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平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年度度度度    市町村職員道外先進事例研修市町村職員道外先進事例研修市町村職員道外先進事例研修市町村職員道外先進事例研修のののの概要概要概要概要    

    

１１１１    目目目目    的的的的    

道外市町村等における先進事例を、現地の関係職員等との情報交換等を通じて学ぶ実施研修を行

うことで、地方分権時代を担う市町村職員の資質の向上や人材の育成を図り、個性豊かな地域づく

りの推進に資することを目的とする。 

    

２２２２    日日日日    程程程程    

平成２８年１１月１５日（火）～１１月１８日（金） ４日間  

 

平成平成平成平成 28282828 年度市町村職員道外先進事例研修年度市町村職員道外先進事例研修年度市町村職員道外先進事例研修年度市町村職員道外先進事例研修    行程行程行程行程    
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３３３３    研修先及研修先及研修先及研修先及びびびび研修研修研修研修テーマテーマテーマテーマ    

    

    研修研修研修研修１１１１    三重県三重県三重県三重県大紀町大紀町大紀町大紀町（（（（たいきちょう）たいきちょう）たいきちょう）たいきちょう）    

     (1)(1)(1)(1)    テーマテーマテーマテーマ 「南海トラフ巨大地震を想定した津波防災の取組」 

  (2)(2)(2)(2)    日日日日    時時時時 平成２８年１１月１６日（水） ９：３０～１１：３０ 

  (3)(3)(3)(3)    場場場場    所所所所 ◆座学：大紀町錦支所２階ホール（錦７３６番地７） 

        ◆現地見学：第１錦タワー（錦３５４－１）及び第２錦タワー（錦９１５－９） 

  (4)(4)(4)(4)    講師等講師等講師等講師等 大紀町錦支所長兼水産課長 坂口浩一朗氏 

        大紀町防災安全課長    服部  克氏 

        大紀町防災安全課係長   玉木 謙治氏 

        大紀町防災安全課係長   谷口  和氏 

  (5)(5)(5)(5)    研修先研修先研修先研修先のののの概要概要概要概要    

            アアアア    人人人人    口口口口    

                    ９,０９５人 ４,１９４世帯（平成２９年１月末現在：住民基本台帳人口） 

   イイイイ    町町町町のののの概要概要概要概要    

                    大紀町は三重県の中南部に位置し、平成１７年２月１４日に旧大宮町、旧紀勢町、旧大内山

村が合併して発足した。東部及び南部は紀伊山脈の分水嶺を境として、東部は度会町、南は南

伊勢町、紀北町に接し、西部及び北部は大台町と隣接している。町域は東西約２４.８㌔、南

北約２６.３㌔で、総面積２３３.３２平方㌔のうち９割を山林が占め、農用地は約３.５％、

宅地が０.９％となっている。地形は全般に急峻で、町内を流れる一級河川の宮川、大内山川、

藤川沿いに民家と耕地が散在する農山村部と、狭い土地に民家が集中する沿岸部からなる典

型的な農山漁村地域である。地域の基幹産業は、県内特産の松阪牛の生産や酪農、タイ・ハマ

チ・ヒラメ等の養殖漁業等が盛んに行われている。町内の気象は温暖だが、県内他地域と比較

して降水量が多く、山間部と海岸部では地勢による違いがみられる。梅雨時期や夏から秋にか

けての台風シーズンには、集中豪雨に見舞われることも多い。 

   ウウウウ    取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

                ((((ｱｱｱｱ))))    目目目目    的的的的    

                        太平洋に面する大紀町錦地区（人口約２,０００人）で、昭和 19年 12 月７日の東南海地

震で 64人が死亡する等、甚大な被害を受けた歴史がある。平成 23年の東日本大震災発生

以降は、東海～九州沖に連なる、南海トラフを想定震源とする、最大マグニチュード９級

とされる巨大地震の発生が懸念されている。東日本大震災の発生を受けて、国が新たに公

表した新たな津波浸水想定では、大紀町の平均津波高は１３㍍、最大津波高が１６㍍と、

従来から想定していた８㍍の津波想定を大幅に上回るものとなり、従来の防災計画や津波

避難対策の大幅な強化が必要となった。  

                ((((ｲｲｲｲ))))    内内内内    容容容容    

      町は東南海地震発生の日に当たる１２月７日を「大紀町防災の日」と定め、町内全域を

対象とした避難訓練を実施する等、防災意識の普及に努めている。また、夜間津波避難訓

練を実施し、昼間とは異なる避難状況を体験する取組も行っている。 

      平成１０年には、南海トラフ巨大地震の発生を想定して、錦地区に鉄筋コンクリート造

の津波避難タワーを整備。東日本大震災後の平成２４年には第２タワーを建設。いずれも、

５～８階建ての強固な鉄筋コンクリート造で、高齢者の避難を考慮して、らせん状の階段

を備え、防災倉庫、避難室、非常用発電機等があり、平時は防災訓練等の拠点としても活

用している。錦地区では「地震発生後５分以内で安全に避難できる高台（海抜約２０㍍地

点）の確保」を目標として、現在までに３１カ所の津波避難所を整備した。 
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    研修研修研修研修２２２２    三重三重三重三重県県県県松阪市松阪市松阪市松阪市（（（（まつさかし）まつさかし）まつさかし）まつさかし）    

  (1)(1)(1)(1)    テーマテーマテーマテーマ 「住民協議会による地域主体のまちづくり」 

  (2)(2)(2)(2)    日日日日    時時時時 平成２８年１１月１６日（水） １３：２８～１６：００ 

  (3)(3)(3)(3)    場場場場    所所所所 ◆座学：松阪市役所５階正庁（殿町１３４０番１） 

        ◆現地見学：松阪市第一公民館（殿町１３１０−２） 他 

  (4)(4)(4)(4)    講師講師講師講師等等等等 松阪市経営企画部地域づくり応援室 地域づくり推進担当監 髙木 達彦氏 

        松阪市経営企画部地域づくり応援室 室長：伊藤 由里氏 主査：岡田 悦子氏 

  (5)(5)(5)(5)    研修先研修先研修先研修先のののの概要概要概要概要    

            アアアア    人人人人    口口口口    

                    １６６,４９１人 ７２,５０１世帯（平成２９年２月１日現在：住民基本台帳人口） 

            イイイイ    市市市市のののの概要概要概要概要    

                    平成１７年１月１日、松阪市、嬉野町、三雲町、飯南町、飯高町の１市４町が合併し、新た

に松阪市として発足した。なお、以前には「まつさか」「まつざか」と二通りの呼び方があっ

たが、合併を契機として、呼称を「まつさか」に統一した。 

     三重県の中央に位置し、南三重地域の中心都市の役割を担っている。市域の東は伊勢湾、西

は台高山脈と高見山地を境に奈良県に接し、南は多気郡、北は雲出川を隔てて津市に接する。

市域は西部が台高山脈、高見山地、紀伊山地からなる山岳地帯、中央部は丘陵地、東部には伊

勢平野が広がり、北部を雲出川、南部を櫛田川が流れる。面積は東西５０㌔、南北３７㌔と東

西に長く延び、総面積は６２３.６６平方㌔で、県全体の約１０.８％を占める。 

     人口は約１６万７,０００人で、県全体の９.１％を占める。市の総人口は平成１７年にピー

ク（１６８,９７３人）を迎え、その後は減少に転じており、２０６０年には約１０８,０００

人まで減少すると予測されている。現在の世帯数は約７万２,０００世帯に上るが、昭和５０

年の３９,８５８世帯と比較すると約１.６倍に増加する等、核家族化の進行が顕著である。高

齢化率は、昭和５０年の１０.８％に対して、平成２７年には２８.１％に増加。２０４０年以

降は４割弱で推移すると予測されており、中長期的な人口減少や高齢化を見据えたまちづく

りが必要とされている。 

   ウウウウ    取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

    ((((ｱｱｱｱ))))    目目目目    的的的的    

                        少子高齢化、核家族化、地域の人材不足等を背景に、新たな「地域マネジメント」の仕

組みを構築し、都市内分権と住民自治の拡充を進め、地域住民が自ら理想とする地域を実

現するため、市内各地区に「住民協議会」を設立し、地域における自己決定・自己責任を

実現することを目指している。 

    ((((ｲｲｲｲ))))    取組内容取組内容取組内容取組内容    

      平成１６年３月に「松阪市地域マネジメント構築検討審議会」の答申を受け、分権型社

会に対応できる自立的な地域社会の実現のために、「住民自治の拡充」と「都市（地域）内

分権」の考え方を織り込んだ、地域マネジメントシステムの構築を進めている。 

      「住民自治の拡充」を推進するため、おおむね小学校区（地区公民館）を単位とした住

民協議会を設立し、地域で実施可能なものをこの協議会に委ね、地域の自己決定・自己責

任を実現することを目指す。「都市（地域）内分権」は、市内を複数のエリアに分割し、新

たに地域に関わる権限と予算を持つ地域振興拠点を設置し、住民協議会とともに地域課題

の解決を図るもので、両システムが機能することで、地域の望む地域づくりが実現できる

としている。住民協議会の設立時には、市が活動支援交付金を交付。平成１８～２３年度

まで小学校区単位の協議会が市内４３の全地区に設立された。 
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    研修研修研修研修３３３３    三重県三重県三重県三重県鳥羽市（鳥羽市（鳥羽市（鳥羽市（とばし）とばし）とばし）とばし）    

  (1)(1)(1)(1)    テーマテーマテーマテーマ 「環境・産業・観光が共生するエコツアーの取組」 

  (2)(2)(2)(2)    日日日日    時時時時 平成２８年１１月１７日（木）０９：２５～１７：５０ 

  (3(3(3(3) ) ) ) 場場場場    所所所所 ◆現地見学：鳥羽市相差地区（海女文化を中心とするエコツアー体験） 

        ◆座学：海島遊民くらぶ事務所（鳥羽１丁目４－５３） 

  (4)(4)(4)(4)    講師講師講師講師等等等等 鳥羽エコツーリズム推進協議会会長 海島遊民くらぶ代表 江崎 貴久 

        (5)(5)(5)(5)    研修先研修先研修先研修先のののの概要概要概要概要    

            アアアア    人人人人    口口口口    

                    １９,６３９人 ８,４７２世帯（平成２９年１月末現在：住民基本台帳人口） 

            イイイイ    市市市市のののの概要概要概要概要    

     鳥羽市は三重県の東端部、志摩半島の北方向にあり、伊勢湾と太平洋・熊野灘に面する。全

域が半島振興地域、一部が離島振興地域の指定を受けている。人口は昭和２９～４０年頃の３

万人超がピークに漸減傾向にある。市域は神島・答志島・菅島・坂手島の４つの有人離島をは

じめとする離島部と半島部から構成され、東端の神島は、三重県最東部に位置する。沿岸部は

リアス式海岸で、古くから好漁場として知られる。面積は１０７.９２平方㌔で、７０％以上

を森林が占め、多くが急峻な山地である。 

     基幹産業である漁業は、古くからの伝統漁法が継承され、海女（あま）や一本釣りなどの沿

岸漁業が中心となっている。また、内湾部では黒ノリやカキなどの養殖も行われている。経営

体の大半は個人経営であり、魚価や消費の低迷により経営環境は悪化している。後継者不足や

漁業者の高齢化等の課題も抱えている。観光業は昭和２１年に「伊勢志摩国立公園」の指定を

受けて以降、国内有数の観光地として順調に発展を遂げてきた。昭和５２年には「国際観光文

化都市」に指定され、伊勢志摩地域の観光拠点として発展を続けてきた、宿泊施設は２万人規

模の収容能力を有し、平成１１年には５１５万人の観光客を受け入れた。しかし、近年の景気

の低迷や周辺地域での新たな観光開発、個人志向の高まり等、旅行客のニーズ変化に伴い、観

光客数は減少傾向にあることが課題となっている。 

            ウウウウ    取組内容等取組内容等取組内容等取組内容等    

                ((((ｱｱｱｱ))))    目目目目    的的的的    

                        基幹産業である水産業の振興や漁場環境の保全と、観光業との共生を図りながら、体験

型観光や着地型観光の充実・強化を図る組織づくりや人材育成の推進を目指している。 

                ((((ｲｲｲｲ))))    取組内容取組内容取組内容取組内容    

      平成２２年に鳥羽市エコツーリズム推進協議会が設立され、行政、観光事業者、漁業者、

地域住民等が一体となり、ガイドツアー商品の整備、ツアー客の受け入れに向けた機運の

醸成、漁業関係者や商店主などを中心とする地元ガイドの人材育成を進めている。 

      市内の老舗旅館・海月で女将を務める江崎貴久氏は、平成１２年に参加型・体験型のエ

コツアー等を企画する有限会社オズを有志とともに設立。平成２２年に鳥羽エコツーリズ

ム推進協議会を設立し、自ら会長に就任した。同協議会は、市観光課に事務局を置き、漁

港や農協、商工会議所、商店会、旅館組合などの参画を得て「オール鳥羽」の運営体制や

人材育成の基盤を構築。水産業を支える自然環境の保全を重視し、森林の除間伐等の環境

整備を進め、漁場環境の保全に向けた意識の情勢を図っている。未利用の水産資源をエコ

ツアーや市内の飲食店で活用する取組も進めている。こうした活動が評価され、平成２６

年には「エコツーリズム大賞特別賞」（環境省及び日本エコツーリズム協会の共催）を受賞

する等、産業と観光業の共生に向けた取組が全国的に注目されている。 
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区分 氏名 市町村名 所属・職名

