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本日は、地方創生の課題は色々あるというこ
とと、地方創生は人材育成であるというお話を
したいと思います。

私は、公務員として、自分でしかできなかっ
たと思えるような仕事をしましょうということ
を全国各地の公務員の方々に申し上げてまいり
ました。私も、世の中のためになることは絶対
やるという信念のもと、様々なことをやってき
ました。自分なりに、公務員としての実績に自
負を持っています。しかし、これは民間の方も
同じだと思いますが、仕事（公務員）だけをやっ
ていても、幸せな人生は送れないということに
気が付きました。

結局、定年から亡くなるまでの期間が長いの
で、その間に何をやるかということのほうがよ
り重要だということに気が付きました。職業人
生で培ったものを次の世界で生かすことができ
れば、とても役に立ちます。公務員として働い
ているときにできなかったことも定年後にはた
くさんできます。ワークライフバランスとよく
言いますが、仕事と家庭だけではなくて、ライ
フワークというものがなければ、人間は最終的
に幸せに死ぬことはできません。幸せに死ぬと
いうことが幸せに生きるということなのです。

私が過去、何をやってきたかというのは、約
10年前に作成したホームページに掲載しており

ますので、そこを見ていただくと分かります。
最近はホームページよりも、facebookを主に使っ
ています。現在、私のfacebookでの友達の数は
2,324人となっていますが、友達の数は5,000人
が上限であるため、最近は知らない人と友達に
なることを控えています。

また、私は、facebook pageというものを、 3
つ使っています。 1 つは、経営イノベーション
という私の個人事業ですが、約1,150人の方が興
味を持って「いいね！」をしてくれています。
2 つ目は、マラソンランナーとしてのページで、
約560人の方が興味を持っておられます。それ
から、山伏のページです。私は本物の山伏です。
出羽三山で 3 年間修行してまいりまして、今年
は 4 年目です。このページも620人の方が興味を
持っておられます。

ホームページというのは、見ない人は一生見
ないものです。ところがfacebookというのは、
プッシュ情報を出せるので、友達になっていた
り、facebook pageに「いいね！」をしてくれる
ことにより、私が情報を出したことが相手に伝
わることになり、その情報を多くの人に見ても
らえます。地域ブランドづくりやシティプロモー
ションをしようと思えば、全職員がそういった
プッシュ情報を積極的に活用していかねばなり
ません。担当課だけがやるのでは、どこの市町
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村も既にやっているので、勝つことはできません。
ですから全職員、あるいは民間の方も入れて、

地域の良いところを売り込む、好きになってもら
うということを、このfacebookで発信できる地域
が、私は厳しい競争に勝ち抜ける地域だと思っ
ています。

私は、10年前の現役のころから、人材育成と
地域おこしの支援をライフワークにすることを
宣言しました。私は、中央官庁で17年間地方財
政の仕事をしてきましたが、お金の話は誰れで
もできるし、仮りに間違っても補正予算で修正
できることに気が付きました。人は育て方を間
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違っては直せません。従って、公務員も最初の
新人に対する人材育成が一番大事なのです。も
ちろん、職階等に応じて折に触れて行う研修も
大事です。

また、ライフワークを持って、職業人生の中
で自分が培ってきたものを別の世界で生かすこ
とができる公務員が増えないと世の中は良くな
らないのではないかと考えています。

関東大震災で壊滅的な打撃を受けた東京を復
興した後藤新平さんは、「金を残すのは下、仕
事を残すのは中、人を残すことこそが上策」と
言っていますが、まさにこのことです。

地域活性化センターは、平成27年をもって創
設30周年を迎えました。地域活性化センターは、
全国市町村振興協会からの助成金により、諸事
業を行っております。昨年、30周年を契機に職
員全員参加のワークショップを行って、「人を
育て、コミュニティーを再生し、そして地域を
輝かせる」ことを目標とし、「地域力創造大学
校をめざす」という未来構想を策定しました。

