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勝浦市は、千葉県の南東に位置し、美しい砂

浜とリアス式海岸の織りなす景観を有するたい

へん風光明媚な地です。

目前の太平洋・黒潮からの恵みである四季

折々の海の幸、その中でも特にカツオの水揚げ

量は全国有数を誇り、毎年６月に開催されてい

る「勝浦港カツオまつり」には県内外から多く

の方々にご来訪いただいています。

水産業のほか、海岸線から北部に向かって緑

豊かな自然環境の中での稲作を中心とした農林

業、そして、夏の海水浴や２月から３月にかけ

て開催される「かつうらビッグひな祭り」をは

じめ、日本三大朝市の一つと称される勝浦朝市

などの観光業、これらを基幹産業としています。

また、当地の“郷土食”の一つ「勝浦タンタン

メン」が、昨秋のB－１グランプリ関東大会・全国

大会で一躍有名となりました。大会への出展は、

食を通じて一人でも多くのお客さまに勝浦へ足

を運んでいただこうと、多くの市民の方々の参

加により結成された「熱血！！ 勝浦タンタンメン

船団」によるものでした。その中心は、熱い心

をもった地元商工会青年部です。この挑戦に、行

政といたしましても共感・共鳴し、パートナーと

してサポートさせていただきました。

当市では、以前から過疎化傾向が続き、その

対策が大きな課題です。日本全体が人口減少時

代に突入する今、残念ながら定住人口の増加を

望むことは難しいとも思います。勝浦市の有す

る資源や魅力を活かして多くの方々に当地へお

越しいただく、いわゆる交流人口の増加を目指

すことが、まちの活性化につながるものと期待

します。行政の施策だけでは乗り越えられない、

これらの課題などに対しましては、この度の

「勝浦タンタンメン船団」のまちおこしのような

活動力が、新たな可能性を見出していく源だと

考えます。

私は、昨夏に市長に就任し、市政という船の

舵取り役として「元気なまちづくり」への航海

図を広げ出港したばかりですが、私と市民の皆

さん方の羅針盤が指し示す先が同じであるとい

うことをはや確信できたと感じております。こ

のほか、市民の皆さんの御声を十分に拝聴し、

できる限り市政に反映させたく「市民会議」や

「市長への手紙」もスタートさせました。これら

の取組みと合わせ、これからの勝浦市の“協働”

の一つのスタイルとして、市民の皆さん、事業

者の皆さん、そして行政と、まさに「船団」と

して進んでまいりたいと考えます。

ぜひ 皆さま、勝浦市の“協働”の取組み、「勝

浦タンタンメン船団」の釣果（成果）をご覧に、

また、ご賞味に勝浦へお越しください。元気の

いい若人が、おもてなしの心をもってお待ちし

ております。

羅　針　盤

羅

針

盤
勝浦市長 猿　田　寿　男

市民と協働のまちづくり
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1997年４月　千葉大学大学院社会文化科学研究科日本研究専攻入学
2000年３月　同修了、博士（法学）取得
2000年５月　千葉大学法経学部助手
2003年４月　千葉大学法経学部助教授、2007年４月より准教授（現職）
これまで千葉県内の数多くの自治体において、各種委員や協働アドバイザー等に携わり、
市民と連携しながら、協働・自治の実現に向けて奔走している。
2011年３月からは千葉テレビ・NEWS千葉930のコメンテーターも務めている。

特　集　「地域活性化」特　集

　東日本大震災を受けて地域コミュニティの再興が見直されつつあります。 
　地域において様々な社会問題が顕在化・深刻化する中で、地域自らが地域の課題を認識・共有
し、それを自主的・主体的に解決する地域共生力の醸成・向上を図っていく必要があります。 
　地域活性化は行政だけで実現できるものではないし、また行政だけですべきものでもありません。
民間企業・大学・NPO・地域活動団体など多様な主体との協働・連携の下、まちづくりや地域の
文化・産業振興を通じた地域活性化の取組が必要となります。 
　多様な主体が各自の役割と相互の関係性を尊重しながら、対等の立場で互いの強みを生かした
幅広い活動を展開する必要があります。そのためには、地域課題を共有し、主体間の信頼関係の
構築が最も重要となります。 
　しかしながら、行政と様々な主体との協働や連携が必要であることは認識していながら、なか
なか進んでいないのが現状です。 
　今回の特集では、なかなか進まない現状を踏まえながら、今後どのように取り組んでいったら
よいか、地に足のついた持続可能性の高い地域活性化の展望を拓くとともに、様々な手法で地域
活性化への取組みを実践する事例を紹介します。 

千葉大学法経学部 准教授 関　谷　　　昇（せきや　のぼる）

PART 1 響き合う地域空間と地域活性化

PART 2 フィルムコミッション（FC）による地域活性化
茨城県フィルムコミッション推進室

PART 3 宇和島市生活文化若者塾「拓
たく

己
み

塾
じゅく

」の活動について
宇和島市生活文化若者塾「拓己塾」事務局 西　尾　祥　之（宇和島市役所）
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千葉大学法経学部　准教授
関谷　　昇

響き合う地域空間と地域活性化

１．行政は「多様な主体の連携」をどこまで信頼しているか？

NPO・市民活動・地域活動団体・民間企業・大学・行政など多様な主体の連携を通じた地域活性化とい

うテーマは、近年、多くの自治体において総合計画や個別施策などに掲げられるようになっている。

その背景には、少子高齢社会の本格化と安定した経済成長の終焉という根本的な社会変動の影響があり、

市民生活を包摂してきた行政の諸制度の形骸化や事業の運用的な限界が深刻化している状況がある。行政

による資源の再分配やリスク負担は、質量ともに物理的に不可能となってきており、課題解決のためには、

縦割りに左右されない総合行政の構築はもとより、行政に依存しない市民の自立的な諸活動をいかに作り

出していけるかが問われるようになってきている。様々な連携を生み出しうる市民社会や地域社会は、そ

うした文脈において注目が高まっているのである。

その意味では、限られた資源を課題解決のために有効に活かしていけるかどうかが、多様な主体の連携

には求められている。地縁を通じて多くの地域住民を包摂する団体、福祉・教育・経済・防犯・防災・文

化といった分野別の地域団体、課題解決に対応した自主的活動としてのNPOやボランティア団体、労働者

や生活者を擁護する諸々の組合団体、社会的責任の下に営利の立場から支援活動に動き始めた民間企業、

知識と技術を地域貢献に活かそうとし始めている大学などが各々に活性化し、また様々な形で横につながっ

ていくことは、多くの期待を持って模索されているところである。

近年流行している市民と行政との協働も、行政に競争原理を導入し、行政が単独で担ってきたものを可

能な限り市場の活力に委ねていく「市場化」の軸と、行政プロセスを開放し、市民の自主性と自立性を尊

重していくところから政策を作り上げていく「市民化」の軸の双方から検討がなされているが、いずれの

観点からしても、この多様な主体の連携には大きな期待が寄せられている。例えば、市民や民間から提案

を募り、評価されるものについては行政が側面的な支援をするといった新しい事業や、力のある団体には

行政の諸事業を積極的に委ねていくといった事例は、大いに注目されているところである。行政が単独で

政策を実施していくだけでは対応できない課題について、様々な能力や特性を持った諸団体やネットワー

クの協力が必要不可欠であるというイメージは、多くの首長や自治体職員の間で共有されつつあると言え

るであろう。

しかし、こうした協働の漠然としたイメージは共有されつつあっても、それが実際に率先して展開され

ているかというと、必ずしもそうではない。実際、多くの自治体行政に垣間見られるのは、「理念までは賛
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成できるが実践となると難しい」「担当する事業で精一杯なので新たな連携にまで発展させることは厳しい」

といった声であり、場合によっては「多様な主体との連携などは非効率であって、行政単独で事業を行っ

た方が望ましい」「市民に責任を伴った主体的な活動など期待できない」「行政批判が噴出したり、様々な

利害が衝突したりして、合意形成が困難になってしまう」といった消極的な姿勢も少なくない。それゆえ

多くの自治体行政では、既存の体制や事業形態を根本的には変えない範囲において、市民・民間・地域の

活力が開花していくための初期支援をするか、自分たちの管理統制が可能な限りにおいてそれらの活力を

導入する形に留まっている傾向が見られる。行政主導の協働といった現象は、その皮肉を物語っていると

言えよう。

こうした状況下において、自治体行政による地域活性化の取り組みは、次のような問題に直面している。

①地域活性化の名目で既存の団体に対する補助金などを固定的に拠出する反面、各団体の連携までは至ら

ず、団体の個別目的や利益を叶えるだけに留まる。

②限られた関係者や専門家の目線だけで計画や取り組みがなされ、また他で見られる成功事例を安易に導

入しようとするので、市民目線・顧客志向・地域戦略が欠落し、下からの活性化につながらない。

③行政各部署の範囲内で想定される関係者のみに役割を期待するだけなので、分野・領域を越えた架橋に

つながらず、地域全体の持続的な活動になりえていない。

要するに、多様な主体の連携に対する半信半疑の姿勢が、前例踏襲への固執と特定の関係者への依存を高め、

公私の役割分担の根本的な見直しを躊躇させる。それが結果として地域活性化を足踏みさせているのである。

２．各団体活動や地域社会に見られる「閉鎖的関係性」

もっとも、こうした問題は行政だけに原因があるわけではない。行政の縦割りと並んで、地域社会の縦

割りも極めて深刻な状況にあると言わざるをえない。

地域には、自治会・町内会・区、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、青少年育成委員、商工会、

