
「開催目的」
　聖徳太子のゆかりの地である兵庫県太子町は、古
来から聖徳太子の「和を以て貴しとなす」精神を基
本に、発展してきた。「和のまち　太子」のキャッ
チフレーズは、町民の心のよりどころとして定着し
ている。それらのシンボルとして播州斑鳩寺の聖徳
殿には「聖徳太子孝養像」があり、聖徳太子の生き
ざまが町民のこころに浸透している。
　兵庫県政150周年の節目を迎えるにあたり、官民
協働による日本一の地方創生都市　太子を目指して
聖徳太子の精神（聖徳太子滅後1400年を平成33年に
迎える）を基に、各分野の専門家が議論することは
時宜を得た取り組みである。このため、標記フォー
ラムを開催し、各関係団体が協働でお互いの役割を
理解し連携を深め、今後の地方創生都市実現にむけ
た体制構築について社会に提案することとした。

「内　容」
第一部　基調講演：
＊講演１
　演題：「�官民協働による地方創生都市の実現を目

指して」～官と民のお互いの役割と連携
体制について～

　講師：兵庫大学　副学長兼教授
� （主催研究会　会長）田端　和彦　先生

１．官の役割の低下と２つの立場の民の役割

　＊官の役割の限界と新しい公共論
　　・生産に重きをおく税制の悪化
　　・［公を担う官から［新しい公共論］の登場へ
　　・ 阪神淡路大震災以降にみられる民の役割の拡

大
　＊新しい公共を担う［私］に対する２つの立場
　　・ 官の力を削ぐ新自由主義の立場からの民（営

利）の活用
　　・ コミュニテイを基盤にNPOなど民（非営利）

との協働

２．　官の役割の限界とは
　＊法律は全国に一律に適応
　　・ 都市近郊のスプロール化を防ぐ「都市計画

法」が適応され地方部での適切な住宅開発が
困難に

　　・ 国家戦略特区などは適応が難しい

平成30年度第１回　　　コラボレーション・プロジェクト

官民協働による地方創生都市実現フォーラム�in�太子
〜聖徳太子の和の精神を学ぶ〜

テーマ：聖徳太子の和の精神を軸にした協働による地域創生の道しるべ

日　時：平成30年12月22日（土）13：15～16：15
場　所：太子町立文化会館（あすかホール）　揖保郡太子町鵤1310-1
参加者：行政関係者、民間企業、NPO、教育関係者、一般市民
　　　　合計100名
主　催：協働による地方創生都市の実現に関する研究会
共　催：兵庫自治学会
後　援：兵庫県、兵庫県教育委員会、太子町、太子町教育委員会、
　　　　聖徳太子1400年プロジェクト推進協議会
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　＊ 公平性と効率性原則の二律背反と投資効果（競
争力原則）の導入

　　・ 財政支出の原則の一方で企業と同様に投資効
果の計測も

　　・ 自己責任論による官の役割の後退

３．�地方創生都市に向けての官民の協働にかかわる
課題

　＊ガバナンスに関する問題
　　・ 「市民」が選ぶ政府の下にある官（民主主義）

と「私民」の活動である民（営利・非営利活
動）との協働の難しさ

　　・ 政府（官）：公平　企業（民）：営利　非営利
組織（民）：目的

　＊資金の獲得に関する問題
　　・官における財政支出の自由度の低下
　　・非営利セクターの資金の不足
　　・ 民間金融の東京一極集中により地方での資金

循環が縮小⇒寄附文化の確立、休眠預金の活
用、社会的企業の可能性

４．　課題を超えて協働を実現する利点とは
　＊政府（自治体）におけるアイデイアの不足
　　・ 新たな雇用創出よりも子育て策で社会増を目

指す自治体
　　・ 自治体職員（官）の力量の低下（新政策への

挑戦機会の減少）

　＊長期的な支援が困難な財政状況
　　・ 事業評価での短期的な成果の要求
　　・ 民を下請けに見る視点
　＊ 地方創生政策が首都圏集中を促す矛盾の解消

５．　協働は立場を超えての話し合い
　＊協働は足らぬ部分をお互いに補う考え方
　　・ 一方では、「癒着」の側面もあるため説明責

任と法令順守が不可欠
　　・ 議論は「和」に通じる
　＊ 協働は「和」をもって行うことが前提である

＊講演２
　演題：「�聖徳太子の生涯と和の精神を基本にした

国づくりについて」
　講師：�立命館大学　文学部　教授　
　　　　本郷　真紹　先生

１．聖徳太子の経歴
　　・敏達三年（574）　　誕生
　　　　父：用明天皇
　　　　母：穴穂部間人皇女
　　・推古元年（593）
　　　　推古天皇即位に伴い皇太子摂政となる
　　・推古六年（598）
　　　　勝鬘経を講じる
　　・推古十一年（603）
　　　　冠位十二階制定
　　・推古十二年（604）
　　　　憲法十七条制定
　　・推古十四年（606）
　　　　 法華経を講じ、推古天皇より播磨の水　　