また、この未来構想を実現するために、「 3
つの物語」をつくりました。

まず、現在、全国52の自治体から地域活性化
センターへ職員を派遣していただいています。
平成25年 6 月に私が常務理事として来たときは、
自治体から派遣された職員は23人、民間から10
人程度、総務省から数人派遣されておりました。
しかし、今、自治体からの派遣職員は52人に増
えました。どうしてこういうことが起こるのか、
皆さん方に考えていただきたいと思います。

現在、北は北海道から南は鹿児島県、３年前
は沖縄県の職員もいましたが、素晴らしい多様
性があります。民間の人もいます。ここからイ
ノベーションを生み出すということをもって、
未来構想へつなげていきます。

第 2 に、集権的な考え方を取らない、つまり
現場主義を大事にしてこうと考えています。補
助金を配って、仕事をしたような感覚になるの
ではなく、現場に行き一緒に問題解決をします。

我々も多少の助成金は配らせていただいていま
すが、市町村振興宝くじが財源ですから、あま
り 1 カ所に大きなものを交付しないよう、でき
るだけ細かくして交付しています。と言うのも、
コミュニティーにとって、30万、50万のお金は
とてもありがたいものですので、宝くじの恩恵
がそういったところまで広く行き渡るように考
えています。

しかし、助成金を配るよりも、職員の皆さん
と現場に出掛けて、一緒に問題解決をして、そ
れを横につなげていくことを大事にしています。
日本はまだどうしても縦社会が強いのですが、
今や横のネットワークが非常に重要になってき
ています。縦と横のバランスをよくしなければな
らない時代ですから、国は中央集権的にやって
いるので、我々は現場で問題を解決し、それを
横につなげていくことを心掛けましょうと職員
の皆さんに申し上げています。

第 3 に、従来は自治体から派遣されてきてい
る副参事を研修生と呼んでいましたが、今はで
きるだけ研修生という言葉を使わず、人材養成
塾の塾生という言葉を使っています。塾生には、
年間100回以上の勉強会や、様々な人との出会
い、ノウハウを身に付けるなど、素晴らしい環
境を与えています。そして、それを日常的に地
元市町村に伝えて活用していくということをし
て欲しいと考えています。

本気で学びたいという気持ちの人はすごく伸
びていきますが、嫌々派遣された人は苦労して
おり、どうしても差が出てきます。アクティブ
ラーニングというのはある一線を超えると、そ
こから人材が素晴らしく伸びていくということ
を示しています。学生も同じです。そのため、
研修からアクティブラーニングにしていこうと
いうことです。

もう 1 つ重要なことは、第 3 カーブマーケ
ティングの考え方で、これは私自身も実践して
います。第 1 カーブ、第 2 カーブというのはよ
くプロダクトアウトとかマーケットインと言わ
れていますが、いずれも古いマーケティングで
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す。みんなが同じことをやりますから、いずれ
競争が激化し、特に弱者は勝てません。しかし、
第 3 カーブマーケティングは、弱者の戦略でも
あるわけです。

私は、去年、年間200泊ほどしながら地方を
回って講演したり、地域おこしのお手伝いした
り、色々な話を聞きましたが、小さな地域ほど
困っているという実感を持ちました。そういっ
た地域は、保育料を安くする、乳児医療の医療
費を何歳まで無料にするなど、給付行政、つま
り金銭面で勝負しても勝ち目はありません。そ
のため、お金ではないもので勝負する地方創生
施策ということが必要になります。私たち地域
活性化センターも小さな組織ですから、慶應大
学のSFC研究所の設楽剛氏にご指導いただいて
この第３カーブマーケティングを実践しています。

世の中、大体プロダクトアウト、マーケット
インで戦っているわけですが、「マーケティング
の窮極の目的は販売努力をしなくてもよくするこ
とだ」とドラッカーは言っています。お客さん
が自分たちのやっていることに共感してくれ、価
値観を共有してくれる、そしてお客さんが自分
たちと一緒になって商品やサービスを生み出し

てくれる、売ってくれる、PRしてくれる、これ
が第 3 カーブマーケティングです。自分の地域
にしかない感動と共感と物語であり、他の地域
には真似できません。自分にしかできないマー
ケティングをすることが、地方創生における条
件不利地域や小さな自治体の生き残りの道なの
です。そういったことを我々も勉強させていただ
き、職員全員参加のワークショップで地域活性
化センターの未来構想をつくりました。

