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官民協働による地方創生都市実現のための基礎的研究

①研究の背景と目的

地方創生は 2014 年に東京をはじめとす

る首都圏への一極集中の是正を目的として

政府肝入りの政策として発表された。発表

の当時はローカルアベノミクスとも称され

たことからもわかるように、三本の矢の一

つ、財政出動もあり、最初の政策は補正予

算による一種の「バラマキ政策」ともなる、

プレミアム付商品券の発行であったことは

記憶にも新しい。正確には、自治体が選択

した政策であり、地域での経済循環を目的

として、また住民からも歓迎され 97％と全

国ほとんどの自治体が採用した。

確かに、経済効果が見られた地域もあり、

地方の事業者には意味があったともいわれ

るが、プレミアム付商品券が、地方創生の、

最初の政策となっていたという事実は、「官」

が主導する地方創生政策そのものに対し、

疑問を投げかけることにもなった。すなわ

ち、地方創生のビジョンとの隔たりである。

政策を位置づける法令たる「まち・ひと・

しごと創生法」の可決・成立を経て、担当

の石破茂地方創生担当大臣は「いつの時代

も日本を変えてきたのは「地方」です。地

方創生においても、地方が自ら考え、責任

を持って取り組むことが重要です」と述べ

たが、プレミアム付商品券は、国が事例と

して挙げた政策であり、そこに「地方が自

ら考え」た姿は見られない1。さらには、自

                                                  
1 平成 26（2014）年度の補正予算に組まれ

た「地方創生先行型交付金」の交付金事業

の一つとして出されたものがプレミアム付

き商品券であった。交付金事業の資料には、

治体横並びも明らかである。

また、地方創生政策を導く地方の消滅の

危機を訴えた増田寛也氏自身、プレミアム

付き商品券が一極集中の改善にどうつなが

るか、との疑問を呈したこともある。政策

が目的と合致していない。背景には、政策

そのものが未成熟のままスタートしたこと

があるのではないか。政治のポピュリズム

に依拠したものだったからかもしれない。

政策効果を見極めることが十分ではないま

ま言葉が先行した。その一方で地方行政は、

立法府たる議会の定める条例や予算に従い

粛々と進める Administration（行政管理）

の要素を強く持つ。地方行政における「官」

は政治性よりも、むしろ行政管理の面を強

く持ち、政策には事業の積み上げを重視す

る。補正で組まれる政策のように、積み上

げる時間がない場合、自治体は政策効果に

疑問を持ちつつも、結果的に国のマニュア

ルに従うことになる。

さらに、国は、各自治体が一律に「まち・

ひと・しごと創生戦略」を策定することを

求め、その枠組みとしては産学官に金融、

言論、そして労働界を加え、地方にある資

源を活用して、自らが考えることを求めた。

結果、多くの自治体が委員会方式で進めた

が、事業を推進するためには、外部の能力

も必要であった。

自治労のシンクタンクの地方自治総合研

究所が 2018（平成 30）年に、総合戦略の

策定について全市町村を対象に行ったアン

                                                                       
商品券の発行流通に関わる詳細な手順も記

載されており、多くの自治体がこれに従い

発行した。
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ケート調査がある（回答数 1,348 件、回収