PTA、敬老会、防犯協会、消防団、NPO・ボランティア団体、組合、財団、民間企業・事業者など多様な

団体が存在しており、それぞれにおいて地域社会を支える取り組みが展開されている。諸々の取り組みに

関わる人たちが、課題解決に向けていかに奔走しているかは、行政職員や地域に精通した市民の多くが認

識しているところであろう。ただ、ここで注目したいのは、こうした様々な取り組みがあるにもかかわら

ず、なぜ全体としては地域活性化につながらないのかという点である。

もともと行政や地域の現場においてとらえられている地域社会は、もっぱら「主体」という切り口で理

解されている傾向が強い。一般的に行政は、既存の団体に対しては、「行政では対応しきれない事柄を、実

質的にはお願いして実践してもらっている」という意味合いで従来からの関係性を築いている一方、NPO

などの新興団体に対しては、「地域の新しい担い手として自立してもらいたい」という意味合いで支援事業

を拡充しつつある。全体としてみれば、「主体」別の棲み分けがなされ、それぞれで関係が維持されている

のである。それは、成果の如何に関わりなく、各団体と各所管課との関係を固定化させ、さらには特定の

課題は関連する特定の団体に依頼するという構図をもたらしている。
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逆に、市民や団体の側からすれば、地域を活性化させるためには、そうした各団体の立場や手法から取

り組むことが必要であるという認識が極めて強い。地縁を通じた団体において、歴史的に蓄積されてきた

実績や一定の地域を包括的にカバーする機能性は、当該地域に定着しており、活動状況の格差が見られる

とはいえ、地域活動としての浸透度は極めて高い。また行政からの補助金などが固定的に拠出されている

団体は、その形態・手法・手続きが確固たる形で踏襲されており、その枠組みに与えられている役割（使

命）を通じて地域活動が行われている。あるいは都道府県や全国レベルに上位団体を有する団体は、その

縦のつながりとの関係において地域活動に関与している実態がある。さらにNPO・各種市民団体や民間団

体も、その活動理念を自主的に掲げ、独自の組織体制を整備することによって、自分たちのやり方に拘っ

た活動を展開している。

問題の深淵は、この「主体」のと
ヽ
ら
ヽ
え
ヽ
方
ヽ
にある。各々が「主体」という枠組みに固執するということは、

日本文化に固有な「ウチとソト」「ホンネとタテマエ」の使い分けを背景としながら、団体や地域コミュニ

ティにおける閉鎖的な関係性をもたらしている。そうした内向性は、関係者の内部においては極めて親し

い関係をもたらすものの、その環（和）の外側に対してはよそ者意識が働き、開かれた交流がなされづら

いという側面がある。

いずれの類の団体にもある程度共通してみられる現象は、その活動実績の蓄積が多ければ多いほど、あ

るいは活動内容が高度化すればするほど、その立場からのやり方が絶対視され、結果的に硬直化してしま

うということである。しかも問題を悩ましくさせているのは、それぞれの主体の担い手たちの一生懸命さ

が、外部の人間からすれば敷居の高さとなって映ってしまう点である。それぞれの団体における担い手の不

足や活動の求心力の弱化といった実態が、「団体を外側に開く」というよりは「団体を内側で守る」という

発想につながってしまっているのである（それは、専門家と素人という線引きで言えば、行政と市民との

間の壁も同じである）。

多様な主体の連携や新しい公共といった言い方は、その抽象的な表現ゆえに多くの人々には自覚されて

いないかもしれないが、地域社会を担っている「主体」に着目しているという点では前例踏襲であるとい

う点を見落としてはならない。いくら連携や協力ということを掲げても、それが実現可能なものとして実

感されないのは、こうした地域の縦割りを自明の前提にしすぎているか、閉鎖的関係性を動かしがたいも

のと諦めているからなのである。

３．「媒介」としての協働

このように主体が自己完結的に活動しているという側面は、それぞれが自由に活動している限りにおい

ては極めて望ましい。しかし、公と私、あるいは公共的な諸活動のあいだに強固な境界線が引かれてしま

うと、それは転じて、地域活性化を阻害する要因となる。

確かに、人口の自然増加や経済成長の安定化が自明の前提とできた時代は、こうした阻害要因があって

も、それを問題とさせないくらいの行政サービスの創出が可能であったし、主体ごとの活動が地域活性化

に大きな成果をもたらしえた。しかし、今日の地域社会の置かれた状況は、様々な人々の参加の「入り口」

であったものが、逆に参加を遠ざけることになってしまっている。主体間の棲み分けが地域活性化を足踏

みさせる事態に陥ってしまっているのである。少子高齢化が進んで世代間の負担格差が広がっていけば、
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この問題はさらに深刻さの度合いを増すであろう。多様な主体の連携を通じた地域活性化ということを考え

るのであれば、我々はこの問題にもっと自覚的でなければならないのではないだろうか。

私が協働という手法に注目するのは、連携のための連携ではなく、異なる文化の交流によって、各々が

開かれるという点に期待しているからである。現場を見ることによって何が問われているかを実感する、他

者を知ることによって自分を見つめ直す、他の団体活動を理解することによって自分たちの活動をとらえ直

す、視野を拡げていくことによって地域社会を多角的に認識する、そうした相互作用こそが協働というも

のの核心に外ならない。

ここでは、協働が地域活性化に資する条件として、次の二つを指摘しておきたい。第一の条件は、行政

や市民・地域団体といった団体の枠組みありきではなく、まずは現場にいかなる問題があるのかを当事者

に即して実感し合うことであり、各々がいかなることをなそうとしているのか、相互理解を含む「共有」

の場を拓いていくことである。

【図１】

【図１】にあるように、例えば高齢者問題といっても、現場の実践を知れば知るほど、問題把握の仕方

から課題解決の手法や成果まで様々な取り組みが存在していることが見えてくるし、潜在的なものを含め

ればかなり幅広いものを想定しうる。自然環境保全や子育て支援など一見異なるテーマに携わっている人々

も、問題把握や解決手法のとらえ方如何によっては、問題意識や取り組みを共有しうる。つまり、相互作

用が幾重にも積み重り、地域住民へ発信されていけばいくほど、異なった視点から自分（たち）や地域を

とらえ直す契機が生み出され、新たな発見や可能性が拓かれうるのである。

第二の条件は、個人から諸団体まで様々な立場からできることが「持ち寄り」の文化として集積されて

「実感」と「共有」
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いくことである。従来の主体という枠組みには、各々の思い、自分（たち）の知識・技術、諸団体の活動

蓄積、営利・非営利活動、寄付といった諸資源を分断させ、開花させられることを抑制してしまう側面が

あったとするならば、この「持ち寄り」はそれらを紡ぎ、集積していくことを意味している。

ここで必要なのは、「媒介」という視点である。既に、テーマごとの協議会や実行委員会からはじまり、

学区単位のまちづくり協議会や地域円卓会議、さらには民間支援ネットワークまで、さまざまな取り組み

が模索・実践されている。ただ注意が必要なのは、成果を出そうとするあまり組織化を急いでしまうとい

う点である。それでは、固定化したもう一つの「主体」が作り出され、閉鎖的関係性が繰り返されるだけ

である。何よりも重要なことは、【図２】にあるように、諸資源が様々な媒介によって柔軟に受けとめられ、

各方面の相互作用によって「持ち寄り」文化を形にしていく開かれた環境なのである。

【図２】

４．地域活性化の駆動力

いま行政に問われているのは、これらの諸資源を管理統制することではなく、こうした媒介の環境を側

面的に整えていくことである。未知数のヒト・カネ・モノ・情報を受けとめていこうとしないから、狭い

視野の中で合意形成が暗礁に乗り上げてしまうのであって、逆に「入り口」が多様に開かれて、様々なこ

とが検討されていけばいくほど、合意形成の条件は見つけられるものなのである。そこに求められている

のは、綿密な計画と成果を想定して管理統制するという従来型行政のやり方ではなく、その呪縛から解き

放たれることなのである。

「共有」や「持ち寄り」のあり方は、あらかじめ決められるものではありえない。なぜなら、相互の出

会いや働きかけが始まらなければ、各々が自分たちをとらえ直す契機は生じず、また地域活性化に向けた

「持ち寄り」と「媒介」
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駆動力も生み出されないからである。ここで駆動力というのは、地域の担い手たちの積極的な姿勢と行動