また、我々は東京駅から近くの日本橋に、高
い賃借料を払って事務所を構えてます。それな
らば、できるだけ土日も事務所を使いましょう
ということで、土日でないと出席が困難な方た
ちに向けて、土日集中セミナーを実施しています。

今年の地域活性化センターの重点事業につい
て少し申し上げます。国の平成27年度補正予算
で10億円が計上され、地方創生カレッジを創設
することになりました。これは、日本生産性本
部が事業者となり、日本観光振興協会と地域活
性化センターが協働してその中核を担い地方創
生を実現する人材を育成するｅラーニングのシ
ステムを構築しようというものです。
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また、こういったカレッジだけではなく、大
学や、我々のような財団、社団、県、市町村、
地域も地域活性化のための人材育成事業をやっ
ています。こういったところをプラットホーム
に上げていく必要があるのですが、そのプラッ
トホームづくりにも結構お金がかかります。

それから、 6 月 5 日に地方創生人材シンポジ
ウムが開催され、石破大臣も来られました。人
材育成が大事だということを、政府がやっとわ
かって取り組み始めました。これらの広報、PR
を行うための財源も含めて10億円が計上されて
います。しかし、このような予算は、補正予算
では計上されますが、当初予算ではなかなか計
上されません。そうすると、繰り越して翌年度
中に事業を完成させなければなりません。それ
どころか、翌年度中ならまだしも、地方創生カ
レッジは今年の12月に開講してくださいという
ことになりました。

私はそのことを聞いた瞬間、私たちではでき
ないと思ったので、我々はお手伝いはしますが
事業者にはなりませんと申し上げました。やり
始めたら本当に一気呵成にやると言いますが、
今までずっと放置してきたことを数カ月ですぐ
にできるわけがありません。消費税率の引上げ
も2019年10月まで延期され、それまで恐らく毎
年補正予算が組まれるだろうと思いますので、
3 年ぐらいかけてじっくりやったらいいかなと
思っています。

もう 1 つは、これが一番大事なことでありま
すが、今の地方創生というものは、上からどん
どん決め込んで行われています。地方創生とい
うのは、下から積み上げないと駄目だと私は考
えています。地方創生は人口問題です。国が無
理やり子どもを産ませるわけにいきませんし、
保育政策を拡充しても、それは子育ての環境を
よくするだけの話であり、国民 1 人 1 人、特に
若い人たちが人口問題を考えない限り解決の方
向に向かいません。とすれば、地区や集落の人
口推計をしっかり行う、経済循環構造をきちん
と見えるようにするなどして、いかに市町村の

中の集落、地区の人たちに情報を提供し、立ち
上がってもらえるかが成功のカギだと思ってい
ます。

そういったことを市町村任せにせず、全員で
意識していかないと、地方創生はなかなか難し
い。地域活性化センターの平成28年度の重要事
業として、集落・地区の人口ビジョン、経済循
環構造の分析をできるようにしていこうという
ことで、島根県の中山間地域研究センターの協
力を得て、人口推計の手法はほぼ擦り合わせを
終わりました。我々が開発した手法と彼らの手
法は、両方ともほぼ同じ結果が出ます。今後は、
島根県の中山間地域研究センターと連携協定を
結んで、どんどんやっていこうと思っています。

本題に入りますが、地方創生というのは、人
口減少に歯止めをかけるということが最大の目
標であって、あまねく地域をよくしようという
これまでの地域活性化政策とは違うということ
だけは、頭に入れていただく必要があります。
地方創生というきれいな言葉を使っていますが、
法律は、「まち・ひと・しごと創生法」です。
地方創生という言葉が使われることで、あまね
く地域がよくなるための政策だと勘違いするわ
けですが、そうではありません。

50年後に8,700万人まで減少すると見込まれ
ている日本の人口について、減少率をできるだ
けなだらかにしながら、出生率を上げていき、
1 億人にとどめることが最大の目標です。

