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要約要約要約要約    

 

第 1 章では過疎地域の現状を把握した上で、なぜ過疎地域をとりあげるのか、また過疎地域対

策について述べている。全国の平成21年9月1日時点で、過疎地域と呼ばれる市町村は全国1,774

市町村の約 4割にあたる 730 市町村に上っている。そのうち、過疎地域に存在する過疎集落の数

は約 62,000 とされ、そのうち集落機能が低下または維持が困難とされるのは約 9,000、また高

齢者が 50％を超えるのは約 8,000、また今後 10 年間に消滅またはいずれ消滅の可能性があると

されるのは約 2,600 とされる。さらに、過疎市町村の人口は約 1,056 万人余、全国の人口の約 8％

に過ぎないが、その面積は 377,915km２にあたり、日本国土の半分以上を占めている。こうした

地域は特に中山間地域に多く見受けられ、中国・四国地方などの中山間自治体を多く抱える地域

では特に問題が顕著である。 

さらには私たちのとりあげる島根県は現在 8 割を超える過疎自治体または過疎地域を含む自

治体を抱えており、その大半が中山間地域で占められている。今後も財政状況が悪化する可能性

が大きい。コミュニティ面、生活面ともに先に述べたような問題点が浮き彫りになっており、体

制の管理・維持が困難になっている。以上のような点を本章ではデータ等を用いて述べている。 

 

第 2 章では政策提言を考えていく上で必要となった先行研究の内容について述べている。まず

は小田切徳美(2008)「農山村振興政策の新展開」を紹介し、先行研究や先進事例について述べ、

そこから導き出した仮説について論じている。また、「今、地方で何が起こっているのか～崩壊

と再生の現場から～」を紹介して、市民の監査機能と市民主体の再建の重要性を示している。 

 

第 3 章では「地域住民のニーズを活かすことができる人材が活躍できる体制が整うことで過疎

地域は活性化する」という仮説を論証するため、島根県に対して行ったヒアリング調査を分析し、

仮説を論証している。また、そこから政策提言を導き出している。 

 

第4章では中山間地域に対して仮説・分析に基づいた政策提言を行っている。中山間地域の過

疎地を活性化するためには各コーディネーターを集約する機関、ならびに情報や連携機能を活か

す体制を整えることが必要不可欠であると考えている。私たちが仮説で論じたとおり、島根県へ

の政策提言とし、ひいては中山間地域の過疎を抱える自治体のモデルプランとしたい。 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 3 

目次目次目次目次 

 

はじめはじめはじめはじめにににに    

第１章第１章第１章第１章    過疎地域で何が起こっているか過疎地域で何が起こっているか過疎地域で何が起こっているか過疎地域で何が起こっているか    

第 1 節 過疎地域 

  第 1 項 過疎地域とは 

  第 2 項 効率性による過疎再編論 

  第 3 項 過疎地域を維持させる理由 

第 2 節 現行の過疎対策 

   第 1 項 過疎法 

  第 2 項 地域コーディネーター 

第 3 節 島根県における過疎問題 

  第 1 項 島根県概要 

  第 2 項 現行の財政改革 

  第 3 項 問題意識 

第 4 節 政策提言に向けて 

第２章第２章第２章第２章    住民主導の必要性住民主導の必要性住民主導の必要性住民主導の必要性    

第 1 節 財政破たん自治体に見る 

  第 1 項 先行研究 

  第 2 項 考察 

第 2 節 地域活性化のために 

  第 1 項 先行研究 

  第 2 項 地域振興の展開 

第 3 節 住民主導による成功事例 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 4 

  第 1 項 徳島県上勝町のコミュニティビジネス 

  第 2 項 地域コーディネーターの必要性 

第 4 節 仮説 

第３章第３章第３章第３章    分析分析分析分析    

第 1 節 島根県におけるヒアリング調査 

  第 1 項 ヒアリング調査の概要 

  第 2 項 ヒアリング結果からの人材の必要性 

  第 3 項 人材の課題 

  第 4 項 その他の先進的事例 

第 2 節 中山間地域研究センター 

  第 1 項 機能 

  第 2 項 課題 

第 3 節 過疎法 

  第 1 項 過疎法とは 

  第 2 項 過疎法の意義 

  第 3 項 過疎法の課題 

第４章第４章第４章第４章    政策提言政策提言政策提言政策提言    

第 1 節 中山間地域研究センターの活性化 

  第 1 項 地方独立行政法人化 

  第 2 項 人材バンク 

  第 3 項 SNS の活用 

  第 4 項 総合的視点 

第 2 節 過疎法の改正 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 5 

第５章第５章第５章第５章    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 

先行論文・先行論文・先行論文・先行論文・参考文献・データ出典参考文献・データ出典参考文献・データ出典参考文献・データ出典    

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 6 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

現在、自治体における過疎問題は深刻な状況に陥っている。過疎地域は若者の都市部への流出

という「社会的減少」に加えて、死亡者が出生数を上回るという「自然減少」の進行による人口

の減少、基幹産業である農林水産業の著しい衰退による地域産業経済の停滞、耕作放棄地や森林

の荒廃、上下水道や医療、生活交通などの公共施設の地域間格差など、住民を取り巻く地域社会

（コミュニティ）の機能、生活環境は悪化の一途を辿っている。なかには過疎化がさらに進行し

「限界集落」と呼ばれる地域も出現している。 

過疎問題を考えるにあたり、その地域の財政状況についても触れる必要がある。人口減少が著

しいと、必然的に得られる税収も減少してしまう。限られた税収の中で行政サービスを行わなけ

ればならないと、その量・質の低下が懸念される。過疎地域を多く抱える自治体はこの負の連鎖

がより顕著に現れるのである。 

昔から過疎問題における議論は様々に論じられているが根本的な問題解決には至っておらず、

効率性の観点からの過疎地域再編などの声も上がっている。 

 このような過疎問題に取り組むにあたり、本論では過疎地域の存在意義を考えるとともに、そ

の現状分析を先進的な事例の多い島根県を中心に行うことで過疎地域の維持・活性化の方法を検

討する。 

  

島根県を研究対象とする分析を行うにあたり、私たちは島根県および同県各自治体にヒアリン

グ調査を行った。財政難・過疎問題に苦しむ島根県が置かれている状況はどの程度深刻なもので

あるのか、またそのような状況を脱するためにどのようなビジョンをもっているのか、具体的に

はどのような取り組みを行っているのか。文献に加え、実際に現場で改革に取り組んでいる島根

県の職員たちの声を参考に、より正確なデータを構成することが出来た。 

 

独自の調査で得たデータをもとに、これまで行われてきた取り組みの問題点を洗い出し、また

この先必要になるであろう取り組みを政策提言としてまとめたものが、私たちの論文の核となっ

ている。 

加えて、島根県に留まらず、地方自治体と密接な関係にある中央政府へも政策提言も行った。

過疎問題解決を目指すには、各地方自治体の活性化も重要だが、地方政策の基本的方針を定める

中央政府の役割も無視することは出来ない。過疎対策の方針を取りまとめている現行の過疎法は

今年度いっぱいで期限が切れ、その役割を終えてしまう。そこで、政権交代を実現した鳩山政権

は、新過疎法をどのようなものにするかを考えなければならないのである。 

 

 本論では島根県をモデルプランとして取り上げたが、島根県と同様に過疎問題に苦しむ地方自

治体には北海道、鳥取県など多数存在している。これらの地方自治体における過疎問題について

も考えていく必要があるが、ここでは、ヒアリング調査を行った島根県に特化した内容としたい。 
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第1章 過疎地域で何が起こっているか過疎地域で何が起こっているか過疎地域で何が起こっているか過疎地域で何が起こっているか    

