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明伸

おります。
このような折、国は第２次
安倍政権において地方の活性
化を図るべき地方創生大臣を
新設しました。
この問題は以前から取りざ
たされており、首都移転や国
の機関の地方移転等、その都
度問題にしてきましたが、結
局、国の機関の一部がつくば
市や、さいたま市等に分散さ
れただけでありました。
このような中、われわれ三
宅村議員は、「地域おこし」
事業をいままさに実施してい
る自治体の一つである愛媛県
西予市を訪れて、現状の説明
を受けたところであります。
西予市は、これといった産
業もなく、雇用を図るべき大
規模な工場等もなく、また、
観光の受け皿である宿泊施設
も少ない現状で、このような
地域背景の中で、西予市が
「地域おこし」事業を導入し
たのは、前述のとおり、人口
の都市集中化、少子高齢化が
進み、このため限界集落が増
加傾向にあり、これを踏まえ
て、市長の「トップダウン」
で平成 年度に「西予市生き
活き集落づくり」事業が創設

されて、現在に至っていると
ころであります。しかしなが
ら、住民が集落のことを考え
るということは慣れていない
ために、最初は面くらったの
ではないかと思われた。
このことは、行政の事業課
題として掲載されておりまし
た。
しかしながら、このような
事業を導入することに対して
は、まだ道半ばであるが、あ
らためて西予市の志を感じ、
５年、 年後にどのような成
果が出るのか見てみたいと感
じました。
西予市以外で首長の「トッ
プダウン」で地域おこしを成
功させたことで一番印象に残
っているのは、大分県の平松
知事が打ち出した、一村一品
運動であります。
この事業のストーリーを当
時、目を通し、その中で首長
自ら大分県のある村で、「栗
を生産してハワイに行こう」
とブレーンを掲げて、それま
で畑作中心であった村で、こ
の実現に向け村民と膝を交え
て説得を試みたが、なかなか
村民は納得せず、それでも平
松知事は諦めずに説得し、最
後には村民も平松知事の熱い
志に心が折れて、半信半疑で
あったが、苗木を植えたので
ありました。
しかし、最初は慣れていな
いために失敗もありました

が、
数年後に見事に栗が実り、
商品化して、ハワイ旅行の実
現を図ったのであります。当
時の新聞やテレビ等で報道さ
れ、平松知事やその村が一躍
話題になったのであります。
これは単に１例であるが、他
にも同じような一村一品運動
の成功例が多々あります。
このように、首長の「トッ
プダウン」で住民の意識を変
えることで、一つの村が活性
化した例であります。
しかしながら、人を動かし
たり、ましては地域を活性化
させることは、決してたやす
いことではないと思う。
たとえ、どのような社会で
あっても、その中心は人であ
り、このことから私は、人の
意識の変化で社会は変わるも
の、と確信するものです。
よって「地域活性化」や
「地域おこし」は住民の意識
を変えることが先決ではない
かと思うのであります。
地域の人たち一人一人はお
のおのの職に一生懸命に従事
していると思いますが、その
職に誇りや意欲を抱き時には
創意工夫をこらす等、もう一
段ステップアップしておのお
のの職に専念することにより、
地域全体が元気になり、それ
が持続すれば地域に活性が生
まれるのではないかと想定さ
れ、子供が親の背中を見て育
つように、地域の人たちにこ

崇

のような活発な現状を見せる
ことにより、自然に後を追う
後継者も育成できるのではな
いか、と思うのであります。
そういう意味で視察に行っ
た西予市は、その事業で人の
意識改革を行って地域おこし
を図ろうとしていることは、
こ
れから地域がどのように変化
していくのか、今後の事業の
進展と共に希望が持てるので
はないかと思うのであります。

長谷川

議員

西予市「地域おこし協
力隊」視察報告

制度を導入して５年の実績
がある西予市の協力隊員から
生の報告を聞くことができた
ことは、視察した最大の収穫
でした。
行政の目的は、限界集落対
策として、事業策定した。外
部人材を導入し、新しい視点