であり、地域活性化の取り組みを突き動かしていく力である。かつては、各種施設整備といった大型公共

事業・大企業誘致・観光スポット形成といった合理的発想が、地域住民に夢を与え、地域活性化の起爆剤

となっていたかもしれない。しかし、これからの地域づくりはこうした発想は物理的に不可能であること

は言うまでもない。求められているのは、その地域に顕在的ないしは潜在的にある諸資源を可能なかぎり

可視化し、様々な世代や立場が下から作り出していく力である。

では、そうした力はどのようにして生み出されうるのだろうか。第一は、上述した「共有」と「持ち寄

り」によって、既存の取り組みが地域活性化へと接合・発展させられるという視点を、その当事者たちが

持ちうるかどうかである。担い手不足や取り組み内容の枯渇化といった問題は各々にとって深刻な問題に

なっているとするならば、「共有」や「持ち寄り」はその限界を相互の補完しあえる契機になりうるという

ことである。

地域防災を例にとれば、的確かつ迅速な情報発信、避難誘導、安否確認、避難所運営など様々な局面で

問われることがあり、また住民は様々な環境下において生活している以上、個々の状況に即した対応や画

一的な対応から漏れ落ちてしまう人々の救済なども必要となってくる。これを特定の主体がすべて対応す

るのは明らかに限界がある以上、その地域に即した連携体制を日常化していくことは必要不可欠である。

各々に何ができるのかできないのか、誰が、何を、どのように進めていくか、これらを日常的にとらえ直

していくことによって、様々な役割分担や組み合わせを考えていくことが、既存の取り組みを発展的に活

かすことになり、地域に根づいた実行力ある地域防災力を作り出していくのである。

第二に、当事者たちが楽しさややりがいをもって、地域活性化に携わることができるかどうかである。

様々な人たちが集う円卓会議のような手法は、そうしたアイデアを出し合い、その可能性を検討していく

上で、期待されるところが大きい。例えば、商店街の活性化という課題一つをとっても、実に多様な「共

有」と「持ち寄り」が可能である。消費者ニーズの中には、大型店舗では得られない素材・サービス・人

との交流があり、また高齢化が進む中で買い物の利便性や生活支援を求める声も高まっている。そうした

ニーズに対しては、他地域の生産者との連携、地産地消の実践、若者の斬新なアイデアの発揮、憩いの場の

設置や健康相談窓口の設置、異世代間交流や見守り支援との連動、ボランティアや業者を通じた宅配サービ

スなどといった魅力を付加する事例は、数多く存在している。

また、商店街を地域社会の一拠点ととらえれば、人の流れを作り出す導線の工夫や他の地域資源の魅力

への誘いと合わせて、ヒト・カネ・モノ・情報の循環を生み出す発想にもつなげうる。さらに言えば、狭

義の意味での商業という発想を抜け出て、障がい者や生活困窮者など様々な理由によって働きづらい環境

下に置かれている人々にとっての新たな活路を拓く環境づくりと結びつけてみれば、商店街全体の社会的

信頼の向上につなげうるかもしれない。いずれにしても、そうした相乗効果を伴う取り組みは、自分たち

の夢や思いを自由に出し合えることによってもたらされるのであり、その創造性が楽しさややりがいを膨ら

ませていくことにつながっていくのである。

第三に、地域活性化の取り組みを持続可能なものにできるかどうかである。言うまでもなく、地域社会

には、その場所で生まれ育った人もいれば、新しく移り住んできた人もいる。個々人の履歴は実に多様で

あり、それに応じて価値観も異なり、まちに求めるものも大きく違ってくる。それゆえ、何をやるにして
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も合意形成が困難になってしまうとして、行政内部あるいは関係者のみで計画づくりを進めるといったや

り方がなされているわけである。しかし、その考え方は地域活性化のあり方としては逆行していると言わ

ざるをえない。なぜなら、一部の主体によって作られたものは、その視点に限定されており、その外に置

かれた人たちにとっては、関心外のものでしかないからである。そうであるとすれば、持続可能なものに

なるどころか、一過性を免れないであろう。

地域空間とは、地域住民の履歴が相互に織り混ざりながら形成されている場であり、そこにはまちの履

歴が刻まれている。表層的には個々バラバラなニーズや利害にしか見えないかもしれないが、実は、その

深層には地域空間を共有しているという側面が確実にある。それが何かは、それぞれの地域において発見

していくしかなく、それを見出していくこと自体が、地域活性化の取り組みそのものであると言っても過

言ではない。

例えば、地域と大学との協働では、研究者や学生たちが地域に入り込んでいって、地域住民の声を徹底

的に聞き出していくといった手法が採り入れられている。そこで試みうるのは、履歴の集積を様々な観点

から解きほぐし、その地域の個性とは何なのかを徐々に浮き彫りにするということである。各々の「立場」

（主体）の背後にはどのような思いがあるのか、団体や組織としてだけでなく個人としてどのように生活環境

や地域環境を考えているのか、そうしたことを炙り出して理解・検討していくことは、地域のストーリーづ

くりでもあり、その地域に相応しい福祉、教育、自然環境、経済発展とは何なのかを解釈していく作業で

もある。地域活性化の持続可能性とは、そうした地域住民の地域感覚から育まれていくのである。

５．響き合う地域空間に向けて

このように考えてみると、地域社会とは「響き合う地域空間」として理解することができる。市民と行

政、あるいは諸団体の間における閉鎖的関係性が開かれていくということは、様々な思いが相互に響き合

うようになるということである。あるいは、その響き合いが、開きというものをもたらしていく。「共有」

と「持ち寄り」は、まさに響き合いそのものであり、地域活性化の駆動力は、その響き合いを通じて育ま

れていくものである。

地域活動に参加するということは、日常生活に忙殺される市民にとってはハードルが高いものかもしれ

ない。何らかの形で地域に関わっている人々と無関心な人々との間にこそ最大の壁があるかもしれない。

しかし、それをもって、積極的な「市民」と受動的な「大衆」を区別し、後者を前者に啓蒙していくとい

う発想に向かうとするならば、「主体」という問題を繰り返すだけである。

響き合う空間は、そうした区別をも解消し、各自が置かれた生活環境や地域への距離感か
ヽ
ら
ヽ
発せられて

いるものを可視化するものでもある。例えば、子育てや介護をめぐってなされる世間話や情報交換の中に

は、人々の率直な実感があふれている。あるいは、Twitter、blog、facebook、mixiといった媒体上には、

多くの人々が自分の思いや意見を日々書き綴っており、相互のやりとりを通した響き合いは、様々な共感

を生み出し、具体的な実践への誘いを果たしている。

これからの地域活性化には、この響き合いを作り出し、それらを具体的に浮かび上がらせていくことが

問われていく。その多角的な把握と分析からいかなる可能性を見出していけるか、市民と行政の協働は、

そうした日常生活の中から始まっているのである。
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フィルムコミッションは、映画やテレビドラマ等の映像を通じ、地域のイメージアップや交流の拡大、
さらにはロケ地などを活用した魅力ある地域づくりを促進するための活動です。
茨城県におきましては、平成14年10月に企画部に「フィルムコミッション推進室」を設置して以来、県

内の市町村においてもフィルムコミッションに取り組むところが出てきました。
これまでに数多くのロケを誘致・支援し、平成23年には平成24年４月からスタートするNHK朝の連続テ

レビ小説「梅ちゃん先生」、映画「ALWAYS三丁目の夕日’64」などの話題作やNHK－BS時代劇「塚原卜伝」、
バラエティ番組「絶対に笑ってはいけない空港24時」などの本県が舞台となる撮影が行われ、県内のロケ
支援作品が通算2500作品を超え、全国有数のロケ地として多くの方々にご支援を頂いております。

NHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」のクランクイン取材会の様子
高萩市にオープンロケセットを作り、戦後東京の闇市を再現
出席者：（左から）松坂桃李、南果歩、堀北真希、片岡鶴太郎、大島蓉子

狡2012「ALWAYS三丁目の夕日'64」製作委員会
石岡市のレトロな喫茶店で、堀北真希さんと森山未來さんが
初デートをするシーンを撮影

NHK－BS時代劇「塚原卜伝」鹿嶋市ロケ取材会の様子
出席者：（左から）平岳大、堺雅人

「絶対に笑ってはいけない空港24時」茨城空港での撮影風景
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フィルムコミッション（FC）による地域活性化　 PART 2

１　フィルムコミッション推進室の取組み内容
フィルムコミッションの業務は、大きく分けて、ロケ支援業務とロケ誘致業務があります。ロケ支援業

務では、各種許認可手続きに対する支援、宿泊施設・飲食店の紹介、ロケ地の管理者との調整、エキスト
ラの手配に対する協力などを行っています。
ロケ誘致業務では、より多くのロケを誘致するため、ロケ情報の発信充実に努め、イメージアップや交

流の拡大などにつながるよう取り組んでいます。また、こうした取り組みが全県に広がるよう、市町村に
おけるフィルムコミッション組織の設立の促進を図っています。

①ロケ情報発信の充実

インターネットを活用し、映像制作者向けに、約500ヶ所のロケ適地情報をホームページに掲載していま
す。また、一般の方向けには、メールマガジンやタウン誌等へのメール配信、各種イベント等でのフィル
ムコミッション活動を紹介したパネル出展などのＰＲを行っています。
また、県内で行われた主なロケの様子を、写真付で分りやすく解説し、さらにロケ地を巡れるように

作成した「ロケ地マップ」を、県内の市町村や、主な観光案内所等に配置しており、ホームページにも
掲載するなど、県内外へのロケ情報の発信に努めています。

②フィルムコミッションを活用した地域づくりや交流の拡大

地域づくりや交流の拡大を促進するため、県観光物産協会、市町村等と連携し、ロケ地マップ等を活
用しながら、県内外に本県情報を発信して、ロケ地を組み込んだ観光ツアー等の催行などの働きかけを
行っています。

フィルムコミッション業務と期待される効果 

映像制作者 

茨城県 

県 
（いばらきFC） 市町村FC等 連携 

紹　介 連絡調整 

効果 
相　　談 
支援依頼 

ロケ誘致 
撮影支援 

許認可 
機関 宿泊施設 

飲食店 

ロケ地 
管理者 
等 

地域団体 
・住民 
エキストラ （警察、 

消防等） 

撮
　
　
影 

～少ない経費で 
　　　大きな効果が期待～ 

（地域のイメージアップ・知名度アップ） 
（地域や地名が映像に登場　等） 

地域のPR

経済効果 

地域づくり 

（撮影隊による飲食費、宿泊費等
の支出や、 
ロケ地活用による観光振興　等） 

（映像制作への関わりを通じた
地域文化の創造・向上、 
地域づくり、地域再発見　等） 
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③全県的なロケ支援体制の確立

県・市町村が、より一体となりロケの支援を行えるよう、県フィルムコミッションを事務局とした
「茨城県フィルムコミッション等協議会」を平成20年４月に設置。撮影相談やロケ地の情報を共有化する
と共に、効果的な情報発信や地域連携などの方策について共同で取り組んでいます。
そして、新たにフィルムコミッションを設立しようとする市町村に対しては、各種の情報提供や、運

営及び現場対応に係るノウハウの提供などを行い、全県的ロケ支援体制の構築を図っています。（現在、
協議会には全44市町村中21市町が加盟。）

※毎年作成しているロケ地マップ
・実際に県内で行われたロケシーン
の画像を掲載

・市町村の窓口、主な観光案内所、
道の駅、レンタルビデオ店などに
配置

２　ロケの実績
県内のロケ支援作品数等は、平成14年10月に県フィルムコミッション推進室設置以降、市町村のFC設立

も進み、ロケ支援実績は平成17年度から全国１位となっています。
また､平成22年度は､支援作品が2000作品を突破したことを記念し『いばらきロケ大賞』を創設。地域に

貢献した映像作品と撮影支援をする地域団体を､それぞれ「映像作品部門」と「ロケ支援部門」として表彰
を行いました。
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フィルムコミッション（FC）による地域活性化