第第第第 1111 節節節節    過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域    
 

第 1項 過疎地域とは 
 

過疎地域とは、高齢化や少子化、人口流出などによりその地域の人口が著しく減少した地域で

ある。過疎化の進行により、社会インフラの機能不全や産業の衰退、文化財産の後継者不足など、

その地域の地域社会の維持が困難になる。 

 
過疎地域の定義として用いられるのが平成 12 年度 4 月 1 日から施行された「過疎地域

自立促進特別措置法」（以下「自立促進法」）である。同法によると、過疎地域とは「人口要

件と財政力要件の２つの要件に該当する地域」としている。整理すると以下のようになる。 

  

 過疎地域の要件（法第２条）過疎地域の要件（法第２条）過疎地域の要件（法第２条）過疎地域の要件（法第２条）    

「人口要件」「人口要件」「人口要件」「人口要件」    

   ①昭和 40 年～平成 12年の人口減少率が 30％以上 

   ②昭和 40 年～平成 12年の人口減少率が 25％以上、高齢者比率（65 歳以上）24％以

上 

   ③昭和 40 年～平成 12年の人口減少率が 25％以上、若年層比率（15歳以上 30歳未満）

15％以下 

   ④昭和 50 年～平成 12年の人口減少率が 19％以上 

   ※ただし、①②③の場合、昭和 50 年～平成 12 年の 25 年間で 10％以上人口増加して

いる団体は除く。 

  「財政力要件」「財政力要件」「財政力要件」「財政力要件」    

   平成 10 年度～平成 12年度の 3ヵ年平均の財政力指数が 0.42 以下かつ、公営競技収

益が 13 億以下であること。 

 

これらの要件を満たし、過疎地域と認められた自治体に対しては、 

 

①国の補助の嵩上げ等（法第 10 条、第 11 条） 

→公立小中学校等の施設の整備、消防施設の整備等 

②過疎地域自立促進のための地方債（法第 12 条） 

  →市町村の公共施設の整備等 

③都道府県代行制度（法第 14条、第 15条） 

→公共下水道、基幹道路 

④行政上の特別措置（法第 16条～第 25条） 
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→.医療の確保、高齢者の福祉の増進等 

⑤金融措置（法第 26 条～第 28条） 

→農林漁業金融公庫等からの資金の貸付等 

⑥税制措置（法第 29 条、第 30条、地方税法第 586 条） 

→所得税・法人税に係る事業用資産の買い替えの場合の課税の特例、所得税・法人税

に係る減価償却の特例等 

⑦地方税の課税免除・不均一課税に伴う地方交付税の減収補填措置（法第３１条） 

  →製造業、旅館業、ソフトウェア業（事業税、不動産所得税、固定資産税）等 

 

といった具体的施策が取られることとなる。 

 

 平成 21 年 9月 1日時点で、過疎地域と呼ばれる市町村は全国 1,774 市町村の約 4 割にあ

たる 730 市町村に上っている１１１１。そのうち、過疎地域に存在する過疎集落の数は約 62,000

とされ、そのうち集落機能が低下または維持が困難とされるのは約 9,000（図表１参照）、

また高齢者が 50％を超えるのは約 8,000、また今後 10年間に消滅またはいずれ消滅の可能

性があるとされるのは約 2,600 とされる２２２２。さらに、過疎市町村の人口は約 1,056 万人余、

全国の人口の約 8％に過ぎないが、その面積は 377,915km２にあたり、日本国土の半分以上

を占めている３３３３。こうした地域は特に中山間地域に多く見受けられ、中国・四国地方などの

中山間自治体を多く抱える地域では特に問題が顕著である。 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過疎地域を抱える自治体の中には、すでに破たんまたは破たん寸前の自治体も見受けられる。北

海道夕張市や、県内の 8割以上の自治体が過疎地域または過疎地域を含む自治体であるとされる

島根県などが、例としてあげられる。 

 

 

第 2項 効率性による過疎再編論 
 

一般的には経済的効率性の観点から過疎問題を考えると、効率的な自治体・集落の統廃合によ

り再編を図り、行政コストの節約を図ることが望ましいとされている。確かに、過疎による人口

拡散より人口を集中したほうが行政サービスの質・量ともに効率的な運営を行うことができる。 

大都市圏への住民移動、自治体の合併による「広域行政」化といった政策による過疎再編(図表

2)は、いわゆる「平成の大合併」や「三位一体改革」の一環として行われている。 

                                                      
１１１１「平成 20年度予算」参照 
２２２２「平成 21年 4月国土交通省国土計画局 過疎集落研究会報告書」参照 
３３３３「平成 17年度国勢調査」参照 

図表１ 
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市町村数の推移
市 町 村 合計

平成10年 10月1日 670 1994 568 3232
平成15年 4月1日 677 1961 552 3190
平成18年 4月1日 779 844 197 1820
平成22年 3月31日 783 780 188 1751

総務省　「合併相談コーナー」より

 

 

 

 

 

 

第 3 項 過疎地域を維持させる理由 

 

しかし、過疎地域における諸問題を効率性の観点のみで論じ、安易な再編を述べてよいの

であろうか。 

 ここで、過疎地域の有為性に着目したい。過疎地域の持つ役割として、エネルギー供給（電

力など）、食料供給（農林水産業など）、CO2 削減（森林の維持）など、過疎地域のみならず

都市部の生活基盤さえも支えている公益的役割があげられる。日本の 40％前後という低い

自給率をこれ以上低下させないこと、豊かな水資源や水害対策といった国土保全など、都市

部、非都市部関係なく安全安心の生活づくりには欠かせない存在である。また、保守・伝統

的な生活からはその土地独自の歴史的文化やライフスタイル、自然と相まった精神的やすら

ぎ・社会的なセ－フティネットとしての役割など、都心部にはない役割も担っている。 

 何より、過疎地域の住民の価値観や権利も大きな指標となる。過疎地域にすむことへの喜

び・誇り・幸福感といった住民の視点は、マクロ的政策からは図れないものである。住民の

将来に対する居住意向においても、高齢者の住民の約 9割が「住み続けたい」と回答し、30

歳代や 40歳代の世帯主住民の 8割近くが定住志向を持っている。(図表３)過疎集落再編に

よる住民の居住移転での新生活に対するストレス、高齢者の移転先での社会的ネットワーク

への参入の難しさ、それによる社会的孤立など、懸念も多く存在する１１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人口減少・高齢化の進んだ集落等を対象とした日常生活に関するアンケート調査」 

(平成 20 年度 国土交通省) 

 

    
                                                      
１１１１ 限界集落～過疎地域の維持、濱田美来、社会システム研究本部、2008.9.19 

図表 2 

図表 3  世代別今後の居住意向 
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第第第第 2222 節節節節    現行の過疎対策現行の過疎対策現行の過疎対策現行の過疎対策    
    
第 1項 過疎法 
  

過疎問題に対する政策として、過疎地域自立促進特別法（過疎法）が挙げられえる。これは、

人口が著しく減少した地域の生活環境整備などを図り、地域格差の是正などを目的とした議員立

法である。先ほど第 1 節で論じた過疎の適用要件である人口力要件と財政力要件を満たした場

合に過疎地域の指定を受ける。1970年に過疎地域対策緊急措置法が制定され、以降、10年おき

に過疎地域振興特別措置法、過疎地域活性化特別措置法として更新され、過疎対策が講じられて

きた。 

 過疎法の意義として、過疎事業債の発行と交通通信体系の整備・情報化並びに地域間交流の促

進への手厚い援助が挙げられる。過疎事業債は総務大臣の認める事業に対して 70％を地方債と

して用いることができる。また、交通通信体系の整備・情報化並びに地域間交流の促進において、

過疎関係市町村のブロードバンド普及状況は、全国平均 98.3％に対し 94.2％と高い水準を維持

している１１１１。一方、過疎法において支援される事業は一部分野に特化されており、住民のもつ考

えと格差があることが指摘できる（図表 4・5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１平成 19年度版「過疎対策の現状」について 