率 77.4％）2。調査で、外部のシンクタンク

を活用したかとの設問があり、自治体の

77.3％がコンサルタント等への外部委託を

行っている、との結果であった。その過半

は東京のコンサルタント等であり、自治体

を顧客とするコンサルタント業界は活況を

呈したともいわれる。地方創生とは真逆に

東京に資金が流れた。もちろん、外部の能

力の活用は庁内の業務の低減（行革）にも

つながるが、結果、中央（東京）にある知

的資源を地方で拝借したことになる。

図 1 に首都圏での人口の流入超過率を示

すが 1995 年頃より始まる入超（流入超過）

の割合は、徐々に拡大、2008 年のリーマン

ショック後に一時、衰えるものの、その後

再び上昇、2014 年の地方創生政策の導入後

も入超は続く。

このように、地方創生は、首都圏への一

極集中具体的な効果を及ぼす政策がなされ

ず、実際の効果もあったとは言い難い。

では、地方創生は必要ないのか、といえ

ばそれは異なる。意気込みや理念について

は賛同すべき点も多い。ただ、一律に、基

礎的自治体、広域自治体を問わず実現する

ことには、やはり無理もある。何より小規

模な自治体にあっては、政策を立案する経

験に不足するのではないか。特に平成の大

合併後の自治体では、本来把握されるべき

地域資源の把握などにも、それ以外の自治

体と比して労力を要する。

さて、こうした策定に係る懸念に対して、

                                                  
2 坂本誠「地方創生政策が浮き彫りにした

国－地方関係の現状と課題 ―「地方版総合

戦略」の策定に関する市町村悉皆アンケー

ト調査の結果をふまえて ―」『自治総研』

通巻 474 号 2018 年 4 月

現場ではどうか。例えば、徳島県の神山町

は戦略作成にあたって住民によるワークシ

ョップなどを開催、実施についても、「新た

に設立した地域公社（一般社団法人「神山

つなぐ公社」）と、役場の官民協働による、

継続性の高い、効果的なプロジェクトを推

進する体制を構築」しており3、小規模な自

治体では官民の連携と協働が真に地方創生

を実現するために、重要視されていること

を示している。

兵庫県では地域創生を謳う。地方が中央

との対比で使われる事例が多いからである

が、同時に地域からの、創生を目指すため

でもある。そのためには官と民との適切な

協働を考える必要がある。

兵庫県は、官民、すなわち県と県民との

間において、2003 年 4 月 1 日に「県民の参

画と協働の推進に関する条例」を施行、そ

の位置づけを定めた。これは全国でも初期

の試みであり、ボランティアによる被災地

支援などの経験を踏まえたものである。震

災後のボランティアの活動は、後にいわゆ

る NPO 法を生み出す契機となったことは

よく知られている。そのため、官民の協働

における「民」とは、市民セクターとして

の、NPO やボランタリー組織と考えられて

おり、同時に兵庫県もそれを推進してきた

経緯もある。ただ NPO 法人は都市部に多

く立地することが知られ4、多様な県土を持

つ兵庫県の場合、都市部以外の地域での官

民協働にも注意を払う必要がある。

                                                  
3 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事

務局内閣府地方創生推進事務局「次期｢地方

版総合戦略」の策定に向けて」2019年 4月。
4 埴淵知哉「NPO 法人の地理的不均等分布

―都市システム論の観点から―」『The 
Nonprofit Review』Vol17, No.1, 2007 年
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図 1 首都圏の人口流入率（‰）

幸い、実態としては、兵庫県においては

都市部以外でも NPO 法人数（人口当たり）

は多く、都市部とそん色のないことも事実

である。表 1 はそれを示したもので、表中

の特化係数は、全県を 1.00 とした場合の指

標であり、立地係数とも呼ばれる。1.00 を

上回ると全県平均以上に NPO が存するこ

とになる。震災後、コミュニティビジネス

など NPO を育成する経験が兵庫県にはあ

り、それを有する都市部の中間支援型 NPO
が、その機能を県内各地にアウトソーシン

グしたことの成果といえよう。

にもかかわらず、一部地域では特化係数

が低い。例えば、中播磨地域の市川町、福

崎町、神河町、太子町、東播磨地域の加古

川市、明石市、高砂市、播磨町などである。

これらは都市近郊の住宅地を有する地域で

もあるが、阪神間や神戸市、姫路市等と異

なる理由として、自治会や小学校区などに

代表される地縁型の住民組織の強さがあり、

また自治体（官）の強さがあると考えられ

る。例えば、明石市は小学校区をコミュニ

ティと位置付け、支援を重ねた歴史を有す

る。財政にゆとりを持つ加古川市、明石市、

稲美町などは官の強さや意向も働きやすい。

その一方で、但馬、丹波、淡路など中山間

地域ではむしろ NPO の組織率が高いこと

は、人口減少に伴っての地縁組織の弱体化

もあるのではないか。

地方創生を考える上で、NPO などテーマ

型組織との協働だけではなく、従前より、

自治体とも関連が深い地縁型組織と自治体

との連携を考えることも、重要な選択肢と

なる。
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表 1 兵庫県下市町別の NPO数と人口（2018 年）

市町 人口（人） NPO 数 特化係数

神戸 神戸市 1,522,635 827 1.35
阪神南 尼崎市 451,179 110 0.60

西宮市 486,767 169 0.86
芦屋市 94,222 56 1.47

阪神北 伊丹市 197,973 55 0.69
宝塚市 224,728 115 1.27
川西市 153,866 44 0.71
三田市 111,014 39 0.87
猪名川町 30,249 8 0.66

東播磨 明石市 298,399 76 0.63
加古川市 262,647 66 0.62
高砂市 88,492 24 0.67
稲美町 30,474 14 1.14
播磨町 33,723 9 0.66

北播磨 西脇市 39,377 16 1.01
三木市 75,406 33 1.08
小野市 47,811 18 0.93
加西市 43,216 20 1.15
加東市 40,404 15 0.92
多可町 19,908 13 1.62