３　フィルムコミッションの効果
フィルムコミッション活動による効果は、経済的な効果、県の知名度向上やイメージアップ、そして、

地域づくりへの寄与などがあります。

①経済効果

ロケ隊が支弁する宿泊、食事、交通費、機材等レンタル費、ロケセット建設費など、県内での消費額
とそれを基礎に推計する経済波及効果があります。
平成22年度は、約３億３千万円の直接的経済効果があり、県内では約５億円の経済波及効果が、また、

これまでの累計では、平成14年10月から平成22年度までの８年半で、約38億円の経済波及効果があった
ものと推計しています。

②知名度向上やイメージアップ

県のPRにつながるものとしては、映像に本県の風景や情報が流れること、エンド・クレジットに地名
や施設名が表示されることなどがあります。また、各種媒体を活用したロケ情報の発信により、本県の
地域資源（ロケ地）等のPRになります。
たとえば、茨城空港で撮影が行われたバラエティ番組では、放送前から繰り返し名称が紹介される等、

大きな話題となりました。

③ロケ活用した地域づくり

映画等を通じてその地域の知名度が向上し、地域を再認識できる例として、水戸市等においてロケが
行われた映画「桜田門外ノ変」、下妻市でロケが行われた映画「下妻物語」が挙げられます。
また、ロケを通じて、「住民が一体となって、自主的なまちづくりを行おうとする意識が醸成され、新

たな住民活動や、街並みの保存・新たな魅力づくりなど、特色あるまちづくりにつながっていくこと」
が期待されます、そのような活動も以下のようにいくつか出てきております。

【大子町】明治末期の木造校舎（旧上岡小学校）を地元有志が跡地保存会を設立して維持管理を行い、漆教
室や絵画教室として活用する一方、数多くのロケでも使用されています。NHK朝の連続テレビ
小説「おひさま」では、主人公が教鞭をとる学校として使用され、多くの観光客が押し寄せまし
た。現地では案内人などを配置するなどし、交流人口の拡大に大きく寄与しました。
（小学校に案内人を配置した７月中旬以降、12月末までに４万人近くが来訪した。）

【稲敷市】昭和初期の木造洋館（大日苑）を地元有志がNPO法人を設立して維持管理を行い、ミニコンサー
トや見学会などで活用する一方、ロケでも使用されています。

【高萩市】地元市民等で構成された“たかはぎフィルムサポーター”が、エキストラ協力にとどまらず、食
事配膳・撮影警備・現場清掃など撮影支援のボランティアスタッフとして参加し、制作会社の現
場作業を手伝う取り組みが行われています。

【筑
ちく

西
せい

市
し

】商工会や青年会議所などまちづくりに熱心な方々が、地域活性化グループ「ちっくタッグ」を設
立。ロケの誘致と特産品開発(筑西キムチ)を一体的に行い、交流人口の拡大につなげていこうと
する取り組みが行われています。

【鹿嶋市】茨城ゆかりの「剣聖 塚原卜伝」のドラマ化をめざし､平成19年から署名活動やパネル展､キャン
ペーンキャラクター作成などのPR活動を展開してきました。その結果､平成23年にはドラマ化が
実現し大きな話題となりました。



クリエイティブ房総　第83号14

特　集　「地域活性化」

４　おわりに
以上、本県の活動状況を紹介しましたが、フィルムコミッションとは､通常の自治体が行う事業とは異なる

取り組みです。行政に求められる信用性だけではなく、映像業界の早い流れに対応できるような、スピード
感やフットワークの良さが求められます。そのため撮影がない日であってもなるべく外に出て、ロケーション
ハンティングを行ったり、地域の方々と知り合いになることを心がけ、撮影相談があった場合に連絡を取り合
えるような支援体制づくりをすることも必要となってきます。
また、見慣れた日常の風景が、カメラを通し映画やドラマになることにより、見る人の感性に訴える魅

力あるものに変わり、自分たちの街や自然の風景が大きな財産であることを改めて認識させてくれます。
私達は、県民の心を豊かにするためにも、今後とも「茨城をまるごとお貸しします」をキャッチフレーズ

に積極的にフィルムコミッション活動に取り組んでまいります。

たかはぎフィルムサポーターの海岸清掃活動の様子 ちっくタッグのロケ活動と特産品（筑西キムチ）のPR

【高萩市】 【筑西市】

【大子町】

旧上岡小学校を訪れる方々 設置した学校までの案内看板
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１．宇和島市生活文化若者塾「拓己塾」とは

（１）成り立ち

宇和島市生活文化若者塾「拓己塾」は、愛媛県宇和島市内の若者たちによる官民協同のまちおこし

ボランティアグループである。2000年、宇和島市生涯学習センターが窓口になって結成された。入塾

資格は、宇和島市に住む18歳以上40歳までのまちづくりに意欲のある若者である。地域づくり活動を

通して、自分を成長させていきたいという想いを込めて、己を拓くとして「拓己塾」と名付けられた。

（２）特徴

拓己塾の特徴としては、①若者塾であること、②特定のフィールドがないこと、③官民協同のボラン

ティアグループであること、が挙げられる。

①若者塾であること

入塾資格の設定は、若者ならではの斬新な発想や着眼点など若い力をまちおこしに活かしていこう

という目的から決まったものである。実際は、入塾資格がない人でもオブザーバーとして参加しても

らっているので、理念的な意味合いの方が強いといえるものだが、常に柔軟な発想を忘れないように

取り組んでいる。

例えば、2007年にお遍路マップを作成したときのことである。これは、地域資源としての「お遍路」

を見つめ直し、お遍路文化の一層の浸透が望まれる宇和島における新しいマップを作成したものであ

る。既存のお遍路マップとの違いは、( i )増えている若いお遍路さん向けに、安価で手軽な飲食店な

どを紹介し、地元に触れてもらえるようなルートを３種類設定し、( ii )あえて「ふしんせつマップ」

と銘打ち、判らなかったら訊いてもらうということで、人的関係が希薄な若者にとっての一種のコ

ミュニケーションツールとしての役割を試みた。改善点は多々あったけれど、着眼点としては柔軟で

あったのではないかと思っている。

②特定のフィールドがないこと

宇和島市においても各地域づくり団体があり、特定の文化財を守る会や特定の地域のメンバーで構

成されている団体など、それぞれの核となる地域や物事・分野がある団体が多い。それに対して、拓

己塾は（市の中の）特定のフィールドを持たず、宇和島という広いフィールドで活動をしてきた。

特化できる、立脚できるフィールドがあることも一つの強みである。一方、拓己塾はあえて特定の

フィールドを持っていないという特徴を、広い市域と様々な物事・分野に携わっていくことを通して、
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自分たちの強みにできるよう試みている。

例えば、拓己塾が他の団体とコラボレートさせてもらう、または手伝いをさせてもらうことで、地

域をより広く知ることや活動の幅を広げることが可能である。2008年の地域づくり団体全国研修交流

会の分科会では、他の地域づくり団体との共同開催により、全国からの参加者を迎えることができた。

また、遊
ゆ

子
す

水
みず

荷
が

浦
うら

の段々畑にて毎年開催される「ふる里だんだん祭り」でのキッズパーク（子ども用

のアトラクション）の出店もお祭りに定着した取り組み（お祭りには約5,000人、キッズパークには約

400人来店）となっている。

このように、特定のフィールドがないことを、団体としての軽いフットワークという強みに変換し

て、活動を続けている。

③官民協同のボランティアグループであること

拓己塾の構成メンバーは、市役所職員（官）と市内の自営業者など（民）である。官民協同の団体

として運営・活動を続けてきた。これは、官も民も宇和島を支える資源であり、一緒になってまちお

こしに取り組んでいくことを目指したものである。官にとっては、公務員が公務員だけの常識の中で

固まってしまわないように、そして民にとっては、官を（いい意味で）利用してアイデアなどを実現

してもらうように、お互い異業種交流を通じて地域を元気にしていく体制となっている。

実際に、官民協同のメリットとしては、市からの委託料で運営ができ、市の生涯学習センターに事

務局を置けること、そして、行政の動きが分かるので、そのトレンドの中で事業を検討していけるこ

とである。また、自営業をしているメンバーなどにはその様々なスキルを活かして参画してもらえる

ため、メンバーで相互補完し、適材適所で取り組みを進めていくことができること、メンバーの（職

業等の）多様性が活動の多様性そのものに結びついていることなどが挙げられる。

（３）テーマ「地域の魅力再発見」

そんな拓己塾の活動の中心テーマは「地域の魅力再発見」である。宇和

島に住んでいる人たちが宇和島の魅力を知らないという現状を変えたいこ

と、まちの魅力を発掘・発信をすることが、その役割の一つと考えている。

どんなに重要といわれる問題でも、また些細と思われる課題でも、もし

その人に興味がなければ「ない」ことと同然であるように、地域の魅力も

気付かなければ「ない」ままで、埋もれてしまっている状態だといえるだろう。

「自分の市には何もないから」「こんなところ…」という、地域の誇りまでも失っている声を聞く

たびに、私たちは、地域の魅力を再発見できれば、その地域に住んでいる人に「自分たちにもできる

ことがある」と気付いてもらえるはずだと考えて活動をしている。

2009年には、宇和島南中等教育学校の総合学習の時間に講座を持たせていただくという機会を得る

ことができた。この時には、これから市外・県外に出ていくであろう中学生に対し、宇和島のクイズ

などで魅力を共有し、一人ひとりが地域の観光大使として地域に誇りを持っていてほしいということ

を主題として、講演とワークショップを行った。
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もちろん、拓己塾のメンバー自身も、取り組みを通して地域の魅力再発見を続けている。その気づ