図表 4 

総務省 平成 19年度版「過疎地域の現状」について 
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第 2項 地域コーディネーター 
  

過疎地域の活性化を目的として多くの自治体には地域コーディネーターと呼ばれる、まちづ

くりやその計画・支援を行う人材が設置されている。従来の行政の目線からの地域活性化では

なく、住民の視点に立ったまちづくりを行うことが役割である。しかし、活動資金が少ないこ

とや職業としての整備が不十分なこと、実際にどのような活動を行っていけばよいのか分から

ないなど、有効的な成果を発揮できていない自治体が多いのも現状である。 

 

 

第第第第 2222 節節節節    島根県における過疎問題島根県における過疎問題島根県における過疎問題島根県における過疎問題    
  

第 2 節ではさらに具体的に、財政難に苦しむ島根県を取り上げて「過疎」を考えていく。 

 

第 1項 島根県概要 

 

中国地方の日本海側山陰地方西部に位置する島根県は、面積 6,707.86km、総人口 72万人

を抱える県である。 

島根県は地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる「財政力指数」が全国 47都

道府県中ワースト 1位となっており、現在多額の収支不足が生じている自治体である。この

収支不足に対し、島根県はこれまで積み上げてきた基金を取り崩すことによって不足分を埋

めている状態であり、県の財政健全化は「待ったなし」、基金の取り崩しを行わなくてもよ

い「収支均衡」の状態を目指すべく、速やかな財政改革に取り組んでいる。 

また、県内において 8 割を超える市町村が過疎市町村または過疎地域を含む市町村に指定され

ており（図表 7）、その面積の大半が中 山間地域で占められていることから、地域コミュニテ

ィの管理や土地利用、産業といった各分野でも担い手の減少や後継者不在により、無秩序な土地

図表 5 
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荒廃や森林放棄などの減少がみられる。加えて、高齢化率も高く、将来的には人口が減少される

ことが予想される（図表 6）。 

    島根県中山間地域町村の将来人口予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6 

「島根県中山間地域における集落現状と国土施策創発調査の概要」より 

全国過疎地域自立促進連盟 より 

図表 7 島根県 過疎市町村マップ 
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第 2項 現行の財政改革 

 

島根県財政は、今後も単年度で 200 億円台後半の収支不足が見込まれており、2,3 年後に

は基金が枯渇するという現実に直面している。基金が枯渇し、財政再建団体となることを回

避するために速やかな健全な財政状態を実現すべく、平成１9 年 5 月、県は「改革推進会議」

を設置し、同年 8 月「県財政の健全化のための提言」を取りまとめた。その具体的内容を整

理すると以下のようになる。 

 

「改革の視点」 
・改革は、県の行政に対する県民の信頼がなければ実施できない。 

 そのため、県職員が一丸となって改革に積極的に取り組む姿勢を県民に対して示すことが

重要である。その際、知事は、大いにリーダーシップを発揮すべきである 

・多額の収支不足解消は、特定の事業分野の見直しだけでは困難である。聖域を設けずにあ

らゆる事業分野について見直しを行う必要がある。 

・事業の見直しにあたっては、一律に削減するのではなく、安全・安心な県民生活や県の将

来的な発展のために真に必要なものについては、財源配分の維持や重点化が必要である。 

・県行政を含めてその守備範囲を点検し、市町村が担うべき権限・事業は適切に委譲すべき

である。また。民間が担える事業は、民間に委ねるべきである。そして、NPOや住民の

力を活かし、県民との協働により総力を結集していくことが必要である。 

・県民サービスを提供するにあたり、最小の経費で最大の効果を上げるため、簡素で効率的

な組織運営など行政改革を徹底すべきである。 

・改革を進めるにあたっては、危機的な財政状況や改革の必要性はもとより財政健全化の道

筋を県民にわかりやすく説明し、県民の理解と信頼を得るように努めるべきである。 

 

以上のような視点に基づき、自主財源に乏しい島根県は多額の収支不足解消のために、 

まず徹底的な「歳出の削減」を財政改革の柱として具体的な改革内容を打ち出した。 

 

「改革のための具体的施策」 
Ⅰ.行政の効率化・スリム化 

１）総人件費の抑制 

・職員定数削減計画の上乗せ（今後 10年間で 1,500人程度の削減目標） 

・手当の見直し（時間外勤務手当縮減、特殊勤務手当の見直し） 

・給与の特例減額（給与カット）の継続 

・知事等三役の退職手当の見直し 

２）その他 

・組織の見直し（時代の変化に対応した簡素で効率的な体制に見直し） 

・内部管理経費の削減（情報通信システム、清掃の維持管理費の削減など） 

・外郭団体の見直し（各団体の自主的な経営努力を促すなど） 

・公の施設の見直し（廃止・譲渡を含め抜本的に見直し） 

Ⅱ.事務事業の見直し 

１）一般施策経費（県の判断により行っている一般的な施策にかかる経費） 

・平成 23年度の一般財源総額を平成 19年度の概ね 50％に削減 

２）公共事業費 

・平成 23年度の事業費（県費負担額）を平成 19年度の概ね 70％に削減 

３）経常経費等（施設の維持管理費など毎年度決まって支出される固定的な経費） 

・平成 23年度の一般財源総額を平成 19年度の概ね 90％に削減 
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４）特別需要に基づく経費（年度間変動が大きく臨時的な特別の需要に対応する経費） 

・新規事業を極力抑制など 

５）義務的な経費（法令、契約等で実施が義務付けられた経費等） 

・一般会計による負担のあり方を見直しなど 

６）見直しの留意点 

・公共投資については緊急に実施すべきものについて重点化 

・新たな施設の建設事業は、財政健全化の見通しが立つまで、原則凍結 

・地方債の新規借入をできる限り抑制 

Ⅲ.財源の確保 

１）県税収入の確保 

・課税自主権の活用（県独自課税について、今後の税率や課税期間のあり方を検討） 

・経済活性化による増収（産業振興施策の積極的な推進に伴う経済活性化による増

収） 

・滞納額の縮減（差し押さえ物件の換価の推進による未納金の縮減や徴収率の向上） 

２）使用料、手数料などの受益負担の明確化 

・使用料、手数料についての見直しを行い受益負担を適正化 

３）県有財産の売却や有効活用の促進 

・未利用財産の売却推進 

４）特定目的基金等の活用 

５）執行節減等決算段階での財源の確保 

６）地方税・地方交付税の充実に向けた国に対する働きかけ 

・地方税、地方交付税を含めた一般財源ペースで地域間の格差が拡大しないような

方策について、更に国に対し積極的に働きかけ 

 

以上の具体的改革案に基づき、平成 23年度では 200 億円程度、平成 29年度では 250 億円

程度の収支改善額見込んでいる。 

 

 

第 3 項 問題意識～見直しに伴う弊害～ 

  

行政のスリム化や各事業の見直しなどマクロ的な視点に立って歳出の大幅な削減を試みてい

る島根県だが、一方で過疎地域のようなミクロな視点で見られる問題をいかにして解決していく

かを考える必要もある。 

 特に過疎地域などに見られる課題は行政の力だけでなく、地域住民や NPO などの地域組織など

の視点が必要不可欠である。そのような特定の意見をいかにして取り入れていくのかを考えてい

く必要がある。 

第第第第 3333 節節節節    政策提言に向けて政策提言に向けて政策提言に向けて政策提言に向けて    
本論では合併による公共サービスの低下、過疎法における過疎問題の根本への対策への疑問、