田百町を賜る
　　・推古十五年（607）
　　　　遣隋使　小野妹子派遣
　　・推古三十年（622）
　　　　太子斑鳩宮にて滅

２．十七条憲法
　「日本書紀」推古十二年（604)四月戌辰条
　①　 一に日く、和を以て貴（たっと）しとなし、

忤（さから）ふること無きを宗とせよ

３．播磨国と仏教・聖徳太子
　　推古十四（606）是歳条
　　・ 聖徳太子皇太子、法華経を講じ天皇大いに喜

び播磨国の水田百町を皇太子に施す
　　・ 聖徳太子鵤庄と斑鳩寺　揖保郡太子町鵤庄
　　・ 推古六年（598）推古天皇より法隆寺に寄進
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された佐西地五〇万代が前身
　　・ 斑鳩寺：推古天皇が聖徳太子に水田三六一町

を施入した際に創建と伝える
　　＊ 仏教の法華経の研究をされ、それらの精神に

基づき、冠位十二階、憲法を制定し、国を治
めていく基礎を築いた。遣隋使等を派遣し海
外からの文化・伝統・儒教精神を取り入れ
た。

第二部　パネルデイスカッション
＊パネラー
「未来社会とNPOの役割」
　・�認定特定非営利活動法人コムサロン21理事長
� （主催研究会　副会長）前川　裕司

＊�明るく未来に輝くまちユニバーサル社会実現を目
指して
　　五つの基本理念
　　１． 人と人が尊重しあい支えあう社会
　　２． 多様な社会参加の機会が保障される社会
　　３． 多様な意思疎通の手段を選択できる社会
　　４． 移動の利便性と安全性が確保される社会
　　５． 利用しやすい製品・サービスが供給される

社会

＊NPOとしてのユニバーサルな社会づくり
　情報と人脈と発想豊かな活動が未来を変える
　・アイデアの機会実現
　・行政との連携ネットワーク
　・企業との協働
　・地域貢献の理念

＊NPOの多様な活動・事業
　・だれもが働きやすいまち
　・だれもが地域活動しやすいまち
　・だれもが楽しめるまち

　・だれもが安心して暮らせるまち
　・だれもが生きがいを持てるまち

＊官民協働の関係づくり
　・人間関係づくりと組織関係づくり
　・ウインウインの関係
　・利害関係のある他団体との調整

＊官民協働での注意点
　民　側
　・要求型はダメ
　・提案や意見が通らないケースでも受容
　・事業としての責任感をどこまでもつか
　・書類作成、管理能力の醸成
　・行政の事務方と専門家との区別
　・ 行政の事業や予算の組み立て方を知る
　行政側
　・企画協働、実施協働の区別
　・事前の意見交換、ヒアリングの充実
　・社会貢献活動と社会貢献事業の違い
　・現場に入り課題を体感する
　・結果（効果）を最後まで見る
　・委託、助成事業の管理費の認識
　　NPO法人の公益性と公平性

「官民協働による地方創生」
　〜学校には何ができるか〜
　・兵庫県立山崎高等学校長
� （主催研究会　副会長）原田　尚昭

１．学校は「官」か「民」か
（１）公立学校にかぎり官か？　　
　　 官＝行政という図式からでは「官」ではない
　　かと言って「民」でもない。

（２）「学」と言う立ち位置である。
　　⇒「官・民・学」協働を提唱する。
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２．地方創生と学校
　（１） 「学校」は「若者（子ども）」のいる場。若

者（子ども）は「未来＝希望」の象徴。特
に郡部では貴重な場である。

　（２） 教師は、世界に羽ばたく人材育成と地域に
貢献できる人材育成という両方の役割を
担っている。

　（３） 高校生が卒業後どこに定着するのか？

３．学校を取り巻く「少子化」
＊兵庫県内国公立中学校卒業見込者数
　平成30年３月　47,090人
　　（平成29年３月卒業者比△864人）
　　⇒全県下で16学級減（△640人）
　平成31年３月　45,614人
　　（平成30年３月卒業者比△1,492人）
　　⇒全県下で25学級減（△1,000人）
　▲ 少子化の中で、学校は如何にして「地域活性

化」の核と成り得るか？　　　　　　

４．学校は「地域連携」の時代
　（１） 少子化の中で「魅力づくり」と「特色化」

の推進
　（２） 各校が知恵を絞って「地域貢献」と「地域

連携」を推進
　・ふるさと貢献活動　　　・伝統芸能継承
　・地元各種行事参加　　　・自然保護活動
　・地元企業等と特産品や新商品開発
　・中高生にもできる防災体験活動

