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地域の主体的・自律的な活性化を研究する会 取りまとめ

平成 年 月19 3
１．問題意識

我が国においては、今後、人口の減少、高齢化が本格化するものと見込まれている。対

応如何によっては、多くの面で、地域の活力に好ましからぬ影響が及び、ひいては我が国

国内における多様性が損われるおそれなしとしない。大都市圏以外の地域において高齢者

が広範な土地に分散的に居住し、福祉など社会的サービスを維持していく上での懸念とな

るのではないかとの指摘もある。

、 、 、こうした中 今後の地域の活性化に向けた取組みのあり方 その際の国の役割について

各方面で議論が深められている。

２．個性ある取り組み

〈差別化の重要性〉

我が国全体として人口が減少していく中で、各地域間の競争もより厳しくなっていくも

のと見込まれている。それぞれが自らの地域の活性化に取り組んでいくに当たり、他の地

域との差別化を如何に図るかといった視点がより重要になる。その際、地域に内在する資

源を活かすこと、その地域固有の価値を効果的に発信することなども鍵を握ろう。これに

関連し、国による財政面での支援が必要となる場合には、執行に当たり、各地域における

創意工夫、個性の発揮を出来る限り促すように配意すべきとの指摘もあった。

個性的な取り組みとして、この研究会で発表されたものを含め、例えば、以下のような

事例がある。それぞれの地域において、これまでの活動の蓄積（技術・技能、人材など）

や、固有の歴史、文化、自然などの資源の有効活用、これらの個性、魅力の発信などの取

組みが行われている。

（１）地域資源を活かした地域産業の活性化、高度化

それぞれの地域における競争力のある技術・技能、専門性の高い人材などの蓄

積を活かしたり、外部のマーケティング力などを活用したり、また、関係者間の

連携を図ることなどにより、地域産業の活性化、高度化を図ろうとする取組みが

各地で進められている。

【事例①】技術、人材の蓄積などを活かした産業クラスターの育成（飯田市）

( ) 航空機産業クラスターの育成a
飯田市では、精密機械、電子、光学などを中心としたハイテク産業関連企業

（各企業の有する人材、技術力）の集積、航空機関連の有力企業が立地する中

京地区への地理的近接性などを活かし、航空機関連分野の成長性、将来性に期

待して、この分野での産業クラスター形成を計画し、人材育成プログラム、市

場調査などに取り組んでいる。

( ) 食品産業クラスターの育成b
また、同市では、りんごなど飯伊地方の農産物を活かし、周辺地域と連携し
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た食品加工業の振興を図ろうとしており、このため、企業誘致、レストランな

ど集客、交流機能も備えるファクトリー・パークの整備（観光型工業立地）な

どに取り組んでいる。

( )URL:http://www.city.iida.nagano.jp/kougyou/contents/ecovalley/ecoval-pj.htm

【事例②】地域の蓄積を活かした環境・リサイクル事業の展開（八戸市）

八戸市を中心とした地域は、平成 年に「あおもりエコタウンプラン」の承14
認を受け、これまで蓄積してきた高度な金属製錬技術や産業インフラなどの地域

資源を活かし、廃自動車や焼却灰・溶解飛灰などのリサイクルをはじめ、環境・

リサイクル産業の振興を進めている。

国内でも稀な、最終処分場へ廃棄物を排出しないゼロエミッションシステムと

( )して注目されている。 URL:http://www.pref.aomori.lg.jp/kankyoene/ecotown.html

（２）観光を含めた集客・交流の促進

、 。観光を含めた集客・交流の促進は 地域資源の代表的な活かし方の一つである

しかし、観光資源には、一つの自治体の行政区域内のみに視野を限って活用を

図るよりも、周辺の複数の自治体が広域的に連携することで、より魅力を増すも

のがある。こうした広域連携は、プロモーションの効率化などの外、新たな観光

ルートの開拓、実現などに繋がる可能性もある。

また、集客・交流に活用する地域資源も、昨今は、神社仏閣、温泉、景勝地な

どに限られず、食、イベント、産業遺産などへと広がりを見せている。

［広域観光］

【事例③】歴史、文化を活かした広域観光（島根県）

、「 」 、島根県東部においては 出雲路 の観光ブランドとしての価値向上を目指し

官民 団体（島根県、 市 町、商工会議所、旅館組合等 民間団体）が広域71 3 2 65
に連携して「神話の国 縁結び観光協会」を設立し、大都市圏向けの共同プロモ