実際に財政破たんした自治体の例から、より過疎地域に近い視点から、過疎地域の課題の解決に

向けた政策提言を行う。人口の減少における地域コミュニティの脆弱化、自治体運営へのより積

極的な住民の参加や、過疎法の適用とそれに対する住民側のニーズの差を検証し、住民が地域の

課題を検討・解決していける体制の構築を目指す。 
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第2章 住民主導の必要性住民主導の必要性住民主導の必要性住民主導の必要性    

  

本章では、政策提言を考えていく上で必要となった先行研究の内容について論じていく。第 1

節では、小田切徳美(2008)「農山村振興政策の新展開」を紹介していく。この先行研究より、新

しい地域振興政策として、ソフト面での支援の重要性を示していきたい。第 2節では、朝日新聞

大阪本社編集局「地方は」取材班(2008)「今、地方で何が起こっているのか～崩壊と再生の現場

から～」を紹介して、市民の監査機能と市民主体の再建の重要性を示す。 

第第第第 1111 節節節節    地域活性化に向けて地域活性化に向けて地域活性化に向けて地域活性化に向けて    
  

上記にも示したように、過疎地域や中山間地域では、地域コミュニティの崩壊が進んでいる。

しかし、そのような状況の中でも、小田切は地域コミュニティを再編する取り組みが、特に農山

村で強まっていることを指摘し、その手法の変化を分析している。 

地域コミュニティを再編する取り組みが、特に農山村で強まっているのは、市町村合併により

周辺地化し、自らの自治体の声が届かなくなってしまうのではないかという危機感によるもので

ある。それと同時に、自らの地域の将来は自らの手でという積極的な姿勢があるからである。 

 こういった状況、取り組みの中で、厳しい状況に対抗していくために、地域振興の手法も変化

してきている。国レベルの政策においても、地域政策の変化の方向性が浮かび上がってくると小

田切は分析している。 

  それによると、第 1 に、その事業が事業目的の設定、資金の使途等の点で大きな自由度を持っ

ていることである。地域における取り組みやニーズは、地域ごとに多様である。そのため、事業

の目標、手法を地域サイドから自由設計できる支援政策が求められている。 

 第 2 に、支援対象にかかわる「人材」が重視されていることである。特に、過疎地域、中山間

地域では、人口流出が進んでおり、地域内で不足している。いま必要なのは地域を全体としてマ

ネージメントし、さらに様々な事業をコーディネートする人材なのである。 

第第第第 2222 節節節節    財政破たん自治体に見る財政破たん自治体に見る財政破たん自治体に見る財政破たん自治体に見る    
 

本節では、朝日新聞大阪本社編集局「地方は」取材班(2008)「今、地方で何が起こってい

るのか～崩壊と再生の現場から～」を基に、市民主体の自治体再建に向けた取り組みを紹介

する。 

本書では、632 億円の負債を抱え、2006 年に破綻した北海道夕張市の、再建へ向けた事例

を分析している。夕張市では、1961 年施工の産炭地域振興臨時措置法に基づいて、工業団

地の造成と企業誘致を進めたが、失敗に終わり企業が根付かなかった。バブル崩壊後も公共

施設の建設、赤字隠しを続け、多額の負債を抱えるに至った。 
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夕張市議会は負債が返済能力を上回っているにも拘わらず、「最後は国がなんとかしてく

れる１１１１」とブレーキをかけることをせず、また、決算から財政をチェックするはずの監査委

員制度も機能しなかったとされる。 

本書では、夕張市は住民たちの自治が育っていると述べている。歳出削減のために閉鎖さ

れていた施設を、市民団体が、次々と管理運営の担い手となって再開させているのである。

また、市の財政不振により中止になった映画祭が、市民の手で設立された NPO 法人により再

び開催されるようになった。 

 

第第第第 3333 節節節節    住民主導による成功例住民主導による成功例住民主導による成功例住民主導による成功例    
 

本節では、地域の資源を活かした住民参加のコミュニティビジネスについて紹介する。 

徳島県上勝町は人口約 2000 人のうち高齢者の割合が 49.5％（平成 21 年 9 月 1 日現在）

であり２２２２、過疎化と高齢化が進む地域である。元々、上勝町は温州みかんや木材の産地であ

ったが、異常寒波による枯渇や外材の輸入増大による影響を大きく受けた。そこでそれら主

要産物に代わるものとして葉っぱを使ったビジネスが考案された。これは地元の高齢者に季

節に応じて様々な葉っぱを採取してもらい、農協を通して出荷し、料理の脇に飾る「つまも

の」として、全国の料亭等に出荷するというものである。20 年間にわたるこのビジネスは、

現在年商 2億 6千万円にのぼり、中には年収 1 千万円を超える人もいるという。 

この取り組みの特徴は、住民、特に高齢者が中心となって活動している点である。当初は

農協に勤務していた職員によって始まり、現在は上勝町７割出資による第三セクター株式会

社いろどりを基点にして行われている。生産者の半数は 60歳以上の高齢者であり、この事

業が始まってからは、町の行き交う高齢者の表情が明るく、健康状態にも効果が出ている３３３３。 

 

第第第第 4444 節節節節    仮説仮説仮説仮説    
 

上記の事例で見るように、第 1節では、過疎地域や中山間地域の支援で重視されているの

は、地域全体をコーディネートする「人材の育成」であった。また、第 2節では、自治体の

再建過程で必要な要素は、「住民主体の取り組み」であるということが明らかになった。そ

して、第 3 節の上勝町における全国に先駆ける取り組みが一般化に至っていない原因もま

た、取り組みのきっかけとなる「人材」が不足している点にあると言えよう。 

 以上から私たちは仮説を次のように設定した。 

    

「地域住民のニーズを活かすことのできる人材が活躍できる体制を整えることで過疎地「地域住民のニーズを活かすことのできる人材が活躍できる体制を整えることで過疎地「地域住民のニーズを活かすことのできる人材が活躍できる体制を整えることで過疎地「地域住民のニーズを活かすことのできる人材が活躍できる体制を整えることで過疎地

域は活性化する」域は活性化する」域は活性化する」域は活性化する」    

 

地方が従来の公共工事等に頼ってきた事例の欠点は今までの節で論じたことだが、これを

解消するための「人」を育て、彼らを主体として地域住民を取り込んでいける環境をと整え、

                                                      
１１１１朝日新聞大阪本社編集局「地方は」取材班(2008)「今、地方で何が起こっているのか～崩壊と再生の現場

から～」P.158 
２２２２株式会社いろどり（http://www.irodori.co.jp/own/index.asp） 
３３３３ みずほ総合研究所（http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf） 
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彼ら自身が柔軟に行動することができる取り組みの整備が必要だと言うことである。また、

全国でもとりわけ人材育成に力を入れている島根県を主な対象とする政策提言を立案する

ことで、中山間地域を多く抱える自治体にとってのモデルプランとして島根県を位置付けた

いと考えている。 

以下、仮説を分析し、実証していきたい。 
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第3章 分析分析分析分析    

第第第第 1111 節節節節    島根県におけるヒアリング調査島根県におけるヒアリング調査島根県におけるヒアリング調査島根県におけるヒアリング調査    
 

第 1項 ヒアリング調査の概要 

 

私たちは「地域住民のニーズを活かすことができる人材が活躍できる体制が整うことで過疎地

域は活性化する」という仮説を実証するため、島根県にヒアリング調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ヒアリング回答結果 

各自治体へのヒアリング調査においては全21自治体中15の自治体から回答を得るこ

とが出来た（電話での回答 10自治体、メールでの回答 5自治体）。傾向として、離島

や県庁所在地からの回収率が低く、先進的な事例や取り組みが多い自治体からは積極

的な対応が見受けられた。県庁への電話調査についても積極的な対応であった。 

 