団長 三 上 和 已 北海道市町村振興協会 事業推進担当参事

笹 木 学 赤平市 商工労政観光課　係長

大 脇 英 俊 南幌町 保健福祉課・福祉障がいグループ　主査

福 井 麻 琴 由仁町 総務課庶務・財政担当　主事

市 村 智 継 長沼町 町立長沼病院事務局総務係　係長

一 瀬 慎 太 郎 新十津川町 総務課財務・情報グループ　主査

小 川 和 宏 雨竜町 教育委員会教育課教育グループ　主任主査

番 田 桂 子 北竜町 住民課戸籍年金係　係長

小 倉 司 島牧村 総務課総務係　係長

齊 藤 徹 ニセコ町 商工観光課観光戦略推進係　係長

大 垣 貴 弘 厚真町 総務課税務グループ　主査

千 葉 奨 新冠町 総務課総務グループ財政係兼防災係　主任主事

戸 島 隆 喜 鷹栖町 総務企画課総務係　係長

宮 原 健 太 東神楽町 教育推進課　主査

渡 辺 新 津別町 産業振興課林政・再生可能エネルギー推進グループ　主査

卜 部 恵 司 訓子府町 町民課環境衛生係　係長

北 林 孝 之 湧別町 まちづくり推進課町民活動係　係長

木 村 憲 滝上町 農政課農政係　係長

角 田 淳 二 士幌町 町民課税務収納グループ　担当主査

田 﨑 清 克 厚岸町 総務課長補佐兼広報情報係長

浦 部 裕 美 子 別海町 教育委員会学務課学校教育・適正化等担当　主事

佐　藤　裕　希 北海道市町村振興協会 事業推進担当主査（東神楽町派遣）

松　浦　　　純 北海道市町村振興協会 事業推進担当主査

団員

事務局

平成28年度 市町村職員道外先進事例研修 参加者名簿平成28年度 市町村職員道外先進事例研修 参加者名簿平成28年度 市町村職員道外先進事例研修 参加者名簿平成28年度 市町村職員道外先進事例研修 参加者名簿

合計２３名（男性２０名・女性３名）合計２３名（男性２０名・女性３名）合計２３名（男性２０名・女性３名）合計２３名（男性２０名・女性３名）
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 研 修 レ ポ ー ト  
 

 

 

１班 三 重 県 大 紀 町 

２班 三 重 県 松 阪 市 

３班 三 重 県 鳥 羽 市 
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班 氏　名 市町村名 所属 職名 備考

大脇 英俊 　南幌町 保健福祉課・福祉障がいグループ 主査

福井 麻琴 由仁町 総務課庶務・財政担当 主事

一瀬慎太郎 新十津川町 総務課財務・情報グループ 主査

小 倉 司 島牧村 総務課総務係 係長

千 葉 奨 新冠町 総務課総務グループ財政係兼防災係 主任主事

角田 淳二 士幌町 町民課税務収納グループ 担当主査

田﨑 清克 厚岸町 総務課
総務課長補佐兼

広報情報係長
班長班長班長班長

笹 木 学 赤平市 商工労政観光課 係長

小川 和宏 雨竜町 教育委員会教育課教育グループ 主任主査

番田 桂子 北竜町 住民課戸籍年金係 係長

大垣 貴弘 厚真町 総務課税務グループ 主査

宮原 健太 東神楽町 教育推進課 主査

卜部 恵司 訓子府町 町民課環境衛生係 係長

北林 孝之 湧別町 まちづくり推進課町民活動係 係長 班長班長班長班長

市村 智継 長沼町 町立長沼病院事務局総務係 係長

齊 藤 徹 ニセコ町 商工観光課観光戦略推進係 係長

戸島 隆喜 鷹栖町 総務企画課総務係 係長

渡 辺 新 津別町
産業振興課林政・再生可能エネルギー推進

グループ
主査

木 村 憲 滝上町 農政課農政係 係長 班長班長班長班長

浦部裕美子 別海町 教育委員会学務課学校教育・適正化等担当 主事

平成28年度市町村職員道外先進事例研修 研修平成28年度市町村職員道外先進事例研修 研修平成28年度市町村職員道外先進事例研修 研修平成28年度市町村職員道外先進事例研修 研修レポートレポートレポートレポート担当担当担当担当

１班１班１班１班

７名

レポート担当

【大紀町】

２班２班２班２班

７名

レポート担当

【松阪市】

３班３班３班３班

６名

レポート担当

【鳥羽市】

 
※研修レポートは※研修レポートは※研修レポートは※研修レポートは、３、３、３、３つの研修つの研修つの研修つの研修先先先先の中から担当テーマと分担を決めて執筆しています。の中から担当テーマと分担を決めて執筆しています。の中から担当テーマと分担を決めて執筆しています。の中から担当テーマと分担を決めて執筆しています。    
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    研修研修研修研修１１１１        
 

 

南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震をををを想定想定想定想定したしたしたした津波防災津波防災津波防災津波防災のののの取組取組取組取組    

――――三重県大紀町三重県大紀町三重県大紀町三重県大紀町のののの事例事例事例事例からからからから――――    

 

                     大脇 英俊 南幌町保健福祉課福祉障がいグループ 

                     福井 麻琴 由仁町総務課庶務・財政担当 

                     一瀬慎太郎 新十津川町総務課財政・情報グループ 

                     小倉  司 島牧村総務課総務係 

                     千葉  奨 新冠町総務課総務グループ 

                     角田 淳二 士幌町町民課税務収納グループ 

                     田﨑 清克 厚岸町総務課 

 

１１１１    大紀町大紀町大紀町大紀町のののの概要概要概要概要    

  大紀町は三重県の中南部に位置し、平成１７年２月１４日に地勢、産業、生活文化、購買動向等

の日常や広域行政の取組などの共通点を有する旧大宮町、旧紀勢町、旧大内山村の２町１村が合併

して発足した。東部及び南部は紀伊山脈の分水嶺を境として東部は度会町、南は南伊勢町、紀北町

に接し、西部及び北部は大台町と隣接している。 

  東西約２４.８㌔、南北約２６.３㌔で総面積２３３.３２平方㌔のうち約９１％を山林が占め、農

用地は約３.５％、宅地は０.９％となっている。地形は全般に急峻で、町内を流れる一級河川の宮川、

大内山川、藤川沿いに民家と耕地が散在する農山村

部と、狭い土地に民家が集中する沿岸部からなる典

型的な農山漁村地域である。       

  比較的温暖な気候ではあるが、三重県内の他の地                     

域と比べても降水量が多く、山間部と海岸部では地

勢による違いがみられる。特に梅雨時期や８～１０

月の台風シーズン、秋雨時期に多量の降水量があ

り、停滞前線等の影響を受けやすい地域である。 

  昭和５５年の国勢調査では、旧３町村合わせて 

１,１４４人あった人口も毎年約１％ずつ減少し、平

成２２年の国勢調査では９,８４６人まで減少して

おり、平成２８年８月末現在では人口９,１７６人

４,２０６世帯となっている。 

  漁業、畜産業、林業、農業の一次産業が盛んな海

と山の幸に恵まれた町であり、町内には伊勢神宮別

宮の「瀧原宮」が鎮座し、全国でも有名な松坂肉七

保牛の生産地である。また、沿岸部は熊野灘に面し

たリアス式海岸で豊かな漁場に恵まれ、ブリ定置網

漁は県内有数の水揚げ量があり、タイ・ハマチ・ヒ 

ラメ等の養殖漁業も盛んに行われている。 

図図図図１１１１    三重県大紀町三重県大紀町三重県大紀町三重県大紀町のののの位置位置位置位置    
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２２２２    大紀町大紀町大紀町大紀町におけるにおけるにおけるにおける防災対策防災対策防災対策防災対策    

        大紀町において唯一沿岸部に位置する錦地

区においては、昭和１９年１２月に発生した東

南海地震の大津波により６４人もの人命を失

い、多くの家屋等に甚大な被害をもたらした。 

  平成２４年度に国の中央防災会議から発表

された、南海トラフを震源とする巨大地震によ

る新たな津波浸水想定では、平均津波高１３

㍍、最大津波高１６㍍という、これまでの想定

津波高８ｍを大幅に超える予測が示された。 

  このことから「いつ起こってもおかしくな                        

い」とされる大地震に備え、その惨禍を教訓と

して、住民一人ひとりの防災意識を高め、平和な住民生活を確保することを目的に、毎年１２月７

日を「大紀町防災の日」と定め、町内全域を対象とした避難訓練を実施するほか、各種ハード整備・

ソフト事業を実施し、安心・安全な災害に強いまちづくりを進めている。 

 

 （（（（1111））））    大紀町防災町民会議大紀町防災町民会議大紀町防災町民会議大紀町防災町民会議のののの設置設置設置設置    

    「人の命は何よりも大事 一人の犠牲者も出さない」ことを目標として「大紀町防災町民会

議」を組織し、防災対策事業の計画作成及び各種事業を実施している。この組織は町長を本部

長として、町内全地区の区長会、婦人会、各小中学校、漁協関係者、消防団員、建設業者等の

各種団体の代表者などで構成され、緊急性を要する災害時においても即時に対応できる実効性

のある組織構成となっている。 

 

 （（（（2222））））    錦錦錦錦タワーのタワーのタワーのタワーの整備整備整備整備    

                大紀町で唯一沿岸部に位置する錦地区には、約

２,０００人が居住している。錦地区では、津波か

らの緊急避難対策として「地震発生後５分以内で

安全に避難できる高台（海抜２０ｍ地点）の確保」

を目指し、３１カ所の津波避難所を整備してい

る。このうち、平成１０年度に完成した緊急津波

避難塔「錦タワー」は、津波発生時の緊急避難所

としてだけでなく「災害は忘れたときにやってく

る」のことわざ通り、自然の凄さ、災害の怖さを

風化させることがないよう、防災のシンボル塔と

して、また、防災活動の拠点として整備したもの

で、鉄筋コンクリート造５階建てで、大津波によ

る漂流物等の衝突時の衝撃を緩和できるよう円

柱状の形状をしている。          

    各階は、１階が公衆トイレと消防倉庫、２階は

地域住民が使用できる集会室、３階は防災資料

館、４階と５階が避難所になっており、最上階の 

５階で海抜２０㍍２０の高さとなっている。 

    また、停電時には、最上階に備付けの発電機により、非常用電源を確保することができるほ

か、各種防災用備品も備えている。 

図図図図３３３３    大紀町の「錦タワー」大紀町の「錦タワー」大紀町の「錦タワー」大紀町の「錦タワー」    

図図図図２２２２    大紀町大紀町大紀町大紀町錦支所錦支所錦支所錦支所から見た市街地から見た市街地から見た市街地から見た市街地    
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 （（（（3333））））    第第第第２２２２錦錦錦錦タワーのタワーのタワーのタワーの整備整備整備整備    

    平成２４年度に建設された「第２錦タワー」は、

魚市場の近くに位置し、津波が最も早く到達する地

区に整備されている。この地区は山裾の高台にある

津波避難所へは遠く、大地震により家屋が倒壊し避

難路が寸断された場合に、迅速に避難できるよう建

設された。 

    構造は鉄筋コンクリート造一部鉄骨造８階建て

で、１階は消防用倉庫、２階は台風や大雨時などの

避難室、６階と７階は津波時の避難室、最上階の８

階で海抜２３㍍８０㌢の高さとなっている。なお、

「錦タワー」と同様に、非常用電源や防災用備品を

備えている。 

    東日本大震災の発生を受け、南海トラフ巨大地震

に伴う大津波の想定が浸水深ＴＰ（東京湾平均海

面）２３.８㍍に見直されたことに伴い新たに整備

した。船舶等の衝突から防護する設計で、基礎には

鋼管杭を用いており、巨大な津波の力に耐えること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【【【【第第第第１１１１錦タワー整備概要】錦タワー整備概要】錦タワー整備概要】錦タワー整備概要】    

①整備年度：平成９・１０年度 

②施設概要：鉄筋コンクリート造５階建 総面積３１９.４７㎡ 

・１階：消防倉庫、便所（男性・女性・障害者用） 

・２階：集会所（２４畳＋フローリング） 

・３階：防災資料館 

・４階：避難所（救護室） 

・５階：避難所スペース（展望所） 

・収容可能人員：約５００人 

③事業費：約１億３千９百万円（財源：過疎債、県補助） 

【第２錦タワー整備概要】【第２錦タワー整備概要】【第２錦タワー整備概要】【第２錦タワー整備概要】    

        ①整備年度：平成２４年度 

  ②施設概要：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造８階建 総面積６３４.５３㎡ 

   ・１階：避難口（３カ所）、消防倉庫 

   ・２階：台風時等の集会室 

   ・６～７階：津波時の集会室          

   ・屋上：避難スペース（展望所） 

   ・収容可能人員 約５００人 

  ③事業費：約１億３千６百万円（財源：合併特例債、県補助） 

図３図３図３図３    「第「第「第「第２２２２錦タワー」錦タワー」錦タワー」錦タワー」    
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    （（（（4444））））    そのそのそのその他避難所他避難所他避難所他避難所のののの整備整備整備整備    

   近年整備した第２釜土避難所と浅ケ谷避難所は、三重県が施工する急傾斜地崩壊対策事業や治

山事業と同時施工することにより、施設管理用道路を避難路として併用することで避難に要する

時間が大幅に短縮された。また、整備費用の削減も図られた。なお、それぞれの避難所も２つの

タワーと同様に、非常用電源や防災用備品を備えている。 

 

 （（（（5555））））    要援護者情報等要援護者情報等要援護者情報等要援護者情報等のののの整備整備整備整備    

                災害時要援護者確認票を作成し、避難支援体制の整備に努めている。この確認票の内容は、

避難支援者の緊急連絡先、かかりつけ医、自力で避難が困難な理由等、個人情報に該当するも

のであるが、該当者から承諾を得て、災害時には役場、警察、消防、自主防災組織、区、町内

会で情報を共有している。 

 

 （（（（6666））））    各種避難訓練各種避難訓練各種避難訓練各種避難訓練のののの実施実施実施実施    

    

        アアアア    「「「「大紀町防災大紀町防災大紀町防災大紀町防災のののの日日日日」」」」避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    

    昭和１９年の東南海地震発生の日に当たる１２月７日を「大紀町防災の日」と定め、過去の

惨禍や教訓を風化させず、後世に伝えるとともに、避難行動の実践を行なうため、町内全域を

対象として東南海地震津波が襲来した午後１時４０分のサイレンを合図に最寄りの避難所へ

避難する訓練を行なっている。 

 

  イイイイ    夜間避難訓練夜間避難訓練夜間避難訓練夜間避難訓練    

    いつ起こるか分からない津波被害に備えるため、夜間避難訓練として、午後７時のサイレン

を合図に最寄りの避難所へ避難する訓練を行なっている。 

    また、避難してきた町民を対象に、各避難所に備えている防災器具庫の開錠や、非常用発電

機と投光器の作動訓練も行なっている。 

 

  ウウウウ    小中学校下校時避難訓練小中学校下校時避難訓練小中学校下校時避難訓練小中学校下校時避難訓練    

    子供たちにとって避難誘導する教諭等がいない下校時、自らの身の安全を守る意識と避難所

の存在を理解させるため、下校途中に地震発生を想定したサイレンを合図に、児童生徒がそれ

ぞれ帰宅途中の現在位置において最寄りの避難所へ避難する訓練を行なっている。 

 