( )ーションなどに取り組んでいる。 URL:http://www.en-musubi.net/index.html

一方で、出雲大社を始めとした出雲地域にある の寺社が、宗教や宗派を超20
えて「社寺縁座の会」を立ち上げ 「出雲国神仏霊場巡拝」としてこれらの社寺、

「 」 。 、を結ぶ 巡拝コース を設定 国引き神話の舞台となった出雲地方の歴史・文化

精神的な「癒し」を実感してもらうことを狙いとして、観光客の誘致に取り組ん

( )でいる。 URL:http://www.shinbutsu.jp/

また、島根県と鳥取県西部の市町村が連携し 「中海・宍道湖・大山圏域観光、

連携事業推進協議会」を立ち上げ、官民挙げて共同ホーム・ページによる広報な

( )ど広域的な枠組みを構築しようとしている。 URL:http://furusato.sanin.jp/

【事例④】広域連携による新たな観光ルートづくり（延岡市）

延岡市では、自然、歴史、文化などの地域資源を活かし、行政区域を越えた広

域観光ルートづくりに取り組んでいる。すなわち、 年に、延岡市北浦町と2004
大分県蒲江町とを結ぶ「東九州伊勢えび海道 （ 年日本風景街道「蒲江・北」 2006
浦大漁街道」に選定）を立ち上げ、観光客の誘致と伊勢えびを中心とした海産物
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の販売促進に取り組んでおり、徐々に成果が上がり始めている（キャンペーン参

5,000 2004 6,713 2005加店における 会食セット (１食 円)の販売実績： 年度 食「 」 、

年度 食 その他 文学観光ルート 延岡～竹田～柳川 神話街道 高10,127 ）。 、 （ ）、「 」（

千穂～延岡～美々津）など、市内外の観光地を線に繋ぐルートづくりによる集客

( )・交流の拡大にも取り組んでいる。 http://iseebi.kamae-bussan.com/

（参考）延岡市と周辺自治体との連携による広域観光ルート図

［食］

【事例⑤】地元の食文化を活かした観光振興（八戸市）

( ) 朝市の街a
八戸市では、現在９箇所で朝市が開催され、市民や観光客で賑わいをみせて

おり、朝市を巡る「ワンコインバス・いさば号」も運行されている。

（ ）URL:http://www.city.hachinohe.aomori.jp/kanko/ichiba/asaichi.html

( ) 郊外型食品市場b
昭和 年に設立された日本最大級の小売市場である八 食センターは、郊外55

はっしょく

型の食品市場である。

平成14年に、従前までの「市場棟」に加え、魚介類を中心としたメニューを

味わえる飲食スペース「厨スタジアム」や、買った

食材をその場で炭火焼きして食べられる「七厘村」

が整備されたほか、新幹線の発着に合わせた八戸

駅からの直通100円バスの運行をはじめた。

これらの整備により、市民はもとより観光客が買

八食センター内の様子い物や飲食のため訪れる観光バスの立寄りスポット

( )として定着し、集客数を伸ばしている。 URL:http://www.849net.com/

( ) 屋台村c
「 」 、 、屋台村の成功例としては帯広の 北の屋台 が広く知られているが 例えば

“日本風景街道”（旧称：シーニックバイウェイ） 

｢蒲江・北浦大漁海道」 国土交通省（2006） 

“文学観光ルート” 

  若山 牧水   滝 廉太郎    北原 白秋 

“神話街道” 

北ひむか神話ルート 
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八戸市においても、地元の食材を活かした屋台村

に生ゴミや割箸などのリサイクル事業を組み合わ

せることにより、環境対応型屋台村という新たな

特徴を打ち出すといった工夫を凝らし、中心市街

地の活性化に寄与している （ みろく横丁 。平。「 」

屋台村の様子成 年開業。店舗数 。平成 年年間集客数14 25 17
人。各店舗から排出される全ての古紙、割り箸、生ゴミをそれぞれト209,000

イレットペーパー、 コピー用紙、肥料にリサイクルし、ゼロエミッションA-4
( )を達成 ）。 URL:http://www.36yokocho.com/

［イベント］

）【事例⑥】イベントを活用したアジア諸国との草の根交流（飯田市

、 、 。飯田市には 台湾との間で 人形劇に始まる 年来の文化交流の歴史がある20
これを基礎に、平成 年度より、台湾からの観光客誘致事業を開始している。17
さらに、平成 年度からは、立命館アジア太平洋大学（ ）と連携し、台湾18 APU
向けの地場産品の輸出も視野に入れ 「南信州フェア」の開催、市場調査の実施、

