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平成 30 年度 市町村職員道外先進事例研修の概要
１

目 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。

２

日 程
平成 30 年 11 月 11 日（日）～14 日（水） ４日間

平成 30 年度市町村職員道外先進事例研修 行程図

研修２ 横瀬町 11/13（火）
【「日本一チャレンジする町」官民連携のプラットフォーム】

研修３ 小鹿野町 11/13（火）
【健康長寿の町「おがの」をめざして】

研修１ 千葉県鋸南町 11/12（月）
【廃校の学舎を都市と農村の交流拠点の道の駅】
11/11（日）と 11/14（水）は移動日
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３ 研修先及び研修テーマ
研修１

千葉県鋸南町（きょなんまち）

(1) テーマ 廃校の学舎を都市と農村の交流拠点の道の駅
(2) 日 時 平成 30 年 11 月 12 日（月） 9:30～11:30
(3) 場 所 座学：道の駅「保田小学校」
（鋸南町保田 724 番地）
(4) 講師等 鋸南町役場 地域振興課まちづくり推進室主事 岩 﨑 雄 也 氏
指定管理者（株）共立メンテナンス 道の駅保田小学校校長 大 塚 克 也 氏
(5) 研修先の概要
ア 人 口
7,925 人

3,672 世帯 （平成 30 年９月１日現在）

イ 町の概要
鋸南町は、千葉県の南、房総半島の西南、安房地域にあり、北は富津市、東は鴨川市、南
は南房総市に接し、西は東京湾に面しており、町の面積は45.19平方キロメートルである。
東西10.75キロメートル、南北7.3キロメートルで、都心から65キロメートルに位置し、風光
明媚な海岸線を有し、また海岸より山間部にかけては豊かな山系を有し、そのなかでも北部
には標高329メートルの鋸山がある。中央部以東は狭い山間地帯で、中央部以西は海岸に向
かって平坦地となり、最西端に市街地が展開している。公共交通機関は、ＪＲ内房線と国道
127号線や館山自動車道が南北に走り、生活の大動脈となっている。
町名の「鋸南」はこの鋸山の南に位置することに由来し、町は昭和 34 年、勝山町と保田町
の合併で誕生した。
ウ 取組の概要
(ｱ) 目的・取組内容
鋸南町は、深刻な後継者不足、相次いだ小学校の閉校と地域活力の減退、高齢者率
45％台、後期高齢者率 20％以上という状況の中で、10 年先を見据えた高齢化最先端の町
をめざし、経済活性化の起爆剤となる事業を創造し、町に人と仕事を呼び込むために、平
成 26 年３月に廃校となった小学校を活用し、新たなコミュニティの核をつくる。
「都市交
流施設・道の駅・保田小学校」プロジェクトを始動した。
(ｲ) 成果
平成 27 年 12 月、地域コミュニティの核であった廃校を、町民の経済活動ステージ「都
市交流施設・道の駅・保田小学校」として再生し、農林水産物の販売や６次産業化を通じ
た農林漁家の経営安定、自然・文化・歴史など町の観光や食の情報などを発信し、都市と
農村の交流活性化の拠点として活用した。
体育館を使った直売所、教室を使った宿泊施設など、小学校の雰囲気を残しつつリノベ
ーションした道の駅は、全国的にもユニークな存在となっている。
里山の景観の中に教室や体育館が、
「郷愁を感じる」と人気を呼び、年間売上額 2.7 億円
の目標を半年で達成し、６億円の売上があり、廃校という人口減少の象徴を“逆転の発想”
で地域活性化につなげた。
※出荷組合会員数は約 200 人、関係町内事業者数は 21 社、施設内雇用者数は約 50 人、年
間来場者数は約 60 万人を創出。
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研修２

埼玉県横瀬町（よこぜまち）

(1) テーマ 「日本一チャレンジする町」官民連携のプラットフォーム
(2) 日 時 平成 30 年 11 月 13 日（火） 10:30～12:00
(3) 場 所 座学：横瀬町役場会議室（３階）
（横瀬町大字横瀬 4545 ）
(4) 講師等 横瀬町長

