
兵庫自治学会 令和元年度第１回 コラボレーション・プロジェクト 

 

地域に飛び出す連続講座 in西宮 
 

☆開催概要 

開催日時：令和元年 11 月 30（土） 13 時開講（12 時 30 分受付開始） 
会  場：西宮市役所東館８Ｆ大ホール 
参加人数：７２名 
主  催：地域に飛び出す連続講座 in 西宮 実行委員会 
共  催：兵庫自治学会、西宮市まちづくりサークル 

 
◎当日次第          
司会者挨拶：石垣 順子（伊丹市）     （13:00～13:05） 
主催者挨拶：樋口 克利（西宮市）     （13:05～13:10） 
第一講  「国の地方創生から自分たちの地域の創生へ 
          ～いま自治体職員がすべきこと～」  （13:10～14:10） 

地域活性化センター理事長  椎川 忍 氏 
第二講  「横浜市における環境先進都市への挑戦の軌跡」  （14:10～15:10） 

㈱エックス都市研究所理事 信時 正人 氏 
第三講  「これからの地域公務員の在り方について」   （15:20～16:35） 

◎参加者によるグループディスカッション 
（テーマ：持続可能なまちづくりの提案） 

第四講  総 括              （16:35～16:50） 
  椎川理事長から、この 10 回の連続講座の講評と参加者に期待すること 



１．はじめに 

元号が「平成」から「令和」に変わり、私たちを取り巻く様々な環境は一段とスピードを増し変化

しています。 
そのような状況において、多くの公務員が常にアンテナを張り自己研鑽に励み、そこで得た知識や

経験を「業務」や「地域の活性化等」に還元しています。 
今回の「地域に飛び出す連続講座」は、現在地域の活性化に取り組んでいる方、これから取り組も

うとする方、または、自分自身と異なるライフワークを持つ方との交流に興味のある方を対象に地域

活性化の分野において第一線で活躍中の講師陣を招き一層のスキルアップ等を目指し開催しました。 
    

２．「連続講座」開催に至った経緯 

平成 22 年 4 月に総務省主催で第 1 回の連続講座「地域力創造と地域おこしのヒント」が兵庫県西

宮市の関西学院大学で開催され、初代地域力創造審議官（現：（一財）地域活性化センター理事長）で、

当講座の講師でもある椎川忍氏、関西学院大学教授の小西砂千夫氏など、地域活性化の分野で著名な

方々の講義がありました。 
その講座を受講し、感銘を受けた参加者が、地域力を支える人材としての更なる成長を目指して、

派生的な連続講座を考案し、平成 22 年の高松市開催（第一回）を始まりに関西圏を中心に開催し、

最終回となる第１０回を西宮市で開催する運びとなりました。 
 

３．講座内容 

第一講 「国の地方創生から自分たちの地域の創生へ～いま自治体職員がすべきこと～」

  
（一財）地域活性化センターの椎川理事長からは、配布資料やスライドを用いて、国の地方創生か

ら自分たちの地域の創生に関して講義いただいた内容の一部を紹介します。 
 
国の「地方創生」ではなく自分たちの「地域創生」のセクションでは、地方創生の捉え方について、

次の内容についてその根本を理解して施策を展開することが重要であるということでした。 
○基本的には、自分たちの責任であり、自分たちで考え抜いて実践するしかない 
○国の政策は、自分たちの目的達成のため、活用できるものはうまく活用すればいい 
○国の政治がどういうものかを理解し、振り回されることなく、信念を貫いて、実践する 
 