に取り組むなど、文化交流から観光、産業の振興に繋げる総合的な展開を図って

いる。例えば 「南信州フェア」は、台北市の百貨店において、これまでに２回、

開催されたが、平成 年 月に「市田柿」を、同年 月には、みそ加工品、半18 1 10
生菓子、漬物など 品目の地場産品を出品して好評を博し、フェア終了後も特27
定の品目についてバックオーダーを抱えている状況である。これにより、南信州

の地場産品が、台湾でも受け入れられ、十分に競争力を持つことが実証されると

ともに、現地のバイヤーや百貨店などとのネットワークも形成されつつあり、本

格的な市場参入に向けた第一歩として一定の成果を上げている。同市は、将来的

には、こうした台湾向けの取組みの経験を中国、韓国など他のアジア諸国に対し

ても活かしたいとしている。

【事例⑦】地元出身のスポーツ選手を活かしたアスリートタウンづくり（延岡市）

延岡市では、マラソン、柔道を始め、多くの著名スポーツ選手が地元企業出身

、 。 、であることを集客・交流に活かすため 各種イベントを開催している すなわち

「延岡西日本マラソン （ 年参加者 人）や日本では珍しいヨーロッパ・」 2006 310
スタイルの競技会である「ゴールデン・ゲームズ のべおか （ 年の観客数in 2006」

は約 人で中距離レースの国内陸上競技大会では最多）などの開催、スポ20,000
ーツ合宿の誘致、オリンピック、パラリンピック出場選手のモニュメントづくり

( )などに取り組んでいる。 URL:http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/kanko/athlete/index.html

ゴールデンゲームズ のべおか オリンピック等出場選手のモニュメントin
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［産業遺産（世界遺産 ］）

【事例⑧】石見銀山を活かした観光振興、まちづくり（島根県、大田市）

石見銀山の世界遺産登録への推薦などを契機として、島根県、大田市などにお

いて、これを活かした集客・交流の拡大を図るべく、遺跡の保存・整備と併せ、

観光への活用のための事業者への助言、ガイド人材の育成・確保、観光コース、

メニューの充実（ 海から見た石見銀山」コース、シーカヤック体験などのメニ「

ューも用意 、ブランド管理、マーケティングにおける広域連携、伝統芸能の。）

振興などの取組みを進めている（石見銀山行動計画 。食事の提供など具体的な）

受入れ態勢の整備も早急に図られる必要がある。

( )URL:http://www.iwamigin.jp/ohda/kyoudoukaigi/

龍源寺間歩（坑道）入口 大森代官所跡（石見銀山資料館） 大森の町並み

（３）地域ブランドの育成

地域固有の価値を磨き、これを効果的に域外に発信するため、県、市町村、事

、 。業者など様々なレベルで地域ブランドの確立 発信への取組みも進められている

地域ブランドの活用に向けては、的確なマーケティングの実施、ブランド価値

の向上などに加え、安定的で、消費者がアクセスし易い商品販売ルートの確立な

ども図られなければならない。

【事例⑨】地元の産品のブランド化（島根県）

島根県では、地元の産品の競争力の向上、地元の事業者の生産、販売意欲の向

上、後継者確保に資することを目指し、平成 年に「しまね県産品ブランド化14
基本方針(食品編)」を策定し 「隠岐のいわがき 「浜田のアジ・カレイ・ノド、 」、

グロ 「十六島のり 「多伎のいちじく 「しまね和牛」の五品目を重点産品」、 」、 」、

として大都市圏向けのマーケティングに取り組んでいる。また、市町村、事業者

などにおいても 「隠岐牛」ブランドの確立などの取組みが進められている。、

( )URL:http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/ken_sanhin/

【事例⑩ 「八戸せんべい汁」のブランド化（八戸市）】

地元有志による市民団体を中心に、南部せんべいを使った郷土料理「せんべい

汁」のブランド化に取り組んでいる。

インターネットによる情報発信や県内外における大規模試食会の開催などによ

、 、り インターネット検索サイトのヒット件数の上位にランクされたことを契機に

近年はプロモーションＣＤの全国発売、地域団体商標登録の申請など、地域ブラ

ンド化に向けた活動が展開されている。( )URL:http://www.senbei-jiru.com/
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３．人材、人口の確保

