｢キャリア教育｣は，学校と社会及び学校間の円滑な接続を図るためのものであり，最終的な目標は，
「主体的に進路を選択する能力や態度を育成する。」ことであり，「児童生徒の一人一人の職業観，勤
労観を育てる教育。
」と定義づけることができる。
｢アントレプレナーシップ教育｣は，会社を起こすこと，事業を実際に起こし会社を経営していく能
力，いわば知識や技術に属するスキルの部分と，もう一方は，内面的な意識や価値観に属する部分，
つまり｢自立心が強く，明確な目的意識を持って，創造的に事業（物事）を考え，失敗を恐れずに積極
的にチャレンジし，失敗に学ぶことができる。｣というものであり，広く社会人として求められる｢自
ら人生を切り開いて力｣つまり｢生きる力｣を身につける部分に定義づけることができる。
特に内面的な部分については簡単に身に付くものではなく，人が成長する過程で選択・挑戦・失敗
といった体験を繰り返すことにより育くまれるものであり，アントレプレナーシップ教育の根幹をな
すものと考える。
｢起業家的資質｣としては，リーダーシップをはじめとして実行力，決断力，問題解決能力などがあ
り，｢起業家に求められる能力｣としては，コミュニケーション力，チームワーク力（組織マネージメ
ント）
，情報収集力・分析力，判断力，表現力（プレゼンテーション力）などがある。
このような資質と能力は起業家のみならず，社会人として必ず必要とされるものであり，アントレ
プレナーシップ教育によって効果的に能力開発を行うことができると考える。
そこで，今年度は，キャリア教育におけるアントレプレナーシップ教育の視点から，岡山市内の商
業高校だけでなく農業高校や工業高校，家庭科高校など複数の校種の高校生がコラボレートし，経営
に参画することで，職業観や勤労観を養い社会人として役立つ人材を育成することをねらいとし，｢高
校生の店 岡山彩(いろどり)商店オリンピア｣を岡山市表町商店街に出店した。
この｢高校生の店は｣44 日間営業し，参加した生徒はどんな点に苦労し，どんな課題を発見しそして
どう解決していったのか。また，当初の事業計画に対して結果はどうであったのか。何故そのような
結果になったのかその分析はどうか。成果としての数値的なものと同時にこの実践をとおして何を学
んだのかなどを検証した。
3. 実践報告｢高校生の店｣出店
1)
目 的
① 産業界を支える有為な職業人の育成を図るため，早期から新規産業の創出等に必要な新しい
ものを作り出す創造力やリスクを恐れずチャレンジする精神，自己責任，問題解決能力，実
行力，コミュニケーション能力等のアントレプレナーシップの高揚を推進する。
② 高校生が地域に根付き，高校生が地元商店街の活性化に貢献する。
③ 個人及び企業の後継者育成をはじめ地域経済の発展に貢献する将来のビジネスリーダーの育
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8)
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成を図る。
事業形態
岡山市内の専門高校（農業高校，工業高校，商業高校，家庭高校）5 校の生徒が集まり，模擬会
社「岡山彩(いろどり)商店 オリンピア」を設立し，それぞれの学科が持つ知識・技能などの特
色を活かしながら連携して，商品の企画・開発から，製造，販売，会計処理，株主総会に至るま
での一連の活動について企画し，岡山市表町に店舗を構えて実践する。
会 社 名 「～岡山彩(いろどり)商店～ オリンピア」
《名前の由来》 オリンピアは，5 つの輪ということで 5 校を表現し，5 校が力をあわせる。
《コンセプト》 「～学・楽・創～」
「学」……いろいろな専門の知識・技術を持った高校生が模擬会社を運営し実
会社を学ぶ
「楽」……若くて元気な高校生が楽しみながら商店街の活性化に貢献する
「創」……企画・商品を開発し新しい提案を創造する
店舗場所
岡山市表町 3 丁目 5 番 16 号
販売期間
平成 17 年 10 月 30 日（日）～平成 17 年 12 月 24 日（土）の 44 日間
営業時間
12：00～17：30
参加生徒
5 校 23 名
代表取締役社長 妹尾裕也（岡山東商業高校 商業科 3 年）
・高松農業高校 6 名（生物工学科，畜産科学科）
・岡山工業高校 4 名（化学工学科，デザイン科）
・東岡山工業高校 3 名（電気科，電子機械科）
・岡山東商業高校 4 名（商業科，会計科，情報管理科）
・岡山南高校 6 名（商業科，家政科）
取扱商品
① オリジナル商品（パン・おにぎり（企業と共同研究開発・製造委託），ポストカード，カレン
ダー，エコインテリアプランツ，光ファイバーツリー，竹炭，プランター立て等）
② 県内外の専門高校の独自開発商品，農業生産物・加工品，工業製作品，家庭科製作品等
その他
① 株式会社形態を採用し組織としての動きの重点化（役職・担当の明確化）
② 参加校 5 校による各校オリジナル商品の開発・企画合戦
③ 事前学習の充実（企業形態（株式会社）
，商品知識，接客マナー，財務分析等）
④ 販売ボランティアの活用（3 年生進路決定者による入社前事前研修（インターンシップ））
⑤ 専門高校 PR イベント（農業市，工作教室，コンピュータ活用教室，おもちゃ作り教室等）