３３３３    大紀町大紀町大紀町大紀町でのでのでのでの研修研修研修研修をををを通通通通じてじてじてじて――――感想感想感想感想――――    

    （（（（1111））））    南幌町南幌町南幌町南幌町    大脇大脇大脇大脇    英俊英俊英俊英俊    

    実際に錦タワーを見学したが、目前に入り江となった海があり、漁港のすぐ傍には住宅が立

ち並んでいる。津波が起きた時の被害の甚大さが想定され、５分以内に錦タワーに避難する重

要性を実感した。必ず発生するといわれる南海トラフ巨大地震を想定して、さまざまな方策が

考えられており、給食センターでは、非常時の食料基地となるよう、給食で使用している米を

備蓄米として活用できるよう、常に新しいものを補給し、古いものから使用していくトコロテ

ン方式を採用している。中部国際空港で土砂を利用するために、大紀町錦地区の山を削って運

搬しているが、その跡地を平地にして県のヘリポートとして活用している。 

    研修でご対応いただいた大紀町職員の親類の方も、昭和１９年の津波で一度避難したが、家

に物を取りに帰り、その後に津波の被害で亡くなったという話があり、南幌町に起こり得る防

災特性とそれに対応した仕組みづくりが重要であると真剣に考えさせられる研修だった。 
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    ((((2222））））    由仁町由仁町由仁町由仁町    福井福井福井福井    麻琴麻琴麻琴麻琴    

    大紀町錦地区は、避難施設等のハード整備が概ね完了しており、ソフト面でも防災町民会議

の設置や防災教育の推進、町内全域を対象とした避難訓練や夜間の訓練を実施するなど、防災

に対する意識が町全体で高い。これは錦地区が過去の災害の歴史のほか、津波が発生した場合

に地形的に逃げる場所が無いということが大きく影響していると感じた。 

    比べて由仁町では、台風や大雨、暴風雪による農業被害等はあるが、人命に関わる被害は無

く、全国的に見ても被害が少ない町であり、防災に対する意識は比較的低いと思われる。しか

し、災害はいつ起こるか分からないものであり、定期的な防災訓練等の実施により、緊急時の

対応を確認するなど、防災意識向上のための地道な取組が必要であると感じた。 

    由仁町は現在、防災意識の向上や対策強化を図り、安心して暮らし続けることができるまち

づくりを推進するため、地域住民や関係機関協力の下、総合防災訓練を年１回実施していると

ころである。その年により訓練内容は異なるが、実効性のある内容へ改善していきながら、防

災訓練を続けていくことが大切であると思った。 

 

 （（（（3333））））    新十津川町新十津川町新十津川町新十津川町    一瀬一瀬一瀬一瀬    慎太郎慎太郎慎太郎慎太郎    

                新十津川町では、３年に一度、町

職員、住民、町内の各団体、関係機

関、企業等とともに総合防災訓練を

実施しているように、多くの自治体

が防災・減災対策を実施している。 

    また、自主防災組織については、

１１ある行政区のうち６行政区が

設立しているが、全ての行政区が自

主防災組織を設立できるよう取組

を進めている。 

    大紀町では、自主防災組織はもち

ろん、建設業者と協定を結び小規模

災害時には、軽い土砂の除去等は企

業努力で支援してくれるなど、地域

と協力して一体的な取組が数多くある。その中でも、夜間訓練は、昼間とは違い危険を伴うが、

１５年間続も継続しており、住民も協力的で、夜間の訓練も慣れているとのことで、長年にわ

たり地域と一体になって取り組んできた成果だと思う。 

    避難塔については、錦タワーと第２錦タワーを合わせて約３億円の建設費である。大紀町錦

地区は山に囲まれているため、避難塔に費用をかけず、山の斜面を利用した避難所により早く

避難できる方法も考えられるが、山に囲まれているとはいえ、津波到達予想時間である８分以

内に山の斜面の避難所には避難できないことから、避難塔は、地震発生後の５分以内にどのエ

リアからでも住民がたどり着けるよう計算され、建設されている。 

    さまざまな防災、減災対策があるが、地域との連携、「地」に合った避難場所の確保が重要だ

とあらためて感じた。大紀町のように災害に対して、住民一人ひとり、家族、企業、自主防災

組織や地域の団体が、それぞれ災害を意識して防災対策に取り組んでいる事例を学び、あらた

めて防災協働社会の必要性を感じた研修だった。 

    

    

    

図４図４図４図４    大紀町錦支所での座学大紀町錦支所での座学大紀町錦支所での座学大紀町錦支所での座学    
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    （（（（4444））））    島牧村島牧村島牧村島牧村    小倉小倉小倉小倉        司司司司    

                平成５年に北海道南西沖地震で奥尻島を除いた最大津波到達高７.５ｍを観測し、死者・行方

不明者合わせて７名を数えた島牧村にとって参考となる取組であった。 

    島牧村の約５０㌔にわたる海岸線に点在する集落とは違い、錦支所から浸水想定範囲が一望

できる面積及び人口密度ではあるものの、近い将来起こりえる自然災害をいかに少ない被害に

食い止めるかという点で緊張感が感じられた。 

    南西沖地震の被災から２０数年が経過し、その記憶が風化しがちな本村としては見習う点が

多い。特に夜間避難訓練は本村でも検討すべきものと感じられ、積雪地帯である本村では、さ

らに厳寒期の対策も講じる必要がある。     

    本村では、南西沖地震からの復興に向けた取組があったにせよ、大きな対策は被災津波高の

防潮堤のみに留まり、東日本大震災の発生後に避難路の整備等を始めたばかりである。自然災

害対策は想定範囲と費用面で難しい部分もあるが、方向性を打ち出し、何を守るべきなのかを

明確にする必要があると実感した。 

 

 （（（（5555））））    新冠町新冠町新冠町新冠町    千葉千葉千葉千葉        奨奨奨奨    

          東日本大震災の発生を受け、津波防災への取組がより一層進む中、大紀町では過去の東南海

地震の大津波で尊い命を失った教訓を生かし、住民一人ひとりが防災意識を高め、災害に強い

まちづくりを進めている。 

    その象徴が錦地区に整備されている３１カ所の高台津波避難所と２つの避難塔であり、いつ

起こるかわからない災害を常に考え、過去の経験を風化させないよう防災のシンボルとして、

住民の防災意識の維持につなげている。 

    その中でも錦地区には、大紀町唯一の海水浴場があり、リアス式海岸の沿岸部は、豊かな漁

場に恵まれており、魚市場で働く人たちの安全を考えながら、町の特色を失わないよう取り組

んでいると感じた。 

    新冠町も太平洋に面した町であり毎年１回、大津波を想定した避難訓練が市街地、沿岸地域

を対象に行われている。いつ発生するか分からない津波を想定して、防災意識の普及に努めて

いかなければいけないと改めて感じた。 

 

 （（（（6666））））    士幌町士幌町士幌町士幌町    角田角田角田角田    淳二淳二淳二淳二    

          大紀町錦地区では、過去に甚大

な被害を受けた経験から、住民や

行政の津波に対する防災・減災へ

の意識が高く、住民との連携や、

町職員が休日の日直や夜間の宿直

により２４時間津波を監視する体

制を取るなど『命』の大切さを基

本にした津波災害対策への取組に

その思いを強く感じた。 

    研修では２つの避難タワーを見

学したが、移動の際に避難所への

誘導標識が１～２カ所設置されて

いるのを見かけた。誘導標識は、道

路上に設置されていてサイズも小

さなものであり、分かりやすい誘導標識をもっと多く設置していても良いと思う。 

図５図５図５図５    第２錦タワーから見た第２錦タワーから見た第２錦タワーから見た第２錦タワーから見た市街地市街地市街地市街地    
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    士幌町では、昨年８月の台風で農作物等に被害を受けたところであるが、人命にかかわるよ

うな被害はなく、また、過去においても甚大な被害を受けた経験がないため、住民や行政の防

災・減災意識が低いと思われる。台風により一部地区で避難勧告を出したが、避難所への移動

手段は車で、避難した住民に差し迫った感じはなく、対応する職員への情報共有や連携が図ら

れていない等の課題も見られた。 

    地形や防災・減災対策、避難方法に違いはあるが、大紀町における防災・減災対策の取組を

参考に、士幌町の今後の防災・減災対策の取組を進めていく必要があると感じたところである。 

 

 （（（（7777））））    厚岸町厚岸町厚岸町厚岸町    田﨑田﨑田﨑田﨑    清克清克清克清克    

                この度の研修において実際の大紀

町の錦地区を、高台にある役場支所か

ら見下ろした際、２つの錦タワーを整

備するに至った理由が理解できた。急

傾斜地の間に市街地が形成されおり、

そこを横断する川により避難路が制

限され、また、津波到達時間も短いと

いった条件化において、人命を救うた

めに何を整備しなければならないの

かと考えた場合、２つの錦タワーはも

ちろんのこと、３１カ所の避難所を整

備したと考えられる。 

    厚岸町においても４３カ所の避難

場所を整備しているが、そのほとんど

が高台にある広場や建物を位置付けている。これは、津波到達時間が数十分あることから、地

震発生から津波到達までの間に避難ができることを想定しているためであるが、一部地域にお

いては大紀町同様に急傾斜地に避難階段・避難所を設置している場所もある。しかし、大紀町

の避難施設のように強固な造りの避難路や避難所ではないため、このあたりは今後の整備時に

は参考にしなければならないものと考える。 

    また、避難訓練についても毎年実施しているが、年々、参加者数が減少している。大紀町で

も同様の傾向が見られるとのことだが、これについては、どこの町も同じ問題を抱えていると

感じた。ハード整備もそうだが、ソフト面での防災意識を高める工夫を今以上に行なう必要性

を、あらためて認識された研修であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６図６図６図６    傾斜地に整備された避難所傾斜地に整備された避難所傾斜地に整備された避難所傾斜地に整備された避難所    
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    研修２研修２研修２研修２        
 

 

住民協議会による地域主体のまちづくり住民協議会による地域主体のまちづくり住民協議会による地域主体のまちづくり住民協議会による地域主体のまちづくり    

――――三重県三重県三重県三重県松阪市松阪市松阪市松阪市の事例の事例の事例の事例からからからから――――    

 

笹木  学 赤平市商工労政観光課 

小川 和宏 雨竜町教育委員会教育課教育グループ 

番田 桂子 北竜町住民課戸籍年金係 

大垣 貴弘 厚真町総務課税務グループ 

宮原 健太 東神楽町教育推進課 

卜部 恵司 訓子府町町民課環境衛生係 

北林 孝之 湧別町まちづくり推進課町民活動係 

 
１１１１    松阪市松阪市松阪市松阪市のののの概要概要概要概要    

        日本三大和牛の１つ「松阪牛」の産地

で知られる松阪市は、三重県のほぼ中央

に位置し、東は伊勢湾、西は台高（だい

こう）山脈と高見山地を境に奈良県に、

南は多気郡、北は出雲川を隔て、県庁所

在地である津市に隣接しており、東西約

５０㌔、南北約３７㌔にわたる。総面積

は６２３.６６平方㌔であり、三重県全体

の約１０.８％を占めている。土地の用途

別にみると、耕地７７.１０平方㌔（１２.

４％）、宅地２９.８９平方㌔（４.８％）、

山林４２７.７１平方㌔（６８.６％）であ

り、山林の占める割合が高い。 

  約１００㌔圏内には名古屋、京都、大阪の大都市があり、距離的条件等からも、中部圏と近畿圏

の接点の役割を果たしている。気候は概ね東海地域の気候区に属し、西部は寒暑の差がやや大きく

内陸的な特性を持つ。年間平均気温は１４～１６度で、全般的に温暖でおだやか気候である。降水

量は平野部では１,５００㍉程度だが、山間部では２,０００㍉～２,５００㍉となっている。    

 

２２２２    松阪市松阪市松阪市松阪市のののの現状現状現状現状についてについてについてについて    

  平成１７年１月１日に松阪市、嬉野町、三雲町、飯南町、飯高町の１市４町が合併し、新しく誕

生した松阪市は、南三重の中心的な役割を担う都市として、さらなる発展が期待されている。 

  松阪市の総人口は１６６,７０５人で、県全体の９.２％を占める。世帯数は、７２,４５６世帯で

昭和５０年の３９,８５８世帯に比べ年間で１.８倍の伸びを示している。１世帯当たりの人員は、平

成２８年は２.３０人で、核家族化が進んでいる。 

  年少人口(０～１４歳)の割合は、昭和５０年で２２.１％、平成２７年は１３.１％と推移しており、

高齢化率（６５歳以上の比率）の現状をみると、昭和５０年では１０.８％だったが、平成２７年は

図１図１図１図１    松阪市役所松阪市役所松阪市役所松阪市役所における座学における座学における座学における座学    

図図図図１１１１    松阪市役所松阪市役所松阪市役所松阪市役所における座学における座学における座学における座学    
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２８.１％と少子高齢化が進行し、平成４７年（２０３５年）には３３.１％まで高齢化率の上昇が予

測され、中長期的な人口減少や高齢化を見据えたまちづくりが必要となっている。 

  松阪市における過疎地域は、合併前１市４町のうち、旧飯南町と旧飯高町が指定されている。過

疎地域の人口は、合併時点で市域の人口１６８,９７３人(平成１７年国勢調査)に対して、１０,８０

２人と６.４％に過ぎないが、面積では５０.９％を占めている。両管内では、急速な少子高齢化と人

口流出等により、地域活力の低下や地域コミュニティの機能の維持が課題となっているが、豊かな

自然環境に恵まれた地域であり、自然や歴史・文化的な資源を活かし、他の地域や都市との交流や

連携を通じた地域の活性化が望まれている。また、住民同士の連携や絆を深めながら。地域コミュ

ニティの活性化を図り、安心して暮らせるまちづくりを推進していくことが求められている。 

 

３３３３    松阪市松阪市松阪市松阪市のののの産業産業産業産業のののの推移推移推移推移とととと状況状況状況状況についてについてについてについて    

  産業就業人口比率を見ると、昭和３５年は第一次産業が４６.３％、第二次産業２０.９％、第三次

産業３２.８％で、平成１７年には第一次産業が５.３％、第二次産業３２.７％、第三次産業６１.２％

となっており、第一次産業が大きく減少する一方、第二次産業、第三次産業が増加しており、産業

構造が、第一次産業から第三次産業へシフトする都市型の特性を示している。 

 