―2―

先進地視察報告
彦坂
議員

視察（愛媛県西予市）
報告
グローバル社会を迎え、わ
が国は、都市への一極集中化
がますます顕著になり、これ
に伴い、地方は人口の減少や
経済の空洞化が進み、このこ
とにより、
近年、
地方が元気が
ないとか、地方の疲弊が国会
でも論議になっております。
このような社会情勢の中、
わが国の中央集権の統治機構
を、地方に移譲すべき道州制
の政策を打ち出した政党も現
れました。今、地方の各自治
体は「地域の活性化」「地域
おこし」が政治課題となって

21

10

三 宅 村 議 会 だ よ り

大作

で現状を打開し、担い手を確
保することでした。隊員の声
として、個人の経験や特技を
生かせない―ミスマッチン
グ。住民とのディスカッショ
ン不足による摩擦等、地域の
人間関係が、もっとも重要で
あると指摘していた。
行政が体制や活動内容等を
変更するなどして、現在のモ
デル事業となるまでと、なっ
ている。
報告した３人の隊員さん
は、任期終了後は西予市に定
住するのか？問えなかったの
は残念である。このことにつ
いて三宅村は、どうあるべき
か？
外部人材である、島外者の
全村職員が、３年以上勤務が
続けられるようになること
が、もっとも有効な定住策と
なります。

平川
議員

西予地域村おこし協力
隊視察レポート
私はこの地域の村おこし協
力隊を視察し、感じたことは
市の職員もよく勉強している
と思いました。市の職員もこ
の事業を分析、理解してお
り、行政側の問題点、隊員側
の問題点、受け入れ側の住民
の問題点を分析されていて、
私たちが行ったのに動じるこ
となく、プレゼンをされたの
には本当に驚きました。しか
しながら、初めてのこととは
いえ、ここでも行政側の手順
の悪さが、この事業の足を引
っ張っているのが分かりまし
た。
問題点としては、
⑴受け入れ態勢を構築するた
めの、地元への事業説明が
不十分であった。
⑵隊員を公民館主事、支所に
まかせっきりにしたことに
よる隊員とのコミュニケー
ション不足
このことはこの事業を行う
上で成功、不成功を大きく左
右する事項だと思います。
地元への事業説明が不十分
なことから生じる立場での不
満、問題点が分かりました。
地元側からの立場では
⑴また、行政からの押しつけ
か
⑵わしらには関係ない
⑶何にも困っていない

これらのことは一部の地域
役員だけ関わっていたこと、
それまでの地域活動への疲弊
感もあったこと、地域間・住
民間の温度差、立場の違いが
あった。
隊員側からの立場では
⑴何を求められているのか分
からない（自由度が高いこ
とによる）
⑵何の支援もない（事業趣
旨、予算等への認識不足）
⑶提案しても却下されるばか
り
（ディスカッション不足）
⑷地域、行政がだめ（地域を
知るというプロセスをとば
したことによるもの）
以上のことから、この事業
の導入前に行政は住民が何を
して欲しいか明確にしておく
ことが必要と考える。隊員が
戸惑うことのないように事前
にアンケートやひざ詰めの話
し合いが必要です。このこと
により方向性も見えてくるの
ではないか。住民が望むもの
が分かれば、後は隊員と行政
がコミュニケーションを取る
ことにより、先の問題点も解
決できるのではないかと思う。
このことが不十分であったた
め、西予市では地元側からは
⑴なにしに来たの（一部の人
は理解していたが地域全体
での認知度は低い）
⑵なにがしたいの（地域ニー
ズと隊員の活動とのずれ）
⑶なにもしていないじゃない

か（特効薬的成果を求める
地元側との認識のずれ）
⑷あいつはだめだ（溝が溝を
生むスパイラル）
行政側からは
⑴主張ばかりするが相互理解
の精神がない（感情のもつ
れ）
⑵経験や特技だけ出しても駄
目だ（地域ニーズとのミス
マッチング）
⑶具体的な方向性が見えてこ
ない（ディスカッション不
足）
私はこのことは起こるべく
して起きた結果ではないかと
思います。隊員は地域を知ら
ないわけですから、行政は地
域の情報を与えるべきです。
このことにより時間的ロスも
なくなると思います。また、
何を持って成功とすべきか、
行政として基準を決めておく
ことも必要だと思います。船
に例えれば、地元はお客さ
ん、隊員は船、行政は船長で
はないかと思います。船は方
向が決まらなければ出港もで
きませんし、到着する港も決
まらなければ下船もできませ
ん。また、お客さんである地
元も情報を船長である行政に
与えなければ、どこへ行くの
か分かりません。情報を知
り、与えることが重要な部分
であると思います。しかしな
がら、このスタンスでは大き
な結果は得られないと思う。