中播磨 姫路市 530,309 180 0.84
神河町 10,881 3 0.68
市川町 11,517 1 0.22
福崎町 19,411 5 0.64

西播磨 相生市 29,164 10 0.85
たつの市 75,162 22 0.73
赤穂市 46,471 16 0.85
宍粟市 35,269 19 1.33
太子町 33,461 5 0.37
上郡町 14,273 9 1.56
佐用町 16,118 7 1.08

但馬 豊岡市 78,656 34 1.07
養父市 22,580 12 1.32
朝来市 29,438 14 1.18
香美町 16,515 8 1.20
新温泉町 13,762 8 1.44

丹波 篠山市 40,121 30 1.85
丹波市 62,093 38 1.52

淡路 洲本市 41,886 28 1.66
南あわじ市 44,823 13 0.72
淡路市 41,783 17 1.01

合計 5,466,183 2,206 1.00
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以上示した事情から、本研究の目的を次

のように定める。

地域が主体となり、地域住民から求めら

れる地方創生を進めるために、官民の協働

が必要との観点から、「官」――ここでは主

として基礎的自治体――と住民主体による

地縁型の「民」との地域における協働の活

動をモデルとして、その構造を明らかにす

ることを目的とする。このことにより、「ま

ち・ひと・しごと創生法」の基本理念に謳

う（第二条）「国民が個性豊かで魅力ある地

域社会において潤いのある豊かな生活を営

むことができるよう、それぞれの地域の実

情に応じて環境の整備を図ること」を可能

にするであろう。

なお、地方創生の早期の実現が期待をさ

れていることから、少しでも先を進むため、

住民主体の地域活動に関心のある団体関係

者、及び NPO セクターが参加する研究会

を発足させ、知見を基にして実践活動にも

結び付ける。

②研究方法

上述のように研究会を発足、研究会では

地方創生のイメージを共有するため、研究

会メンバーの有識者による講義を行うとと

もに、それを踏まえ対象とする県内市町を

決定する。

研究会では、実現のための実践研究との

観点からは、先行事例の分析が最も効果的

であるとの結論に立ち、地域住民が主体と

なり官民が協働することで地域の活性化と

生活の安定に向けての事業を先行させてい

るモデルケースを抱える神河町を研究対象

地域とすることを決した。さらに、地方創

生を実現するためにも、実践の場を設ける

必要があることから、太子町で可能な活動

を行うことを研究会の方針として定めた。

後者については、別途予算を充て、当該研

究レポートの中では特に触れない。

さて、先進事例の調査では現地での活動

に関わる関係者への聞き取り調査が中心と

なる。以下で、その詳細な方法について触

れる。

対象地域となる兵庫県神河町は、中播磨

県民センターの区域にあり、姫路市に接し

神崎町と大河内町が合併し 2005 年に誕生

した。その位置関係から、「兵庫の真ん中」

と称する。神河町における住民主体型の活

動として、以下の 3 つのケースを抽出した。

①中村粟賀地区におけるまちづくり

【特徴】

県助成を得てワークショップを実施し、

資源と課題を明確にすることから、まちづ

くりテーマと理念を導出し、それを踏まえ

てのプロジェクト、まちづくりの進め方に

ついても計画を作成した。理念は歴史・自

然、にぎわい、まちなみを柱として、あつ

める・つなげる、創造する、発信すること

を目指す。計画策定は自治体が行う計画策

定手法を小地域が導入したことである。か

みかわ銀の馬車道まちづくり協議会を設立。

古民ナリエチーム（空き家・古民家の活用、

町並み保全）、馬やどりチーム（歴史文化の

掘起しと地域の魅力情報発信）、もりあがた

い AN チーム（活性化イベント、特産開発）

があり、古民家レストランのオープンや、

古民家「粟賀の驛」の復活など。
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②長谷地区における活動

【特徴】

限界集落で長谷地区ではあるが、谷間の

家さんきらやコワーキングスペース

kajiyano など拠点を設け人々が活動をして

いる。また株式会社長谷が、町の委託でセ

ンター長谷を運営するなど、行政との新た

な関係を構築する一方で自立化を模索する

も困難に直面している。長谷地区の振興を

考える会、長谷地区ふれあい祭りなどの住

民による資源、長谷ダムなどの公共資源を

有する。

③寺前村振興公社

【特徴】

閉店した地元スーパーを買収し、寺前地

域 11 集落で構成する寺前地区活性化協議

会と株式会社寺前村振興公社が寺前楽座”