富 田 能 成 氏

横瀬町役場まち経営課長 新 井 幸 雄 氏
〃

副主幹 田 端 将 伸 氏

(5) 研修先の概要
ア 人 口
8,370 人

3,361 世帯 （平成 30 年９月１日現在）

イ 町の概要
横瀬町は、埼玉県の西部、秩父盆地の南東部に位置し、都心から 70 キロメートル圏、西武
秩父線で簡単にアクセスできる小さな美しい田舎町である。秩父の名峰武甲山を背景に、寺坂

棚田に代表されるのどかな里山の風景がひろがる美しい環境や豊かな文化などを大切に育み
続けている町である。
町の大半は深い山地で、町の北西を流れる横瀬川流域に平地があり、そこが役場もある町の
中心部である。町役場から隣の秩父市の市街地へは直線 1.5 キロメートル程度であり、秩父市
への通勤率は 34.5%。町内には大きな店舗も病院も高等学校もなく、町民生活の大半は秩父市
に依存している。
ウ 取組の概要
(ｱ) 目的・取組内容
人口減少が進む中、小さい町ゆえに、域内の資源は有限であり、町をオープンにして外
から人、モノ、金、情報を呼び込み、民間の力をダイナミックに活用しようと、平成 28 年
10 月から「よこらぼ」をスタートさせた。
官民連携の取組は、自治体の設定した課題に対し、民が具体的な提案を行うケースがほ
とんどであるが、
「よこらぼ」は、民間の取り組みたいプロジェクトに、
「それが町のた
め、地域のためになりそうであればお手伝いする。
」という官が民に合わせるスタンス。
いわゆる、町に民間の事業やプロジェクトを誘致するプラットフォームである。
行政と民間とが「Ｗｉｎ-Ｗｉｎ」の関係で、民間は自治体の信用力を求め、自治体が
その提案を実行する。
(ｲ) 成果
「よこらぼ」の仕組みは、ｗｅｂサイトの応募フォームから申込を受け、審査会により
厳正に審査する。提案内容は多岐にわたっており、これまでの提案件数は 75 件で、43 件
を採択している。このうち、町がお金を掛けたのは２件だけである。応募者はベンチャー
企業や上場企業、外資系、ＮＰＯ団体、大学、個人と幅広い。
町は、まだまだ知名度が低く、定住人口、関係人口を増やしていくためには、まず知っ
てもらうことが必要。
「よこらぼ」を中心に、さらなるメディア露出を意識し、その波及効
果を狙っている。
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研修３

埼玉県小鹿野町（おがのまち）

(1) テーマ 健康長寿の町「おがの」をめざして
(2) 日 時 平成 30 年 11 月 13 日（火）14:00～15:30
(3) 場 所 座学：小鹿野町保健福祉センター（小鹿野町小鹿野 300 番地）
(4) 講師等 小鹿野町保健福祉センター 保健課長 分 須 亮太郎 氏
〃