これは、要するに、減少する人口のパイの奪
い合いというところまで追い込まれていることに
気付かされたということです。多少増減がある
にせよ、GDPが500兆円あり、今後は600兆円を
目標に掲げている国の人口が急激に減少すると
いうことは、歴史上なかったことだと思います。
日本は、江戸時代の新田開発、明治時代の産業
革命で人口が増加しており、その延長線上で 1
億2,800万人まで増加しました。

しかし、ここへ来て人口がどんどん減っていく
という異常な現象が起こっており、この問題は国
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民の 1 人 1 人が考えないと解決しない問題です。
資料 6 は石破大臣がよくお使いになる資料です。
最近は多少上がっておりますが、このままの趨
勢で出生率が上がらないと、西暦2300年には日
本人が約423万人に、西暦3000年には約1000人
になってしまい、日本民族がほぼ消滅してしま

います。石破大臣は、この人口減少の状況を「静
かな有事」と言われ、国民はこの問題に対して
立ち上がらなければならないと言っています。

したがって、日本創成会議では自治体消滅と
言いましたが、実は自治体消滅というよりは、
日本民族消滅の危機と言ったほうが正しいわけ
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です。日本は、素晴らしい自然があり、それに
よって食料が賄え、きちんと生活ができる国で
す。こんないい国、絶対なくなるわけはないで
しょう。日本がなくなることなく、日本民族が
消滅していくのであれば、日本は必然的に多民
族国家にならざるを得ないということになりま

す。現に、東京を歩いていても外国人ばかりで
す。観光で来てくれる分にはインバウンドとい
うことで歓迎していますが、何となく釈然とし
ない気持も持っているわけです。

昔は日本人だけでも十分観光をやっていけた
にも関わらず、今は外国人に頼らないと観光も
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成り立ちません。また、製造業も海外市場を相
手にしなければ成り立ちません。すべての産業
が、縮小していく国内市場が相手では成立しな
いことから、海外の市場を相手にしなければな
らない状況になりました。市場ならまだよいも
のの、日本民族が消滅していくならば、移民や
帰化する人が増えてくるでしょう。今のところ、
日本は大々的に移民を入れるという議論には
なっておりませんが、あまりに人口が減ってく
れば、それも仕方ないということになってくる
でしょう。移民を入れて働いてもらうというこ
とになれば、ヨーロッパのような国になってい
くということです。人口減少の趨勢をそのまま
にしてしまえば、そういうことにならざるを得
ません。

どのようにして日本民族が消滅するのかとい
うと、まず、小さくて高齢化が進んで集落とし
て成り立たない所が消滅し、市町村の中に無居
住地区が増加します。すると、災害が多発する
ようになり、犯罪も増え、市町村が苦しくなり
ます。そうなると、市町村は合併するしかなく
なります。平成の大合併は国の主導で行われま
したが、今度は市町村側から、苦しくてやって

いけないから合併しましょうという話になるの
ではないかと思っています。その時に初めて、
市町村が消滅することになります。

これは、大森彌先生もよく言われることです
が、市町村は自然には消滅しません。仮に人口
がゼロになったとしても、市町村は消滅しませ
ん。地方自治法ではそんなことは規定されてお
りません。合併する以外に市町村が消滅するこ
とはありません。こういったことが市町村にお
いて続いていくと、今度は都道府県合併が起こ
る可能性もあります。そうして日本民族が消滅
し、多民族国家になり、場合によっては、日本
民族でない人たちが日本の国を経営するという
ことになってしまう危機にあるということです。

人口問題について色々とお話ししましたが、
地方創生の究極のあり方というのは、 4 〜 5 年
の間、地域が元気でいられるようにしようとい
うような話ではないことはもうお分かりいただ
けたと思います。30年、40年、50年かかってやっ
と少し人口減少のスピードを緩和をして、将来
の世代につないで、この国の将来の危機を回避
できるかどうかという問題なので、今、本質的
な問題にじっくり取り組まずに、表面的なこと
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に目を取られてお金を使ってしまうと、とんで
もないことになるのではないかということです。
そういった意味もあって、これが最後のチャン
スと言われています。