きや想いを、外（地域）に伝播させていけるように活動をしていきたいと考えている。

２．活動内容

これまでの活動内容は以下のとおりである。

・まちづくり講演会

外部講師を招き、まちづくり公開講座と題した講演会や講演とワークショップを組み合わせた取り

組みなどの企画を実施してきた。テーマは、防災、都市農村交流、ソーシャルビジネス、若者による

地域商店街活性化、６次産業化など様々である。また、講演会の参加者もそれぞれのテーマに合った

方々を主に対象としている。企画にあたっては、この講演会が少しでも、地域の持つ課題を解決する

ためのヒントや考えるための素材になれるように心がけている。

・ドラマ写真展の開催

「世界の中心で、愛をさけぶ」～原作の風景展～という写真展を開催した。

郷土出身の作家・片山恭一さんの小説「世界の中心で、愛をさけぶ」が世間に注目され、日本中に

「セカチューブーム」が巻き起こったが、その小説の舞台が宇和島市であることを知っている人は多

くはない。そこで、市内の人に対する宇和島の魅力再発見の機会の創造と市外の人に対する宇和島の

認知度アップを願って開催した。写真展は、県内のマス・メディアの注目を浴び、市内だけでなく、

遠くは東京や長野からの来場もあり、当初の予想を超える1,000人以上の来場があった。

また、片山恭一さん原作のNHKドラマ「君の知らないところで、世界は動く」のロケで実際に使用し

た旅館（市内の歴史ある旧旅館・木屋旅館）をお借りし、館内でそのドラマ関連の写真展を開催した。

・企画パンフレット等の作成

前述したお遍路マップや、小説「世界の中心で、愛をさけぶ」に登場する場所を地図と簡単な説明

つきで紹介するパンフレット「世界の中心で、愛をさけぶ～原作の風景ガイド～」を作成した。

・地域イベントへの参加

2004年、愛媛県の南予地方を中心として開催された「えひめ町並博2004」において自主企画イベン

トを実施。「世界の中心で、CMを撮ろう　in uwajima」と題して、宇和島市内の風景を紹介する観光

PR用のCMを作って応募してもらうという事業を実施した。

また、市内ライトアップ（段畑
だんばた

ライトアップ、商店街の納涼夜市に合わせた辰野川ライトアップ）な

ど、市内各イベントと連動し、まちおこしイベントを実施。景観を非日常に切り取ることで、まちの魅

力を再発見してもらうよう取り組んだ。

また、これらの取り組み以外に、現在の中心的な企画として、ボランティアガイドを実施している。

官民連携の取り組みの一端として、こちらをご紹介したいと思う。
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３．官民協同の形

（１）ボランティアガイドの実施

2011年度から、ボランティアガイドについての取り組みをス

タートしている。現在、現存12天守のひとつである宇和島城を

巡るコース、宇和島を愛した作家・司馬遼太郎氏が散歩を

したという神
じん

田
でん

川
が

原
わら

を巡るコースなど、拓己塾が作成した

独自のルートにてボランティアガイドを実施している。不定

期であり、未だ試験的な状況でもあるため課題が多いが、将

来の効果的な実施に向けて活動をしている。

ボランティアガイドに至るまでの取り組みとし

て、ご当地検定である「宇和島「通」歴史・文化

検定」の実施が伏線として挙げられる。

宇和島のことをもっと市民に知ってもらうため

にはどうすればいいか。そのためのツールとして、

いわゆるご当地検定を実施することにした。市が

出版している宇和島市誌や歴史文化に関する本な

どを素材に、塾生が作成した宇和島についての問

題を市の文化課や商工観光課・商工会議所などにも協力を仰ぎ、有識者委員会によって検討・精査を

繰り返した後に、検定問題を作成して試験を実施、採点、そして合格者の認定と一連の企画を実施し

た。このご当地検定は中学生から80代の方まで幅広く受けていただき、知られていない宇和島の魅力

や特徴を楽しみながら知ってもらう機会を提供することができたと思う。

現在、ご当地検定は終了しているが、この検定の知識を活かすという観点などから、ガイドの取り

組みを実施することになったものである（なお実際に、宇和島城でガイドを実施している団体の中に

は、宇和島「通」歴史・文化検定合格のクレジットを首からかけてガイドをされている方もいる）。

ボランティアガイドの実施にあたっては、市や観光協会、また各団体と協同して基盤整備に取り組ん

でいる。例えば、ガイドの内容については市の文化課に確認をする、観光協会を受付窓口とするなど、

地域でのスキームづくりに官との協同は欠かせない。

2012年に宇和島圏域において開催される観光振興イベント「えひめ南予いやし博2012」では、ガイ

ドを実施する予定であり、しっかり務めたいと思う。

（２）官民協同の意味

拓己塾にとっての官民協同は、団体内の官民協同と団体外の官民協同の２つがある。

①団体内の官民協同

団体内の官民協同は、団体の運営そのものと深く関わっている。拓己塾の構成員は、前述のとおり

市役所職員（官）と市内の自営業者など（民）である。官民協同の団体として、運営・活動を続けて
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きている。拓己塾にとって、どのような意味があるのだろうか。

市役所職員が団体メンバーにいなくても、しっかり活動できている地域づくり団体はたくさんあり、

官が携わることが団体構成の必須条件では勿論ない。ただ、現実的な側面として、行政とのつながり

が、予算や会場の確保など、現実的な活動の実効性を向上させていることに違いはないと思う。また、

官民の異業種交流を通じたメリットや活動の多様性については、前述１（２）③のとおりである。

②団体外の官民協同

これは、拓己塾というひとつの地域づくり団体と行政との関わりのことである。

最近になって特に、行政からの依頼が舞い込んでいる。例えば、若者塾として地域の伝統芸能の継

承を手伝ってほしい、歴史文化の掘り起こしと新しいツアーの作成に参加してほしい、といったこと

が挙げられる。

地域づくりに携わるとき、その地域の構成員として、行政の抱える課題や行政が目指している目標を知

り一緒に取り組んでいくことは、とても効果的なことであり、またやりがいがあることだと感じられる。

自分たちが活動をしていても、地域に伝わらないと社会とつながることができない。そのため、活

動の場所をつくることは、団体にとって大切なことである。近年、「新しい公共」や「新たな公」と

いう構想のもと、地域づくり団体をはじめとする多様な主体が、活動の枠を広げていける可能性が高

まっている。団体自身が積極的に活動領域を広げていこうとする中で、行政からの積極的なアプロー

チを受けられることは好ましいことではないだろうか。

もっとも、単なる行政にとって都合のいい団体（民）になってしまっては、地域の活力となること

はできない。地域連携協議会のような先進的な事例において、既に官民協同の各種取り組みが推進さ

れているとおり、官民協同で地域づくりを担っていくためにも、地域の抱える問題、行政の計画や課

題などを積極的に把握していくというスタンスとともに、団体の持てるリソースを活用して携わるこ

とのできるポイントを見つけていくという団体運営が必要になってくるのではないかと、強く思う。

そして、拓己塾としては、「地域の魅力再発見」という自分たちのテーマを、活動のぶれない礎に

しながらも、地域の課題を見つめ、魅力の掘り起こしと発信を続け、行政と協力してできることはな

いか、互いに利用するくらいの気持ちで活動を続けていきたいと考えているところである。

４．課題と今後に向けて

（１）課題

これからの官民協同の視点で、上述のような将来像を描いているものの、拓己塾は今、塾生が少な

く固定メンバーしか集まれない、継続的な活動が難しいなど、たくさんの課題を抱えている。そのた

め、官民のつながりを活かして実効性を向上させることやメンバーの多様性を活かして様々な活動を

行うことが、難しくなっているのが現状である。

人が集まらず活動が停滞→やりがいや楽しさを感じてもらえるような活動ができていない→人が集

まらないという悪いスパイラルが続いており、少しずつでも取り組みを発信していくという基本的な

部分から再構築していく必要があると思っている。
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（２）今後に向けて　

地域を構成している要素である地域の構成員（市民、商店街、まちづくり団体、行政etc）との網の

目のような関係性と有機的なつながりを作っていくこと、そして活動のブラッシュアップが今後のテ

ーマであると思われる。そして、拓己塾という団体の主体的な活動はもちろん、塾生一人ひとりが主

体的に地域と向き合うことを実践していきたい。

そのために、必要であると考えているのは、次の２つのことである。

①地域づくり＝地域を他人事から自分事に

「地域づくりは、地域の構成員が、地域を、他人事から自分事にしなければできない」のではない

だろうか。住民や地域づくり団体、行政など地域の構成員が、地域の過去に思いを馳せ、未来を真剣

に考えることが必要であり、それは他ならぬ自分たちの問題として捉えることであると思う。行政や

専門家などの特定の存在への依存ではなく、各々が携わっていきたいことやちょっと得意なことを担

うということが、依存を防ぎ、地域を自分事として育んでいく１つの方法なのではないだろうか。地

域づくりとはその積み重ねである気がしている。

②日々の言動×地域への気持ち＝地域づくり

日々の言動がその人間を形づくっていくように、地域の日々の事象がその地域を形づくっていくと

思う。当たり前のことではあるが、各々の地域を大切に思う心が、各々の日々の活動として表れるこ

とになるのである。経験上、いわゆる地域づくり先進地と言われる地域は、組織作りやハード整備の

ような形づくりの前に、気持ちづくりができている。その気持ちこそが、地域づくりを具現化してい

くということを、忘れないようにしたい。

地方が国に依存するのではないのと同じように、地域に生きる・地域を支える人や団体は誰かに依

存するのではなく、一人ひとりが、自分が地域を支えているという誇りと気概を持っているべきであ

る。その地域を担う（＝地域を愛する）かけがえのない一人になることこそが、すべてのスタートで

はないだろうか。これからも拓己塾としての特徴を生かして、地域に貢献できるように取り組みを続

けていきたい。

連絡先：宇和島市堀端町1－25 宇和島市生涯学習センター内　事務局

E－Mail：uwajima_takumi@yahoo.co.jp

URL：http：//takumijuku.hp.infoseek.co.jp/（宇和島市生活文化若者塾「拓己塾」公式HP）

http：//takumijuku.seesaa.net/（宇和島市生活文化若者塾「拓己塾」塾生ブログ）
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県内情報