特に、地方自治体でありがちな「国に言

われたからやる、国のいうとおりにやる」

ことは、最もダメなことであり、多くの自

治体が陥っている負のスパイラルについて、

以下の重要なことを丁寧に説明いただいた

ことは官僚経験者からの力強い言葉として、

深く心に響くものがありました。 
○自分たちで、自分たちの地域をデータ

で客観的に把握し、しっかり考え、実

践する 
○自治体どまりにせず、地域住民も含め

て、納得づくで、じっくりとやる 
○やねだんの豊重公民館長の名言「急ぐな、あわてるな、近道するな！」 

20 年以上かけてすべての地域課題を解決（今では地方創生のお手本といわれる） 



 
次に、「地方創生は、一足飛びにできるものではない」という一見当たり前のように思うが、幾らか

の自治体は交付金や補助金の取得を主眼に置くあまりに中身の薄い地方創生になっているのが現状で

あり、そのようにならないための以下のキーワードについて説明いただいた。 
○基盤が固まっていなければ、砂上の楼閣 （危ういもの） 
○回り道であっても、基盤をしっかり固めてから取り組む 
○基盤とは、なにか？ 
・住民自治（地域内分権の制度で育てるもの） 
・住民協働（こちらから地域に飛び出す公務員として実践） 
・人材育成の仕組（縦割の専門人材だけではなく、横串人材を育てる必要） 
・若者の力を引き出すシステム 
・効率的な地域経済循環構造 

 
以上のように地方創生の基本や陥りやすい現状などを全国の事例などを交えてわかりやすく説明い

ただいたが、紙面の関係上、当日のスライドを一部抜粋して掲載することとする。 
 
☆「ひとの創生」の意味は？ 
○当初の国の総合戦略をみても、ひとづくりの政策がほとんどなく、外から借りてくるような話ば

かりで、人材育成の視点が弱かった 
 
☆どんな立派なシステムも動かすのは人 
○古くは箱もので反面教師があった（ハードは立派だが、運営がなってないため閑古鳥、そもそも

住民参加の整備計画になっていない） 
○現在では、観光 DMO、CCRC、小さな拠点といえば交付金がつきやすいが、その事業全体の中

にしっかりと地域内での人材育成システムの構築費用が確保されているか 
（たとえ、将来的には単独事業になっても） 

 
☆いま、求められている人材育成とは 
○ 時代の潮流をみる 

高度成長から成熟社会へ、中央集権型から地方分権型へと変化し、自立する地域社会への脱皮

が求められている 
○ 地方自治体の仕事はどう変わったか 

地域の実情に応じたきめ細かい施策を単独ででも実施する必要義務的・標準的な事務・事業に

加えて、独自性のある任意的な事業を展開する必要性が高まった（地方創生といった生き残り

政策など） 
○ 求められる地方公務員の能力は 

決められたことを確実に実施する能力に加えて、自らの創意・工夫と豊富なネットワークを生

かして企画・立案・実行する能力が求められるようになった 
○ 知の深化と知の探索 

知の深化（専門家）に加えて知の探索（横串人材）の重要性が高まる 
○ イノベーションは知の探索から 

イノベーションは新結合（多様性からイノベーションが生まれる） 
 
☆成功する自治体の条件 
１．  人材が育ち、内外のネットワークが充実している 
２．  自立心が旺盛で、実行力がある 
３．  住民自治が確立している（地域内分権が進んでいる） 
４．  地域経済の循環構造ができている 



５．  若者の力を引き出す仕組みがある（高齢者は細かいことを言わず、リスクマネジメントに徹

する） 
６．  市町村どまりにせず、地区・集落に情報を伝え、住民 
７． 参加の仕組みができている 
８．  自分たちの目標をしっかりと持ち、やるべきことを粛々とやっている（国の政策は活用また

は悪用） 
９． 現状分析が数字をもとにしっかりできている 

 
☆地方創生政策の結果として格差拡大の方向へ（以前から主張） 
○ 少子・高齢、人口減少社会で、生き残りをか

けた地域間競争が激化 
（人口問題であることを正しく認識し、成果

が上げられるか否かで勝負が決まる） 
○ 住民に情報がきちんと伝えられている地域か 
○ 成功する基盤、条件が整っている地域か 

（住民自治、自立心、地域内分権、若者の活

躍できる素地、経済循環構造の構築、地方創

生のための教育、ないものねだりではなくあ

るものを生かす、第一次産業の活性化、人材

育成システムなど） 
 

 