 

 「ヒアリング調査項目」 

・地域経済を再興について、これまでの動向と現状（問題点）を説

明していただけますか。 

・地域経済を再興するために力を入れている政策・取り組みはあり

ますか。 

(ア) 調査期間 

10 月 9 日から 10 月 26 日にかけて実施 

(イ) 調査対象 

島根県の全 21自治体と島根県庁 

(ウ) 調査方法 

自治体…メール・FAX により予め質問事項を送付し、後日電話によるヒアリングを実施、

県庁…電話調査 

(エ) 質問事項 

1．過去の過疎法で何が変わったのか 

  2．過去の法律で不足しているもの 

  3．新しい法律に求めるもの 

  4．あなたが考える過疎自治体の自立とは？ 

  5．地域コーディネーターの活躍 
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（ex.地域ブランドの確立、道路などのインフラ整備、特徴的あるい

は新しい取り組み・動きなど） 

・数年前と比べると財政力指数、法人税、固定資産税は向上してい

ます(向上していません)が、何が原因（要因）だと思い

ますか？  

・上記の原因を踏まえて、改善策は何が考えられますか。 

・○○市にとって「過疎地域の再生」とは何ですか？ 

（担当の方の私見で構わないので御意見を伺わせてください。） 

・○○市の将来像とはどのようなものですか。 

 

以下の質問には過疎法が適用されている自治体のみお答えくださ

い。 

・過去の過疎法（緊急法、振興法、活性化法、自立法）で何が変わ

りましたか。 

その効果や問題点などがあればお教えください。 

・過去の法律で何が不足していましたか。（欠点、過疎法以外の政策

も含めて）  

・現行の過疎法が来年春で失効しますが、新しい過疎法には何を求

めますか。（要望） 

  

・コミュニティの活性化について、これまでの動向と現状（問題点）

を説明していただけますか。 

・地域コミュニティを再興するに当たって主に力を入れている政策

は何ですか。 

（特徴的あるいは新しい取り組みも） 

・コミュニティ再生について、国の施策、過疎法などの効果と課題

は何ですか？ 

・○○市において、コミュニティ再生の課題と今後の方針は何です

か？ 

 

以下の質問は、地域コーディネーターの役割を満たす人材等がいる

自治体の方のみお答えください。 

・(もし、いるなら)地域や組織をつなぐリーダーなど、地域コーデ

ィネーターの役割を果たすような人材（支援員など）が

いますか？ 

  →どのような仕組みか、どのような活躍をしているか。問題点な

ど 

・（もし、いるなら）自治体内で派遣もしくは外部からの公募ですか。 

・今後の展望をお教えください。 

 

・島根県庁の回答結果 

1．社会基盤[ex.道路、上下水道、通信インフラなど]の充実 

  2．公共工事に力を入れているために人を育てるなどの人的資源の開発は不足 

    3．地域の人々が課題に取り組む環境を整えること。地域内でお金が循環できること。 

   4．地域マネージャーとして県内 7か所で実施中。 
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   募集方法：自治体によって異なる。（ex.県外公募、役所 OB,NPO から選抜） 

   主な活動：自治体によって特色がある⇒主に地域資源の整理 

   課題：地域マネージャーに求める役割を地域で共有することが必要 

   成果の判断：完成した形がない⇒成果を図ることが難しい。 

   県としての役割：地域マネージャーを集めた研修会、補助事業として財源の支援など。 

           地域マネージャーの今後の方向性としては扱う自治体を増やし、 

地域の自立を助ける役割として機能してほしい。 

 

第 2項 人材の必要性 

 

島根県の多くの自治体が過疎地域を抱えていることに伴い 、過疎法が適用され、過疎対

策事業債が発行されている。この過疎債によって過疎自治体はインフラや生活環境の整備が

進んだ（第 1 章第 2節参照）。また、島根県に限ったことではなく財政力指数が低い地域で

は人口１人当たりの行政経費が大きいということが分かっている１１１１。ヒアリング調査でも今

までの過疎法により、各自治体のインフラや生活環境の整備が変化したという回答が多く見

られた（図表 8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１信金中央金庫総合研究所(2006)「地方財政の仕組みと市町村の財政健全度～三位一体改革の 

下で、財政健全度の向上が喫緊の課題に～」『内外経済・金融動向』NO.17-12 
 

図表 8 
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次に私たちが重要視している地域コーディネーターがいるか否かについてヒアリング調

査を行った。「地域コーディネーターの有無」について調査を行ったところ「いる」と回答

した自治体は 9つであった(図表 9)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、これらの自治体に「コーディネーターの課題」についての調査を行ったところ、コ

ーディネーターの権限と経験不足という点が一番多くあげられた。次に多くあげられたのは

資金不足であった（図表 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%43%43%43%
9999自治体自治体自治体自治体

29%29%29%29%
6666自治体自治体自治体自治体

29%29%29%29%
6666自治体自治体自治体自治体

地域コーディネーターの有無地域コーディネーターの有無地域コーディネーターの有無地域コーディネーターの有無

島根県島根県島根県島根県

いる

いない

無回答

 

3

1

3

4

0

1

2

3

4

5

権限の有無 資金不足 経験不足 その他

地域コーディネーターの課題地域コーディネーターの課題地域コーディネーターの課題地域コーディネーターの課題
 

図表 9 

図表 10 
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第 3項 人材の課題 
 

 ヒアリング調査についての分析をした結果、次のようなことが分かった。 

① 過疎債などによる予算 

過疎自治体であっても過疎事業債などによって予算は確保されている。それにより、イン

フラ・生活環境整備は進んでいる。今後、それらに対して莫大な投資を行うべきではないと

いう結果が多い。 

 

② 地域コーディネーターが存在している地域 

コーディネーター自体の課題としては、権限がなく行動を起こしにくいことや、先進的な事

例であることから、経験不足の点などでも課題があると考えられる。地域コーディネーターが

いる地域があることは先進的な事例として考えられるが、活動がそこの地域だけに留まってし

まっていることが多い。また、ヒアリングの回答によると他の地域のコーディネーターとの交

流や情報共有の場が少ないことや給与面での不安定さが挙げられる。 

 

 

第 4 項 その他の先進的事例 

 

一方、上述のコーディネーターには「地域コーディネーター」という名に限らず複数の呼

び名が存在する。その一つに、地域再生マネージャーがある。地域再生マネージャーとは地

域再生に関しての具体的・実務的ノウハウを有する者で、市町村から業務の委託を受け、実

質的継続的に取り組みを行う。具体的には、雲南市におけるブランド化プロジェクトに携わ

っている。そこでは地域の「ブランド」となるものを選出し、住民とプロジェクト参加者た

ちの交流の機会を設けるなどして、雲南市の良さを地域内外の人々に知ってもらい、さらな

る豊かさを創出する役割を果たしている。 

しかし、他にも、産業人材育成コーディネーターや地域教育コーディネーターなど分野ご

とに様々な名称があるため、名称の統一が難しい。その結果、コーディネーターの情報が錯

綜してしまい、自治体がいざ依頼しようとしても、如何なる場合にどのコーディネーターを

選択すべきかを判断することが困難であると考えられる。そこで、名称を統一した上で、情

報を集約し、さらにそれを発信する機関として私たちは「中山間地域研究センター」に着目

した。 

第第第第 2222 節節節節    中山間地域研究センター中山間地域研究センター中山間地域研究センター中山間地域研究センター    

 

第 1 項 機能 

 

島根県には全国初の研究対象を人口減少に悩む中山間地域に絞った総合研究機関があり、そこ

では様々な情報を地域から得て行政に対して政策提言を行っている１１１１。さらには提言された政策

                                                      
１１１１ 中山間地域研究センターHP 
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が押し付けや住民からかけ離れてしまっているものでは意味がないため、専門家だけではなく、