〈質量両面での人の誘致、交流の促進〉

地域間競争が厳しくなる中、地域づくりで成果を挙げていくためには、これを担う人材

の確保がより重要となる。地域に内在する資源を活用しつつ、個性ある地域づくりを主導

できる経験、専門性、能力を備えた人材の誘致への関心が各地で高まっている。

一方で、年齢、性別、職業などを問わず、より幅広く、より厚みのある人の誘致、交流

を図り、もって地域の活力、コミュニティの維持を図ろうとする動きもある。その際、総

人口の減少を踏まえ、定住人口以外の多様な視点、すなわち、都市住民が農山漁村等にも

同時に生活拠点を持つ「二地域居住人口」などの視点も注目されている。二地域居住とし

、 「 」 、ては 一部で期待されている首都圏在住の 団塊の世代 によるセカンド・ハウスの購入

、 、 、賃借などの外にも 中核都市近郊の実家での週末滞在など多様な形態があり得 その地域

人などの実情に即した二地域居住人口の確保が期待される。

〈人の交流を促す取組みと国による支援〉

各地域においても、人の誘致、交流を図るため、既に各種の取組みがなされている。

例えば、特定の人材への働きかけとしては、転勤などにより過去その地に滞在したこと

がある有識者を顧問とし、地域の実情を踏まえた、しかし、外部の視点からの提言・助言

、 、 、を求める 地域の活性化戦略にあった経験 専門知識等を有する人材を口コミで捜し出し

個別に招聘する、当該地域出身者に ターンを呼びかける手紙を知事名で送付するなどU
の取り組みがなされている。さらに、相談窓口の一元化、住宅の手配、地域企業と連携し

た就職情報の提供・斡旋、体験（試行）滞在の受入れなど移住者の裾野を広げるための各

種施策も講じられている。

また、集客、交流の拡大を図るため、観光の広域化などの試みも進められている。

国においても、地域の側の受入れ態勢の支援、マッチングの機会の提供から人材の派遣

などに至るまで、各種の支援策を講じている（別紙 。）

一方で、インターネットの著名検索サイトでは「二地域居住」で 万件超 「Ｉター170 、

」 （ ） 、ン でも 万件超ものサイトに行き当たる 年 月上旬 ことに象徴されるとおり70 2007 2
移住希望者が具体的な生活情報、医療・福祉情報などを効果的に取捨選択することは未だ

容易ではない。受入側においても、一部でワンストップ・サービスなどの取組みが進んで

いるものの、より効果的な情報発信の模索が続いている。

また、具体的なマッチングや移住のサポートの場面においてＮＰＯ法人の果たす役割へ

、 、 、の期待も高まっているが 例えば 住宅を貸す側はＮＰＯ法人ではなく自治体のあっせん

紹介を望むなどＮＰＯ法人、公的部門それぞれに期待される具体的役割も明らかになりつ

つある。

こうした実情を踏まえつつ、地域における取組みなどを適切に支援していくことが求め

られよう。

各地域における人材の誘致、育成、人口の拡大、交流の促進へ向けての具体的な取組み

事例としては、例えば、以下のようなものがある。

［地域産業の担い手育成］
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【事例⑪】域外の大学との連携による技術者の養成（飯田市）

技術者などの人材育成、研究開発の促進などにおいて、域内に大学や研究機関が

ないことは不利な条件と見なされがちであるが、飯田市においては、域外の大学と

連携することにより、この不利を補う試みがなされている。

すなわち、まず、地場産業センターを会場に信州大学の出張講座、遠隔講義など

、 、を実施してきたが これは地元企業の中堅技術者レベルの人的ネットワークの形成

強化にも寄与した。また、これまでの実績を踏まえ、平成 年春からは、より充19
実したカリキュラムの「高度ものづくり専門職大学院」が開講される予定である。

( )URL:http://www.isilip.com/daigaku/index.html

( )URL:http://www.city.iida.nagano.jp/kougyou/shintyakujouhou/shindai/sinndai.htm

【事例⑫】地域企業との連携による中学生、高校生の教育（延岡市）

延岡市では、地域の中学校・高校などに地元の有力企業から技術者、研究者を

講師として受け入れ、社会人としての経験を活かした授業を実施している。これ

により、学生の職業意識を醸成するとともに、製造業、自然科学などへの関心を

高め、企業から見ても魅力的な人材の育成を地域全体として図ろうとしている。

［外部人材の活用］

【事例⑬】地域にゆかりのある有識者の活用（八戸市）

八戸市では、市にゆかりがあり、全国で活躍をしている者を「八戸特派大使」に

委嘱し、地域の魅力の全国ＰＲ、提言や情報提供、市民向けの講演などを依頼して

いる。ネットワーク拡大のため、委嘱の対象には転勤先として地元の事業所に数年

間の勤務経験のある者なども含めている。

( )URL:http://www.city.hachinohe.aomori.jp/syokai/taishi/index-1.html

［UJIターンの促進］

【事例⑭】窓口一元化（ワンストップ・サービス）による人材の誘致（飯田市）

飯田市では、団塊の世代を含む幅広い世代の人材を誘致し、また、定住に向けて

の総合的な支援を行うため、平成 年春に「結いターンキャリアデザイン室」を18
開設し、ワンストップ・サービスを実施している （開設以降、約 件／月の問合。 20
せあり ）雇用の面でも、最新の情報を提供できるよう、地域企業と連携した「企。