第二講 「横浜市における環境先進都市への挑戦の軌跡」  

 
株式会社エックス都市研究所の信時理事からは、横浜市の環境未来都市推進担当理事時代の話を中

心に戦略的なことや民間と公務員の違いなどについて話していただきました。 
先ずは、横浜市の環境政策に係る現在の取り組み状況についてです。 
 

環境モデル都市・環境未来都市から SDGs 未来都市へ 
横浜市は、平成 23 年に環境未来都

市に選定され、環境負荷を押さえなが

ら経済的にも発展し、市民生活の質を

向上させるまちづくりの取組を積極

的に進めてきています。 
今後の展開は、環境未来都市の取組

をステージアップさせ、SDGs 未来都

市・横浜の実現に向けて、取組を深化

させることにチャレンジしている最

中であります。（2011 年、次世代エネ

ルギー・社会システム実証事業） 
 
そのような戦略を展開している横浜市ですが、信時理事は当時の中田市長から「中と中、中と外を

繋いでほしい」、「任期中に具体的なプロジェクトを一つ」、「〇〇〇〇」という特命を受けて理事職と

して日々奮闘されていたということです。 
この学会誌を呼んでおられる方は、ほとんどが公務員と思われますが、信時理事は、民間出身とい

うこともあり、当初は文化の違いに大きな違和感を持たれたようです。 



 
特に中田市長からの中と中を繋ぐという特命

の意味を肌で感じられたようで、要するに縦割

り行政の弊害で事業が思っているスピードで進

まなかったようです。 
そこで、事業本部を各局の上に位置付け、幾

分上から降ろすことで解消されたようです

が・・・・・というような話でした。（読者のご

想像にお任せします） 
 
そのように、民間とのギャップを色々感じら

れたようですが、温暖化対策統括本部長時代に

は、役所には「外に出る文化がない」というこ

とを感じられたようで、次のことがあったようです。 
〇出張命令と出張伺い？ 
私の所属する西宮市でも出張の際は、「旅行命令」が必要となり、遠方になれば予算の関係上人数が

絞られたりすることが当たり前であると、思っていましたが、信時理事の民間時代は「出張伺い」と

いうことで、今までとは、真逆の上司が出張を命令するということに非常に違和感を持たれたようで

す。 
なぜかというと、仕事上必要があるから部下が出張を伺うのであり、上司からの命令で行くのでは

ないということです。 
出張でも色々なシーンがあるので、一概には言えませんが、民間企業の場合、商談目的の出張で、

人数を絞って交渉した場合に、もし相手の要求に対して十分な回答がその場で出来なければ、その商

談は成立しないでしょう。 
役所の中でも新規のプロジェクトを手掛けている部署などは、様々な交渉があり、相手に納得して

もらうためには、どのようにするかを考えると自ずと同じ答えが出るのではないでしょうか？ 
講座では、このほかにもいろいろな話をいただきましたが、組織の中で奮闘されたお話の一部を紹

介させていただきました。 
 



第三講  「これからの地域公務員の在り方について」 

◎参加者によるグループディスカッション（テーマ：持続可能なまちづくりの提案） 

  
第三講は、参加者が主体となるグループワークを

行いました。 
実は、このワークがこの講座のポイントになって

おり、毎回、座学の後に全員が参加できるように工

夫を凝らして行っています。 
今回は、タイトルが「これからの地域公務員の在

り方」ということで、ワークの内容は、公務員が仕

事以外で地域の活性化に貢献する方法などを今回

の講義や実践例などを参考にグループで話し合っ

ていただく予定にしていましたが、募集対象を公務

員に限定せずにまちづくりに興味のある方を対象

にしたことで、民間企業や学生、地方議員の参加も

あることから、全員が楽しんでいただける内容にす

る必要がありました。 
そこで、「グループの全員が参加出来る。」、「１時

間で成果をまとめることが出来る。」、「個々の意見

が反映できやすいようにする。」などを考慮した結

果、一つのモデル地域について「持続可能なまちづ

くり」の提案を各グループにしていただくこととし

ました。 
 
といっても、同じような提案が出るのではない

か？１時間程度でまとめることができるのか？初対面で議論ができるのか？など、多くの懸念事項が

ありましたが、全てのことを予測することは、難しかったので次のルールのもとワークを行うことと

しました。 
○ 地域は、西宮市の鳴尾地域のまちづくり提案を行う。 
○ ８グループとし、各グループが「まちづくり提案」を行う。 
○ グループメンバーは、生活圏や職種が近い構成とする。 
○ グループには、ファシリテータを配置し、事前に第３講の趣旨や資料等を提供する 
○ 提供する素材は、地図８種および地域カルテ１枚とする。 