まちの灯り”を運営。町の事業費は 56 百万

円（うち 45 百万円が改修費）。財源は地方

創生補助金、町補助、県産業活性化センタ

ーの無利子融資の他、地域の 1300 世帯が各

10,000 円を出資した 1,276 万円など。実質

的な経営の場面では民間の事業者であるこ

めやストアが行う。

それぞれのケースについて関係者 2～3
名について、取材を依頼、半構造化インタ

ビューを実施した。半構造化インタビュー

は予めインタビューの質問項目の概要を定

めたインタビューガイドを作成、それに沿

っての取材であるが、インタビューイー（イ

ンタビュー対象者）の発言を踏まえつつ、

実施する方法である。

質問項目は以下の通りである。

① 活動・事業の概要。事業の契機とな

ったことやこれまでの経過、自分自身

や活動に関わってきた人々の役割、大

きな出来事なども含む内容になります。

② 活動・事業をされている地域の特徴や、

地域でなければならない「何か」があ

りますか。あるいは自分自身を地域に

惹きつける魅力はどこにありますか。

地域に対する思い入れはどこですか。

地域について他者に伝えたいことは何

ですか。

③ 活動・事業をされている地域に存する

資源（人材、ネットワークなども含む）

は何ですか。身近にあり直ぐに利用が

可能な資源、利用は可能であるが近く

にはない資源、利用が難しくても、開

発することが可能な資源なども含みま

す。

④ 活動・事業をされている地域に賑わい

は必要と思いますか。賑わいが必要で

あれば、そのために何を行うべきと考

えますか。あるいは、地域で人々が関

わり合いを持つために、または関わり

を強化するために何を行うべきと思い

ますか。

⑤ 今後、活動や事業が目指すべき方向性

はどのようなものですか。方向性を導

き出すことになった背景や、参考にし

た事例はありますか。また競争相手や

ライバルはどこになりますか。

⑥ 活動・事業をされている地域の外にあ

る、どのような資源（人材、ネットワ

ークなども含む）を活用していますか。

その理由は何ですか。

⑦ 行政の果たす役割への期待はあります

か。行政以外の組織（例えば、生活協
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同組合や社会福祉協議会など）の役割