業合同セミナー」などを開催する外、企業、金融機関などと連携した総合的な就職

支援サービスも実施している。加えて、地元での起業を目指す者向けの支援ファン

( )ドづくりなども検討している。 URL:http://www.city.iida.nagano.jp/yuiturn/

【事例⑮】窓口一元化（ワンストップ・サービス）によるUIターン促進（島根県）

島根県では、 ターン希望者に対する情報提供、相談の総合窓口として、県のUI
財団法人（(財)ふるさと島根定住財団）が、( ) インターネットによる県内企業のi
企業概要、求人情報などの情報の発信や、全国版の就職情報誌への広告掲載、( )ii
無料職業紹介や、東京、大阪などにある県の事務所での相談受付け、求職者登録

iii 3 4 3受付け ( ) 暮らし体験制度の整備 泊 日の暮らし体験短期プログラムの外、 （ 、

、 。）ヶ月から 年程度の就業体験プログラムも用意し 生活費の一部を助成している1
などを実施している。
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また、 ターン促進のため、空き家を修繕し、宿泊施設や住宅として活用するUI
( )場合には、その修繕費用に対する助成も行っている。 URL:http://www.teiju.or.jp/

〈人の誘致、交流を巡る議論〉

なお、人の誘致、交流を巡っては、以下のような議論があった。

・現状に大きな不満がない者をある特定の地域に誘致するためには、どのようにその地域

の魅力を高めていくべきかが容易ではない。何れの地域も同じような人材を誘致したい

と考えるだろう。

・まず、魅力的なキャリア・デザイン、やりがいのある仕事、働き場を提供できるか。

人の確保なくして地域の活性化はないが、働き場所の提供なくして人の確保もない。

・人材に期待する業務としては、域外への情報発信から起業、起業支援まで種々のものが

ある。受け入れ側において、どのような人に来て、何をしてもらいたいのか、どのよう

な権限と責任を与えられるのかなどについて具体的な整理が必要である。

・ライフ・スタイル、暮らし易さなど経済以外の面で地域の魅力をうまく訴えることが出

来るか 「田舎ぐらし」というだけでは差別化できない。したがって、既にその地域の。

魅力を理解している当該地域の出身者に重点を置いてＵターンを働きかけている自治体

もある。転勤などによる滞在経験者も、当該地域の魅力を理解しているだろう。

・個々の人にとって生活の拠点を変更することは容易ではなく、慎重に検討せざるを得な

いのは当然か。こうした認識に立ち、仕事、住環境などに関する具体的情報を提供した

り、本格的な移住等に先立って試行プランを用意するなど、移住する側に立った親身な

取組みをしている地域があることは評価される。

・域外から移住した者がコミュニティから排除されるようでは、地域にある個性的な資源

の活用も期待できず、地域の活性化を図ることは難しい。

・二地域居住が出来るほどに経済的に余裕のある層がどの程度いるのかについても、冷静

に見極める必要がある。

４．周辺地域との連携

地域の活性化を図る上で、周辺の集積との間をつなぐ運輸、通信などのインフラの役割

は重要である。我が国の場合、広域圏としてみれば、国際的に見ても単独で先進国並みと

言い得る経済規模といえる圏域が少なくなく、また、成長著しいアジア地域と地理的に近

接している。このため、適切なインフラの整備により、都市の拠点性の維持と都市群・地

域の連携、地域間の交流を深めることによるコラボレーション効果も期待される。

５．おわりに

地域の活性化に向けては、個別に現状を把握し、将来を見通した上で、具体的に目指す

べき目標、当面取り組むべき課題などを明らかにしていく必要がある。

しかしながら、人口フレームなどを含め、データの未整備、その見通しの「粗さ 「甘」

さ」が指摘される地域も少なくない。一口に少子高齢化や財政収支の悪化と言っても、進
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展のスピード、将来における具体的な姿などは地域によってまちまちであろう。産業、集

客・交流などにおいても、個別に強み、弱みを他と比較する必要がある。

こうした現状認識、将来見通しの内容如何によって、目指すべき目標、取り組むべき課

題のプライオリティ、スケジュールなども異なってこよう。その明確化に至る過程で危機

感を共有し、迅速かつ機動的に具体的な行動を起こしている地域も見られる。

地域における活性化の取組みを踏まえ、今後の地域と国それぞれの役割について、人の

誘致、交流を含め、関係者において引き続き議論が深められることが期待される。
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