ということは、国の目標が50年後に人口 1 億
人を維持することと申し上げましたが、人口は
半分になってもいいのです。1,000人が500人に
なっても構いません。しかしながら、500人に
なってからもさらに減り続ける構造だと消滅し
てしまいます。ということは、30年かけて人口
が1,000人から500人に減ったけども、残された
500人には若い人も結構いて、子どもも生まれ、
サステナブルな人口構造になりましたという状
態を目指さなければいけません。長期的な視点
に立った取り組みが必要ということです。その
時に、自分たちの子や孫が帰ってこないのであ
れば、移住者に来てもらわなければなりません。
それも短期間に獲得したのでは駄目です。短期
間に獲得しますと、その人たちが同時に高齢化
して、また同じような構造になります。40年後
には、お台場のマンションも高島平団地のよう
に限界集落化します。一時期に人口が増えると
いうことは、地方創生には必ずしも馴染みませ

ん。ですから、島根県の中山間地域研究センター
の藤山浩氏の書いた「田園回帰 1 %戦略」とい
う本に、毎年 1 ％の移住者を稼ぎましょうとい
うことが書かれているように、人口が10万人の
都市であれば、10万人の 1 ％である1,000人の
移住者を毎年獲得しようということです。10万
人都市が1,000人の移住者を毎年稼いでいくのは
結構大変です。1,000人稼げなくて人口が最終
的に少し減っても、その先、人口が減らないよ
うにできればいいのです。そのためには、子育
て世代に移住して来てもらい出生率を向上させ
る必要があるということが分かります。自治体
の皆さまも、どうか間違いなく取り組んでいた
だきたいと思います。過去の失敗を反省すると
いうことから始めないといけません。この政策
を10年続けたときに、日本がどういう社会に
なっているかということを十分議論して、心し
てかかる必要があると考えています。

結論から申し上げると、全ての市町村、全て
の集落が存続するというのはもはや無理です。
ですから、これは必ず格差拡大につながってい
きます。そしてお金で勝負すれば、お金を持っ
ている自治体が勝ちます。お金がない自治体、
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条件不利地域は、どういう戦い方をすればいい
のかをよく考える必要があります。

今日の本題の地方創生の課題は、一言で言う
と成熟社会への脱皮ということになります。国
民意識を転換し、地方創生を国民運動として展
開していく必要があるということです。これは、
政府だけ、自治体だけではできません。

また、教育の在り方が、地方創生の成否を握っ
ているということを言い続けてきました。財政問
題によって、県はどんどん高校を統廃合しよう
としています。過去20〜30年間に、高校が無く
なった離島が壊滅的な打撃を受けており、それ
と同じことが今、中山間地域で起きています。
高校がなくなった離島がどうなったかということ
は、過去の例を調べていただくとすぐ分かります。

教育の在り方を変えるためには、都道府県教
育委員会、都道府県知事部局、市町村教育委員
会、市町村首長部局、この 4 者の縦割りを排除
することが必要です。縦割りの中で作られたも
のは、寄せ集め以外の何物でもなくて、決して
総合戦略と言える代物ではありません。いま一
度、地方創生という課題のために、みんなが立
ち止まって知恵を出し合い、それでも駄目なら

統廃合は仕方ありません。しかし、各地のスー
パーグローバルハイスクールや島根県海士町の
島前高校の島留学ように、頑張っているところ
もあります。

そうして、いま一度立ち止まって、地方創生
のために高校の統廃合問題を考え直すというの
が総合戦略であって、各部局が言ってることを
ホチキスで留めたものは総合戦略ではないと言
えます。さらに、形だけではなく、故郷教育、
郷土を愛する子どもたちを育てるという中身の
面も重要です。それから私は、地元で育った子
どもは、できるだけ地元の大学に行き、優秀で
あれば、そこで他の大学でもどこでも単位が取
れ、卒業できるようなシステムにすれば良いと
思っています。これは、日本人の智恵と能力を
もってすれば可能であると考えています。

できない理由はたくさんありますが、静かな
有事と言われる中で、グローバルな人材を育て
るために、偏差値で人間を並び替えて地域から
抜き取って、地域に帰れないようにしている現
在の大学教育のシステムをもう一度見直さない
といけません。 8 割はグローバルな人材を育て
ることでもいいとして、 2 割は地域を守る人材
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を育てることも必要です。地域が衰退してしまっ
たら、いずれ都市も衰退しますし、農山村が駄
目になったら、日本の製造業が駄目になります。