1 作成の経緯
栄町では「みんなで力を合わせた身体と心の健康

づくり」という健康創造都市さかえ地域戦略プラン
の基本理念に基づいて、健康テーマの最重要課題の
一つである「食を楽しみ、良好な食生活を実践する
ことができる町民」を一人でも多く増やすことを目
標に、日々食育事業を推進しています。
今回、「食べる」ことから膨らむ幸せを、多くの

町民の皆様と共有するにはどうしたら良いかを考
え、作る楽しみや食べる楽しみを増やしていける方
法を、健康レシピを通して提案していくこととしま
した。

2 レシピ本の特徴
レシピ本では、健康をテーマとして考えながら、

「子ども・高齢者・肥満予防・高血圧予防・脂質異
常予防」の５つの項目から14献立を選択（セレクト）
した料理を紹介しています。
「主食・主菜・副菜」が揃っている“簡単”バラン
ス献立です。しかも、１食分のエネルギーは平均約
500kcalで、野菜も１食で目標量の120g以上をとる
ことができる献立です。また、健康を意識できるよ
う、それぞれの献立に、管理栄養士・保健師・歯科
衛生士・理学療法士がコラムを担当しています。
この本を見て下さった方が、食べる人を思いなが

ら“セレクト”して料理する。
そんなことを想い、タイトルをSelect（セレクト）
と決めました。

３　町民の反響
・「かじきまぐろのカレー風味を作ったら味が薄く
なってしまった。どうしてだろう」

・「生揚げのレパートリーが増えた。なんかうれし
くなった」

・「黒豆ごはんを作ったけど上手く出来なかった…」
etc

更には
・「最近メタボが気になりだした僕です。食卓にさ

ばのごまみそ焼きが出てきた時、妻の愛情を感
じました。いつもと違う料理に感激です。聞い
てみれば、このレシピを参考にしたとか、身近
にこんな本があるなんて、ちょっと驚きました。」

・「先日、娘と一緒に野菜の豚肉巻きを作りました。
一緒に食事を作ることで、いろんな会話があり
ました。そして、家族みんなで“おいしい”を
共感 ! ! 。忙しさにかまけて、いつしか忘れかけ
ていた、家族がそこにはありました」
反響は、電話で、窓口に来庁されて、色々な事業の

参加者から、ダイレクトに返ってきます。町民の身近
にいる職員が作ったものだからこそ、良くも悪くも、
親近感を覚え、楽しくそしておいしく料理を作ってい
ただけるのではないかと思います。作成には多くの
スタッフとかなりの時間を要しましたが、自治体
で作った意味は大きくあると考えます。

4 今後の取り組み
町では、「親子食育」「大人食育」「町内探検食育」

そして「こどもが作るお弁当の日」などの、各世代
を対象とした食育事業を展開していきます。これら
の事業のベースとなるテーマが“コ食”です。
「個・孤・子・固・粉・濃・少」の７つの漢字から
連想されることについて、食の大切さを伝えていく
こととしています。
そして、このレシピ本を通して一人でも多くの方

に、私たちの想いが届いてほしいと願っています。

追記
現在「Select 第２弾」の撮影が始まりました。食

育月間に併せ６月に発行する予定です。詳しくは、
町ホームページでご確認ください。

管理栄養士　小川由希子

【問い合わせ】健康保険課　蕁 0476―33―7707
HP：http://www.town.sakae.chiba.jp/

栄町

健康保険課

自治体発

「健康レシピ本Select」作成
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・開設に至った経緯
いすみ市ではこれまで、少子高齢化とそれに伴う

人口減少に歯止めをかけるため、移住・定住促進施
策を市民と協力して精力的に取り組んできました。
平成19年度に移住･定住促進施策に取り組む部署
として「地域プロモーション室」を設置し、いすみ
市の知名度向上と移住に関する情報発信のために専
用サイトを立ち上げ、移住希望者向けのガイドブッ
クを作成しました。
平成21年度には地元住民、一般企業と行政が一堂

に会して移住・定住施策について協議する場として
「いすみ市定住促進協議会」を立ち上げました。そこ
での話し合いの中から、移住希望者向けにユニーク
な体験プログラムや移住に関する相談案内所として
「いすみ暮らしサロン」の設立など、行政だけではで
きなかった取組みが生まれています。
市役所の窓口や「いすみ暮らしサロン」で行なっ

ている移住相談業務では、住まいに関する相談が多
く寄せられています。市では以前から市内の空き家
を有効活用できないかと考えていたこともあり、空
き家を移住希望者等に利用してもらうことで、地域
の活性化に繋げていきたいと考えました。
そこで、「空き家バンク」制度を設立することになっ
たのです。

・空き家バンク制度の概要と成果
当市の空き家

バンク制度は、
現在どなたも居
住していない市
内の住居を所有
者から提供して
いただき、賃貸
物件として専用

のウェブサイト等により、広く利用希望者に情報提
供しています。
いすみ市へ移住をお考えの方などが、空き家バンク

に登録された物件を利用したい場合は、事前に利用希

望者として登録をしていただく必要があります。
実際に物件を借りる際には、市と協定を交わして
いる市内不動産業者の仲介のもとに賃貸借契約を行
なっています。
平成22年12月から運用を始めた本制度ですが、利
用希望者として登録された件数は70件以上に上って
います。現在19件の物件登録があり、そのうち12件
はすでに成約済みです（平成24年１月現在）。

・今後の課題
現在登録準備中の物件もあり、少しずつ物件数も増
加していますが、市内にはまだ多くの空き家が眠っ
ていると想定されています。
所有者に話を聞いてみると、空き家を賃貸物件と
して提供するためには、様々な不安や課題があるこ
とが分かってきました。
それらを一つ一つ解消し、眠っている物件を掘り
起こしていくことが、本制度の成功の鍵を握ってい
ると考えます。
今後も本制度を市内外に広め、空き家所有者へ継
続的に呼びかけ、１件でも多くの物件登録を目指し
たいと思います。

【問い合わせ】

企画政策課地域プロモーション室

蕁 0470―62―1332

いすみ市

企画政策課

地域資源を活用

“空き家バンク制度”について

地域情報

物件内覧の様子

空き家バンク制度のしくみ

空き家バンクサイト

（http://www.uji-isumi.com/akiyabank/）
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○まとめ

バランスシート探検隊では、大学生・高校生・市職
員の協働学習により、バランスシートの仕組みや市の
特徴を学習しました。更に、「見て、触れて、感じて、
聞いてみよう！」をテーマに、バランスシートに載っ
ている市の資産について、施設視察を実施しました。
活動に参加した高校生・大学生隊員からは、「実際に資
産を見ることで財政状況のチェックができた」、「バラン
スシートの学習も、資産を見ることも、両方が大事だ
と感じました」といった感想が寄せられました。また、
市職員隊員からは、「行政評価や業務分析だけでなく、
大学生・高校生目線の意見を取り入れる企画の重要性
を認識しました」といった意見が寄せられました。
探検隊の活動成果については、「高校生でも理解で

きるバランスシート」として、市のアニュアルレポー
ト内で公表されると共に、市民カレッジや出前講座な
ど、市民への財政状態の周知に利用される予定です。
市は、今後、このような取組みの成果を、実際の予算

編成にも反映できる仕組みを構築できるよう、より一層
の公会計改革の推進に努めていきたいと考えています。

【問い合わせ】蕁 047―451―1151

経営改革推進室（平成24年３月31日まで）

財政課（平成24年４月１日以降）

地域情報

習志野市

～習志野市・千葉大学協働事業～

習志野市バランスシート
探検隊事業

★みんなで健康チェック！習志野市の財政状況★
習志野市は千葉大学と協働で、多くの市民に財政状

況を理解してもらうことを目的として、公募の高校
生を含めてバランスシート探検隊を組織しました。
探検隊は勉強会・協働学習を実施後、班ごとに分か
れてテーマを決め、施設視察を実施しました。

○施設視察：平成24年1月28日（土） 

見てみる！ 

触れてみる！ 

感じてみる！ 

聞いてみる！ 

会計上の資産価値が
1円の体育館を見て
みました。 

有毒ガスから消防隊員
の体を守る化学防護服
に触れてみました。 

下水道の最終処理場で、
浄化されていく水の臭
いや色を感じました。 

小学校の教頭先生に空
き教室の利用状況を聞
いてみました。 

○結団式　平成23年11月1日（火） 

○グループ学習のテーマ 

○勉強会 

○協働学習 

大塚千葉大学教授を隊長に、大学生隊員12名・高校生隊員12名・市職員
隊員7名でバランスシート探検隊を結成！ 

1班「下水道事業について」 
2班「体育館について」 
3班「消防施設について」 
4班「学校について」 

◆平成23年11月1日（火） 
 

◆平成23年11月14日（月） 
 

公認会計士による講義 

◆平成23年11月24日（木） 
 高校生隊員基礎勉強会 

探検隊隊長：大塚教授に
よる講義 

◆平成23年12月12日（月） 
大学生隊員・市職員隊員
による協働学習 

◆平成24年1月16日（月） 
大学生隊員・市職員隊員
による協働学習 

◆平成23年12月18日（日） 

全隊員によるグループ学習 

バランスシート博士 きら子

経営改革推進室
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松川町は、長野県の南部伊那谷の中央部に位
置し、町の中央部を流れる天竜川の東西に河岸
段丘が形成され、緑豊かな「くだものの里」、人
口１万３千５百人のまちです。

松川町では、本格的な地方分権時代に対応し
た優秀な人材を広く募るため、平成23年８月よ
り、募集CMを自主制作し、動画投稿サイト
YouTubeを通じて、応募を呼びかけています。
自治体が動画投稿サイトを通じて職員募集を呼
びかけるのは、全国的にも珍しい取り組みです。
職員募集の動画タイトルは、「拝啓明日の役場
人（びと）様　松川町2011」
http://www.youtube.com/user/MatsukawaTown