保健課主席保健師 須 藤 裕 子 氏

国保町立小鹿野中央病院事務長

黒 澤 平太郎 氏

(5) 研修先の概要
ア 人 口
11,792 人

4,743 世帯 （平成 30 年９月１日現在）

イ 町の概要
小鹿野町は、埼玉県の西北部に位置し、東は秩父市、西は群馬県の神流町に接している。
古くは、江戸と信州を結ぶ重要な街道の宿場町として栄え、埼玉県内では川越に次いで２番目
に「町」として町制を施行した。江戸との交流が盛んであったことから、様々な影響を受けな
がら独自の文化が育まれ、祭りや伝統芸能が今に引き継がれ「小鹿野歌舞伎」は２百数十年の
伝統をもち、「歌舞伎のまち・おがの」としても知られている。
また、日本百名山のひとつ「両神山」や平成の名水百選の「毘沙門水」、日本の滝百選の「丸
神の滝」、と多くの百選があり、四季折々に花が咲く、美しい豊かな自然に恵まれた町である。
平成 17 年 10 月に隣接する両神村と合併し、人口は 13,157 人（平成 25 年４月１日現在）で
高齢化率は 30.2%、75 歳以上は 17.3%（平成 29 年１月１日現在：高齢化率 33.8%、75 歳以上
18.3%）という状況である。特に、山間の小集落は高い高齢化率を示しており、町内 66 行政区
のうち、８つの行政区が「限界集落」と言われている。
ウ 取組内容等
(ｱ) 目的・取組内容
人口は 11,899 人（平成 30 年４月１日現在）、高齢化率 35.4%、75 歳以上 18.7%の状況で
あるが、後期高齢者の一人当たりの医療費は埼玉県内で一番少ない元気な町である。
小鹿野町の健康づくりの始まりは、昭和 28 年に開設した町立病院（国保町立小鹿野中央
病院）で、現在一般病床 45 床、療養病床 50 床の地域医療の中核病院として根付いており、
町の「保健・医療・福祉」が一体となって機能する「地域包括ケアシステム」の重要な一翼
を担っている。
町が取り組んできた事業としては、減塩運動や食生活の改善、成人病予防健診（人間ドッ
ク）の助成のほか、町内全地区に地域の健康増進の推進役として保健補導員（現在「健康サ
ポーター」に名称変更）を育成し、平成 25 年度には 231 名の方を委嘱している。
(ｲ) 成果
「地域包括ケアシステム」の構築に向けては、平成 14 年に町立病院の隣に保健福祉セン
ターを開設し、町の保健福祉課の配置のほか、在宅支援センターや訪問看護ステーションも
併せて設置し、保健、福祉、医療、介護サービスの部門を一つの建物に集約した。このセン
ターに勤務する 8 人の保健師は全て町の職員で、高齢者、要介護者宅を訪問し、生活習慣病
などの健康相談や医療に関する指導などの体制を確立した。町立病院や在宅での介護サー
ビスまで町が町営で提供しているところが、小鹿野町の強みであり、特徴である。
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平成３０年度 市町村職員道外先進事例研修
【参加者名簿】
区分