地元、隊員、行政が一つにな
って大きな成果が得られると
思います。私は以前、自費で
隠岐の島の海士町に行ってき
ました。そこでは自分たちの
したいこと、望むことを子供
から大人まで一緒になって話
し合い、方向を決め、形にし
ていました。西予市でも海士
町のよそ者、馬鹿者と言う言
葉を聞いてここでも海士町を
参考にしているんだなと思い
ました。要約しますと、よそ
者とか馬鹿者だとか決めつけ
ないで一緒になってやるとい
うことです。よそ者は地元に
ない発想、考えを持ち、馬鹿
者といわれている人たちは思
いもつかない行動、発想を持
っています。子供はこれから
はこうなって欲しいなどの夢
を持っています。ですから、
この制度を導入するに当た
り、本村の取るべき行動は住
民の声を集約することが不可
欠ではないかと思います。こ
のことをなくして成功はあり
えません。西予市で起きた轍
（てつ）を踏まないようにす
ることがこの事業の成功につ
ながると思います。私自身こ
の地域村おこし協力隊という
制度は行政、隊員、住民が一
体となって垣根なく協力し村
おこしを目指して、進んでい
く制度だと認識しました。こ
の制度導入により、隊員に本
村に定住し、空き家を利用し
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議会事務局
【西予市】西予市議会議長、
議会事務局、企画調整課地域
振興係、企画調整課ジオパー
ク推進室、野村支所総務課、
明浜支所総務課

４．目 的

「せいよ集落応援隊」と
の名称で活動を開始。
②導入に伴う成果
◦特産品開発のアイデアを
出し合い、びんだれ帽子
や新聞バック、大豆殻こ
んにゃく等を開発し、こ
れらを市内外のマーケッ
ト等に出店し、地域のＰ
Ｒ及びコミュニティビジ
ネスの基盤を構築した。
◦活用されなくなった遊休
施設を木工所として整備
し、主に地域内で使われ
なくなった木材等を加工
する活動を展開。木工製
品によるコミュニティビ
ジネスの基盤を整備する
ほか、木材の魅力を広く
普及させるため木工教室
を開設し、多くの受講者
が訪れる場となってい
る。
③導入後の課題
◦受入体制を構築するため
の地元への事業説明が不
十分となり、地域活動へ
の疲弊感や、地域間・住
民間での温度差が大きか
った。（行政）
◦地域の歴史、習慣、ま
た、地域課題の把握、行
政的な事務処理等への理
解把握が不十分であり、
感情のもつれや、ディス
カッション不足による具
体的な方向性が見えてこ
ない状態であった。（隊

員）
⑶ジオパーク認定の取り組み
について
①認定までの取り組み
◦出前講座
回 ３４５
７人参加
◦ジオツアー
回 １４
３５人参加
◦講演会 ３回 ４０１人
参加
◦愛媛大連携講座
回
２９５人参加
◦ジオガイド養成講座
回 ４１４人参加
※ジオパーク認定までの活
動参加者 延べ６００２人
②認定までの手順
ジオパーク推進協議会等の
設立→日本ジオパーク委員会
の準会員登録→ＪＧＮの事前
相談会にて認定希望地域がプ
レゼン→書類審査→発表→最
終審査→委員会決定

６．視察を終えて所感

⑴地域おこし協力隊制度の所
感
①三宅村においても西予市
と同様に人口減少社会を迎
え、地域の存続、産業振興、
地域活動の維持発展を図る上
では、有効的な制度と考え
る。しかし、従来からの概念
の脱却、よそ者意識「地域の
寛容性」を高めることが重要
な課題となることも事実であ
り、これは行政をはじめ地域
住民、関わるもの全てが一体