４４４４    松阪市住民協議会松阪市住民協議会松阪市住民協議会松阪市住民協議会とととと取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

    (1) (1) (1) (1) 松阪市松阪市松阪市松阪市をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく情勢情勢情勢情勢    

            松阪市は平成１７年１月１日の１市４町の合併以降、生産年齢人口の急速な減少・扶養年齢人

口の増加・経済の低迷等により、税収の減少や年少・老年の非生産年齢を支える生産年齢の負担

増加、社会保障費の増加、所得の減少、まちの活力の減少が見られるようになってきた。将来的

には税収減少等の影響により、行政サービスの水準の維持が困難となり、市民の福祉が低下する

危険性が増すことが想定されている。 

   また、合併により行政エリアが広範囲となったこと等により、市民のニーズも多様化し、満足

を得るためには、よりきめ細やかな公共サービスの提供が必要となってきたが、行政の仕組みだ

けでは、市民が望む公共サービスを支えきれなくなるなど、公共サービスを多様な主体が支える

必要性が高まってきている。今後は、特にＮＰＯや地域コミュニティ組織等が公共サービスを担

う団体として成長することが期待されている。 

    

    (2)(2)(2)(2)    松阪市松阪市松阪市松阪市のののの地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり〈〈〈〈地域地域地域地域マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステム〉〉〉〉とととと住民協議会住民協議会住民協議会住民協議会のののの概要概要概要概要    

            松阪市では、地方分権推進委員会の最終報告等を受け、平成１４年４月に「松阪市地域マネジ

メント」の検討を開始し、平成１５年９月に「松阪市地域マネジメントシステム構築審議会」を

設立（平成１６年３月に答申書を提出）している。 

   地域マネジメントシステムは、広い市域のすみずみまで、住民自治がきめ細かく行きわたるよ

う、地域の特色を生かしたまちづくりを推進することを目的として①都市内分権の推進②住民自

治の拡充―という二つの柱で構成している。このうち②住民自治の拡充を推進する重要な鍵とし

て「住民協議会」の設立が提案された。 

   従来は、単一の自治会の範囲で、自治会が中心となって住民自治を行ってきたが、市が提唱し

た地域マネジメントにおいて、市の権限や予算を地域に移していくこととしたため、地域がその

権限等を有効活用するためには、今まで以上に数的・規模的にも大きな事業に取り組むことがで

きるようにすることが望ましい。その実現のための組織として、単一自治会よりも広い範囲を対

象とする「住民協議会」を提案した。 

   住民協議会は、概ね小学校区程度を範囲として構成しており、平成１８年７月に最初の住民協

議会が設立され、平成２３年度までに市内の全４３地区において設立された。 
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５５５５    松阪市松阪市松阪市松阪市におけるにおけるにおけるにおける住民協議会住民協議会住民協議会住民協議会のののの支援体制支援体制支援体制支援体制についてについてについてについて 

  松阪市では、住民協議会が自主性や自立性を発揮し、地域づくりの中核を担う存在として自立で

きるよう人的支援体制を構築している。 

  また、住民協議会が創意工夫を凝らし、自己決定、自己責任の下で、地域課題を解決するための

事業を安定して行うことができるよう、比較的自由度の高い包括的補助金として、活動交付金を交

付するなど｢人的支援｣｢財政的支援｣「物的支援」を大きな柱として支援を進めている。 

    

    (1) (1) (1) (1) 人的支援人的支援人的支援人的支援    

            住民協議会が住民自治の主たる担い手として、自主性や自律性が充分発揮できるよう｢地域担

当職員｣（担当者制）を配置している。 

   また、地域に住む市職員が、住民協議会をより身近な立場でサポートするための制度として｢地

域応援隊｣（地域在住職員のボランティア：平成２８年１０月時点で１９６名）を設置している。 

   このほか、住民協議会の自立に向けたスキルやノウハウの助言指導、住民協議会を応援する職

員自身の研修や意識改革、さまざまなサポーター（社会福祉協議会・地域包括支援センター等）

による連携支援体制の構築を図っている。 

 

 (2) (2) (2) (2) 財政的支援財政的支援財政的支援財政的支援    

   地域活動を行うための市補助金を統合し、人口規模等に応じて配分した「活動交付金」や、地

域における敬老事業を推進する「特別交付金」とともに、ふるさと納税の活用が可能な「ふるさ

と応援寄附金」の制度を設けている。 

   また、特色のある取組として、地域課題を創意工夫で解決することを目的として、コンペ方式

による交付金「地域の元気応援事業」を実施している。 

   住民協議会では、交付金を有効に活用し、地域の課題の解決に向けて、安定した活動を継続さ

せるとともに、地域計画を実践するため、創意工夫を活かした取組を進めている。市は透明性の

確保のため、丁寧な説明と指導にも力を入れている。 

 

 (3)(3)(3)(3)    物的支援物的支援物的支援物的支援    

   市は住民協議会の活動拠点とし

て、市内にある公共施設の使用を認

めており、各地域に所在する地区市

民センターや公民館等に住民協議会

の事務局を併設している。 

   各住民協議会では、地域の中長期

的なビジョンとなる地域計画を策定

（市内４１／４３地区で策定済み。）

し、住民から納付される会費や、委託

料等の自主財源や活動交付金を基に

活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

図２図２図２図２    住民協議会の住民協議会の住民協議会の住民協議会の拠点となっている松阪市拠点となっている松阪市拠点となっている松阪市拠点となっている松阪市第第第第一公民館一公民館一公民館一公民館    
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  ＜住民協議会への活動交付金の内訳＞＜住民協議会への活動交付金の内訳＞＜住民協議会への活動交付金の内訳＞＜住民協議会への活動交付金の内訳＞    

            ◆◆◆◆    均等割（基礎的経費として１地区 515,000 円を交付） 

◆ 人口割（既存交付金に加え補助金廃止分全額交付） 

   ◆ 事務人件費（人口規模で４段階に分けて交付） 

   ◆ ふるさと応援寄付金加算（寄付者の意向によるもの。） 

   ◆ コンペ式加算（地域の頑張りと、波及効果を目的にコンペ式加算） 

   ◆ 地域特定加算（地域特定の課題に対して） 

   ◆ 地域敬老事業推進特別交付金加算（高齢者をより身近な地域で敬うためのもの。） 

 

 

 (4) (4) (4) (4) 特色特色特色特色あるあるあるある交付金事業交付金事業交付金事業交付金事業    

        アアアア    地域敬老事業推進特別交付金地域敬老事業推進特別交付金地域敬老事業推進特別交付金地域敬老事業推進特別交付金    

    敬老事業を実施する住民協議会の活動を支援し、活動の活性化及び運営の安定化を図るため

に交付。高齢者の参加を前提とし、社会参加、健康づくり、介護予防、世代間交流等、高齢者

の生きがいづくりや健康維持、地域における居場所づくりにつながる事業を対象としている。 

  イイイイ    ふるさとふるさとふるさとふるさと応援寄附金制度応援寄附金制度応援寄附金制度応援寄附金制度    

    松阪市を応援するために集まった寄附金を、松阪市全体の魅力を高め、誇りを持つことがで

きるまちづくりのために活用するだけではなく、寄附希望者の目的選択により、特定の住民協

議会の活動支援に活用することができる仕組みとなっている。寄附者の意向によっては交付金

加算対象となる住民協議会もある。 

  ウウウウ    地域地域地域地域のののの元気応援事業元気応援事業元気応援事業元気応援事業    

                地域課題に向き合い、創意工夫の下、その解決に向けた知恵を出し合い、取り組みを進めよ

うという地域に対して、活動支援を行うためコンペ方式により交付金加算を行う。その取組を

１つの地域だけのものにするのではなく、市内の他地域にも普及させ、地域の元気を市内全域

に波及させることも目的としている。 

    平成２４年度には、１６の住民協議会から応募があり、１次審査の結果、１３の住民協議会

が二次審査（公開プレゼンテーション）に臨み、二次審査で８つの住民協議会の事業が採択さ

れた。平成２５年は１２協議会、平成２６年度は２１協議会、平成２７年度は２１協議会の事

業が採択され、交付金の加算を受けている。同事業は｢地域力アップ部門｣｢広域連携部門｣｢市民

活動サポート部門｣の３つで構成している。このうち｢市民活動サポート部門｣は、平成２６年度

に「地域づくりスポンサー賞」とともに新設された。 

 

    

((((ｱｱｱｱ) ) ) ) 地域力アップ部門（上限地域力アップ部門（上限地域力アップ部門（上限地域力アップ部門（上限 25252525 万円）万円）万円）万円）    

単独の住民協議会が地域らしさを活かし、地域ぐるみで取り組む事業提案 

((((ｲｲｲｲ) ) ) ) 広域連携部門（上限額広域連携部門（上限額広域連携部門（上限額広域連携部門（上限額 30303030 万円）万円）万円）万円）    

複数の住民協議会が連携して取り組む事業提案） 

※ 地域づくりスポンサー賞は企業協賛金を活用し、上記の各部門で、さらに２５万円を上限に 

上乗せ加算する。 

((((ｳｳｳｳ) ) ) ) 市民活動サポート部門（上限額１０万円）市民活動サポート部門（上限額１０万円）市民活動サポート部門（上限額１０万円）市民活動サポート部門（上限額１０万円）    

ＮＰＯ等の市民活動団体が主体性を持ち、住民協議会との連携や支援を図る事業提案 
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    (5) (5) (5) (5) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの主主主主なななな採択事業採択事業採択事業採択事業（（（（分野別分野別分野別分野別））））    

        【【【【教育・子育て教育・子育て教育・子育て教育・子育て】】】】    

            ○｢生きるを学ぶ｣体験学習（波瀬むらづくり協議会） 

    地域の達人の協力を得て、旧波瀬小学校を利用し地域外（福島県など）の子ども達と交流 

   ○地域開放型図書館による｢松尾ふれあい事業｣（松尾まちづくり協議会） 

    学校図書館を開放し、園児や小学生と高齢者等の地域交流の場とするとともに、地域文化力の向

上を図る。シニア層等にボランティアを呼び掛け、生きがいづくりにつなげる。 

 

  【【【【防災防災防災防災】】】】    

   ○南海トラフ大地震への防災対策（広域連携／朝見、揥水、漕代、機殿、東黒部、西黒部） 

    東部防災ネットワークを締結して、津波等大災害時に備えた意識啓発、情報の共有、避難や救助

等互助の広域連携を図る。初期対策として自助対策も併せた強化を図る。 

 

  【【【【特産品・食育特産品・食育特産品・食育特産品・食育】】】】    

   ○中原元気いきいき活性事業｢嬉野だ

いこん｣コンテスト（中原まちづく

り協議会） 

    中原地域名産の嬉野大根を素材と

した大根料理コンテストなどを行

い、食の健康を推進する。 

 

  【【【【福祉福祉福祉福祉・・・・健康健康健康健康】】】】    

   ○楽しく歩いて健康づくり、行ってみ

ようか茅広江の郷（茅広江まちづ

くり協議会） 

    ウォーキングマップ作成やコース

の景観形成、ウォーキングイベントの開催等により、ウォーキングを通じた地域交流や健康づくり

によるまちづくりを進める。 

 

  【【【【環境保全環境保全環境保全環境保全】】】】    

   ○桜・草花の植栽による田園地域の花いっぱい運動（鵲まちづくり協議会） 

    田園地域に四季折々の草花（阿津桜、芝桜、紫陽花、カンナ、水仙など）の植栽をする。 

    

    ((((6666) ) ) ) 住民協議会住民協議会住民協議会住民協議会とととと行政行政行政行政のののの課題課題課題課題    

            支援体制の整備は、地域の特性を生かし、さまざまな支援に取り組み、協議会活動も活発にな

ってきたが、取組を進める中で課題もみえてきた。 

   市職員も含めて、協議会に関わる人意外の住民協議会への認知度が低いことや一過性の事業や

イベントに偏りがちであること、基本交付のみを受け、その後は加算事業への応募・申請を行な

わない協議会もある等などの課題が挙げられている。今後より一層の情報発信や啓発活動をする

とともに、交付金事業の在り方について評価・検証・改善を重ねていかなければならない。    

   特に地域の元気応援事業では、新しいイベントの企画を促すものではなく、地域課題解決のた

めの取組みに対して応援していくものとして、各協議会へ広めていく必要がある。日頃から各地

域が取り組んでいることに光を当て、さらに手厚い取組となるような支援が必要である。 

    

図図図図 3333    松阪市発祥の松阪市発祥の松阪市発祥の松阪市発祥の「花」「花」「花」「花」をををを伝承する伝承する伝承する伝承する活動活動活動活動もももも展開展開展開展開    



- 22 - 
 

６６６６    住民協議会住民協議会住民協議会住民協議会のののの効果効果効果効果についてについてについてについて    

  住民協議会の活動を通じて「自分たちの地域は自分たちでつくる」という意識を持ち、住民一人

ひとりが自分たちの地域に誇りと愛着を持ち、住みよい地域を実現することが期待されている。 

  この制度を通じて、公共サービスを多様な主体が支える必要性が広く認識されるとともに、ＮＰ

Ｏや地域コミュニティ組織が公共サービスを担う団体として成長することにより、地域力の向上に

つなげる効果が期待されている。 

 (1) (1) (1) (1) 地域地域地域地域のののの課題整理課題整理課題整理課題整理    

   広い市域において、各地域が抱える問題や課題には大きな差があり、生活に密着する防災や防

犯、ごみ問題、高齢化率の高い地域では介護サービスや福祉サービスの充実、子どもの多い地域

では教育環境、歴史文化の相違による地域が以前から大切にしてきた神事・行事など多種多様に

ある問題や課題を地域の特色に合わせ地域ごとで整理することができる。 

 

 (2) (2) (2) (2) 地域地域地域地域マネジメントシステムのマネジメントシステムのマネジメントシステムのマネジメントシステムの構築構築構築構築    

            地域マネジメントシステムの構築は、地域がもっている課題や問題を整理することで地域の特

色を活かしたまちづくりが可能となり、地域における自己の決定・自己の責任が実現し都市内分

権の推進と住民自治の拡充を推進することができる。 

 