氏名

団体名

職 名

団長

三上 和己

北海道市町村振興協会

参事

事業推進担当

横山 尚香

新篠津村

主事

教育委員会学校教育係

富岡 侑哉

島牧村

係長

総務課総務係

北野 雅樹

ニセコ町

係長

総務課庁舎整備係

中西 永一

赤平市

係長

農政課林業係

笠原 美雪

南幌町

主査

保健福祉課健康子育てグループ

波川 貴彦

長沼町

係長

政策推進課広報情報係

押切 麻衣子

雨竜町

主査

住民課福祉担当

森 千晶

北竜町

係長

産業課農業担い手係

六田 年則

鷹栖町

主査

町民課住民生活係

佐藤 麻美

東神楽町

主査

まちづくり推進課

名畑 克則

苫前町

係長

総務財政課財政係

尾路克彦

津別町

嘉村 直哉

訓子府町

主事

企画財政課財政係

奥田 貴史

湧別町

主任

企画財政課財政係

水上 良一

滝上町

係長

教育委員会生涯教育課社会教育係

板澤 寛

中札内村

主任

福祉課福祉グループ

大畠 賢治

別海町

主事

税務課課税担当

山田 隆二

北海道市町村振興協会

主幹

事業推進担当

古一 直喜

北海道市町村振興協会

主査

事業推進担当（福島町派遣）

団員

所 属

主査
教育委員会生涯学習課学校教育グループ
社会教育主事

事務局
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研 修 レ ポ ー ト

１班

千葉県鋸南町

２班

埼玉県横瀬町

３班

埼玉県小鹿野町
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【 レポート作成 班編成表 】
班

氏 名

市町村名

波川 貴彦

長沼町

横山 尚香

新篠津村

森 千晶

所属

職名

備考

政策推進課広報情報係

係長

班長

教育委員会学校教育係

主事

北竜町

産業課農業担い手係

係長

尾路 克彦

津別町

教育委員会生涯学習課学校教育グループ

主査

嘉村 直哉

訓子府町

企画財政課財政係

主事

大畠 賢治

別海町

税務課課税担当

主事

北野 雅樹

ニセコ町

総務課庁舎整備係

係長

六田 年則

鷹栖町

町民課住民生活係

主査

佐藤 麻美

東神楽町

まちづくり推進課

主査

名畑 克則

苫前町

総務財政課財政係

係長

奥田 貴史

湧別町

企画財政課財政係

主任

水上 良一

滝上町

教育委員会生涯教育課社会教育係

係長

班長

中西 永一

赤平市

農政課林業係

係長

班長

富岡 侑哉

島牧村

総務課総務係

係長

笠原 美雪

南幌町

保健福祉課健康子育てグループ

主査

押切 麻衣子

雨竜町

住民課福祉担当

主査

板澤 寛

中札内村

福祉課福祉グループ

主任

１班
(６名)
レポート担当
【鋸南町】

社会教育主事

２班
(６名)

レポート担当
【横瀬町】

３班
(５名)

レポート担当
【小鹿野町】

※研修レポートは、３つの研修先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１

廃校の学舎を都市と農村の交流拠点の道の駅
～

千葉県鋸南町の事例

～

波 川 貴 彦（長沼町政策推進課広報情報係）
横 山 尚 香（新篠津村教育委員会学校教育係）
森

千 晶（北竜町産業課農業担い手係）

尾 路 克 彦（津別町教育委員会生涯学習課学校教育グループ）
嘉 村 直 哉（訓子府町企画財政課財政係）
大 畠 賢 治（別海町税務課課税担当）

１ 鋸南町の概要
(１) 地 勢
鋸南町は、昭和 34 年に、かつての城下町であった勝山
町と港町の保田町の合併により誕生した。
町の名前の由来は、鋸山の南に位置する町ということ
で、「鋸南」という名称がついたとされている。千葉県南
西部安房郡に位置し、北に富津市、南に南房総市、東に鴨
川市が隣接し、西に東京湾に面している。東西 10.75 キロ
メートル、南北 7.3 キロメートル、総面積が 45.19 平方キ
ロメートルの広さであり、海岸線ギリギリまで山が迫って
いるために、町域の大部分が山間部で、北部には標高 329
【図１：鋸南町の周辺市町村】

メートルの鋸山がそびえている。

都心から車で、東京湾アクアライン連絡道、木更津 JCT 経由の富津館山道路を利用し、片道 90 分と、
地理的に優位性な位置にある。また、町内の交通網は、ＪＲ内房線における保田駅、安房勝山駅の二駅
があるほか、国道 127 号線や館山自動車道が鋸南町の南北に走り、生活の大動脈となっている。
（２）歴 史
歴史・文化としては、奈良時代の神亀２年（725 年）、聖武天皇の意志に基づき鋸山に開創された関東
最古の国家鎮護などを祈願した「日本寺」がある。日本寺の境内には、江戸時代の天明３年（1783 年）
に、世界平和などを祈願し岩山を彫刻して建設された「薬師瑠璃光如来」という大仏（像高 31 メート
ル）があり、座像として日本一の大きさを誇っている。また、国の重要文化財にも登録されている「梵
鐘」がある。
また、平安時代末期の治承４年（1180 年）に、伊豆の石橋山の戦いで平氏方の大庭景親らに敗れ、小
舟で逃れた源頼朝が勝山海岸に上陸し、兵を立て直し、天下を治めたという伝説の地でもある。上陸地
である鋸南町竜島には、記念碑が建てられている。
さらに、鋸南町は、
「見返り美人」で有名な浮世絵の先駆者として名を馳せた江戸の絵師・菱川師宣
の誕生の地でもあり、昭和 56 年には、
「菱川師宣誕生之地」の記念碑が建てられている。
（３）人 口
人口は、7,898 人（男 3,801 人、女 4,097 人） で、世帯数は 3,663 世帯である（平成 30 年 11 月１
日現在）
。