についてはどう思いますか。

次に、分析の方法であるが、得られたイ

ンタビューの結果について、まずテープ起

こしを行い、インタビューイーの発言内容

から、単語、フレーズ、文章の切片化を行

う。さらにキーワードを抽出の上、再構成

することにより、官民協働の構造を明らか

にする。

③研究内容

上述の 3 つのケースの関係者 9 名の方へ

のインタビューの総時間数は 342 分であっ

た。テープ起こしの結果より、切片化した

内容を下記に示す。

 団結力言うのか結束力言うのか、地

域に対するみんなの考え方っていう

のがね、起こらないんじゃないかな

 ほとんどがもう行政主導

 課題とか色々なもの出てきまして。

 空き地ばっかりになる

 協議会が並行して立ち上げていって、

地域創生、地域の活性化していこう

 町内の他地区から来られた方が 6 割

ぐらい。実質元々この粟賀町区内に

おったんが 4 割ぐらいの比率。

 生活する上ではこの地域は一番生活

しやすい地域になっています。

 名前があれば補助金が取りやすい

 まち協も色んな団体を集めて作って

いるんです

 兵庫県立大学の経営学部の方、教授

らが相当神河町のこのエリアに力を

入れて

 月一回必ず会議やって

 古民家の改修はだいぶ進んだ

 ある程度予算がないことには動きが

取れません

 神河町の資産っていうのは山と田ん

ぼしかない

 生かしていかないといかんな

 高齢化になって地域の過疎化

 神河町いうのは旧神崎町と大河内町

が合併した地域ですからね。西と東

とでね、ちょっと活動内容が違う

 基本的に居住される場合は、自治会

に強制加入

 地域の絆を大事にしていくのか、人

を増やしていくだけを大事にしてい

くのかという

 ここから先はあんたが勝手にしなさ

いよというね、ちょっとおかしいの

と違うかと。

 単独で運営すると言われても何か稼

ぐ手段というのはね

 取り組みが弱かったかもしれない

 全て 100％ボランティアで活動させ

といて、協議会そのもの自体に利益

出してどうこうじゃないけども、最

低公定経費ぐらいはね、やっぱり行

政サイドが見てくれんことには。

 商業ベースというかね、そういう考

え方で施設の運営を基本路線で考え

て、大松邸に関してはあくまでも兵

庫県立大学のサテライトキャンパス

いうことがもうメインで

 地域の各種団体が利用して活用して

いって、なんとか公定経費をねん出
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しよう

 学生さんが 2 泊 3 日、3 泊 4 日来ら

れた時は必ず地域の私らが話し合い

に行ったり、意見交流会をしたり

 それぞれのグループがそれぞれ課題

なり目標なりとしているものがあっ

たので、それをそれなりに分けたと

いう考え方

 当初やっぱり議論されていましてね、

団体でしてもたら交流がない

 各チームから会長、リーダーが全部

出て、まちづくり協議会の副会長を

兼務

 ボランティアだから一生懸命やるっ

ていう人

 必然的に体制って出来てくると思う

ので、そういうやり方で進めていっ

た方がいいかな

 本当に直前で主たるものは地域おこ

し協力隊のフォローアップ事業を導

入初年度からやっていまして

 いろんな NPO の代表とかで合同出

資の会社をつくって

 波風が立つような人材が一つ私みた

いなのが入って、多分会話、コミュ

ニケーションは活性化した

 日常的に地域づくりに関わるのはか

なり難しい

 古民家にしても、銀の馬車道にこう

いう景観にしても、もうどこにでも

あるのでそれを強みと言い切れるか

 ハード的な資源っていうのはもうな

いからこうなっている

 ソフト的なニュアンスの強みが必要

になってくる

 地域の総会ごとで 9 割以上の出席率

を誇る

 カラオケが歌えるスナックが多く、

やっぱり人口比と比べるとやっぱり

ちょっと異常で、多分普通の人は気

付かないけど、

 ここの子達はやっぱり（略）その地

域づくり自体は、何ていうんですか

ね、関心度は低い

 にもかかわらずここでは移住である

とか子育てであるとか、教育に関す

る地域づくりはかなり取り組みが浅

いので、そうなるとやっぱり域外に

ね、やっぱり目をむいて

 多様性化している若年者の方の多様

性を受け止めきれない

 受け止められないからやらないって

いうどうしてもそっちにシフトして

いく。

 子供たちはいろいろやりたいことが

ある

 保存会の活動もやっぱり人、担ぎ手

も少ないし、たまたま私も県大の学

生さんのインターンシップを受け入

れたりとかすることの機会を得まし

た

 ターゲットは高い年齢です。高い年

齢層の人を受け入れるっていうこと

に対して、若い人たちはそんなに協

力的にはなりきれない、いわゆる興

味関心が低い。

 ターゲットをあえて若くできるので

あれば、地域の人も若い人を入れや

すくなる。

 ここは一応地域としては交流性を高

めてやってほしいということなので、

商売、商売をしてほしくないという
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ことでのご意向があって、