 (3) (3) (3) (3) 住民住民住民住民のののの自主性自主性自主性自主性    

            住民協議会の組織は、地域の自治会、老人クラブ、民生委員、消防団、幼稚園や小学校の PTA

等、さまざま立場の代表者で構成され、全員が一つのテーブルに就き、地域の連携や絆を大切に

問題となる地域の課題を主体的に解決していこうとする「みんなで考える協議の場」と位置付け、

そこでは、お互いの立場を尊重しながら意見を交換することで、どうすれば地域が良くなるか、

各々が自ら考える住民の自主性を生み出すことができる。 

 

 (4) (4) (4) (4) 住民協議会住民協議会住民協議会住民協議会へのへのへのへの財政的支援体制財政的支援体制財政的支援体制財政的支援体制    

            生産年齢の人口の急速な減少による税収減、扶養年齢人口の増加による社会保障費の増など、

行政サービスの水準の維持が困難となることが予想される厳しい財政状況の中、限られた予算の

範囲内で活動交付金やふるさと応援寄付金制度を活用して、住民協議会には基本的な予算とは別

に、明確な理由のもと、地域の実態・要望に合わせた自主的な活動に予算措置が可能となる。 

   企業の協力を得て、各協議会の提案やまちづくりに関するアイデアをコンペ提案形式で選定し、

企業が支援する「地域元気応援事業」もあり、地域の元気力の活性化も図っている。 

 

 (5) (5) (5) (5) 住民協議会住民協議会住民協議会住民協議会へのへのへのへの人的支援体制人的支援体制人的支援体制人的支援体制    

            地域と市職員の関係においても住民協議会の設立に伴い、地域ごとの担当職員の配置、地域応

援隊の設置等、きめ細かな支援体制を構築しております。現在は１９６名の市職員が、地域応援

隊としてボランティアで住民協議会を応援しており、地域に根差した住民サービスを展開するこ

とができる。 

 

 (6(6(6(6) ) ) ) 地域計画地域計画地域計画地域計画のののの策定策定策定策定    

            地域計画は、地域の中長期的なビジョンを地域の住民全員で共有し、市との役割分担をするこ

とで、協働のまちづくりを目指す「道しるべ」となり、地域の課題解決を進めながら、将来の地

域を誰がどのように運営していくのかを計画することで、目標を持った地域づくりが実践できる。 

   市は各地区の地域計画を基軸として、地域課題の解決に向けた各種事業の策定や、各行政計画

と併せて総合計画の策定し、地域住民主体のまちづくりの実現が可能となる。 
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７７７７    住民協議会住民協議会住民協議会住民協議会によるによるによるによる地域主体地域主体地域主体地域主体のののの町町町町づくりのづくりのづくりのづくりの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望    

  市内全ての地域で住民協議会の組織づくりと拠点づくりができたが、従来の事業を踏襲している

だけの協議会もあり、地域課題の解決という本来の活動を行うための対策が必要となっている。 

  また、住民協議会と連合自治会、公民館などの地域の自治組織を束ねる組織の整理が必要になっ

てきた。制度としては、住民協議会条例は制定されたが、まちづくり基本条例、自治基本条例が制

定されていないため、制度として行政と地域の協働の仕組みを作ることが不可欠である。 

  協議会の中では活動に参画するメンバーが限定され、個人住民にあまり浸透していない部分もあ

る。協議会そのものの認知度も約２５％と低く、より幅広く住民に知ってもらい、若者の参加を増

やしながら、協議会を担う人材育成にも支援を行っていくことで、住民協議会のさらなる機能強化

と発展に目指している。 

 

８８８８    松阪市松阪市松阪市松阪市でのでのでのでの研修研修研修研修をををを通通通通じてじてじてじて――――感想感想感想感想――――    

    (1) (1) (1) (1) 赤平市赤平市赤平市赤平市    笹木笹木笹木笹木        学学学学    

   私は本研修に参加するにあたり多くのテーマの中、合併により起こりうる問題・課題について

松阪市が取り組んでいる「住民協議会による地域主体のまちづくり」をレポート課題として担当

いたしたく選択させていただきました。どのような背景があり、この住民協議会の設置をするこ

とになったのか、地域ではどのように活動しているか非常に興味深くあったからです。 

   平成１７年に１市４町の合併があり、新しい松阪市として地域を作っていくための課題を模索

する中、地域マネジメントシステム構築審議会が設立され、合併後に広域となる地域において住

民サービスの在り方が大きな問題でありました。生産年齢人口の急速な減少による税収の減、扶

養年齢人口の増加によう社会保障費の増により行政サービスの水準の維持が困難になる状況と

市民の福祉が低下する危険性が増したことが大きな要因であり、市民のニーズの多様化、行政の

仕組みだけでは、公共サービスを支えきれない状況があることが重要なポイントでもありました。 

   松阪市では学校区を基本とする４３地区に住民協議会を設置しており、各地域の課題である防

犯、福祉、教育、歴史・文化、環境などは、それぞれに違いがあり、それらの全てに対応するこ

とは難しいものでした。住民協議会は、それらの課題整理を行うことで、その地域の特色を生か

した活動ができるようになることが最大の効果となりました。 

   地域のさまざまな立場の人たちが一つのテーブルに着き、地域の連携や絆を大切にしながら、

さまざまな地域課題を主体的に解決していこうとする「みんなで考える協議の場」として、住民

に自主性を持たせ、地域と市の関係においても、住民協議会の支援体制の構築をすることによっ

て、地域担当職員の配置、地域応援隊の設置など細かな支援体制ができたことも大きな成果とな

り、市職員が、地域応援隊としてボランティアで住民協議会を応援し、地域に根差した住民サー

ビスが行われていることは理想的と思われます。 

   住民協議会において策定する地域計画は、地域の課題、将来の地域を誰がどのように実施して

いくのかを計画することで、目標を持った地域づくりを実践していますが、ここで私は、４３地

区に市職員の担当者が、この制度を説明し、理解を深めるまでのプロセスに大変な苦労があった

ことと思い、一朝一夕には結果が出ない中、住民と直接向き合い、話し合いをしてきた結果だと

感動した次第です。また、職員自らも積極的に協議会の活動に参加をしているとお聞きしました。

そのような活動が住民との信頼関係を築き、きめ細かな住民サービスが可能になると感じました。 

   北海道、こと空知管内においても、市町村合併は大きな課題であり、本市も、かつての炭鉱ま

ちで最盛期には人口も約６万人おりましたが、相次ぐ炭鉱の閉山により、次々と働く人たちはま

ちを離れ、現在は人口も１万人の市となり、高齢者率も４０％を超え、過疎化が進んでおり、松

阪市以上に厳しい状況にあります。私も本研修で学んだ地域住民との関わりついて、少しでも実

践できるよう、今後の職務に生かしていきたいと思います。 
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 (2) (2) (2) (2) 雨竜町雨竜町雨竜町雨竜町    小川小川小川小川    和宏和宏和宏和宏    

   全国的に人口減少や少子高齢化、過疎化・就労者不足などマチを取り巻く環境は、厳しい状況

下にあります。松阪市では、将来を見据えたまちづくりとして「住民協議会」による地域主体の

まちづくりを先進的に推進し、その地域の課題解決を図りながら地域の質を向上させる「地域マ

ネジメントシステム」を実践しており、その効果や課題にについて学ぶことができました。 

   １市４町による合併により生じた、都市部と過疎地域の地域格差を解消すべく「住民自治の拡

充」というテーマの下、小学校区を単位として４３地区に設置された協議会がどのような取組を

展開しているのか興味深いものがありましたが、より効果的に事業を展開していたのは過疎の地

域であったこと、その地域で課題に直面している住民の声を聞き、底支えしながら地域に活気と

安定をもたらす本事業の趣旨もうかがい知ることもできました。 

   各地区協議会に交付される交付金についても、通常配分される交付金のほか、頑張っているふ

るさとを応援する「ふるさと応援寄付金」や、自ら考案した地域の事業を公開プレゼンにより提

案し、採用されると交付金に加配される「コンペ式加算」など、特色のある配分方法であり、さ

まざまな工夫がなされている点においてもまちづくりへの高い意識が感じられました。 

   雨竜町では、少子高齢化や人口減少、基幹産業である農業の後継者不足が進んでおり、その対

策として、定住促進や子育て支援、新規就農者支援等に力を入れていますが、松阪市のような地

域マネジメントシステムに特化したまちづくりも必要であり、そこに暮らす住民が「このマチに

住んで良かった」と思えるような、地域の質を向上させる取組が重要であると感じました。今回

の研修に参加して得た内容や経験を活かして、今後の業務につなげていきたいと思います。  

 

 (3) (3) (3) (3) 北竜町北竜町北竜町北竜町    番田番田番田番田    桂子桂子桂子桂子    

   住民のニーズが多様化し、また、少子高齢化が進む中、住民主体で地域課題を解決する運営の

ため、松阪市は住民協議会を立ち上げ、住民自治を進めてきた。短い期間の中で、市内全ての地

域に住民協議会を設立させることは、非常なご苦労があったと思う。また、地域によって相当の

温度差があるのではと想像していたが、市中心部から離れた地域の方が地域で抱える問題も多く

住民協議会が早く立ち上がったが、市中心部では理解が進まず設立も遅かったというお話しを伺

い、住民の方の住民自治への意識の違いが大きいことに得心がいった。 

   地元企業を巻き込み、地域の取組を促進させるなど、さまざまな工夫をされており、その中で

地域特有の事業が実現していっている事例も紹介いただいた。お買い物バスなどは、まさに高齢

化、過疎化の問題を抱える地域で大きな課題となっている買い物支援であり、住民協議会が機能

している素晴らしい事例だと感じた。また、担当職員も各協議会に合わせた関わり方を考え、そ

の地域が求めるものを引き出す努力をされているのを感じた。そして、住民協議会設立から数年

が経過した今、問題点を洗い出し、これからのさらなる住民自治の発展に向けて、さまざまな対

応を取り、制度をさらに発展させ続けようとされており、定期的な見直しも必要だと感じた。 

   今回の研修のテーマは、現在自分が担当している業務とは全く違うが、まちづくりの観点は町

職員として、どの部署を担当していても必要な事だと感じた。また、自治体規模が違うが、根底

にある問題は同じ傾向を持ち、人口減少、少子高齢化が深刻な当町にとっても有意義であった。 

 

 (4) (4) (4) (4) 厚真町厚真町厚真町厚真町    大垣大垣大垣大垣    貴弘貴弘貴弘貴弘    

   厚真町においても、人口減少と少子高齢化はまちづくりを進める上での重要な課題の一つとな

っている。既に限界集落化している地区も出始めており、町域全体に行政サービスを提供する上

で、町民のニーズを適切に把握しフィードバックする重要性は重要な課題といえる。 

   また、全国の多くの市町村と同様に、町民の行政ニーズは増大・多様化する一方で、財政状況

は厳しさを増している。松阪市は合併を経て、旧市町の歴史的背景や地域性が異なる中で継続し
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て行政サービスを提供する苦労があったことと思われる。旧松阪市が進めてきた地域マネジメン

トを踏まえ、合併後の新たなまちづくりを進めるための２本の柱「都市内分権の推進」と「住民

自治の拡充」は、地域の特色を活かしたまちづくりを推進するのに有効な施策と感じた。特に地

域協議会の活動は大変興味深く、本町に置き換えても当てはまる点が多く、大いに参考となった。 

   都市部と農村部（共通課題の多寡）、設立の時期等（設立に時限を設けたため）により、地域的

に活動内容の差はあるとのことだったが、コミュニティビジネスとして「郵便局」を受託してい

るなど、想像しなかった活動を行っている協議会もあり、地域における協議会の存在の重要性を

感じた。コンペ式加算である「地域の元気応援事業」も、公開プレゼンテーション形式が年々イ

ベント的に成長しているとのことで、協議会と企業が協定書を調印した「宇気郷お買い物バス事

業」をはじめとする、さまざまな活動事例は内容にも特色があるが、事業の名前通り地域の元気

を感じるものが多かった。一方で市側も企業と連携した黄色いレシートキャンペーンや、ふるさ

と応援寄附金の活用と交付金に加えて、財政的な加算メニューも設けて支援している。地域との

連携面では、職員も汗をかくことが求められるのは自治体職員としての共通認識だったが、松阪

市では地域担当職員が業務として行うほかに「地域応援隊」として、地域在住の職員がボランテ

ィアとして活動の応援を行うことを明確化し、地域と市の協働という推進体制を取っている。 

   形式は異なるものの、今回の研修に参加した道内各市町村においても、地域担当者制を採用す

る等して、住民に顔の見える行政としての活動を進めている場合が多いことが分かった。厚真町

では、職員が自治会活動に参加し、定期的な地区巡回等を行っているものの、地域との協働を明

確化する点で、新たな気付きを得ることができた。松阪市の地域マネジメントシステムは、課題

を抱えつつも、地域協議会がその機能を有効に活用して補助金等の行政主導ではできない地域独

自の活動を実現していることで「住民自治」の一つの形を示していることを実感した。行政主導

では画一的で住民が望まない結果になったり、スピード感に欠けたりする等の問題が発生するケ

ースもあるが、今回の研修を今後のまちづくりの一助として活かしていきたい。 

 

 (5) (5) (5) (5) 東神楽町東神楽町東神楽町東神楽町    宮原宮原宮原宮原    健太健太健太健太    

   今日課題となっている少子・高齢化、そして厳しい経済情勢等、どの自治体においても、大な

り小なり抱えていると考える。松阪市においても、これらの課題を踏まえ、今後起こりうる大規

模災害に備えた防災や交通安全、次世代につなぐ子育てや環境問題等、健康で安心した暮らしを

行政だけで守ることは困難な時代になると考え、これまでの取組を見直し、住民全体で地域課題

を解決できる仕組みである｢住民協議会｣を地域に根付かせることで、住民と行政の協働によるま

ちづくりを進めることになった。 

   東神楽町においても、住民自治の観点から平成２５年にそれぞれ地区公民館の所在する７地区

において、地域住民から委員を選定し、町も課長補佐職以下の職員を７グループに分けて加わる

地区別会議を開催した。｢地域の魅力・課題｣について協議を行い、地区ごとの目標を立てるとと

もに、取組を進めていく上での役割分担（住民・行政・協働）を明確なものとした地区別計画を

作成し、取組を進めてきていたこともあり、松阪市の取組には訪問前から関心を持っていた。 

   当町の取組と照らせ合わせながら説明を受ける中で、特に印象的だったのが、行政としての支

援体制である。取組を進める上で課題も見えてきたとのことだったが、ふるさと応援寄附金制度

や地域の元気応援事業など、魅力ある事業提案により、地域の自主性・自立性をうまく引き出し、

住民主体で地域課題に取り組む姿勢が着実に付いてきているのだと感じる。行政としての支援の

在り方、住民の力を引き出す企画力・発想力も重要であると感じた。 

   研修先において、現在在籍する教育委員会業務と類似する点はなかったが、どの取組において

も多くの視点を持ち、課題に対して向き合う中で改善の方向性が見えてくることを学び、どの市

町も自分の地域を知り、誇りに思っていることを感じた。果たして私は、どれだけ自分の地域を
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知り、誇ることができているか、改めて振り返ると、自信を持ってそうだとは言えないことに気