-9-

（４）気 候
鋸南町は、平成 28 年１月～12 月までの年間平均気温は 18.4℃、年間平均湿度 69.8％、年間平均降
水量は 137.5 ㍉である。例年、冬季の平均気温は 10℃前後で、昔から「鋸山を越えると肌着が一枚い
らない」と言われる温暖な気候であり、温暖な海洋性気候と風光明媚な海岸線は古くから海水浴場とし
て栄えてきた。
（５）産 業
町の産業は、西に東京湾、北に鋸山という周囲を海と山で囲まれており、年間の平均気温が 18℃程
の温暖な海洋性気候により、農業と水産業が栄えている。
農業は、水稲、野菜、花き、酪農を中心に取り組んでおり、米や花きについては、ふるさと納税の返
礼品にもあげられている。鋸南町は、面積のおおよそ 1/3 が「地すべり防止区域」を占めており、地す
べり防止区域の田んぼは、ミネラルなど鉱物質を微量に含んだ地下水と重粘土質の土壌によって美味
しいお米ができると言われている。花については、主に水仙やカーネーションなどが栽培・出荷されて
いる。花栽培は、江戸時代末期の安政年間（1854 年～60 年）に鋸南町元名地区に咲く「日本水仙」が
元名の花と呼ばれ、船で江戸（現在の東京）に運ばれたのが始まりと言われている。現在でも、町民の
花への関心は高く、
「水仙まつり」
「桜まつり」などの花のイベントが開催され、観光客で賑わっている。
また、鋸南町を日本一の桜の名所にすべく、町民一丸となって桜の植樹に取り組んでいるほど、花づく
りが盛んな町である。
水産業については、主に沿岸漁業を中心に、アワビ・クルマエビ・サザエなどの種苗・稚貝放流やハ
マチ・マダイ・シマアジの養殖のほか、定置網業ではアジ・サバ・イカなどが獲れ、１年を通して様々
な魚種が水揚されている。
（６）町の課題
鋸南町の課題は、人口減少・少子高齢化があげられる。平成初期には、人口が約 12,000 人、子ども
の年間出生数が約 80 人であったが、現在は人口も当時から約 4,000 人減少し、子どもの出生は 30 人
未満となっている。後期高齢者が人口の約 20％を占めており、高齢化率は 45％で、千葉県内ワースト
２位を記録した。かつては保育所が２施設、幼稚園３施設、小学校３校、中学校１校であったものが、
現在では各々が１施設ずつとなり、少子高齢化が加速している。国立社会保障・人口問題研究所による
将来人口では、2060 年には 2015 年現在の人口の約 1/3 になり、3,000 人を切ると推計されている。

２ 都市交流施設・道の駅・保田小学校の概要
「都市交流施設・道の駅・保田小学校」は、
千葉県の南房総地区にあり、富津館山道路の鋸
南保田インターチェンジから降りて約 200 メー
トルに位置している。教育施設等の再編計画に
基づき、平成 26 年３月に廃校となった保田小
学校校舎を活用し、
「都市交流施設・道の駅」
として、平成 27 年 12 月に開業した。
鋸南町の人口減少や高齢化率の高さ、深刻な
後継者不足、地域活力の衰退等により町全体の
元気がなくなることを懸念し、地域を元気にす
る事業をつくり、町に人と仕事を呼び込む、町