１３

◆地域おこし協力隊制度導入
から成果・課題等について
◆ジオパーク認定の取り組み
について

・４％激減するとのデ
ータもあり、人口では約
％が減少する見込みで
ある。
◦農山漁村の抱える課題と
しては、高齢化や若者の
流出に伴う第一次産業の
衰退、小学校の統廃合、
集落コミュニティの崩壊
の他、空き家対策、孤独
死、買い物難民、通院難
民と課題が山積している
状況である。
③西予市の今後の対策等
◦負担軽減策として交付金
の有効活用。
◦若者、よそ者、女性への
産業振興対策。
◦空き家対策からのまちづ
くりを展開。
◦ベンチャー産業の振興対
策。
⑵地域おこし協力隊制度導入
から成果・課題
①制度導入
◦西予市では、過疎高齢化
の進展に伴い、西予市の
限界集落対策の基本方針
を定め、平成 年度「西
予市生き活き集落づくり
事業」を創設。
◦居住している住民のみで
は、従来の観念から脱却
できないため、新しい視
点を持った外部人材を登
用することで現状脱却を
図り、かつ、担い手を確
保することを目的として
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５．視察状況
⑴西予市の概要及び課題から
今後の対策
①西予市の概要等
◦平成 年４月に明浜町、
野村町、宇和町、城川
町、三瓶町と合併。
◦人口は４万１４２３人。
集落数３３４集落。
◦平成 年９月に日本ジオ
パーク認定となる。
◦臨海部から山間部までの
変化に富んだ地形を有
し、美しく自然環境、景
観を誇るジオのまちであ
る。
◦それぞれの地域特性があ
る多種多様な産品を生み
出す農林水産業のまちで
もある。
②西予市の課題等
◦三宅村と同様、人口減少
が大きな課題となってい
る。特に 年後までには
出産可能性のある女性が

１１

８７

５７

てもらうことも可能になると
思います。私はこの事業に期
待します。これをもって西予
市地域村おこしのレポートと
します。

３．出席者
【三宅村】三宅村議会議員、

２６

長谷川一也

１３

１６

２５

議員

東京都三宅村議会行政
視察報告書

日㈪ 時か

２０

次のとおり行政視察の報告
をいたします。

年 月

１．日 時
平成
ら
１０

愛媛県西予市役所（西予市
庁舎 ６Ｆ 全員協議会室）
〔愛媛県西予市宇和町卯之町
三丁目４３４番地１〕

２．出張先

２６

６４

４５

２１
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となった地域づくり活動の中
で、ある程度時間をかけて醸
成させなければならい問題で
もあります。また、地域とし
ての弱みを十分に洗い出した
うえで募集・ＰＲを行うこと
が必要であり、社会貢献の重
要性、協力隊員が地域に定住
することによるメリットを地
域が享受する体制の構築や、
協力隊員の生活と活動のバラ
ンスも考慮し、心豊かな生活
の取り組みについても検討す
る必要性があるものと考えま
す。
②日本は若年層を中心に地
方から大都市への「地域間移
動」が激しく、地方の人口減
少の最大要因は若年層の流出
にあります。このままでは多
くの地域が消滅する恐れが懸
念され、人口過密の大都市で
は居住や子育て環境等の問題
により出生率が低くなり、少
子化対策の視点からも地方か
ら大都市への「人の流れ」を変
える必要があると考えます。
特に東京圏は、このまま推
移すれば今後も相当規模の若
者が流入することが見込ま
れ、２０２０年の東京オリン
ピックは東京圏への流入を更
に加速させる要因ともされて
います。これ以上の「東京一
極集中」は少子化対策の観点
からも歯止めをかける必要が
あり、国においてもさまざま
な対策を打ち出しています。

地方が元気になるには、若い
世代の活躍が不可欠であり、
さまざまな制度を活用し、東
京一極集中ではなく地方が元
気な社会を構築できるスキー
ムを喫緊に取り組まなければ
ならないとあらためて実感し
ました。
⑵ジオパークへの取り組みに
対する所感
ジオパークとは地球活動の
遺産を主な見所とする自然の
中の公園として認定されるも
のです。三宅島は活火山島で
あり、過去からの噴火が繰り
返されてきた島なので、地質
遺産等が数多く存在します。
また、自然豊な島なのでポテ
ンシャルは計り知れないもの
があります。ジオパーク認定
は観光業にとって大きな起爆
剤となり、三宅島単独から伊
豆七島広域に観光振興を広げ
ることとなり、観光客誘致に
大きく貢献するものと考えま
す。また、教育分野において
も、地球活動の遺産、三宅島
の歴史、地質学、自然学を体
感しながら学ぶことができ、
ジオパークにとって重要とな
る自然災害とどのように付き
合うかについても考えながら
整理ができ、防災教育にもつ
ながり、教育分野においても
研究・見学者が多く見込まれ
るものと考えます。喫緊な取
り組みを期待します。
⑶視察総合所感