付く良い機会となる。今後、より自分から地域に出ることを意識するとともに、地域で暮らす住

民の一人でも多くの方が、誇れるような町づくりに貢献できればと思う。 

 

    (6) (6) (6) (6) 訓子府町訓子府町訓子府町訓子府町    卜部卜部卜部卜部    恵司恵司恵司恵司    

   訓子府町においても、少子高齢化、人口減少が顕著であり、将来を見据えたまちづくりが必要

なところであります。松阪市は面積や人口規模も大きく自治会数も多い自治体であるが、まちづ

くりの基本は住民一人ひとりが作り上げていくものであり、住民活動を支えるサポート、制度が

いかに重要か改めて思いました。また、同様に、抱えている悩みも同じく、人・人材が大きな課

題であることがわかり、難しいポイントであると感じた。 

   松阪市はフェイスブックを利用しており、多彩な情報発信と情報交流をクチコミによる波及効

果を狙っており、時代の流れを読み、常に新しい考え、ツールを利用する体制がありました。 

   今回、初めて道外研修に参加したが、北海道とは異なる状況下で各市町の先進的な取組を研修

することができた。研修先では、どのまちもそれぞれの特徴を生かしながら、先進的な取組をさ

れており、住民と行政が協力し合うことが必要であること分かりました。また、お会いした担当

の方々からは、まちづくりに対する意欲がとても伝わってきて、大変刺激を受けました。今回の

研修で得たものを、今後の仕事に少しでも役立てることができるよう努めていこうと思います。 

 

 (7) (7) (7) (7) 湧別町湧別町湧別町湧別町    北林北林北林北林    孝之孝之孝之孝之    

   松阪市が住民協議会を設立した背景には、地域の人材不足、生産年齢人口の急速な減少による

税収の減少、扶養年齢人口増による社会保障費の増加などがありました。こうした状況で松阪市

が考えたことは、住民が地域において役割と責任を果たしていくことであり、そのための仕組づ

くりが住民協議会でした。地域の活動は自治会が中心になって行なっていましたが、地域の中で

その他のＮＰＯ団体や福祉会、老人クラブ、子ども会、ＰＴＡや企業も含めた団体で、地域の担

い手となる組織を設けたことが松阪市の住民協議会の特徴であり、とても興味深いものでした。 

   これにより、各団体に支出していた補助金を精査し、住民協議会への活動交付金として一本化

し、使途の優先順位を地域の合意の下で、住民全員で決めることとしたため、各協議会において

適切な取組が実施されれば、きめ細かい政策の展開に期待ができると感じました。 

   こうした手法に対し、職員一人ひとりの意識改革や自治会に対しても、積極的に説明会を開い

て賛同を得るため、多くの時間を費やしたとのことで、現在は市職員のボランティアグループが

地域に入り、住民協議会のサポートとして、課題を共有し解決に向けて活動していることをお聞

きし、ここまで定着するまでに相当苦労されただろうと思いました。 

   湧別町では、自治会活動の充実や自治会による広域的な取組を支援するため、地域を担当する

職員を配置し、地域への情報提供や地域が抱える問題を把握・解決する活動を行なっており、今

後の活動に少しでも反映し実践していけるよう努力したいと思いました。 

   最後に、この研修を通じて、各地域の市町村職員の方々と交流することができたことは良い刺

激となり、各地域が抱えている課題は異なりますが、それぞれ職員と情報交換ができたことは非

常に有意義であり、貴重な時間を過ごすことができました。 
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    研修研修研修研修３３３３        
 

 

環境・産業・観光が共生するエコツアーの取組環境・産業・観光が共生するエコツアーの取組環境・産業・観光が共生するエコツアーの取組環境・産業・観光が共生するエコツアーの取組    

――――三重県三重県三重県三重県鳥羽市鳥羽市鳥羽市鳥羽市の事例の事例の事例の事例からからからから――――    

 

市村 智継 町立長沼病院事務局総務係 

齊藤  徹 ニセコ町商工観光課観光戦略推進係 

戸島 隆喜 鷹栖町総務企画課総務係 

渡辺  新 津別町産業振興課林政・再生可能エネルギー推進グループ 

木村  憲 滝上町農政課農政係 

浦部裕美子 別海町教育委員会学務課学校教育・適正化等担当 

 

１１１１    鳥羽市鳥羽市鳥羽市鳥羽市のののの概要概要概要概要    

    (1) (1) (1) (1) 鳥羽市鳥羽市鳥羽市鳥羽市のののの地勢地勢地勢地勢    

   三重県東端部に位置し、人口１９,

７２２人、世帯数８,４１６人（平成２

８年８月現在）で、伊勢湾と太平洋に

面し、半島振興地域、一部離島振興地

域（４つの有人離島）に指定されてい

る。市域面積は１０８.０３平方㌔で、

森林が７０％以上であり、気候は高温

多雨が特徴となっている。 

   産業別就業者数は、第１次産業が１

２.９％、第２次産業は１７.７％、第３

次産業は６９.３％の比率で、第３次

産業が増加傾向にある一方、第１次産

業、第２次産業は減少傾向にある。沿

岸部はリアス式海岸で、海女漁や一本

釣りなど沿岸漁業が中心で、黒ノリ、カキの養殖も盛んに行われている。 

   昭和２１年には「伊勢志摩国立公園」、昭和５１年には「国際観光文化都市」の指定を受け、宿

泊施設は、２万人の規模を誇り、国内有数の観光都市（環境入り込み客数は、年間最大５１５万

人）である。いわゆる「平成の大合併」では、市町村合併を選択しなかった。一方で、人口は昭

和２９年～４０年の３万人がピークで、その後は減少傾向が続いている。 

 

２２２２    取組取組取組取組のののの背景背景背景背景    

    ((((1111) ) ) ) 取組取組取組取組のののの背景背景背景背景    

            水産資源の減少と漁業の後継者不足により、漁業の衰退や、地域の危機感が大きくなってきて

いたことがある。観光客数は伊勢サミットや伊勢神宮の式年遷宮等の影響もあり、平成２７年は

４２７万人を記録したが、依然として減少傾向が続いている。 

   地域の基幹産業である漁業の振興と水産資源の保全、観光業との連携強化による地域活性化を

図１図１図１図１    パールロード鳥羽展望台での研修パールロード鳥羽展望台での研修パールロード鳥羽展望台での研修パールロード鳥羽展望台での研修    
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模索する中、平成２２年に鳥羽市エコツーリズム推進協議会を立ち上げ、行政、観光事業者、漁

業者等が一体となり、参加・体験型のガイドツアー商品の造成に努めてきた。 

 

 ((((2222) ) ) ) 取組取組取組取組のののの内容内容内容内容    

   鳥羽市におけるエコツーリズムの概念として、観光資源とは①自然環境（動物、海の生物、植

物、地形地質）②生活文化（遺跡、海女文化）―に分類でき、活用のための基本的なルールを定

めている。テーマパーク等の開設や大規模なイベントの開催を通じて、多くの観光客を呼び込む

のではなく、現在ある風景や産業・文化等に手を加えず、産業や住民生活に負荷を与えない形で

持続的に観光資源として活用し、地域の産業振興に結び付けていく取組である。地域の基幹産業

である水産業の振興や、漁場環境の保全、観光業の共生を両立しながら、体験観光等の充実・強

化を図ることにある。エコツーリズム推進協議会は、観光事業者や漁業者、地域住民を中心に組

織しており、市観光課に事務局を置いている。鳥羽市は現役で漁業に従事する海女の人数が全国

一であり、市は県内最大の宿泊者収容数も活かしながら、観光のＰＲに結び付けている。 

   エコツーリズム推進協議会の会長で、市内の老舗旅館「海月」で女将を務める江崎貴久氏はガ

イドツアーの活動を通じて観光客を呼び込み、地元の海女との会話や、海女小屋で獲れたての海

産物を食べるなどの「目で見る」「耳で聞く」「食べておいしい」という三つの感覚をフルに活か

したガイドツアーを実践しており、各種イベントの立案も進めることができるシステムを構築し

ながら、未利用の水産資源をエコツアーや市内の飲食店で活用する取組も進めている。     

 

    

〈〈〈〈    エコツーリズムエコツーリズムエコツーリズムエコツーリズムを推進する上での基本的なルールを推進する上での基本的なルールを推進する上での基本的なルールを推進する上での基本的なルール    〉〉〉〉    

        ◆ 観光客への思いやり 

  ◆ 自然環境への思いやり 

  ◆ 地域住民への思いやり 

  ◆ 史跡や伝統文化の尊重と配慮 

  ◆ ツアーの質の維持 

  ◆ 農林水産業や土地所有者との調和……など 

 

 

    

〈〈〈〈    海海海海島遊島遊島遊島遊民民民民くらぶが実施するくらぶが実施するくらぶが実施するくらぶが実施する主要な主要な主要な主要なツアーツアーツアーツアー    〉〉〉〉    

    ◆ 海森ウォーク＆漁家ランチツアー 

    ◆ 鳥羽の台所めぐり～クッキング＆ランチ 

    ◆ 伊勢海老とお料理大学 

    ◆ ワカメ刈りと採れたてワカメしゃぶしゃぶツアー 

    ◆ ほっこり。石神さんとお伊勢さんめぐり 

    ◆ 舟で行く漁師町の島ツアー 

    ◆ お魚ざんまい漁師さんと舟釣りツアー 

    ◆ 無人島探検ツアー 

    ◆ 星空を足元にカヤックナイトツアー 

    ◆ ほたる＆海ほたる鑑賞とワインを楽しむツアー 
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３３３３    エコエコエコエコツアーをツアーをツアーをツアーを支支支支えるえるえるえる基盤基盤基盤基盤    

    (1)(1)(1)(1)    有限会社有限会社有限会社有限会社ＯＺＯＺＯＺＯＺとととと海島遊民海島遊民海島遊民海島遊民くらぶくらぶくらぶくらぶ    

            江崎貴久氏は、鳥羽市内の旅館「海月」を経営している。平成２２年に鳥羽市エコツーリズム

推進協議会を設立し、自ら会長を務めている。江崎氏は平成１３年に「有限会社ＯＺ（オズ）」を

設立し、エコツアーの企画・運営を行う「海島遊民くらぶ」の代表を務めている。       

   海島遊民くらぶは、地域の｢らしさ｣を活かし、地域の｢ならでは｣を資源に｢素敵な自分を発見す

る島の旅｣をエコツアーのセールスポイントとしている。「地域を愛し、持続可能な観光の在り方

から、持続可能な地域づくりへの貢献を目指す」ことを目標とし、離島での活動ルール、磯場で

の観察ルール、地元ガイドの育成といった、フィールド利用の自主ルールを策定している。 

 

 (2)(2)(2)(2)    海島遊民海島遊民海島遊民海島遊民くらぶくらぶくらぶくらぶののののエコツアーエコツアーエコツアーエコツアー    

   「海島遊民くらぶ」は、年間３０種類以上のツアーを実施している。環境教育と人材育成にも

力を入れており、有人離島である菅島（すがしま）の小学生がガイドを務める「島っ子ガイド」

によるツアーを開催するなど、自然環境教育と人材育成に取り組んでいる。中でも「島っ子ガイ

ド」の取組は、ツアー参加者に菅島の魅力を伝えるだけではなく、ガイドを務める小学生が、地

域の自然や文化を学ぶことができる「教育の場」としての機能を最も重視している。 

   市街地の活性化に向けたツアーの企画・運営にも取り組んでいる。「鳥羽の台所つまみ食いウォ

ーキング」は、寿司を一貫だけ食べるために商店街にある寿司店を訪ね、天然素材を使ったバラ

ン作りの様子を見学したり、海産物問屋で仲買の話に耳を傾けたりする内容が好評である。 

   「城下町夜歩きツアー いざ出陣！」は、かつて九鬼水軍の拠点だった鳥羽市らしく、水軍太

鼓を合図にして、市街地にある飲食店へ繰り出すなど、凝った趣向を盛り込みながら、ツアー参

加者の気持ちを高める工夫をしている。これらのツアーは、経営者が高齢のため閉店する予定だ

った店舗に後継者が現れたり、特産品のアワビを活用した醤油がヒットしたりするなどの成果が

生まれ、市街地の活性化や特産品のブランド化にも結び付いている。 

   「海ほたる鑑賞」をテーマとしたツアーでは、家族や団体客の参加を見込んだ「海ほたると４

億年のタイムスリップツアー」と、カップルや高齢者層の参加を見込んだ「ほたる＆海ほたる鑑

賞とワインを楽しむツアー」の２種類のツアーを企画。さまざまな属性のツアー客が、海ほたる

の生態や自然環境への興味を高める工夫を施している。 

   こうした活動がエコツーリズム推進協議会の設立につながった。同協議会には観光事業者、観

光関連団体、産業団体とともに、環境省、三重県、鳥羽市が参画している。活動の中核に「循環

と連携」の仕組みを取り入れることで、鳥羽市ならではのエコツーリズムを推進し、地域のさま

ざまな課題に挑戦するビジネスモデルの実現とともに、経済効果向上、観光に対する住民理解の

促進に結び付けている。 

   鳥羽市が策定した「第２次鳥羽市観光基本計画」は「漁業と観光の連携促進（漁観連携）」を重

点施策に位置付けている。観光サイドが一方的に漁業を「利用」する関係ではなく、漁業と観光

が連携体制を構築しながら、漁業振興と観光振興を一体的に進めることで、漁獲量の減少や伝統

的な海女漁を含めた漁業従事者の減少に直面する地域の漁業を支える基盤づくりを進めている。 

    