地域住民にも理解を求めている。 

主な取り組みの特徴は「情報」である。Web GSI や「ダス」シリーズのようなネットワークシ

ステムを使い、住民参加型を貫いている。2003 年から社会・経済、農業・畜産・林業、鳥獣対

策に関する研究体制が整えられ、研究・情報・研修の 3 つの拠点機能を併せ持つ複合機関として

活動している１１１１（図表 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 島根県中山間地域研究センター地域研究グループ 「研究成果カタログ」2009 年度版 

 

第 2 項 課題 

 

島根県における中山間地域研究センター（以下、当センター）の存在は先進的な取り組みとし

て評価できると考えられる。特に県の大半が中山間地域である島根県が率先して中山間における

過疎対策に取り組んでいることは他の都道府県においても先進的な事例であるといえる。 

しかし、当センターにおいての問題点は研究に特化しすぎている点であると考えられる。研究

だけでなく、他県との情報共有や中山間地域に向けての情報発信などの取り組みや人材育成など

といった取り組みに対しても積極的な支援を行うべきであると考える。特に、地域コーディネー

ターが存在している地域が県内に 9 つもあることを考えると、それら地域コーディネーターと連

携し、さらにはコーディネーターを集約する拠点機関となるべきであると考える。 

 
 
第 3 項 過疎法の課題 
  

過疎法は第 1 章でも論じたとおり、過去に 4つ法案が施行されている。過去の法律の内容

と背景は以下のようになっている。 

  

「過疎地域対策緊急措置法」（「緊急過疎法」） 

昭和 43 年頃から関係都道府県を中心に、地方公共団体から国に対して過疎対策の早期

確立について強力な要望、陳情活動が行われ、これを踏まえ、政府部内をはじめ国会で

の検討等各方面において過疎対策の立法化が真剣に検討され始めた。 

   

                                                      
１１１１島根県中山間地域研究センター地域研究グループ 「研究成果カタログ」2009年度版より参照 

図表 11 
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昭和 44 年 6 月に議員提案により過疎地域対策特別措置法案が国会に提出される。 

8 月に審議未了で廃案。 

11 月に再度提出されたものの解散により廃案。 

  昭和 45 年 過疎地域対策緊急措置法案がまとめられる。 

        衆議院地方行政委員長提案により国会に提出。 

        全会一致で可決。 

        4 月 24 日に法律第 31号として公布。所轄は自治省。 

  昭和 49 年 国土庁が設置され、同庁の所轄に移動。 

 

１） 法の目的 

現に、人口の減少が進行中の地域に対し、緊急の対策として、生活環境におけるナ

ショナル・ミニマムを確保しつつ、開発可能な地域には産業基盤等を整備すること

により、人口の過度の減少を防ぐと共に、地域社会の崩壊及び市町村財政の破綻を

防止すること。 

２）事業内容 

    過疎地域及び過疎地域を有する都道府県は過疎地域振興計画（前期・後期５カ年ず

つ）を策定する。昭和 45年度から昭和 54 年度までの 10年間で、計画に基づく過

疎対策事業費の総額は計 7 兆 9千億円にのぼり、主に交通通信体系の整備を中心に

事業が進められた。 

３）成果 

公共施設の整備水準が向上。特に市町村道は、改良率が昭和 45 年度末の 9.1％か

ら昭和 54年度末には 21.3％に、舗装率は昭和 45年度末の 2.5％から昭和 54 年度

末には 27.8%に上昇。過疎地域の地理的、自然的に不利な条件を克服。また、地域

住民のコミュニティ活動の拠点となる集会施設も、この時期までに約 80%の過疎地

域市町村において、市町村全体を対象とする中央集会施設が整備されたが、このう

ち約 60%は緊急措置法の制定された昭和 45年度以降に設置されたものである。 

４）法の失効 

    昭和 48 年度の石油危機を経て日本経済が安定成長へその基調を変えたこと、地域

住民の居住条件の改善が見られたこと等により、昭和 50 年代の過疎地域における

人口減少は鈍化の傾向を示した。こうして「最近における人口の急激な減少」に対

処して「人口の過度の減少を防止」することを目的とした緊急措置法は、その目的

をほぼ達成し得たものとして、10 年間の期限を迎え、昭和 55 年 3 月 31 日限りで

失効した。 

 

 

「過疎地域振興特別措置法」（「振興法」） 

昭和 50 年代に入り、人口減少率が鈍化傾向を示してきたが、多くの過疎地域においては

過去の多数かつ長期にわたった人口の流出により、地域社会の機能が低下しつつあり、改

善されてきたとは言っても各種公共施設の整備水準は他地域に比較して依然低位にあり、

住民の就業機会や医療の確保等の面でも決して満足すべき状態とはいえなかった。また、

若年層を中心とした人口流出は高齢化をもたらし始めていた。 

 

昭和５３年 関係地方公共団体から過疎地域に対する特別措置の継続、拡充を求めて要

望、意見書の提出が相次ぐ。  

        第 89 回国会で、衆参両院において過疎地域振興のための特別措置の強化

拡充に関する請願が採択される。 
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  昭和５５年 地方行政委員会の提出する過疎地域振興特別措置法案としてまとめられ

る。 

        3 月 31 日に全会一致で成立、法律第 19 号として即日公布され、翌日から

施行された。 

 

１） 法の目的 

過去における激しい人口減少に起因して地域社会の機能低下や、生活水準、生産機

能が他地域に比較して低位にある状態を改善すること。そして、総合的かつ計画的

な振興施策を積極的に講ずることにより、「これらの地域の振興を図り、もって住

民福祉の向上、雇用の増大及び地域格差の是正に寄与すること」を究極的な目的と

した。 

２） 事業内容 

過疎地域が引き続き抱える課題（財政、行政、金融、税制）のほか過去の人口流出

に起因する高齢化等新たな課題に対処するため、医療確保に関する配慮規定、老人

福祉の増進に関する補助制度の規定、小規模校における教育の充実に関する配慮規

定及び中小企業に対する資金確保の規定が新設された。振興法においても都道府

県、市町村は振興計画を策定して過疎対策事業を推進することとされ、前期・後期

５年ずつの計画に基づいて実施された事業費の総額は交通通信体系の整備及び産

業の振興を中心に 17 兆 4千億円にのぼった。 

３） 成果 

様々な過疎対策（交通通信体系の整備、教育文化施設の整備、生活環境施設の整備、

産業の振興等）の結果、過疎地域市町村の公共施設を中心に整備が進み、例えば市

町村道については、改良率が昭和 54 年度末の 21.3%から平成元年度末の 38,7％へ

と向上し舗装率は昭和 54年度末の 27.8%から平成元年度末の 54.5%へと向上した。 

また、過疎地域市町村が事業を行うに当たっては、過疎債の発行、総合小中学校等

の建設事業に係る国庫補助のかさ上げ等の財政上の特別措置が取られた。特に過疎

債は20年間で 2兆 3087億円が充当され、事業費の総額では4兆 2,755億円に達し、

過疎地域振興計画に下すく市町村事業全体の 30.1%を占めた。一方、国庫補助のか

さ上げにより増額された補助金の総額は 20 年間で 605 億円にのぼり、事業の円滑

な実施に寄与した。 

４） 法の失効 

一定の成果を挙げる中で、振興法自体は平成 2年 3月 31 日限りで 10 年の期限を迎

え失効した。 

 