日本は成長社会ではなく成
熟社会に入っています。経済
や社会制度が発展し、必要な
物やサービスは満たされ、自
由で便利な生活はできるが、
成長がピークに達し色々な状
況を呈している社会になって
います。貧しくても助け合っ
て生きてきた地方は高齢・過
疎化で崩壊寸前、家族は３世
代同居の大家族から核家族、
さらに進んで家庭を持たない
一人暮らしの個族へと変化し
てきました。もはや顕著な経
済成長は困難となった近未来
においては、経済的な繁栄で
はなく、国民の精神的豊かさ
や生活の質の向上、個人の自
立やコミュニティーの再生等
を重視する個性的な成熟社会
の実現を目指すべきと考えま
す。地域の歴史や文化の復
興、そして質の高い社会イン
フラの集積は、国内外に誇れ
る魅力的な地域を創出させ、
多くの観光客が訪れることに
よって地域の活力が維持され
ます。また、観光客の増大
は、地域に新たな個性や多様
性を注入する役割をも果たす
こととなります。土地利用、
地域施設の配置は、経済性や
効率性だけではなく、危険性
の軽減や安全性の向上が重視
されるようになり、災害や事
故犯罪等による危険性は最小
限に軽減され、医療福祉や
水・食糧等に関する安全性も

向上するものと考えます。

２０

３９
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谷

視察を行いました。
地域おこし協力隊とは
都市地域から過疎地域等の
いわゆる「条件不利地域」に
住民票を移して生活の拠点を
置いた者を、地方自治体が
「地域おこし協力隊員」とし
て委嘱し、「地域協力活動」
に従事してもらう仕組みであ
る。「地域協力活動」とは、
地域ブランドや地場産品の開
発、販売、プロモーション、
地域行事やイベント、都市住
民の移住・交流の支援といっ
た地域おこし活動、農林水産
業への従事住民の生活の維持
のための支援などを指す。
隊員は地方自治体が直接雇
用するほか、農業生産法人や
観光協会、ＮＰＯ法人等の職
員を地方自治体との雇用関係
のない形態で委嘱することも
可能であり、任期は１年以上
３年以下とされている。ま
た、活動に要する経費につい
て隊員１人あたり年間４００
万円（報償等２００万円、活
動費２００万円）、募集等に
要する経費について１団体あ
たり年間２００万円を上限
に、総務省が特別交付税で財
源措置を講じている制度。
四国の愛媛県西予市が導入
を決めたのは平成 年であり
ました。平成 年に５市町村
が合併し、人口４万人の西予
市に。
西予市では過疎高齢化の進

16

議員

「地域おこし協力隊」
制度を導入した西予市
の視察を終えて

先日、日本創生会議で人口
減少問題検討分科会は２０４
０年に 〜 歳の女性の数が
・８％の市区町村で５割以
上減り、推計対象の全国約１
８００市町村のうち５２３で
は人口が１万人未満となって
消滅するおそれがあると発表
した。この推計に大きな衝撃
が走り、今なお新聞等に「人
口減少」の活字が目につきま
す。三宅村はこの市町村には
入っていませんが、以前より
各自治体でも「人口減少」に
関する対策を始めています
が、今回は総務省の推奨して
いる「地域おこし協力隊」と
いう制度を活用した先進地の
４９
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展により、いわゆる限界集落
と呼ばれる集落が増加の一途
にあったことから、西予市の
限界集落対策の基本方針を定
め、平成 年度「西予市生き
活き集落づくり事業」を創設
した。当事業では、限界集落
モデル地区を選定し、その集
落の住民が主体となり、集落
の 年後構想と５年間の事業
実施計画を策定した。計画を
策定する過程で、地域の抱え
る課題を抽出し、解決策を模
索していく中で地域内に居住
している住民のみでは歴史、
伝統、慣習などの従来の観点
から脱却できず、新しい発想
がなかなか生まれてこないと
いう課題に直面した。そこ
で、新しい視点を持った外部
人材を登用することで現状を
打開し、かつ、担い手を確保
することを目的として地域お
こし協力隊を導入。
特定集落に常駐し、その集
落の活性化を目指すことを目
的として「せいよ集落応援
隊」という名称のもと活動を
した。
平成 年から特定集落での
活動から「せいよ地域づくり
交付金事業」等の分権施策と
の連動による外部人材の導入
へとシフトすることとなり、
新規事業「せいよ地域おこし
協力隊導入事業」を立ち上
げ、「せいよ地域おこし協力
隊」という名称で現在も活動
10