文部科学省は、地方創生は自分達の問題では
ないと考えている節があり、総合戦略になりに
くいわけですが、大学の改革は急務だと思って
います。江戸時代には藩校をつくって、優秀な
生徒は江戸へ送って勉強させたり、優秀な先生
を江戸から呼んできて教育したりしました。そ
のシステムを少しでも取り戻せば、地域を守る
人材ができます。今の日本の技術とやる気と危
機感があれば、必ずできるはずです。

それから、平成26年の10月 8 日に石破大臣に
呼ばれた時に、私が申し上げたことを要約して
申し上げます。日本には、一次産業しかない地
域がたくさんあります。石破大臣は農林水産大
臣をされていたこともあり、一次産業が元気に
ならない限り、地方創生ができないということ
を分かっておられました。

しかし、石破大臣は、最近の講演で森林・林
業の再生については気付かなかった、うかつだっ
たとおっしゃっておられました。石破大臣の最
近の講演を聞くと、 1 時間の講演のうち10分間

は山の話をしていただけるようになりました。
今、日本の山はすごい資産です。日本の国土の
7 割は山です。50年前、60年前の我々の先祖が
苦労して植えてくれた木々が最盛期を迎えてい
ます。

山の木は、自然に放っておいても毎年 2 %ず
つ増えていきますが、手入れをせず放っておく
と劣化します。ですから、今こそ皆伐をしても
う一度植林すべき時期なのです。しかし、値段
が安い外材が入ってきて大変だということで、
放置されて劣化をしていくという状況にありま
す。これこそ国民意識の低下です。隈研吾さん
の著書においても、同じようなことが書かれて
います。新国立競技場も外装に木材をふんだん
に使うという話ですが、単に木は香りがいい、
維持管理の手間が少ないとか、そういったこと
ではなく、もっと大元の話だと書かれています。
日本は稲作、漁撈民族です。山がないと雨が降
らないため稲作ができません。山というのは非
常に大事なものです。ですから、私たち日本人
は、山の木をあまり切らずに大切に守ってきま
した。西洋の人たちとは全然違います。そうい
う国の誇りというものをもう一度、国民がきち
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んと理解をして、国産材、地元産材を使い、山
をきちんと再整備できるようにしましょうとい
うことです。

ＷＴＯ条約違反になるので、行政はできなく
なっているのでしょう。ですから国民自身が選
択して、自分たちでやるしかありません。行政
が国産材活用に限って補助金を出したりすると
ＷＴＯ条約違反となってしまうので、そうでな
はなくて国民意識の転換により対処していく必
要があるわけです。

次に、ひとの創生、人材育成の重要性につい
てお話ししたいと思います。人材と成功する地
域の条件というのは表裏です。人材が育ってな
ければ、何をやっても結局駄目です。今、地域
でこういうことをやれば成功すると思っても、
人材が育っていないと言われる地域が多いとい
うことを、随分国には申し上げました。人材を
派遣する、あるいは、民間の人をアドバイザー
として紹介するということはできますが、いつ
までも借りているわけにはいきませんから、人
材を地域の中で育てていかなければなりません。

人材がいないとよく言われますが、そうでは
なく、実は人材を育ててこなかったのです。そ

のことを率直に反省しない限り、また同じこと
を繰り返します。人材は借りて、取りあえずう
まくいけばいいと思っているから育てない。本
当は過去の地域活性化政策の中においても、目
立つ事業だけでなくて、人材育成ということに
お金をかけなければいけなかったのです。過去
にやらず、今回もやらなかったら同じ過ちを繰
り返すことになります。人材は、地域の中のネッ
トワークを再生し、地域の外へネットワークを
広げて、助っ人や資金、ノウハウなど様々なも
のを地域へ持ち込むという極めて重要な役割を
担っています。