 
以上に加えて、 

○ 参加者へは、事前に自己紹介時に住んでい

る地域の紹介をしていただくことを連絡す

る。 
○ 第１講からグループワークの席配置とメン

バーとする。 
○ 机の上には、第３講の資料をはじめからセ

ットする。 
○ 提案の内容は、提供された資料などから得

られる資源を活用した未来志向の提案とす

る。 
 



 
 タイムスケジュール： 

① グループ内での自己紹介     １分×８  10 分 
② 条件地の地図（テーブル上の地図等）を見ながら意見交換   ５分 
③ 「まち」に充実している資源は？         ７分 
④ 資源を生かしかたまちづくりの方向性について      ８分 
⑤ 資源を生かした「まちづくり提案」のまとめ    ５分 
⑥ 各グループによる「まちづくりの提案」   ２分×８ 20 分 
⑦ 講師からの講評      ５分×２ 10 分 

 
【グループワークの心得】 

 プラス思考の提案をしてください。（ネガティブトークはＮＧ） 
 簡潔に自分自身の考えを述べてください。 
 地域の資源を生かした内容にしてください。 
 提案の内容は、地域内で完結するものから関西圏をにらんだものまで範囲は限定しません。 
 あくまで未来型の提案書なので、財政的な課題等は気にしないでください。 

 
【ワークの結果】 
今まで、色々なワークを行ってきましたが、今回

のスタイルは初めてで、上手くまとめることが出

来るかかなりの心配がありました。 
しかしながら、ファシリテータのコーディネート

のおかげで、それぞれのグループからは、想定し

ていた以上の提案があり、第３講も非常に盛り上

がりました。 
特に、今回用いた素材は、西宮市に現存する地域

のまちづくり提案であったことから、開催地特権

ということで、それぞれのグループの提案は、今

後の西宮市のまちづくりに活用するため、西宮市に帰属するという「おち」付きでワークを終えました。 
 

【総括】最終回を迎えて 

この連続講座は、平成 22 年の第１回の開催から数えて、10 回目の開催であり、今回も盛会のうち

に終えることができました。 
この講座も始めた当初は、ＳＮＳの環境が今ほど便利で使いやすいものではありませんでした。 
イベントの情報もＭＬやペーパーでの提供が主流で限られた人にしか情報が行き届かない状況であ

ったことから、より多くの人が交流できる場を提供する目的でＭＬや人を介しながら、この講座の開

催を広く情報発信をしてきました。 
今日まで、異なる自治体の有志が自発的に開催場所の手を挙げていただき、講座をつなぐことがで

きたことに大変感謝しております。 
今では、参加された方が主催者となり、ＦＢなどを活用しリアルタイムに情報を発信し、様々なイ

ベントを各地で実施しています。 
今回でこの「連続講座」は、一区切りといたしますが、最近は、以前にも増して地域という小さな

エリアでも人間関係の希薄化に歯止めがかからないということをよく耳にします。 
そのような状況において、今後も地域の活性化を目的に自主的に集う会が開催され、一人でも多く

の方が様々な問題を正面から受け止めて地域で活躍されることを期待しています。 
最後になりましたが、今回参加いただいた皆様、共催いただいた兵庫自治学会様、多忙にもかかわ

らず毎回応援していただいている地域活性化センターの椎川理事長、㈱エックス研究所の信時理事、



交流会から参加いただいた関西学院大学の小西教授にこの場を借りて御礼申し上げます。 