している。
西予市において全ての地域
づくりは「住民が主役」であ
る。現在、行政主導型から地
域主導行政後方支援型への転
換期であり、協力隊に求めら
れる役割も少しずつ複雑多様
化している。
導入形態のシフトにより、
地域おこし協力隊員の活動領
域が広がり、活動内容等の選
択自由度が増したこと、市内
への認知度が高まりつつある
など一定の成果を上げつつあ
る。また、活動を進展させて
いく中で、地域間交流による
地域活性化の動きも出始め、
旧町への帰属意識からの脱却
という新たな視点からの地域
づくり活動が期待できる。
西予市と三宅村を比べた場
合「条件不利地域」ではある
ものの、状況が違うように思
った。三宅島には外部人材は
かなり多いという点でも、新
しい視点も多い。
地元意識は強いが、若者に
は協調性もある。西予市での
地域おこし協力隊員が３年後
にそのまま移住し、仕事があ
るのかが問題になる。人口減
少については、どこの自治体
も重要課題であることは承知
しているが、施策を時代によ
ってローリングしても、継続
することが大事であると考え
させられた。
西予市の名所には行けなか
ったが、松山駅よりＪＲ卯之
町駅まで（西予市役所）１時
間、市役所より徒歩 分で四
国霊場八十八ケ所の第 番札
所の明石寺があり、年間を通
してお遍路さんで賑わう。ま
た、旧宇和町小学校校舎の廊
下が１０９メートルあり、雑
巾がけ大会をＴＶ等で見たこ
とがある場所が、市役所から
分の所にあった。

徳広
議員

愛媛県西予市地域おこ
し協力隊視察に参加し
て思ったこと

浅沼

30

43

年 月 日地域おこし協
力隊についてよく知るために
愛媛県西予市を訪問し、市役
所関係者および協力隊員の話
を聞くことができた。
私はかねてから、他地域で
生活していた人たちが、いき
なり当地域に来て住民とうま
10

20

くいくのだろうかと気にして
いたが、やはり始めのうちは
地元側からは
◦何をしに来たの
◦何がしたいの
◦ヨソもんは黙っとれ
◦何もしないではないか
◦あいつはダメだ
また、行政側からは
◦主張ばかりするが、相互理
解がない（感情のもつれ）
◦経験や特技ばかり全面に出
してもダメだ（地域ニーズ
とのミスマッチング）
◦具体的な方向性が見えてこ
ない（ディスカッション不
足）
等々の意見が出たという
が、どこも似たりよったりと
思った。たぶん三宅島でもこ
のような意見が出るのではな
いか。しかし、この制度は三
宅村のような海に囲まれ、他
地域に行くには海路または航
空路を利用しなければ、おい
それとは行けないところで
は、特にこのような傾向は強
いのではないか。逆にいえば
こういう地域だからこそ、こ
の地域おこし協力隊のような
ものが必要なのではないだろ
うか。私は絶対必要だと思っ
ております。
三宅島のような海を隔て、
しかも交通路も天候に左右さ
れやすいところでは、大・中
企業の誘致は不可能である。
それでもこの島を少しでも豊