地方の小規模自治体である松川町では、職員募
集に対する応募者数は、都市部に比べると少ない
のが現状で、毎年平均約10～20名程度となってい
ました。
しかし、職員採用は１名約２億円？とも言わ

れる高額な投資的経費でありますから、多数の
応募者の中から優秀な人財を採用できるような
“仕掛け”が必要と考え、佐賀県武雄市の先発事
例を参考に、この企画を発案し、実施すること
となりました。
この映像作成に際しては、昨年６月より役場

内に配置されたまちづくり参事（舞台監督やイ
ベント企画経験豊富な民間人材を任用）が監督
となり、撮影カメラマンは総務課職員が、出演
は役場内若手職員が担い、全て手作りで一銭の
経費もかけず０予算事業として行われています。

映像は、住民が望む職員像をわかりやすく広く
伝えることを重点におき、現に働く若手職員の生
の声をメッセージで伝えることとしました。

配信する映像には、入職１年目から９年目ま
での若手職員男女７名が登場し、２～３分程度
のインタビュー映像で、「仕事の内容」「やりが
いを感じるとき」「松川町の好きなところ」など
をPR、また１分程度のCM版も加え全部で８種類
を配信し、「明日の役場人へ！」として採用を目
指す人に向けたメッセージを寄せています。
映像の中で、保健福祉課保健師は「色々な景

色が見られて果物が美味しいところ」と町を紹
介、定住対策を担当している総務課職員は「移
住を希望する人が町を気に入ってくれたとき」
にやりがいを感じると話し、生涯学習課社会教
育主事は「新しいアイデアを、一緒に考えてい
きましょう。」と呼びかけています。

YouTubeによる募集を行った平成24年４月採用
試験では、５名の募集に対し、応募者総数約60
名と例年を大きく（３倍以上）上回り、反応は
上々の結果となりました。
考えられる効果として、①動画による直接的な
メッセージ性、②「やりがいのある職場かも…」
「ちょっと面白い役場だな…」と感じさせる（伝
えられる）点、③新聞報道等で取り上げられるこ
とにより、これまでより画期的に広く伝えられる
という点が上げられ、今後も有効な手段と考えら
れることから、松川町では引き続きYouTubeでの
配信を継続し、職員募集を通じて、積極的に町を
紹介していきたいと考えています。
何はともあれ、動画をご覧ください！

【問い合わせ】総務課　蕁 0265－36－7021

県外情報

長野県松川町

総務課

動画投稿サイトYouTubeを
通じて職員を募集

撮影シーン
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

非常勤職員に対する報酬支給について月額制をとることの是非
（最高裁判所平成23年12月15日第一小法廷判決）

（Ａ夫） 実はこの裁判は、選挙管理委員会の委員長以外の委員だけではなく、

同様の条例の定めがあった同委員会の委員長、さらに労働委員会と収用委

員会の委員と委員長（以下両者を合わせて「委員ら」という。）について

も同時に差止請求訴訟が起こされていたんだ。

（Ｂ子） それぞれの職員についての裁判所の判断はどのようなものだったので

すか。

（Ａ夫） 第一審、控訴審、最高裁判所（以下「最高裁」という。）でそれぞれ結論が異なっている。第一

審では３つの委員会の委員ら全員について差止めが認められ、控訴審（大阪高等裁判所平成22年４

月27日判決）ではこのうち選挙管理委員会の委員長についての差止請求が認められず、その他の委

員らについては原審の判断どおり差止めが認められた。その後、県が条例を改正し、労働委員会と

収用委員会については日額報酬制が採用されたことから（選挙管理委員会委員については報酬額を

減額）、最高裁はこれら２つの委員会の委員らについて、「月額報酬に係る公金支出の蓋然性
がいぜんせい

がない」

として訴えを却下し、選挙管理委員会については、委員長に対する報酬支払の差止めを取消した控

訴審の判決を維持し、さらに委員についての差し止め請求を棄却したことから、結果として全ての

差止請求を認めないとの結論になった。

（Ｂ子） そうすると、控訴審と最高裁では、選挙管理委員会の委員についての判断が明確に異なったとい

うことになるわけですね。

Ａ夫は人事担当課長、Ｂ子は同課職員

（事案の概要）

地方自治法（以下「法」という。）第203条の２第２項は、同条第１項に定める地方公共団体

の非常勤の職員（ただし、短時間勤務職員は除かれている）の報酬について、「勤務日数に応

じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。」と定め、

原則として日額制をとることとしている。

S県では、法203条の２第１項にいうところの非常勤職員である県選挙管理委員会の委員長

以外の委員に対し、条例で月額報酬制を採用し、その額を20万2000円と定めていた。

この条例による報酬支給が法203条の２第２項に違反するとして、公金の支出の差止請求訴

訟（法242条の２第１項１号）が提起された。
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（Ａ夫） そういうことになるね。

（Ｂ子） 控訴審と最高裁の考え方の違いはどのあたりにあるのでしょうか。

（Ａ夫） まず、判断の基準が異なっている。控訴審判決は、非常勤職員については、あくまで日額報酬制

が原則であって、「月額報酬制をとることを相当とするような特別な事情」があるかどうかを検討し、

これが認められず、月額報酬制の採用が日額報酬制の採用と矛盾しており、同時に是正のために必

要な相当期間を経過しているような場合には、法203条の２第２項に違反するとしている。これに対

し最高裁では、月額報酬制を採るかどうかは基本的に条例を定める地方議会の政策的、技術的な見

地からの裁量権に基づく判断に委ねられていて、「当該非常勤職員の職務の性質、内容、職責や勤務

の態様、負担等の諸般の事情を総合考慮して、当該規定の内容が同項の趣旨に照らした合理性の観

点から上記裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するもの」といえるような場合には、同項に違反す

ることになるとしている。少し大げさな言い方をすれば、原則と例外が逆転しているということが

できるね。

（Ｂ子） そのような判断基準の違いは、どうして生じているのでしょうか。

（Ａ夫） 二つの判決を比較すると、①法203条の２第２項の本文と但書きの関係の理解のしかた、②非常

勤職員の報酬の決定方法についての地方議会の役割についての評価の外、③そもそもこの規定が新

設された昭和31年の法改正の経緯に対する評価などが影響をしているようだ。また、このうち②に

ついて、最高裁は「非常勤職員に係る人材確保の必要性」という、控訴審では考慮されていない事

項が議会の役割（裁量）を大きくする理由となっている。

（Ｂ子） なぜ、人材確保の必要性が地方議会の裁量を大きくするのですか。

（Ａ夫） 最高裁は、その地域の実情に合わせた報酬決定方法がとれなければ、一定水準の人材確保そのも

のが困難になるような場合もあると考えている。報酬の決め方次第では、適切な人が集まらないか

もしれないので、そのあたりは自治体の自主性に委ねようと考えているということだね。

（Ｂ子） なるほど、そういうことですね。そのほかに二つの判例の違いというのはあるのでしょうか。

（Ａ夫） 控訴審判決では、「特別の事情」の有無を、最高裁の判決でも「濫用」の有無をそれぞれ検討す

ることになるのだけれど、そこで考慮している事情にも違いがあるようだ。控訴審では、基本的に

報酬の月額を形式的な登庁日数で割った金額と、国の非常勤職員の日額報酬（３万5000円）とに、

どの程度差があるのかを検討している。これに対して最高裁は、非常勤職員の地

位や職責の重大性からみた人材確保の必要性や、その勤務の実質が、登庁日ばか

りではなく、登庁日以外にもあること（各般の決裁文書や資料等の検討、専門知

識の習得、情報収集等）が考慮されているようだ。

（Ｂ子） 最高裁の判決は、自治体の非常勤職員の確保についての実情を理解してくれ

たと考えていいのでしょうか。

（Ａ夫） そのような一面もあるけれど、この判決は他方で、最高裁が、地方議会、ひいては地方公共団体

により大きな責任があると考えていると理解することもできる。地方分権の目的が、地方公共団体

の自由度を高めることであるとすると、これは他方で、地方公共団体がその施策に自ら責任をとる

ということを意味することになる。そうすると、地方自治体が、実施する施策の目的とその必要性

についての住民に対する説明を、地方公共団体自身が考えなければならないことになるから、こう

した自覚をもって仕事をしていかないといけないのだろうね。

自治判例情報
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現在NPO法人（特定非営利活動法人）の数は4万を超え、東日本大震災の復興支援においてもその活躍が