４４４４    行政行政行政行政とエコツアーのとエコツアーのとエコツアーのとエコツアーの関関関関わりわりわりわり    

    (1) (1) (1) (1) 鳥羽市鳥羽市鳥羽市鳥羽市エコツーリズムエコツーリズムエコツーリズムエコツーリズム推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの設立設立設立設立    

            江崎貴久氏は、平成１２年、参加・体験型のエコツアー等を企画・運営する「有限会社ＯＺ（オ

ズ）」を有志と設立した。同社は「海島遊民くらぶ」として、元来は観光業と直接の関わりが無か

った漁業関係者、市内の離島住民を巻き込んだ先駆的な着地型のエコツアー商品の整備や機運醸

成に取り組んできた。ツアー開催時には、昼食は地元の民宿や弁当屋に注文し、渡船や漁業体験
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は漁師や漁協と連携するなど、小さなことでも地元に資金が回るようにすることで、地域の理解

と地域貢献の仕組みづくりを進めてきた。こうした海島遊民くらぶの活動が基盤となり、観光事

業者や観光関連団体、産業団体とともに、国（環境省）、三重県、鳥羽市も参画し「オール鳥羽」

の体制でエコツーリズムの推進や漁業振興、自然環境の保全、人材の育成、に取り組む「鳥羽市

エコツーリズム推進協議会」の設立につながった。 

    

    (2)(2)(2)(2)    行政行政行政行政とのとのとのとの関関関関わりわりわりわり    

   同協議会は、事務局を市観光課に置き、市もさまざまな調整を担っているが、市はあくまでも

一構成員の立場を堅持している。ツアーやイベントへの参加を通じて、市職員の意識醸成を図る

とともに、人事異動で担当職員が交替するに伴い、より多くの市職員がエコツーリズムに対する

理解を深めることができるとして、江崎氏は「人事異動そのものには歓迎」との考え方を持つ。 

   「海島遊民くらぶ」の相関図によると、その活動は地域との相互依存により成り立ち、観光事

業者だけが、自らにとって都合よく、漁業や行政を利用するのではなく、市や県などの行政機関

も一つの構成員という対等な立場で、それぞれ役割を分担しながら、地域の基盤を支えている。 

   この取組が、単に観光客を喜ばせるだけではなく、地域そのものの魅力を高めることにつなが

り、その磨かれた「暮らし」そのものがまた、観光客を引き付けるという好循環を生み出してい

ることが、次に掲げる相関図を読み取ることで理解することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

図図図図２２２２    海海海海島遊民島遊民島遊民島遊民くらぶくらぶくらぶくらぶの相関図の相関図の相関図の相関図（（（（ホームページより）ホームページより）ホームページより）ホームページより）    
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５５５５    ストレスのないストレスのないストレスのないストレスのない（（（（継続性継続性継続性継続性のあるのあるのあるのある））））観光振興観光振興観光振興観光振興    

 (1) (1) (1) (1) 「「「「らしさらしさらしさらしさ」」」」とととと「「「「ならではならではならではならでは」」」」    

   研修で私たちは、着地型の体験プ

ログラムを手がける海島遊民くら

ぶの「海女の国スピリチュアルツア

ー」を実際に体験するため、鳥羽市

相差（おうさつ）町の漁港を訪れた。

山間部を抜けると、北海道では考え

られない道幅の狭さと軒を連ねる

住宅、そして漁港の所々には海女小

屋があり、北海道では普段、見られ

ない光景に心がわくわくした。   

   この地域にとっては、ありのまま

の「日常」だが、北海道から訪れた

私たちにとっては「非日常」の光景

は、その地域の資源「らしさ」であると、ガイドをしていただいた江崎貴久氏が話してくれた。

江崎氏は「そのままでは、あくまでも地域資源であって、観光資源ではない」と力を込める。    

   私たちは偶然通り掛かった１人の女性との会話で、初めてその地域の「ならでは」を実感する

ことになった。江崎氏が「おばあちゃん何してるの？」と質問すると、見ず知らずの私たちに地

域のことや日常のことを話してくれ

た。普通は観光客など、地域外の人間

が入り込むことで、日常生活が乱れる

ことを嫌がるのではと思われるが、逆

にわざわざ遠方から訪ねてくれたこ

とに感謝の言葉をかけてくれた。これ

まで観光とは、いかに非日常の体験が

できるのかが大切と思っていたが、あ

らかじめ作られた非日常ではなく、生

活の延長線上にある非日常でも、素晴

らしい観光資源になるのだと実感し

た。そしてその観光資源は、継続性の

ある簡単に作り出すことのできない

価値のあるものであると考えている。 

 

６６６６    エコツアーのエコツアーのエコツアーのエコツアーの成果成果成果成果    

    (1) (1) (1) (1) 海海海海ほたるツアーのほたるツアーのほたるツアーのほたるツアーの事例事例事例事例    

            鳥羽市で旅館経営とともに、エコツアーを開催する「海島遊民くらぶ」の江崎貴久氏は「女将

の仕事もエコツアーガイドの仕事もやっていることは同じであり、観光のために我慢をするので

はなく、観光で人が幸せ・誇りを感じられることが大切」と考えている。           

   「観光」は、あらゆるものと関連しており、「産業」や「教育」とも関わりがある。その語源は

「国の光を観る」という中国の言葉に由来する。「光」には、「らしさ」と「ならでは」の両方が

必要であり、海島遊民くらぶは「らしさ」と「ならでは」を持つ、多様なツアーを展開している。 

   夜間を中心とする「海ほたるツアー」の企画・実施を通じて、いくつかの成果があった。海ほ

たるが生息する場所を探したところ、市内の牡蠣（かき）養殖場付近に数多く生息していること

図３図３図３図３    鳥羽市相鳥羽市相鳥羽市相鳥羽市相差差差差町での町での町での町でのエコツアー体験エコツアー体験エコツアー体験エコツアー体験    

図４図４図４図４    海女海女海女海女文化を伝える相文化を伝える相文化を伝える相文化を伝える相差差差差地区で地区で地区で地区で    
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分かった。漁業者に協力を依頼したところ、イカダ直し等の協力を得ることができた。ツアー受

け入れのお礼として、ツアー開催等を通じて、特産の牡蠣をＰＲすることで、漁業者との信頼関

係を構築していった。ツアーでは、観賞後の海ほたるは、必ず海に戻すことを実践している。観

光客が海ほたるの美しさに感動して、そのまま持ち帰ったとしても、すぐに死んでしまう。鑑賞

が終わったら、海ほたるが生息している元の海に戻すことで、生命の大切さを学ぶことに結び付

けている。ツアーへの協力を通じて、漁業者自身も、海ほたるが生息していることを知り、自分

たちで独自のツアーを行うようになっていったという。 

 

 (2) (2) (2) (2) 鳥羽鳥羽鳥羽鳥羽のののの台所台所台所台所つまみつまみつまみつまみ食食食食いウォーキングのいウォーキングのいウォーキングのいウォーキングの事例事例事例事例    

   「海島遊民くらぶ」は、いわゆる「シャッター街」になりつつある、市内商店街の活性化を目

指し、商店街ツアーも企画した。ツアーの一つである「鳥羽の台所つまみ食いウォーキング」で

は、商店街にあるお寿司店で寿司を一貫だけ食べて帰るという。寿司を食べることが目的ではな

く〝つまみ食い〟を通じて、ツアー参加者に店を知ってもらう狙いがある。          

   この寿司店では、寿司や刺身を彩る「バラン」を天然素材で手作りしており、その様子を見学

しながら、店主と参加者が会話を楽しむという。このツアーが評判を呼び、新聞等で報道された

ことを通じて「美味しいお寿司屋さん」という評判が広がり、来店客が増加した。店主は自分の

代で店をたたむことを考えていたが、息子が店を継ぐこととなったという。近年はプラスチック

製の「バラン」が普及し、手作りをする店はほとんど無くなった。こうした中で、伝統的なバラ

ン作りの技術を観光客に紹介することが、この企画の成功に結び付いた。 

   ある旅行者グループの事例では、４名でツアー参加料として８,０００円を支払った以外に、約

３時間の滞在中、商店街での買い物に２万５,０００円、昼食で３万円を消費していた。当初はツ

アー参加料の一部を還元し、商店街の活性化に結び付けようと考えていた江崎氏だが、ツアー開

催による経済効果の大きさに着目している。 

   海島遊民くらぶは、ツアー開催に伴う経済効果を調べているが、ツアー参加料以外では、商店

街等で１人平均１,０３０円を消費しているという。商店街にある飲食店では、しっかりとした食

事を提供する店舗が多かったが「つまみ食いウォーキング」の企画により、商店街を散策する観

光客が増え、新たな賑わいを感じられる効果も得られたという。 

 

 (3) (3) (3) (3) 菅島菅島菅島菅島・・・・島島島島っっっっ子子子子ガイドのガイドのガイドのガイドの事例事例事例事例    

   菅島という市内の小さな離島では「島っ子ガイド」という、島の子どもたちがガイドを行うツ

アーを行っている。このツアーは、修学旅行生のプログラムを企画した際、イセエビ漁の作業を

していた海女のお母さんと、市外から訪れた修学旅行生が触れ合う中で、海女のお母さんが、島

を訪れた修学旅行生の礼儀正さに驚き「菅島の子どもたちは、島の外に出てもきちんとあいさつ

ができるだろうか」と心配になったことがきっかけとなった。                

   島内には中学校が無いため、菅島の子どもたちは、島外の中学校に通学する。しかし、島内で

は知らない人たちとのコミュニケーションが少なく、自分の気持ちを伝えることが苦手な子ども

も多いという。子どもたちのコミュニケーション能力の向上を目標に、教育の一環として「島っ

子ガイド」の取組が始まった。「島っ子ガイド」の出発点は「観光」のための取組ではなかった。 

   初めは「ガイドとは自分たちの大好きな島のことをお客さんに楽しく伝える仕事」として、子

どもたちは、大好きな島の魅力を見付け出し、その中からテーマを絞り込んでいくという過程を

通じて、自分たちが伝えたいメッセージを明確にしていった。しかし、子どもたちが、ツアー参

加者に突然話し掛けられたとき「上手にコミュニケーションを取ることができるか」という課題

があった。チームを組んで島の中を歩くうちに、参加者に話しかけられた時には、すぐに対応が

できるよう、子どもたちが自ら島のことを進んで学ぶようになっていった。次第に意識が変化し
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ていった子どもたちの姿を見て、大人たちも菅島の歴史や漁業など、さまざまなことを子どもた

ちに教えるようになるなど、子どもたちの動きを中心に島全体が変わっていった。       

   この「島っこガイド」は、子ども達の教育を目的にスタートしたが、取組を進めていく中で大

人の考え方や行動も変化していくという効果が島全体に広がった。海島遊民くらぶが取り組むエ

コツアーは、観光客の増加という効果にとどまらず、地域で暮らす「人と人」との信頼関係を構

築するとともに、住民たちが、地域の「らしさ」と「ならでは」を知り、地域について学び、自

ら行動していくようになるという大きな成果をもたらしている。 

    

７７７７    エコツアーエコツアーエコツアーエコツアーががががもたらしたもたらしたもたらしたもたらした効果効果効果効果    

    (1)(1)(1)(1)    移住移住移住移住・・・・ＩＩＩＩターンのターンのターンのターンの発生発生発生発生    

   エコツアーの実施によって、新たな雇用が生まれており、ツアーガイドやＮＰＯ法人、関連業

者の従業員・スッタフとして鳥羽市に移住し、就労する等の効果がある。また、市内の商店街で

は、ツアー客の誘導により売り上げの伸びに貢献するとともに、他県で別の仕事に就いていた後

継者が、市内にＵターンしている事例もある。 

 

 (2)(2)(2)(2)    漁村漁村漁村漁村ににににもたらしたもたらしたもたらしたもたらした変化変化変化変化    

   当初、市内の漁師町には、他地域から訪れる人たちには閉鎖的な雰囲気を有していた。漁業者

は海女漁に従事する女性たちは〝シャイ〟な性格もあり、地域内でも世代間の交流の少なかった

という。エコツアーの受け入れをめぐっては、鳥羽市エコツーリズム推進協議会やエコツアー団

体の呼び掛けにも、なかなか応じてもらうことができない一面があった。           

   一方、鳥羽市は２万人規模の宿泊受け入れ能力を有するが、宿泊を中心とする観光業者はエコ

ツアー実施団体との連携や、漁業など地域との関わりも限定的だった。江崎貴久氏らがエコツー

リズムの取組を開始した平成１２年頃には、観光ツアーのマンネリ化とともに、観光業を通じた

利益や恩恵が乏しい地元住民との間で温度差が拡大している状況にあったという。       

   エコツーリズムの概念を取り込んだ、鳥羽市エコツーリズム推進協議会が平成２２年に設立さ

れ、さまざまなツアーを受け入れる地

域にとって「ストレス（摩擦）」が少な

い観光の在り方を模索する中、地域に

おける観光資源の捉え方や、ＰＲの手

法が変化していった。取組を通じ、観

光関係者と漁業者の関係も次第に好転

していった。漁業者との関係を構築す

るに当たっては、利益誘導（船賃・魚介

類の販売）とともに、コミュニケーシ

ョンのきっかけ作りを心掛け、漁業経

営や漁村の日常生活にストレスを感じ

ないエコツアーの在り方を目指した。  

   その結果、地元町内会と海女漁に従

事する女性たちが、自ら漁港周辺で地

場産の海産物を食べることができる「海女小屋」を開設し、ツアー客を受け入れたり、若い漁業

者がツアーガイドとして、独自のツアーを開催したりする動きも出てきた。また、市内の離島・

菅島では、小学校のＰＴＡ等と連携し、小学生らがツアーガイドを行う「島っ子ガイド」の試み

が行われており、新たな人材育成にも結び付いている。 

 

図５図５図５図５    相差相差相差相差地区で地区で地区で地区でのののの海女小屋体験海女小屋体験海女小屋体験海女小屋体験    
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 (3) (3) (3) (3) 行政行政行政行政とのとのとのとの係係係係わりわりわりわり（（（（鳥羽市観光課鳥羽市観光課鳥羽市観光課鳥羽市観光課    高高高高浪七重浪七重浪七重浪七重課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐のののの談話談話談話談話よりよりよりより。。。。））））    