 生涯学習教育とかね、そちらに少し

ウェイトがかかったような場所に

 インキュベーション的に機能化させ

ようか

 法人化の流れは、解決するためには

ランニングとかそれの工夫になるの

かなとは思っていますけどね

 地域の方のご意向に沿って、協力活

動させていただくのが本来でありま

すし、

 合意性が低い

 域外から飲食店の方、古民家活用、

やっぱり地域との馴染みがなかった

り

 なんでこの人たちの面倒見なあかん

のですかとかみたいな、地域は強制

的にね、葬式とか面倒みますので、

そういうやっぱりその、それが結果

的に地域づくりを邪魔していたりと

か

 絶対一人一人に会って説明しないと

もめますよっていう。

 住んでる方も賑わいに対するメリッ

トとかはやっぱり感じ得てないので、

ウェイトがお互いにやっぱりうまく

かみ合っていないような状況とかは

あるかもしれないですね

 直球的なすぐの人が欲しい。でも地

域の人は、極端に言うと賑わいは長

い年月をかけて描くビジョンのよう

なものなので、そこの交じり合いっ

ていうのは難しいですね。

 人口が少ないことのメリットって多

分合意を得やすいことに多分集約さ

れると思うので、

 概して言えば日本なので、そういう

強みという意味では海外の方との糸

口を見つけるっていうのが次のステ

ップになる

 人的な支援をするための組織をする

ということですかね。いわゆる関係

人口であるとか担い手の確保のため

の教育、フォロー、サポートをする

組織を作り上げたいなっていうのが

やっぱり、

 役場の職員がね、雁首揃えて面接す

るようなことをしてたら、いつまで

経ってもファンは増えないわけで、

そこに面白いおっちゃん一人混ぜる

とか、

 ごっそり沢山の人を呼んだら絶対に

こんなに確保できませんよっていう、

っていう話をやっぱりね。

 当然エリア以外の方、または町外の

方々の利用というものもありますの

で、地域の 11 集落だけではね、事業

はなかなか継続していかないという

事もあります。

 真ん中のスーパーマーケットが火が

消えるという事は非常に、単なる食

品スーパーが無くなるというだけじ

ゃなしに、地域の活性化

 儲かるのか儲からないのかという事

をまず考えます

 彼はやっぱり熱いんでしょうね、地

元やし、近所のおじさんやおばさん

や地域の人やら行政から何とかして

えな

 ますます過疎化に拍車をかけるよう

なもんや

 昔風な商売の仕方だと思うんです。
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致し方ないんです

 子供が慕ってくるわけですね。親に

ついて来たり、おじいちゃんおばあ

ちゃんについて来て

 金の調達を、役場のその窓口から色

んな事しながら、私も資料の作成や

ら事業計画の作成やら（略）いい計

画ばっかり進んどった

 産直。地域の人の、産直会議、生産

者会議を今ね、30 数名ですかね

 1300 世帯の人が一つに一万円買い

に来てくれたら 1300 万円じゃない

ですか。

 駐車場でフリマをしたり、それから

うちのその日だけの産直イベント的

なものをやる。

 観光協会が立地の良い所にあるんで

すけど、駐車場がないんです

 小物屋がなくなった。文房具屋がな

くなった。結納のちょっとしたもの

のこんなもんがなくなった。

 まだ残っておられる所が頑張ってお

られる訳ですよ。

 正直言って地域の人口が増える事は

まずないと思います

 人口減らない施策をどの行政も取っ

ているが

 それから立ち寄りやすい様な今度、

看板を立てるんですけど、どうして

も今そこに山に上がる、

 こないだは明石の人が、「毎月来るん

や」と言うて、「ここの何とかを買い

に来るんや」言うてね、

 やっぱり人口があまり減ってくると

応じた、事業規模に変化させていか

なければ持ちません

 効率化、省力化いうのは。

 結局言いたいのは、まずうちは経営

努力して、魅力的な店をして、リー

ズナブルな改正価格で買い物しやす

い店にする

 農協の意向を聞きましょうと。農協

の意向を聞こうということで、そこ

からそれと合わせて情報収集をせな

あかんな

 第一義は町に買ってほしいと。第二

に、町内の個人の方に買ってほしい。

第三に企業かなと。しっかりしたと

こと。選択肢がありますよね

 僕と県議だけで二人で行こういうこ

とで行って

 もうここまでは情報収集会議で終わ

ったんやけど

 土地代の分を寺前第三区から町に寄

付して、そのお金で町が買ったこと

にしよう

 申請前やけど全部これ作っちゃいま

しょうと

 もう何十回って会議を開いたんやけ

ど、みんなで（略）要は決めないと、

これ多分あかんなと

 ここって単なる食料品店ではないん

ですと。もう地域コミュニティその

ものなんですよと。なんでかと言う

と、顔を見合わせることによって

 もっともっと町が深く関わるべきで

はないかと。要は、まちの灯りはそ

こそこできたけど、またそういうこ

とが発生するよねと。

 僕はもっともっと行政が深く関わる

べきだと思いますね。本当に切実な

問題なので。
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 社会福祉協議会もお店を出してくれ

ましたわ。移動販売車みたいなもの

をね。そやから言われるように、福

祉とも密接に関係すると思います。

 そういうとこらへんは福祉関係にフ

ォローしてもらうとか、ボランティ

アの会

 例えば役場を辞めた OB の方が、そ

ういうふうな組織を作ってあげたら

どうかなというね、地域を繋ぐ。

 いい意味としんどい意味と。そやか

ら町の人が入ってきて、今日もちょ

っとあるとこで話しよったんやけど、

 国民年金 50 万程しかないから、そん

なんで食えるわけないんやけど、一

定にお父さんの所得があって、お母

さんは家で子供を育てるだけで十分

で、それでやられてたわけで、今は

それで、多分田舎の人ってね、お金

持ち。いざという時なんでか知らん

けどお金出てくるじゃないですか。

 家をもう床とかもちょっと抜けてい

るような状態だったので、ここを無

くすか残していくかって考えたとき

にやっぱり母は思い入れがあったの

でここを別荘みたいな感じで

 この場所のコンセプトと言いますか、

まあ最初はきっかけとしては、まず

は自分たちの快適に仕事のできるオ

フィスがほしい。

 色んな人が横断するような、交差点

にみたいになるような場所に

 実験と言うんですかね

 閉じた場所ではなくて、村の人も

 特徴として但馬が近いので但馬の方

から来ていただいたり

 都会でのコワーキングスペースだと、

似たような集まりになると思うので

すけども

 ネット系ならネット系みたいな。

 そこに情報交換ノートっていうのが、

あえてアナログで情報をストックで

きる

 でも意外と私達がその、私達にとっ

てはおなじみのあの人とあの人とあ

の人が実はつながってなかったりと

かするんですけど、

 これイギリス人で、あとここ長谷で

すけど、長谷の古民家を購入したカ

ナダ人のデザイナーがいて

 いわゆるよそ者じゃないような。

 よそ者的な感覚ではない理由

 結構移住者の方もこの村には多くて、

けっこう受け入れられている感じは

あります

 僕らの話というよりはその区長とか

地域のリーダーっていうんですか、

が、すごく先進的な取り組みをされ

ているような地域

 異分子が多い

 なんか皆さんすごく耐性があるって

いうか、

 村仕事もやっぱりこう、なるべく参

加して、で、信頼関係ができると

 あのここの場所をやっていて近所の

方がお野菜やっぱりくださったりす

るのです。あのヤギも飼っているの

ですけど

 200 円ワンドリンクでここを利用し

ていただけるというふうにしている

のはまあ地域の方にも来てもらえる

可能性を作りたかった
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 出会ったことのない方がきてくださ