4. 活動を終えて
平成 17 年 5 月 28 日から平成 18 年 2 月 10 日までの約 10 ヶ月間活動をした。10 月 30 日のオープン
から 12 月 24 日までの実質 44 日間の営業により来店者数 6,409 名，売上金額 2,721,333 円であった。決
算報告会では，235,277 円の未処分利益を得ることができた。この利益についての処分は，｢自分たち
は恵まれた環境の中での活動を通して得た利益なので，最終的に関係機関を通じて世界各国の緊急支
援活動として恵まれない教育環境の国の教育向上のために全額寄付したい。｣ということになった。
活動成果として考察してみると，まず学校を飛び出して 5 校の生徒が一緒になっての活動というこ
とで，お互いの学科の違いを理解し合い改めて自分たちの学科のすばらしさや他の学科のよさを発見
したようだ。また，何回も重ねた会議の中で，自分の考えを相手に伝えたり，分かってもらうために
はどう言葉で表現すればよいか。また，幅広い年齢層のお客様にどのように商品を説明していけばよ
いかなどコミュニケーション力の大切さを考えさせられたようだ。あるお客様は｢あなたの説明がよか
ったから買ってみようかしら｣と商品を手に取られたこともあった。自然と｢ありがとうございます。｣
の言葉が出，生徒の満面の微笑みが印象的であった。
- 101 -

地域創生論文集

第1号

ある工業高校の生徒の日報には，｢作品と商品の違いについて考えさせられた。｣とある。｢作品とは
自分が思うように作るもの。商品は買いたいと思うようなもの。商品は見せるだけでなく，選べる楽
しさも必要。いろんな商品を用意する必要がある。｣と記入している。また，経営コンサルタントの方
からは，｢商品はお金を払うだけの価値のあるもの。｣と教えられた。物作りを担当する生徒やサービ
スを販売する生徒にとって，基本となる｢商品｣の意義について考えることもできたようだ。
開店してからは，どうすれば商品が売れるかいろいろ悩んだようである。日報には，｢商品について
聞かれても答えられない。商品知識が必要。接客の立ち位置を考えることが大切。お客様への背向け
は厳禁。｣店舗設計では，｢高齢者のために，パン，おにぎりの棚を低い場所に移した。｣｢リピーター
の人が飽きないように店舗の雰囲気作り。場所を変えたり，POP を替えたり季節や行事に合わせた装
飾の必要あり｣。また，品揃えでは，｢注文は明日の天気予報を見て仕入れ数量を決定しよう。｣｢賞味
期限をチェックして陳列をしよう。｣など書かれており，日頃教室で学ぶ教科書だけでは考えたことも
ないようなことが発見できたようである。
日々の日報には，一日の売上金額も記入される。いかにして利益を上げることができるか。いかに
お客様を店内に呼び込むかなど計画と日々の知恵が問われることになった。他校に協力要請してイベ
ントを企画したり店頭販売を充実させたりあの手この手を生徒達は企画していった。
私自身もこのプロジェクトに関わって，表町 3 丁目商店街の人の少なさと閉店している店の多さに
は改めて驚いた。このまま手をこまねいていると商店街はいずれ人が来なくなってしまうのではと危
機感を感じている。
5. おわりに
今後も引き続き岡山の若者達に，企業や商店の後継者など地域経済に貢献できる有為なビジネスリ
ーダーとしての基本的な能力の育成や各界のスペシャリストを目指して主体的・継続的に学ぶことの
できる能力を育成し体験的・経験的な取り組みを実践していきたい。
アントレプレナーシップ教育は，社会人（職業人）として必要不可欠な価値観・姿勢・能力を養う
ための教育であり，自らの人生を自ら切り開いていくという強い情熱を持ち，リスクを恐れずに自分
の夢に向かってチャレンジすることを目指している。職業的（進路）発達に関わる諸能力として｢人間
関係形成能力｣｢情報活用能力｣｢将来設計能力｣｢意思決定能力｣があげられる。これからもアントレプレ
ナーシップ教育に積極的に取り組みキャリア教育推進の突破口としていきたい。
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＜編集後記＞
本論文集は、
「連塾」基礎コース第 1 期生による 1 年間の研鑽の成果をまと
めたものである。2 年目の実践コースにおける研鑽計画も示されており、今
後の発展が大いに期待される。
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