かに（物心両面で）し、人口
減に歯止めをかけるには、私
がかつてから主張している地
産地消を積極的に推進し、住
民の稼いだ金を島内にとどめ
なければなりません。現状で
は、消費物資代金としてほと
んど島外に流れ出てしまって
いるのではないか。若い人た
ちが島が好きだ、自然がいっ
ぱいで素敵だ、と言ったとこ
ろで仕事がなければ定着しま
せんし、また、若い女性も来
ません。
最近、若者の田舎指向がは
やっているとしても食ってい
けなければどうすることもで
きません。ですから、まず手
始めにこの地産地消をいかに
うまく発展させていくか、そ
れにはこの地域おこし協力隊
制度を利用するのもひとつの
手段だと思います。幸いなこ
とにこの制度は国から予算が
出るので、役場内に地産地消
専門係を設け、いかにしたら
地産地消を実現できるか研究
し、実行してもらってはどう
だろう。要するに外からの目
でものを見てもらうというこ
と。島民では長く住んでいる
と無意識のうちに古い因習に
とらわれたり、言いにくいこ
ともあるでしょう。その点、
島外者はそういうものにとら
われず、ものを言うときは、
はっきり言えるでしょう。
ここで私のいう地産地消と
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は主に農産物をいいます。こ
の島で農産物、ことに季節の
野菜は立派なものが採れてい
るが、そのほとんどが換金さ
れていないではないか、野菜
作りの技術もほとんどの人が
持っているのではないか、そ
れを換金するシステムを作れ
ばよいのではないか。もしこ
れが換金されれば、特に老人
は日々の生活にはげみが出
て、結果、健康にもつながる
のではないか。先の第二次大
戦後しばらくの間、島の中の
いたるところが畑だらけだっ
たことを思えば、農地に不足
はないでしょう。島が豊かに
なれば若い人たちも島の自然
を楽しみながら農業をするこ
ともできます。
少なくとも季節のものは島
内で生産されたものを現在消
費している分の ％を島内産
で賄えたらと思っています。
それには商工業者、生産者が
一堂に会してじっくり話し合
い、一定のルールを作る必要
があります。そういうルール
作りおよび橋渡しを、この地
域おこし協力隊にやってもら
ったらと思っております。
それと、現在三宅島では畜
産業者がありません。従って
肉類は全て島外産にたよって
いる状況。今夏、東京から５
人組みのお客さんが来て民宿
に泊まったら、食事に出てき
たものは全て島外産だったと
50

なげいていました。これでは
観光の島とはいいがたいので
はないか。豚肉、とり肉は普
通どこの家でも使うもの。２
０００年の噴火までは養豚業
者もいたはず。おりよく最近
この島で養豚、養鴨業を目指
して孤軍ふんとうしている人
がいます。こういう人を地域
おこし協力隊の制度を利用し
て、側面から支援したらいか
がでしょう。養豚業をやろう
という人が島民の中にはいな
い現在、あのような人をうま
く育てていくのも将来の三宅
島のためには必要なことでは
ないだろうか。ましてこの人
は将来、観光牧場もやりたい
と言っております。また発想
もユニークで従来からの島の
人にはないものを持っていま
す。そのユニークさが島民の
一部と合わないためにトラブ
ルもあるでしょう。しかし、
トラブったから止めましょう
では、いつまでたってもこの
島の発展は望めません。ま
た、従来からの島民の考え方
では、島の発展は期待できな
いのではないか、そういう考
えが今まで延々と続いてきた
のではないか。こう言うとお
叱りを受けるかもしれません
が、今まで三宅島の現状で何
か変化があったのだろうか。
人口は減りどんどん高齢化が
進んでいます。２０００人や
３０００人の人口が増えても

生活できる方法はあるはず。
古い因習にとらわれず、先を
見て計画を立てようではない
ですか。その点この人は島の
人にないものを持っていると
いえます。確かに敵もあるか
もしれません、しかし何かを
なす場合、敵のあるのは当た
り前でしょう。
であるからこの地域おこし
協力隊制度を活用して、養
豚、養鴨業者を支援したらど
うかと思う次第である。
物事をなす場合、どうした
ら成功に導けるかを考えなく
てはなりません。否定的なこ
とばかり羅列して、これだか
らダメではなくその羅列した
ものをどうしたら可能になる
かを考えなければ、何事も成
し遂げられないのではないだ
ろうか。それには冒頭で記し
た愛媛県西予市での地元側、
行政側から出た課題を充分に
理解し、とりわけ協力隊員側
には地元側の事業をよく説明
し、トラブルを起こして計画
途中で挫折することなく目標
が達成できるようにしなくて
はなりません。もしトラブっ
た場合は中に入ってトラブル
解決に向けて問題を処理する
人材も用意しておく必要があ
るでしょう。
それにもうひとつ、よくい
われている特産品開発があり
ます。私はこれを否定するも
のではないし、新しいものを