って、で、お話聞いていくと、「ああ

あそこの前、昔製材所されとったと

いうあのお家ですね」みたいなこと

が、僕が村で聞いている話につなが

ったりとかして、「出会えました」み

たいな。

 オペレーターって機械の部分もする

し、その農会長との打ち合わせここ

でしたりするんですけど、まあそう

いう地域の話っていうんですかね

 兵庫県の真ん中のコワーキングみた

いなイメージがあると

 神河のモデルではなくって兵庫県の

真ん中のっていうのがちょっと非常

にキーワードとして、面白いキーワ

ード

 ここでコワーキングスペースを設け

たことによって、コワーキングスペ

ースをめがけて来てくださる方もい

らっしゃる

 フットサルチームのブランディング

って言いますか、あのそういう作戦

会議をまあ監督、選手としていて、

うちのクライアントと色んな業種が

いるので

 ベースは地域ですね、その場所、こ

のロケーション、何ていうんですか

ね、よくいう水、空気もそうですし、

あの借景やと思うんですね。全部借

景させてもらってるし

 なんかここで完結させようと思って

るわけではないっていう。何かお昼

お腹すきましたか？うちもこういう

出してるものもあるけど

 一緒に歩くだけでもなんか発見があ

ったりとか、

 地域のことはいっぱい紹介すること

があって、

 結構コワーキングされている方とか、

コワーキングしたい方とかが結構訪

ねて来てくださったりとか

 コンサルと呼んでくださるクライア

ントもいるんですけども、僕も別に

その資格を持っているわけではない

んで、カウンセリングもあったり、

いわゆる広告制作もあったり

 我らが集まりまして、50 人余りです

ね、視察したりしながら、あのなん

とかそれを引き継いでやろうか

 地域を振興させるという会がありま

して

 再構築させていきながら再編成して

50 名あまりでした、ですけれども考

える会という体（てい）で、発足

 我々が建物を建てて

 県民交流広場の事業が 18 年に始ま

って 19 年度でそれを利用させてい

ただいて

 ふれあい喫茶なんかでも 120 名ほど

来ますから。

 やっぱりこの店舗に来ていただくい

うのがね、一つのあれですから、活

動

 施設を人が集まる施設にしたい

 美味しいっていうのがひとつ条件

 商売をしています

 生活を守るという大前提のもとで

 行政もそれなりの応援をしていただ

いて

 考える会、考える会とイコール株式

会社長谷
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 １戸一万円の出資金を募りまして

 ホタルまつりしたり。あるいはあの

ハイキングしたり、紅葉の

 住民のつながりいうのはね、恐ろし

いのが、一人住んだり、二人なくな

ったりしたらね、「すぐなくなった、

売上が減るがな」というて、もうそ

のぐらいの現実さですわ。

 地域におられる方はもう限られてい

ます

 町から来られる観光客

 細かいやつをずっと手をかけて野菜

作りなんて採算合わん

 神河町いうたら、電気の町

 考える会の会員さんの中から 5 名。

その合わせて 14 名で絶えず協議し

ております。

 こういった田舎の中でもね、うちら

ほら、空き家がね、新しく入られる

ような形で見受けられている

 林業はもう山自体がね、人件費に追

われてしまって、伐採したら今度、

まあ伐採しても金にならん、

 ここを利用してもらえるような環境

づくりいうのが一番

切片化されたフレーズの中で、キーとな

ると思われる言葉などをハイライトで指定

している。

④研究結果

研究内容に示した抽出したキーワードを

再構成する。このことは、研究の目的とし

ていた地縁型での官学協働の先進的な事例

についての構造を示すことにつながる。こ

こから、三層の構造があることがわかる。

これを図 2 に示す。

第一層は地域の特徴を示す。ここには 2
つの、一見すると対立する概念が示されて

いる。すなわち、閉じた地域の特徴である

団結力や結束力と、同時に異分子への耐性

との指摘である。これらを制度的枠組みと

して、徹底した議論、合意を重視する中で

解決することが、こうした地域性の特徴と

判断される。

第二層は住民をはじめとする担い手に関

わる内容である。地域課題については、地

域での対応を目指す一方で、地方創生が目

指す、地域での仕事づくりや移住による地