「過疎地域活性化特別措置法」（｛活性化法｝） 

日本経済が第二次石油ショックを克服し新たな東京一極集中が始まる中で、人口の著しい

減少に伴って地域社会の活力が低下しているといわざるを得ない状況が生じた。また、産

業面での遅れも見られ、公共施設の整備水準も他地域に比較して依然低位にあるものが多

く、財政基盤は脆弱である等の課題を有しており、これらの諸課題全体をいわば「新たな

過疎問題」の発生ととらえることができる。 

 

  昭和６３年 関係地方公共団体から過疎対策の継続、拡充を求めて要望、意見書の提出

が相次いで行われ、国会はじめ関係各方面で検討が進められる。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 26

  平成２年  3 月に過疎地域活性化特別措置法案が衆議院地方行政委員長から国会に

提出され、30 日に全会一致で成立。翌日法律第 15 号として公布され、4

月 1 日から施行された。 

 

１） 法の目的 

基本的には振興法と一緒だが、振興法では地域の「振興を図る」とされていたのに

対し、活性化法では「活性化を図る」とされている。これは従来の過疎対策の成果

と過疎地域の現況を踏まえた場合、新たな過疎対策として、①地域の個性を生かし

て地域の主体性と創意工夫を基軸とした地域づくりを重視する必要があること、②

基礎的な公共施設のみならず、いわゆるソフト事業を含む総合的な地域の発展を重

視し、民間活力をも図る必要があること等を示すため、特に用いられた言葉である。 

２） 事業の概要 

新たな課題に対処するため、過疎債、基幹的市町村道等に係る都道府県代行整備事

業等について拡充が図られ、高齢者生活福祉センター等の整備に係る規定が新設さ

れた。 

活性化法においても、都道府県、市町村が活性化計画を策定して過疎対策事業を推

進することとされ、昭和 45 年以来 30 年間の過疎立法に基づく計画計上の総額は、

累計で約 62 兆円にのぼることとなった。１１１１ 

 

 

以上のように過去の過疎法では従来より、ハード面の支援に対して重きが置かれている傾向に

ある。加えて、課題に対して根本的な解決が図られていないことが挙げられ、未解決なまま次の

法律に持ち越される新しい課題にも取り組んでいる状態にあると考えられる。今後は地域のニー

ズを考慮し、ソフト面の支援が求められている。 

 

                                                      
１１１１総務省 自治行政局過疎対策室 HP 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 27

第4章 政策提言政策提言政策提言政策提言    

 

前章までの議論を踏まえ、ここで私たちの政策提言を述べる。中山間地域の過疎地を活性

化するためには各コーディネーターを集約する機関、ならびに情報や連携機能を活かす体制

を整えることが必要不可欠である。私たちが仮説で論じたとおり、島根県への政策提言とし、

ひいては中山間地域の過疎を抱える自治体のモデルプランとする。 

第第第第 1111 節節節節    島根県への政策提言島根県への政策提言島根県への政策提言島根県への政策提言    
 

□中山間地域研究センターの活性化□中山間地域研究センターの活性化□中山間地域研究センターの活性化□中山間地域研究センターの活性化    

 島根県には第 3 章でも述べたとおり、日本初の中山間地域を専門に研究する県の地域振興

課に内接された研究機関が存在する。現行では研究までに利用が留まっている当センターを

活用し活性化の拠点として機能させる。 

 

１１１１....地方独立行政法人化地方独立行政法人化地方独立行政法人化地方独立行政法人化（図表 12 ③参照） 

 ４章のでも論じた通り、現行の地域コーディネーターは各自治体で権限や給与が異なって

いる。それにより１つの職業として成り立ちにくい現状がある。それを改善するために当セ

ンターを地方独立法人化しそこに地域のコーディネーターを集約させる。 

地方独立行政法人とは地方独立行政法人法に規定される「住民の生活、地域社会及び地域

経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及

び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、

民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が

認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところによ

り地方公共団体が設立する法人」とされている。現状では研究機関、公立大学や県立病院な

どが主に適応されているが、これを当センターに適応させる。地方独立行政法人を設立する

際は、地方独立行政法人法（以下同法）７条における『地方公共団体は、その議会の議決を

経て定款を定め、都道府県（都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下こ

の条において同じ。）又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場

合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならな

い』と規定されている。これに伴い、地方独立行政法人として設立させる。それによって当

センターにコーディネーターを所属させ、職員とすることで所得を保障する。これによって、

１つの職業としてコーディネーターを定義することができ、地域の課題に積極的に取り組む

人材を輩出することが可能となる。 

加えて、内部に人材評価機関や人材教育機関を設けることで給与制度を適切に配分するこ

とが可能になり、各世代の人が参加することができる。また、近年明らかになったように、

独立行政法人は基金などの不透明な部分が多い。その点に関しては同法第１１条に以下のこ

とが示されている。『設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、執行
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機関の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」）を置く』と定

められている。また、中には細かな規定として、 

『『『『２２２２     評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一一一一     地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。  

二二二二     その他この法律又は条例によりその権限に属させられた事項を処理すること。  

３３３３     前項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員

会に関し必要な事項については、条例で定める』となっている。 

これを踏まえ、地方独立行政法人評価委員会を設立し、事業内容の評価などを県や住民が

協働のチェック機関を設けることで事業の履行を円滑に行えるようになると考えられる。具

体的には委員に NPO などの市民組織や地域住民、県などが加わることが必要になると考えら

れる。 

 

２２２２....人材バンクシステム人材バンクシステム人材バンクシステム人材バンクシステム（図表 12 ②参照） 

 島根県には地域マネージャーだけでなく、人材育成コーディネーター、産業人材育成コー

ディネーターといった様々な人材育成に取り組む人々が活躍している。しかし、第 3章でも

論じたとおり、様々なコーディネーターが状況では自治体や住民にとってサービスを正しく

選択するのが難しいことが懸念される。それに伴い、地域で抱えている問題を適切な人材が

解決していくのは難しい。それを踏まえ、当センターに人材バンクすなわちコーディネータ

ーの情報を一つのものに集約させる機能を設ける。具体的には県内にいるコーディネーター

を登録し、地域や各自治体の問題を当センターが分析、研究し専門分野の人材を派遣する。

そして派遣先の地域や自治体と連動して問題に対処する。このように地域で起きた問題を既

存の研究セクションで理論化し、コーディネーターが地域、自治体と協働することで迅速に

様々な問題に対処することができると考える。 

 

 

３３３３.SNS.SNS.SNS.SNS の活用の活用の活用の活用（図表 12 ③参照） 

SNS とは『Social Networking Service』の略語で社会的ネットワークをインターネット

上で構築するサービスである。ソーシャル・ネットワーキング・サービスの主目的は、人と

人とのコミュニケーションにある。友人・知人間のコミュニケーションを促進する手段や場、

あるいは趣味や嗜好、居住地域、出身校、「友人の友人」といった自身と直接関係のない他

人との繋がりを通じて新たな人間関係を構築する場を提供している。１１１１日本では mixi など

のアプリケーションが有名だがこの機能を利用し、地域住民や行政、地域コーディネーター

との間で問題や解決方法を様々な意見を通し、構築していくことができると考えられる。島

根県ならびに中山間地域はインターネット回線などの情報インフラが比較的整備されてい

る（全国：98.3％、過疎関係市町村：94.2％）２２２２。加えて、島根県では ICT（Information and 

Communications Technology）を用いた支援も積極的に行われている３３３３。特にテレビ電話を

用いた在宅医療支援や生活支援など自治体レベルでのプロジェクトが進行している。この方

式を取り入れ、パソコンや携帯電話などの端末を用いてシステムを作る。これによって、電

子上で気軽に意思疎通を図ることが可能になり、従来の住民と行政との壁を取り払うことも

期待される。 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ ＩＴ用語辞典 e-Words 「SNS」http://e-words.jp/w/SNS.html 
２２２２過疎対策の現況 p.9 総務省自治行政局過疎対策室 2008/9 
３３３３島根県の過疎対策の取組状況 島根県地域振興部 2009/2/25  
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①地方独立行政法人