また、補助金行政により失われてる地域の自
立心を回復しないといけません。自立心のない
地域にお金をつぎ込んでも、ざるに水を流すよ
うなものです。地方分権は、平成 5 年から始ま
りました。国から県、県から市町村へ財源、権
限を下ろせと主張してきましたが、県や市町村
は自分たちの地域の中の集落や地区に、権限や
財源を下ろしたのかということが今問われてる
と思います。

この話をすると、地区別に補助金を出してい
ると言われますが、補助金は行政への依存心を
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増長させてしまいます。交付金でないと地区や
集落の人たちの自立心は育ちません。自治体は、
国や県に、あるいは県は国に対して、補助金は
できるだけ自由に使える交付金あるいは交付税
にしてくださいと言っていますが、自分たちは
そういうことをやってきたのかということを反

省する必要があります。
地域内分権が進まないと、下から積み上げる

地方創生ができません。自立心を持って、知恵
のある人たちが考えてこそ、地域経済の循環構
造もできます。

もう 1 つ重要なことは、日本は超高齢化社会
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になります。企業が色々な問題を起こしてるの
は、いつまでも高齢者が細かいことに口をはさ
んでいるからです。社長を務めた人間が会長と
なり、会長を務めた人間が相談役として死ぬま
でそこにいます。その人が、若い人たちに大局
的なアドバイスをするのであればいいのですが、

箸の上げ下げまで手を出したら、昔の知識でも
のを言っていることになるため、問題が出てき
てしまいます。

そうではなくて、高齢者の役割は経験に基づ
いて全体のリスク管理するということです。ア
メリカで若者が活躍してるように、若い人の力
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を引き出すような地域や会社、組織でなければ
ならないということです。また、国の政策も、
全ての自治体で上手くいく政策はまずないので、
自分たちの地域で上手くいくかいかないか取捨
選択をすべきです。自分たちがやりたいことの
ために国の政策を大いに活用（悪用）してくだ

さい。それが知恵というものです。自分たちの
目標をしっかり持って、やるべきことを粛々と
やっていれば、必ず成功します。

それから現状を数値化して分析することは必
要です。RESASというシステムができましたが、
私も最近、講演に行く際は、RESASを使ってそ
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の地域の経済循環などを見て、スライドにし、
それを講演で使用したりしています。

重要なことを申し上げますと、グローバルな
経済競争を勝ち抜くことができる国を目指すの
が一番で、それをやると地方が痛んでしまうか
ら、国が何か手当てをするという考え方でずっ

とやってきましたが、それでは駄目だというこ
とです。地域を守ってこそ、日本の優秀な人材
が出てきたり、グローバルな競争に打ち勝つ企
業が出てきたり、素晴らしい都市ができるのです。

したがって、そのことを国民がもう一度しっ
かりと認識し、国民運動を起こさなければなり
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ません。国民運動ということは、皆さんの地域
で言うと県民運動、市町村民運動です。小さい
市町村であれば、わりと地産地消といったよう
なことができています。例えば、同じ市町村の
中でも、中心部と山間部で格差があったら、山
間部のものを買ってあげるいうことで交流しま
しょうということをしています。それが県レベ
ルではどうでしょうか。大都市の人たちが、で
きるだけ同じ県内の過疎地域の産品を買いま
しょう、そこに旅行に行きましょうということ
をやれているのかどうかです。これは国も同じ
ことが言え、クールジャパンの前に、まずBuy 
Japaneseを展開しなければ駄目だということです。

林業の話は、私がアドバイザーとして活動し
ている、日本創生委員会の林業復活・地域創生
推進委員会が既に政府に提言も提出しております。

地方創生の問題を、集落・地区に落としてい
くためには、仕事上だけではなかなかできない面
があります。そこで、地域に飛び出す活動をさら
に進めていく必要があると考えています。平成
20年秋に地域に飛びだす公務員ネットワークを
創設しました。また、平成23年春には地域に飛
び出す公務員を応援する首長連合もできまして、
首長サミットというものを開催しており、来年 1
月が 6 回目になります。首長ご本人が毎回10人
ぐらいご出席されております。

資料17がRESASの例です。これを見ると市町
村の経済状況が分かるので、自分の市町村につ
いては、少なくともこれを見ていただければと思
います。市町村によって随分違いますが、例えば、
資料17の千葉県いすみ市の地域経済循環図を見
ると、所得はかなり外から獲得しているのに、
支出面になるとそれ以上に外に出てしまってい
ることが分かります。