域の活性化には懐疑的、という認識である。

すなわち過疎が進んでも、生活が維持され

ることが重要であり、例えば観光で地域が

潤うことを必ずしも期待をしていない。残

した店舗が地域コミュニティそのもの、と

の意見は生活と経済の関係を如実に示す。

そのため、経済的なアプローチでの参加で

は限界もある。経済にのみ関心があり、地

域に向けての関心が小さい場合は、必ずし

も馴染まない。しかし、これは問題点でも

あり、経済的利得との観点からの普通は気

づかない利点に気付くことができない。特

に、ソフト的な側面では。また地域の若年

者を惹きつけることも難しい。そこで、地

域の若年者が活動の担い手となるように、

人材への考え方を持つ必要がある。

そして第三層が、解決方法である。これ

も二段あり、ベースとして考え方が示され

る。交流性を元にした地域循環型であり、

商業をベースとするだけではなく、ボラン

ティアも考えられる。また実験的な試みも
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有効と考えられる。その上部の構造は、実

際の制度や組織、といえる。そこには、イ

ンキュベーションなど新たな活動を生み出

すこと、そしてそれをサポートする組織の

必要性と行政も関わるなど、複合的な仕組

みが必要である。一部についてはテーマ型

の活動、例えば中間支援型の NPO などが

実現をしておりこれらも参考になるのでは

ないだろうか。

図 2 官民協働における地方創生を実現するための構造

⑤今後の課題

研究の成果として、先進事例の取材を踏

まえて、官民協働による地方創生を実現す

るための構造を示すことが可能になった。

今後の課題として、3 点を挙げる。

第一に、研究の精緻化である。今回は取

材の結果からのキーフレーズの抽出、さら

にキーワードによる再構成を試みた。これ

は研究会に集う人々の経験を踏まえて実現

が可能になった。しかし、客観性を持った

科学的なアプローチとは必ずしもいえない。

団結力・結束力・9 割以上の出席率

閉じた場所ではない・よそ者じゃな

い・異分子への耐性がある

反する特徴

ソフト的なニュアンスの多分強

み・普通の人は気付かない

月一回必ず会議・合意を得やすい

意見交流会・一人一人に会って説

明・自治会に強制加入

制度枠組み

地域の特徴

残っておられる所が頑張って・担

ぎ手も少ない・過疎化に拍車

地域との馴染みがない人・関心度

は低い

賑わいに対するメリットを感じ

ない・グループが課題なり目標・

地域コミュニティそのもの

地域の人の若い人を入れやすく

住民と担い手

地域課題への認識

問題点

フォロー、サポート組織・インキュベーション・福祉関係・行政が深く関わる

商業ベース・交流性・何か稼ぐ手段・ボランティアで・地域循環経済型・実験

解決方法
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取材結果のように質的なデータについての

分析では、GTA（グラウンデット・セオリ

ー・アプローチ）なども知られる。GTA で

は、全ての内容を切片化、ラべリングなど

定められた手法により、理論を作り上げる。

こうした分析手法により精緻な構造や理論

化が可能になる。今後、342 分の質的デー

タに対し、適切に理論化するためのアプロ

ーチを採用し、再度、精緻な構造化に挑戦

をしたい。

第二に、明らかにした構造から得られた

解決手法を政策提言に結びつけるための研

究継続が必要となっていることである。例

えば、結論では、インキュベーターやサポ

ート組織として、中間支援型 NPO にこれ

らに類似する取り組みのあることを示唆し、

実際、地縁型組織に対するアプローチを行

う県内の NPO も存する。では、明らかに

した構造に、このような団体をどう適合さ

せるか、またそれを行政として支援するべ

きであるのか、といった点が政策提言とな

っていくことであろう。

第三に、上述と関連するが、実践に結び

付けるまでに至っていない点である。研究

の目的に実践に結び付けることを示したが、

これにはまだ道のりが遠いと思われる。

付記

当該研究は、平成 30 年度の「兵庫自治学

会グループ研究応援事業」として実施いた

しました。

（文責 田端和彦）
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