   鳥羽市におけるエコツーリズムの推進は、鳥羽市エコツーリズム推進協議の会長を務める江崎

貴久氏の存在が大きい。江崎氏の有限会社オズ（海島遊民くらぶ）が中心となり、現在まで市内

の取組を牽引してきた。この中で、鳥羽市や三重県はバックアップに徹しており、補助金や交付

金等のつながりは無い。市の大きな役割は、さまざまな制度の整備や団体間の連絡調整を図るこ

とであり、エコツアーの開始とともに、地域情報が行政に多く入ってくるようになった。    

   各団体との関係は、一見して多種多彩となっているが、１つのツアー企画ごとに関係する団体

や個人が主体的に実施しており、行政が主導している部分は無い。これは信頼関係に基づくもの

であり、民間主導により、タイムリーな仕掛けが可能となっている。ツアーの意思決定機関はエ

コツアー推進協議会であり、ボトムアップの形で企画を検討し、関係者間でタイムリーに調整を

進めている。エコツアーは、ツアーガイド資格を取得した人が実施することが前提で、安全管理

は第一の条件である。近年は三重大学とつながりを持ち、水産資源の保全という観点から、鳥羽

市におけるエコツーリズム推進に対して支援を受けることになっている。 

    

    

〈鳥羽市のエコツアーの受入数の変化〈鳥羽市のエコツアーの受入数の変化〈鳥羽市のエコツアーの受入数の変化〈鳥羽市のエコツアーの受入数の変化〉〉〉〉    

受入数受入数受入数受入数の増加の増加の増加の増加    ⇒⇒⇒⇒    経済効果経済効果経済効果経済効果のののの拡大拡大拡大拡大（宿泊、飲食、購買、就業従事等）（宿泊、飲食、購買、就業従事等）（宿泊、飲食、購買、就業従事等）（宿泊、飲食、購買、就業従事等）    

 

・平成 18年 10,178 人 ガイド数 62 人 

・平成 19年 12.113 人 ガイド数 65 人 

・平成 20年 16,450 人 ガイド数 66 人 

・平成 21年 21,104 人 ガイド数 85 人 

・平成 22年 22,706 人 ガイド数 85 人 

・平成 23年 27,955 人 ガイド数 76 人 

・平成 24年 27,806 人 ガイド数 67 人 

・平成 25年 38,047 人 ガイド数 72 人 

・平成 26年 37,852 人 ガイド数 71 人 

 

    

８８８８    エコツアーのエコツアーのエコツアーのエコツアーの今後今後今後今後    

 (1) (1) (1) (1) エコツアーをめぐるエコツアーをめぐるエコツアーをめぐるエコツアーをめぐる課題課題課題課題    

   いわゆる「平成の大合併」で、鳥羽市は単独自立を選択し、エコツアーというツールで交流人

口を含めた、人口の流動化を図っているが、現在も人口減少とともに第１次産業従事者の高齢化

や担い手不足は進行している。エコツアーという新たな発想で、地域活性化に取り組み、多くの

成果をもたらしていることは、江崎貴久氏をはじめ、その取組を牽引するグループが存在してい

ることが大きい。一方、次世代に活動を継承する人材の確保は中長期的な課題でもある。漁業組

合や観光協会も、若い世代が組合員や会員として新たに加入しているが、その経営や運営の体制

は、数１０年間も変わらないままであり、新たな取組には消極的になっている面もある。    

   私たち市町村職員を含め、地域運営の担い手となる者は、逆に地域との関わりが希薄となる傾

向がある。「町のために」という意識が強過ぎたり、地域と深く関わることに消極的になったりす

れば、永続的な活動は困難になる。鳥羽市では、エコツアーの企画者が地域との連携を模索する

段階で、さまざまなハードルやストレス（摩擦）の軽減に努めてきたことは、他地域において地

域活性化の取組を推進する上でも教訓となるだろう 
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 (2) (2) (2) (2) 北海道におけるエコツーリズムの展開北海道におけるエコツーリズムの展開北海道におけるエコツーリズムの展開北海道におけるエコツーリズムの展開    

   平成１２年に江崎貴久氏を筆頭に、スタッフ（社員）数名の「海島遊民くらぶ」が活動を開始

したことを契機として、鳥羽市では現在７３名の地元ガイドが活動している。 

   当初は地域住民が観光ガイドを務めるという意識がなく、単に観光業に従事する「労働者」と

いう意識が根強かった。だが、さまざまな活動や仕掛けを通じて、地域の魅力を発掘し、住民の

意識を改革することに成功した。民宿の従業員や海女さん等、地元の人たちがツアーガイドをで

きるシステムを築き、人材確保に努めてきたことが、現在の活動に結び付いている。 

   長沼町は平成１６年、内閣府から「グリーン・ツーリズム特区」の認定を受け、農家民宿の事

業を展開している。道内外からの修学旅行生等を受け入れているが、鳥羽市の事例を学び、受け

入れ農家の一人ひとりが、さらに意識向上を図るための可能性を見出すことができた。江崎氏が

強調する「ボランティアといえどもメリットが無ければ前には進めない」という視点は極めて重

要な指摘であり、長沼町においても、行政や農業団体、受け入れ先となる農業者等にとって、互

いにメリットのあるシステム構築が必要であることを強く認識した。 

   長沼町における今後の展望としては、地域特性を活かした資源の有効活用とともに、地元の人

たちの努力に光を当て、自分たちが住む町の良さを住民自身が理解するための意識向上を図る必

要があると考える。また、地域住民や観光客の声に耳を傾け、より多くの人たちが楽しむことが

できるグリーン・ツーリズムを長期にわたり継続することで、地域の発展に結び付けることがで

きると考える。 

 

９９９９    鳥羽鳥羽鳥羽鳥羽市市市市での研修を通じて―感想―での研修を通じて―感想―での研修を通じて―感想―での研修を通じて―感想―    

    (1) (1) (1) (1) 長沼町長沼町長沼町長沼町    市村市村市村市村    智継智継智継智継    

   有限会社オズで法人を立ち上げてエ

コツアーまで発展させた江崎貴久氏

は、わずか数人で最初の一歩を立ち上

げ、小さい事から始めて人々を引き入

れ地元の人々や観光客に大きな感動を

与えた功績は非常に大きく、地域性、

個性、創造性を持ち、地域の付加価値

を高めることができたのだと感じまし

た。この取組は、たった数人でのスタ

ートでしたが、そのガッツと想像力は

本町においても、参考とすべきと感じ

るとともに、次のプロセスに向けた一

歩を踏み出すために少しでも貢献した

いと考え、今後の町づくりに生かして

いきたいと感じました。 

 

 (2) (2) (2) (2) ニセコ町ニセコ町ニセコ町ニセコ町    齊藤齊藤齊藤齊藤        徹徹徹徹    

   地域資源（自然や景観、ひと、暮らし、文化など）を活用した観光活性化や、住民参加による

まちづくりなどについては、今やどこの町でもそれに取り組んでいない町など無い。しかし、ど

こでも成功し、それが長続きしているかといえば、そうとも言えないところがある。行政主導だ

と、どうしても絵だけを描いて、誰が実行するのか、結局は行政にお任せであったり、行政から

民間にお願いしたとしても、押し付けられた側は、時とともに〝押し付けられた感〟で疲弊して

いったりする例も少なくない。ましてや、行政は人事により担当者が変わる。鳥羽市での成功の

図６図６図６図６    海島遊海島遊海島遊海島遊民民民民くらぶにおける座学くらぶにおける座学くらぶにおける座学くらぶにおける座学        
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要因の一つとしては行政主導ではない「民」の力、特に地元出身者の力がスタートであったこと

がとても大きいと感じた。また「民」の中でも、江崎貴久氏のパワーが大きかったのではないか。 

   ニセコ町においても、冬のパウダースノーや夏のアクティビティを目的に、国内外からたくさ

んの観光客が訪れているが、豊かな自然環境があってこそのことである。温暖化や気候変動によ

って、パウダースノーが無くなれば、一気にその魅力は半減してしまう。また、そうなった場合

には、撤退する観光事業者も出てくる可能性も否定できない。ニセコでは、基幹産業の一つであ

る「農業」そのものを観光資源として活用しきれておらず、道の駅の直売では成果を挙げている

ものの、観光メニューとして滞在時間を延ばすものではない。鳥羽市で学んだことをヒントにし

て、ニセコの魅力を再認識し、さらなるニセコの活性化につなげていくことができればと思う。 

 

    (3) (3) (3) (3) 鷹栖町鷹栖町鷹栖町鷹栖町    戸島戸島戸島戸島    隆喜隆喜隆喜隆喜    

   地域資源を観光資源として活用することを実践している鳥羽市での研修は、大変勉強になりま

した。日常業務の中で当たり前と思っていることが、他の地域にとっては非日常で、とても斬新

に見え、そこに観せる仕掛けをすることで、その地域唯一の商品となる。そのように考えられる

発想の柔軟さが必要だと痛感しました。また、エコツアーの取組なので、観光業が主体となって

いると思っていましたが、研修を通じて基幹産業である水産業の立場に立った観光業との共生を

図る姿はとても素晴らしいものだと感じました。 

   座学の中で、子どもガイドボランティアといった、小学生から地域住民を巻き込んだ「島っ子

ガイド」の取組等は、今まで地域の住民が当たり前と感じていた、地域の魅力を再発見する良い

機会となっています。地域の魅力を小さい頃から知ることで「島に仕方なく住んでいる」という

意識から、「島に住みたい」という自分の意識により、島に住むことを選んだ子どもたちは、その

地域の〝人財〟として非常に大切なものだと思います。今回の研修は、行政側からの視点ではな

く、ツアーの実施団体からみた視点を体験することができ、非常に勉強になりました。 

   最後に温かく迎え入れていただきました各研修地の皆様には大変お世話になりました。この研

修で学んだことを生かして、もう一度自身の町を見つめ直し「鷹栖町らしさ」と「鷹栖町ならで

は」を見付けていきたいと思います。 

 

 (4) (4) (4) (4) 津別町津別町津別町津別町    渡辺渡辺渡辺渡辺        新新新新    

   通過型の観光客を如何にして滞在型･着地型の観光に導くかは、多くの自治体が取り組んでい

る課題である。畑作、酪農、畜産を主体とする農業と林業･林産業の町である当町において、第 1

次産業を観光資源とし、滞在型観光につなげるには、農業や林業・林産業の従事者の連携が求め

られる。津別町では町と地元ＪＡが事務局となり「津別町グリーン・ツーリズム運営協議会」を

平成１９年に設立しているが、活動は修学旅行生等の農業体験・農家民泊に特化したものである。 

   また、町内面積の８６％を占める森林には、ミズナラの巨木をはじめ、恵まれた自然環境が存

在し、森林セラピー基地の認定を受け「森林セラピー事業」を展開している。一方では町内のＮ

ＰＯ法人が「津別峠から見る雲海ツアー」を行っている。「観光資源」となり得るものは決して少

なくはないが、これらを結び付け、魅力を高める手段を見出せない状況にある。 

   鳥羽市エコツーリズム推進協議会の取組を参考にし、農業関係団体、林業林産業関係団体、観

光関係団体やＮＰＯ法人、そして行政が一体となって、「循環と連携」の仕組みを構築することに

より、町内の豊かな環境を町内来訪者に伝えることの可能性を感じた。 

   また、今回の研修では、普段行われているエコツアーを実際に体験した。バスによる移動で美

しい伊勢湾の風景を望み、伊勢湾を一望する展望台にて伊勢湾の豊富な水産資源が生産される自

然の仕組みを、江崎氏の流暢で熱のこもった解説に引き込まれた。鳥羽市相差地区では、相差海

女文化資料館や石神神社を訪れ海女や漁師の生活振りや文化に触れた。すれ違う住民の方々は気
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軽に挨拶や声を掛けてくれて、地域の温かみを感じた。昼食は海女小屋にて現役の海女等が炭焼

きして提供してくれる海の幸に舌鼓を打った。 

   エコツアーに参加して完成度の高さに驚いた。この完成度の高さは海島遊民くらぶのスタッフ

と海女をはじめ地域住民がコミュニケーションを重ね、信頼関係を構築し、地域の魅力を最大限

に引き出すことを可能にしているからこそ成立するものである。町の魅力を発信するためには、

町民との日頃のコミュニケーションがいかに大切であるのかを改めて感じた。 

 

    (5) (5) (5) (5) 滝上町滝上町滝上町滝上町    木村木村木村木村        憲憲憲憲    

   鳥羽市におけるエコツアーの実施に当たって重要と感じた点は、地域の連帯感、企画者も協力

者も同じ身内意識、信頼関係が成立した中での運営と言える。これは、有限会社オズのスタッフ

のみならず、市職員も住民と距離感が無く、地域の中でさまざまな関わりを持っているものと見

えた。平たく言えば、町おこしをするにあたっては、同じ釜の飯を食べ、同郷の人間となり、地

域の中で協力し合って生活をしていかなければ、事は難しい面もあるのではないか。 

   仕事と私生活という面も当然あるが、鳥羽市における関係団体のメンバーやガイドなどは、鳥

羽市以外の出身の人も多い。しかし、地域の中に溶け込み、エコツアーの企画運営に取り組んで

いる。エコツーリズムの概念自体はすそ野が広く、１日の研修では、その全体像を理解すること

は難しいが、仕掛ける側の覚悟や真剣な気持ちを感じられた研修だった。 

 

 (6) (6) (6) (6) 別海町別海町別海町別海町    浦部裕美子浦部裕美子浦部裕美子浦部裕美子    

   「海島遊民くらぶ」のエコツアーの取組を聞く中で、行政との関わり部分はあまり触れられて

おらず、難しさを感じる部分もありましたが、人事異動が付いて回る行政職員に対し「観光部門

で培ったものをベースに他の部署で開花してもらえれば良い」という江崎氏の考えを聞き、どの

部署にいても、そこで培ったものを次に活かすことで、それまで関わった人たちにも返していく

ことにつながっていくことを再認識させていただきました。 

   本研修では、三つの研修テーマがありましたが、どのテーマでもその地域の実情に併せた取組

内容となっており、今回学んだことや感じたことを関係部署に情報提供したり、自分のまちでは

どんな取組ができるか考えたりしながら、今後の業務に活かしていきたいと思います。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