中山間地域研究センター

人材人材人材人材
バンクバンクバンクバンク

②②②②

主要機能

教育教育教育教育 研究研究研究研究 情報情報情報情報

各自治体各自治体各自治体各自治体
各大学・各大学・各大学・各大学・
NPO・企・企・企・企
業・地域業・地域業・地域業・地域

島根県島根県島根県島根県③SNS ③SNS

③SNS

人材人材人材人材 人材人材人材人材

人材・情報人材・情報人材・情報人材・情報
要望要望要望要望 要望要望要望要望

資金・監査資金・監査資金・監査資金・監査情報・要望情報・要望情報・要望情報・要望
評価委員会評価委員会評価委員会評価委員会
への参加への参加への参加への参加

評価委員会評価委員会評価委員会評価委員会
への参加への参加への参加への参加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．総合的視点４．総合的視点４．総合的視点４．総合的視点    

 以上を踏まえ、上記の３つを組み合わせることで地域に必要な人材を適切に配置し、地域、

自治体、住民など様々なアクターが問題を共に解決していくことが可能になると考える。 

また、図表 11にもあるように既存の自治体としての地域を育てるのは人ということを意

識し、専門集団としてのコーディネーターを育て、彼らが動きやすい体制を構築することで

住民が地域の課題を検討・解決していける体制が構築できると考える。 

 

 

 

第２節第２節第２節第２節    日本政府への政策提言日本政府への政策提言日本政府への政策提言日本政府への政策提言    
    
□新過疎法にむけて□新過疎法にむけて□新過疎法にむけて□新過疎法にむけて    

冒頭で論じたとおり、現行の過疎法は来年 2010 年をもって失効となる。また、現状ではイ

ンフラ整備など交通や通信整備に対して過疎対策事業債が主に使われていることもあり、私

たちが重要視している人材育成などの分野に予算が導入されているというには言い難い。第

3 章で論じたとおりその原因には過疎法における過疎債の位置付けを変える必要がある。現

行の過疎法では以下のように規定されている。 

 

（過疎地域自立促進のための地方債）  

第十二条第十二条第十二条第十二条  過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光

若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次

に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法 （昭和二

図表 12 
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十三年法律第百九号）第五条 各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債を

もってその財源とすることができる。  

一一一一     交通の確保又は産業の振興を図るために必要な政令で定める市町村道（融雪施設そ

の他の道路の附属物を含む。）、農道、林道及び漁港関連道  

二二二二     漁港及び港湾  

三三三三     地場産業の振興に資する施設で政令で定めるもの  

四四四四     観光又はレクリエーションに関する施設  

五五五五     電気通信に関する施設  

六六六六     下水処理のための施設  

七七七七     公民館その他の集会施設  

八八八八     消防施設  

九九九九     高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設  

十十十十     保育所及び児童館  

十一十一十一十一     診療施設（巡回診療車及び巡回診療船並びに患者輸送車及び患者輸送艇を含む。）  

十二十二十二十二     公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は

必要となった校舎、屋内運動場及び寄宿舎並びに公立の小学校又は中学校を適正な規模にす

るための統合に伴い必要となった教員又は職員のための住宅及び児童又は生徒の通学を容

易にするための自動車又は渡船施設  

十三十三十三十三     地域文化の振興等を図るための施設  

十四十四十四十四     集落の整備のための政令で定める用地及び住宅  

十五十五十五十五     前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設  

２２２２     市町村計画に基づいて行う前項に規定する出資又は施設の整備につき過疎地域の市

町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債（当該地方債を財源として設置し

た施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるもの

を除く。）で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法 の定

めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額

に算入するものとする１１１１。  

 

このように規定で使用用途が施設などのハード的な部分を重点的に補うことになってお

り、私たちが重視する人材育成などのソフト支援は難しいことが考えられる。それを踏まえ

ると過疎法第１２条を改正し、ソフト支援に対して過疎対策事業債を適用し今後、新たに過

疎法を導入する場合には人材育成部門に対して予算を執行することが必要だと考える。加え

て、第 1 章のデータでも用いたとおり住民のニーズが多い医療・福祉・人材育成といった分

野に対しても同様のことが言える。以上の様に新過疎法に対しては住民視点に立った内容を

盛り込む必要がある。 

                                                      
１１１１ 過疎地域自立促進特別措置法 条項 
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第5章 おわりにおわりにおわりにおわりに    

本論を通して、我々は中山間地域の過疎対策として地域コーディネーターの必要性や人材

が活動しやすい体制を整えることを訴えてきた。コーディネーターなど人材を活かすことは

現段階では試行錯誤の部分が大きい。ヒアリング段階ではまだ、成果が出ていない事例もあ

る。しかし、NPOなどの市民の力が今後さらに大きくなることは明らかであり、様々なアク

ターを巻き込む人材の必要性は今後、ますます高まることだろう。本論の政策提言が過疎地

域におけるモデルプランとなり、地域住民が自らの問題を様々なアクターと協働して解決す

ることが促進されることを切に願う。 

 

最後になりましたが、ご協力してくださった皆様に厚く御礼申し上げます。 

世界平和研究所世界平和研究所世界平和研究所世界平和研究所    研究員研究員研究員研究員・小黒 一正 様 

明治大学商学部講師明治大学商学部講師明治大学商学部講師明治大学商学部講師・溜川 健一 様 

経経経経済産業研究所研究員済産業研究所研究員済産業研究所研究員済産業研究所研究員・中田 大吾 様 

慶応義塾大学教授慶応義塾大学教授慶応義塾大学教授慶応義塾大学教授・麻生 良文 様 

日本経済研究センター日本経済研究センター日本経済研究センター日本経済研究センター・猿山 純夫 様 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 32

先行論文・参考文献・データ出典先行論文・参考文献・データ出典先行論文・参考文献・データ出典先行論文・参考文献・データ出典    

《先行論文》《先行論文》《先行論文》《先行論文》    

小田切徳美(2008)「農山村振興政策の新展開」『Governance』9 月号、p.22-25 

信金中央金庫総合研究所(2006)「地方財政の仕組みと市町村の財政健全度～三位一体改革の 

下で、財政健全度の向上が喫緊の課題に～」『内外経済・金融動向』NO.17-12 

《参考文献》《参考文献》《参考文献》《参考文献》    

朝日新聞大阪本社編集局「地方は」取材班(2008)『今、地方で何が起こっているのか～ 

崩壊と再生の現場から～』公人の友者 

島根県中山間地域研究センター地域研究グループ(2009)「研究成果カタログ」2009 年度版 

 

《データ出典》《データ出典》《データ出典》《データ出典》    

島根県庁 HP http://www.pref.shimane.lg.jp/最終アクセス日 2009.11.4 

島根県各市町村 HP (安来市、海士町、飯南町、出雲市、雲南市、邑南町、大田市、隠岐の

島町、奥出雲町、川本町、古賀町、江津市、知夫村、津和野町、西ノ

島町、浜田市、斐川町、東出雲町、益田市、松江市、三郷町) 

/同 2009.11.4 

※上記島根県各市町村のホームページのアドレスは紙幅の関係上省略させていただきます。 

株式会社いろどり HP   http://www.irodori.co.jp/同 2009.11.4 

みずほ地域経済インサイト～徳島県の地域政策事例～ みずほ総合研究所/同 2009.11.4 

総務省自治行政局過疎対策室 HP/同 2009.11.4 

「島根県の財政健全化への取組」 島根県庁 HP  

「県財政の健全化のための提言」 同上 