５．地域連携事例
　（１）香住高校　
　　　 日本海・矢田川の水産資源保全活動
　（２）千種高校
　　　 保幼小中高一貫の地域活性化活動
　（３）佐用高校
　　　 職業学科での特産品開発町並み活性化
　（４）神崎高校
　　　 木工クラフトを活かした地域貢献活動
　（５）山崎高校
　　　 山高街の駅、高校生レストラン、
　　　 発酵スイーツ、ゆずしそ醤油等の開発

「地域に開かれた寺をめざして」
　・播州斑鳩寺　住職
　　（�聖徳太子1400年プロジェクト推進協議会会

長　主催研究会　理事）大谷　康文

　播州斑鳩寺では、以下のような行事が開催され、
地域に根づいた開かれた寺として町民から親しまれ
ている。
　（１）太子春会式
　（２）法伝哉
　（３）斑灯会
　（４）おたいしマルシェ
　（５）バイオリンコンサート
　（６）チェロのソロコンサート
　（７）アフリカ音楽
　（８）世界自閉症啓発デー　　　
　　　　ブルーライトアップ
　（９）ぜんじろうのライブ
　（10）平野れいこさんと市川誠一さん
　（11）李　政美さんのライブ
　（12）節分の落語会
　（13）えりかさんとアフリカ音楽
　（14）太子高校座禅体験
　（15）観月会
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「これからの地域創生　行政の立場から」　　　
　・兵庫県地域創生局長　　今井　良広

　＊�人口減少下でも活力ある地域社会を築いていく
ために

　（１）歴史の振り返り
　　・ 地域のアイデンティティを知る
　　　（兵庫＝多様性・先導性）
　　・ 近代化のなかに地域創生の原点（主体性の回

復）を見い出す
　　　地域主導、民自立の歴史
　　　⇒温故知新、不易流行
　（２）今を見つめ直す
　　・隠された地域資源を発掘
　　　磨けば光る原石は何か？
　　・ 今そこにあるものを有効活用（公有資源：廃

校・旧庁舎など）して問題解決
　　　⇒資産立脚型地域開発
　（３）新しいつながりを探す
　　・ 境界を越えてつながる（官民協働、農商工連

携、都市農村交流）
　　・ 関係人口の取り込み（風の人、ノマド・ワー

カー）
　　・ 関係資産（人的資本、ソーシャル・キャピタ

ル）の活用
　　　⇒ 21世紀に相応しい、開かれた新しいコミュ

ニティの形成

助言者
　・兵庫大学　副学長兼教授　　　　　　　　　　
　� （主催研究会　会長）田端　和彦　先生
　・立命館大学　文学部　教授　�本郷　真紹　先生

　＊コーディネーター
　　兵庫県赤穂健康福祉事務所　担当課長補佐
� （主催研究会　理事長兼事務局長）森田　哲夫

意見交換進行手順
　・ 官・民・学のそれぞれの現状をさらに追加して

発言していただき特に強調したい点についてそ
れぞれのパネラーに発言を求めた。

　・ それらの現状における、問題課題、また、改善
点を述べていただき、お互いの連携体制につい
て意見交換した。

　・ 和、官民協働、地方創生をキーワードに今後の
展望について討論を重ねた。

　・ 助言者より、人口減少社会の中、地方・地域が
自律した具体的な魅力ある取り組みの必要性に
ついて提言を頂いた。

コーディネーターとしてのまとめ
１ ．官のなかでも行政、政治の分野がありお互いに

県民目線での対応が不可欠である。県民の意見を
吸い上げ、お互いに、地域づくりに共に関わって
行こうとする機運を醸成できるような官の対応が
できる人材が必要となってくる。陳情型政治から
提案型政治への転換が重要であり、お互いの特
技・能力を活用し地域づくりに役立てていける体
制整備が求められている。官の人間の意識改革が
重要と考えられる。

２ ．民の中でも営利企業、非営利企業、NPO個人
と幅広い分野があるが、お互いがそれぞれの立場
を尊重し連携を深め、切磋琢磨して、民の役割を
大きく地域創生の原動力となる活動を展開する必
要がある。

３ ．「和のまち　太子」として栄えた兵庫県太子町
は、聖徳太子の和の精神を基軸に発展してきた町
でもある。聖徳太子が仏教を取り入れ勝鬘経、法
華経の研究をされ、それらを活かした国づくりに
努められ、我が国の基礎を築いてこられた。遣隋
使等を派遣し海外からの文化・伝統・儒教精神を
取り入れ冠位十二階、憲法を制定し、国を治めて
いく基礎を築かれた。滅後1400年を迎える今日、
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