辰昇

開発するのは大変結構なこと
であるが、新しく開発するこ
とばかりに目が向いて、昔か
らあるものを忘れていないだ
ろうか、これも島の人の目線
で見るから気がつかないので
はないか、であるから、これ
も地域おこし協力隊に来ても
らい、彼等の外からの目線で
ものを見てもらうことも必要
なことと考えます。
以上、地域おこし協力隊の
視察で感じたことを報告しま
す。

平野

議員

三宅村議会行政視察
視察先愛媛県西予市

目的、地域おこし協力隊制
度導入による取り組み
今回三宅村議会は、過疎高
齢化の進展により、その対策
として、今、総務省の推奨し
ている、地域おこし協力隊制

度を導入して、子供から高齢
者に至る幅広い交流や観光産
業など、地域と一体となった
活動を行い、地域おこしに従
事している隊員と、制度の導
入にふみきった行政との意見
交換を行い、三宅村でもこの
制度の導入により、定住人口
の増加、地域の活性化につな
がらないか、視察を行った。
今後、各議員からレポートの
提出後この事業の導入につい
て、議会として検討してまい
ります。

西予市議会議長と対談する視察団
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動」に従事してもらい、定
住・定着を図りながら、地域
の活性化につなげる新たな取
り組みです。隊員は、総務省
の「地域おこし協力隊推進要
綱」により、地方自治体から
委嘱を受けて（１年以上３年
以下の期間）地域協力活動を
することができます。

行：三宅村議会
所：東京都三宅島三宅村阿古497番地
話：04994ー5ー0956
当：議会事務局 曽我部・丹

発
住
電
担

地域おこし協力隊

図

お問合せ先

この度の先進地視察にあたりご多用の中ご協力をいただいた西
予市議会議長はじめ、西予市職員・協力隊員の皆さまに感謝申し
上げます。
次号（１２月定例会）は１月下旬に発行を予定しております。
議会に対するご意見・ご要望がありましたらおよせください。

編集委員
平川大作 長谷川一也 彦坂明伸

地域おこし協力隊は、総務
省が２００９年より実施して
いる制度です。人口減少や高
齢化等の進行が著しい地方に
おいて、地域外（３大都市圏
に居住）の人材を積極的に誘
致し、都市住民のニーズに応
えながら、地域おこし活動の
支援や農林漁業の応援、住民
の生活支援など「地域協力活

地

（西予市観光協会提供）

先進地視察の目的
企画を構築する手段を学ぶこ
ととしました。内容として
は、総務省が推奨している
「地域おこし協力隊」事業を
実施している愛媛県西予市に
おいて、行政及び地域おこし
協力隊員の「取り組みについ
て」調査し、本村における事
業実施が可能であるかを検証
するとともに、本村の脆弱
（ぜいじゃく）な財政および
人口問題など対応策を図るこ
とを目的としました。
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地方議会における役割は、
住民の生活環境をはじめ、魅
力ある地域づくり、未来を担
う子供たちの健全育成など、
さまざまな課題に対して住民
の立場に立った視点で、行政
と議論・検討を重ね、最善の
策を持って最大の効果を生み
出し解決することです。今回
の先進地視察においては、住
民の奮起・協調性・共助など
住民自らが、島の将来像を描
き実現に向けた住民参加型の

が１４０３ｍあるため、中間
部の宇和盆地では、霧が発生
しやすく、山林が ％を占め
ています。地域おこし協力隊
の活動エリアは前述のとおり
山間部から海沿いにかけ広域
のため活動条件もさまざまで
す。また、平成 年９月には
「日本ジオパーク」に認定さ
れているので貴重な意見を拝
聴することができます。以上
のことから今後、本村におけ
る「島づくり」に役立てるた
めに同市を選定しました。

西予市の概要と選定理由
西予市（せいよし）のある
愛媛県は、東部の東予（とう
よ）・中央部の中予（ちゅう
よ）・南西部の南予（なん
よ）の３つの地域に分かれて
います。西予市は、南西部の
南予に位置し、総面積は約
５１５㎢と県内２番目の広さ
を有し、東西に横長の形をし
ています。市の東側は高知県
との山々と接し、冬季には２
ｍ
以上の積雪があり、一方の
西側は宇和島海に面しており
温暖気候です。東西の標高差

７５

２５