最後に人材育成のお話をいたします。国の総
合戦略の中には、最初は人を育てるという話は
一切なく、人材を派遣するとか、各省が今まで
やっていた事業を並べているだけでした。その
ような各省の縦割りの人材育成ではなく、地域
全体を見て、地域全体が良くなるような活動を

行う人材を育てることが重要です。そういうこ
とを行っている機関は少なく、これはとても難
しいことです。そこで私は、石破大臣に人材育
成の重要性について申し上げました。そこから
1 年がかかりましたが、検討会が発足しました。

平成27年末に、「地方創生人材プラン」が策
定され、ｅラーニングと既存機関などの連携で、
地方創生カレッジを創設しようという話になっ
てきました。資料18は石破大臣にお渡しした資
料です。一業種、一分野のリーダーを育てるの
ではなく、全体最適を実現できる、地域経営を
できる人材を育てることが必要です。これは企
業経営と似た面があり、結構難しいです。

もう 1 つは、地方創生カレッジというものを
創設しても、今まで自治体も人材育成にお金を
つぎ込んでいないため、急に人材育成のために
と言われても、お金をつぎ込まないかもしれま
せん。そこで、ひとづくりバウチャーの提案を
しました。バウチャーであれば、例えば勉強代
として、一人 5 万円を10万人に交付したら50億
円。その 5 万円を、例えば塾、大学など、どこ
で使っていいかということを国や県で決めれば
いいのです。地方創生カレッジを創設しても、
受講するためのお金を自治体が出さなかったら、
結局やらなかったのと同じです。

また、地方創生人材プランには、とても良い
ことを書いてありますが、中でも重要なのが、
あまり注目されていませんが、「地方独自の人
材育成の取組みにも期待」という部分です。当
然ですが、地方創生カレッジだけあればいいと
いうものではありません。

最後に、私たち地域活性化センターは、貴重
な市町村振興宝くじの財源をいただいて、30年
間人材育成をやってきて、それが国に認められ
て地方創生カレッジの中核になってくださいと
いうことになりました。我々は、目立たないが
粛々とそういった取組みをしてきました。例え
ば、全国地域リーダー養成塾というのは、 5 人
の大学の先生が主任講師を務め、 8 人ずつゼミ
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形式で 1 年間、トータルで30日程度受講してい
ただき、最後に修了レポートを作成・発表し、
塾長の大森彌先生に講評してもらうというもの
で、平成元年から始めていますが、この存在を
知らない方が多くいらっしゃいます。知られて
いないのは私たちの努力不足もあります。良い
ことが必ずしも世の中知られてるわけでありま
せん。人材育成を熱心にやろうとする自治体は
もちろん、気が付いていない方に気がついても
らう努力も必要です。それで私たちは一生懸命、
改革をやってきました。この機会にぜひ考えて
いただきたいことは、小さな市町村が人材育成
を自前で行うことはなかなか難しいので、県の
研修所にお願いしたり、市町村振興協会で人材
育成センターというソフトの仕組みをつくって、
そこで研修をやっていくというところも結構あ
るのですが、国の地方創生人材プランの中に、

「地方独自の人材育成の取り組みに期待」と書い
てありますから、小さな市町村がなかなか取り
組みにくい人材育成、地方創生カレッジや、地
域活性化センターが今取組んでいる大規模な人
材育成との中間の人材育成、市町村では難しい
が、県単位であればできるといった人材育成に
ついて、ぜひ検討していただきたいということ
です。これはもちろん県が取り組んでもよいの
ですが、ぜひ市町村の皆さんには、地方協会に
おける市町村職員の人材育成事業についてご検
討していただいて、これまでより前進をさせて
いただいたら、今日私がお話しさせていただい
た意味が出てくるのではないかと思っておりま
す。ぜひお帰りになる際に資料をご覧いただい
て、何か疑問な点や興味をもたれた点がありま
したら、ご一報いただければありがたいと思いま
す。どうもご清聴ありがとうございました。