見られたところです。行政だけでは対応が困難な多様化した社会のニーズに応える「新しい公共」の担い

手として、NPO法人の更なる発展が期待されています。そこで、今回は平成24年４月から施行されるNPO

法の主要な改正点に触れていきたいと思います。

１　活動分野の拡大

NPO法人が主たる目的として行う「特定非営利活動」として、これまで法律上認められていた社会教育

の推進や環境の保全といった17の活動分野に、「観光の振興を図る活動」、「農山漁村又は中山間地域の振興

を図る活動」、「都道府県又は指定都市の条例で定める活動」の３つの活動が追加されました。これらの活

動分野では、今後NPO法人による積極的な取り組みが特に期待されることから、今回の改正となりました。

また、都道府県や政令指定都市においては、法律で掲げられた活動に準ずるものであれば、新たに条例で

NPO法人の活動分野を定めることができるようになったため、各地域のニーズに沿ったNPO法人の活動の

可能性が広がりました。

２　認定制度・仮認定制度

所轄庁より設立の認証を受け、法人格を得たNPO法人のうち、広く市民からの支援を受けているかを判

定するための基準であるパブリック・サポート・テスト（PST）などの一定の要件を満たしたものは、認

定NPO法人になることができます。認定NPO法人は、法人税の軽減措置（みなし寄附金制度）などの税制

優遇を受けることができますが、平成23年８月現在認定NPO法人数は231法人とNPO法人全体の0.54％に過

ぎず、この制度が活用されているとは言い難い状況でした。

そこで、今回の改正では、この認定制度をNPO法に明記するとともに、設立後５年以内のNPO法人につ

いては、１回に限り、PSTを満たさなくても３年間の税制優遇を受けることができる仮認定制度が新たに

導入されました（経過措置として、改正法施行後３年間は、設立後５年超の法人も仮認定を受けることが

できます）。

３　所轄庁の一元化

これまで２以上の都道府県に事務所を置く法人のように内閣府が所轄するNPO法人もありましたが、今

回の改正により、１の政令指定都市の区域のみに事務所を置く法人については政令指定都市、そのほかは

主たる事務所の所在地の都道府県が所轄することになりました。さらに、認定事務に関しても、これまで

のように国税庁ではなく、都道府県・政令指定都市で行われることになりました。

このように、事前相談、認証・認定事務、指導監督といったNPO法人に関する事務が自治体で一元的に

行われることにより、自治体とNPO法人の協働が進むことが期待されるところです。

特定非営利活動促進法（NPO法）の改正について

愛知大学法学部　准教授　山本　未来



クリエイティブ房総　第83号 29

■地域連携コーディネーター導入のきっかけ

「私たちの保育所には外国人の子供が多いんで

すよ。一度、見にきませんか」と、話があったの

は、知り合いの結婚祝いの席で、隣り合わせた保

育所の所長さんからでした。そのときは、機会が

あったら、という程度の気持ちでいましたが、そ

の年の年末に保育所でクリスマス会があり、招待

を受けて訪問することになりました。

クリスマス会では、保育所の皆さんが、外国人

の子供にも日本人の子供にも分け隔てなく接し、

歌や劇などを披露している姿に、そして子供達の

生き生きとした笑顔に、とても魅せられました。

その保育所には特に中国籍の子供が多く、職員は

中国語を独自で勉強するなど、子供達と接する姿

勢に真摯なものが感じられました。

このとき、国際交流課でも何か協力できること

はないかと思い、中国語の他にも何か必要なこと

はないかと伺ったところ、「子供達と接するために、

中国での生活習慣や食事マナー、文化を勉強した

い」とのことでした。

そこで、国際交流課が「千葉県ふるさと雇用再生

特別基金事業補助金」を利用した事業で、（財）千

葉市国際交流協会に委託している「地域連携コー

ディネーター」の活用を思い立ちました。この事

業は現在、中国出身の嘱託員をコーディネーター

として雇用しており、コーディネーター自身も中

国と日本で子育ての経験があることから、保育所

内でコーディネーターを講師として、研修会を始

めることとしました。

■内容と効果

研修会では「中国文化研修」、「日本人と中国人

の意識の違い」、「保育所職員アンケートの回答」、

「中国の幼児教育について」と、現在まで４回の

研修を重ね、保育所の職員からは「中国という国、

人、文化など少し理解できたと思う。中国人の気

質について、マイナスなイメージであったが、受

講後に保護者の方と話をして見方が変わった」

「中国人の保護者に日本を理解してもらうことの

観点だけではなく、保育者が中国のことを理解す

る大切さ、必要性を感じた」といった意見が得ら

れ、「中国文化・生活の理解に役立ち、子供たち

への接し方に自信がついた」とのことでした。こ

れは、コーディネーターの方と保育所職員が熱心

に研修に取り組まれた成果だと思います。また、

今後は子供達と日本人・外国人の保護者と職員を

交えた交流を実施したいとのお話もありました。

■多文化共生社会の実現に向けて

外国人が地域社会で生活しているところには何

かしらの課題があると思います。時間の許す限り、

そうした地域に足を運ぶことで課題も見えてくる

と思います。今後も外国人が増加する傾向がある

中、外国人も地域の住民であることを受け留め、

地域社会において外国人が孤立せず、共生できる

ような、さらには、外国人の活力を活かせるよう

な施策を実施することが必要です。多文化共生社

会の環境を整える事業には即効性のものは無く、

地道な活動が大切だと思います。

保育所にコーディネーターを導入

千葉市
国際交流課 鈴木　栄一

コーディネーター 青島　瞳



研修センターだより
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平成24年度　千葉県自治研修



クリエイティブ房総　第83号 31

センター研修課程のあらまし

研修センターだより
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みなさんは、毎朝笑顔で仕事に行けますか？
一日の大半を過ごす職場。職場がギスギスして

いると、生産性どころかやる気すら失われてしま
います。反対に、職場の雰囲気や人間関係がよけ
れば、辛い仕事や困ったクレームも苦にならない
し、達成感ややりがいさえ感じます。あなたの職
場はどちらですか？　もし職場に不満があるなら
ば、お勧めしたいのがこの一冊です。
職場は、自分一人からでも変えられます。こ

の本が紹介する「職場の空気の入れ換え方」は
４段階。１＝自分、２＝相手、３＝チーム、

４＝組織全体、とだんだん高度になっていきます
が、それほど難しいことではありません。ほんの
少しの知識と、新しいことを試す勇気だけで実行
できることばかりです。
例えば、職場で伝染する「不機嫌」。相手の不

機嫌に負けないよう、自己コントロールが必要
ですが、感情のコントロールは難しいものです。
著者の提案は、「心の中で軽快なリズムや爽快
な歌を流す」「セルフトーク（頭の中のお喋り）
を客観的に観察し、肯定的に書き換える」「笑
顔の家族写真や好きな絵葉書を机に貼る」など。
どれも簡単にできることばかりです。こんなち
ょっとしたことの積み重ねで、風通しのいい職
場が作れます。
職場が停滞しているとき、空気を入れ換える

スイッチ。それは誰の手にも届くところにあり
ます。どうせ同じ働くならば、明るく楽しく熱
意をもって。
さあ、あなたも職場スイッチをONにしてみま

しょう！

職場スイッチ：
ひとりでもできる
会社の空気の
入れ換え方

鈴木　義幸 著

ダイヤモンド社

意見の広場

テーマ： 「私流、人付き合いのコツ！」

私は、「とにかくポジティブに、自分が楽しむ」
を心がけています。子育てをしていて、小さい子
供がなにをするにも楽しそうにしているのを見
て、人間の原点（幸せ）は「楽しむ」ことが一番
だと感じました。楽しそうに話したり、振舞った
りしている人には、嫌な印象を抱かないものです。
人付き合いも、自分が楽しそうにしていれば、上
手に色々な人と付き合っていけると思います。な
かなか難しいですけどね！

【銚子市・匿名】

「私流　人付き合いのコツ」とは、一般論かも
知れませんが『聞き上手』。過去に受けた接遇研
修で、①話をさえぎらず最後まで聞く、②否定で
はなく共感できる部分を探して聞く、③聞いた事
には必ずうなずきながら聞く、などと教えて頂い
たのを覚えています。また、最近では「聞き上手
はモテ上手」などと一部では呼ばれているとかい
ないとか。職場や地域社会の中で、これを常に意
識し、実践することは、なかなか難しいことです
が、人と接する様々な機会にチョット意識して、
試してみてはいかがですか（仕事終わりの飲み会
などは実践する一番の機会？）。

【木更津市・匿名】

お薦めの 1 冊

●推薦：宮闢 美穂（市川市）



　匝瑳市は、旧八日市場市と旧匝瑳郡野栄町が合併して、平成18年１月23日に誕
生しました。千葉県の北東部に位置し、県都千葉市から約40km、成田空港から約
20kmに位置しています。 
　市の北部は、下総台地の緩やかな丘陵地帯で、谷津田が入り組んだ複雑な地形
を成し、里山の自然が多く残され、南部は、植木畑が広がる田園地帯となっており、
南端には九十九里海岸が続いています。 

　毎年８月４日、５日に行われる匝瑳市を代表する市内
最大のお祭りで、この２日間で、約５万人が祇園祭を楽

しみます。八重垣神社（中央地区）を中心に10町内から20数基の神輿が繰り出され、笛・太鼓の軽快なお
囃子に合わせ、「あんりゃあどした」という威勢のいいかけ声で練り歩く姿は勇壮で、５日の夕方から夜
にかけての本町通りは、歩けないほどの人と熱気に包まれます。また、４日の夕方には、全国でも珍しい
女性だけが担ぐ「女神輿」で華やぎます。 
　この祇園祭の歴史は古く、神輿の担ぎ手と囃子連が一対となり、独特の曲「まつり囃子」の演奏によっ
て終始担ぎ手を囃し立てる様相は、全国的にも極めて珍しく、神輿の行列に冷水を浴びせかけるのも特徴
です。 
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　天正８年（1580）に開設され、名僧を輩出した飯

高檀林は、日蓮宗最古、最大、最高の学問所です。

講堂、総門、鐘楼、鼓桜は国指定重要文化財、境内

全体が千葉県の史跡に指定されています。檀林とは、

栴檀林の略語で、僧侶の集まりを栴檀の林にたとえ、

寺院の尊称であるとともに、仏教の学問所を意味します。最盛期には600人を越える学僧が学んでいました。明治５年

の「学制」発布により同７年に廃檀となり、294年間の歴史を閉じることになりました。 

　巨大杉木立の参道を歩き荘厳な講堂を望むと、全くの異空間に深い歴史を感じます。境内には、徳川家康の側室「お

万の方」お手植えの楓があり、秋には見事に紅葉、裏庭の牡丹は５月の連休ごろ美しい花を咲かせます。　近年は、春

の「新緑祭」、秋の「檀林コンサート」と、新たな歴史を刻み始めています。 

　市民協働で行われるイベントは、地域社会を活性化する原動力です。各イベントは、
多くの来場者でにぎわい、子どもからお年寄りまで笑顔でいっぱいです。市職員手作り
の「ハリキリ戦隊ソーサマン」ショーもイベントを盛り上げます。 
　市民が健康で安心していきいきと生活できるまちづくりをすすめていきます。 

いい　　　だか　　　だん　　　りん　　　あと 

よかっぺ祭り 

植木まつり チューリップ祭り 

農業まつり 

〒289－2198　匝瑳市八日市場ハ793－2　蕁0479－73－0084（代）　FAX0479－72－1114（代） 

HP：http://www.city.sosa.lg.jp
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