【写真１：都市交流施設・道の駅・保田小学校】

民のステージ、廃校を活用し新たな人々の交流

- 10 -

の場をつくることを目標に、平成 24 年度、保田小学校
跡施設を利用した新交流拠点整備事業が開始した。
事業のアイデアは、鋸南町総合計画の策定にあたり、
町民からの自由な意見を取り入れるために設置した策定
懇話会内での意見のひとつであった。
他の校舎活用案には、介護施設や高齢者住宅等への転
換という意見もあったが、
「守りの姿勢」ではなく、外
から人を呼び込む「攻めの姿勢」に立ち、町長のリーダ
ーシップによる行政主導のもと事業開始に踏み切った。
【写真２：宿泊施設と入浴施設】

事業の主な財源は、農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金（農林水産省）や千葉県緊急雇用創出事業補助金
等の国・県の補助制度等を活用し、全体整備費約 13 億
円のうち、町の一般財源は約３億円である。
新交流拠点を建設するにあたり、町からの設計条件は
校舎と防災機能を残すことのみで、町民に見える形での
公開プロポーザルにより公募した。審査員には、日本建
築学会でも著名な建築家を迎え、全国からの応募総数は
37 件、うち６件を２次選考として公開審査を実施した
結果、５大学連携・４事業所による「N.A.S.A 設計共同

【写真３：宿泊施設（４人部屋）
】

体」を選定した。なお、設計共同体に参加した５大学と
の連携は現在も続いており、町の他の事業にも関わって
いる。
「都市交流施設・道の駅」として認定を受けようとし
たが、２キロメートル以内に「道の駅・きょなん」があ
ることで登録が難航した。国土交通省の担当者と協議を
重ね、宿泊施設の併設等で差別化を図り、千葉県内では
26 番目の「道の駅」として認定を受け、地方創生拠点と
しての機能を有する「地域センター型」重点「道の駅」
候補として選定された。

【写真４：町民と交流客との交流の場「まちの縁側」
】

施設の特徴的な点としては、校舎２階に簡易宿泊施設
と入浴施設を整備し、災害発生時には間仕切りのある避
難所としての利用が可能であり、防災機能の強化により
広域避難所として指定し、太陽光発電設備や蓄電池、非
常用の電源となる自家発電機も整備した。また、校舎２
階には、町民や交流客のたまり場として「まちの縁側」
を増築し、空調に頼らない空気循環システムを備え、災
害時には 450 人収容可能な構造とし、炊き出し等が行え
るようコンロやシンクも設置している。
廃校となった小学校校舎の活用により、一貫した「学
校の雰囲気」を随所に残し、教室は黒板やロッカー等を

【写真５：直売所「里山市場・きょなん楽市」
】

残したまま宿泊施設へ、音楽室はコンサートホールへと改装したほか、施設全体に廃校前の教育備品を
利用することで来場者は小学校時代を懐かしむことができる。
また、体育館は直売所「里山市場・きょなん楽市」として整備し、農業協同組合の介入はなく、町組
織とは別の「保田小学校直売所出荷者組合（以下、
「出荷者組合」）を新たに組織した。会員は鋸南町在
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住者で、農産物は町内で生産されたもの、加工品は町内の施設で製造したものなどの条件を付け、なる
べく町内商品を取りそろえながら、町の地域振興と魅力的な直売所づくりを目指した。
保田小学校の運営管理については、指定管理者を公募し、３者の中から経営規模や宿泊施設に関する
ノウハウを有する株式会社共立メンテナンスを指定し、平成 27 年 12 月９日に竣工式典を開催し、同月
11 日にグランドオープンを迎えた。
＜主な機能＞
校舎棟１階

校舎棟２階

まちのコンシェルジュ

観光情報案内、宿泊・温浴・公共施設の受付

（町の情報ラウンジ）

庁内体験メニュー等の紹介

こどもひろば

各種遊具の親子で楽しめる空間、子育て支援

まちのギャラリー（会議室①）

作品展示、各種会議室

テナント店舗

飲食店：４、物販店：１

みんなの家庭科室

加工室、調理実習室

トイレ ほか

トイレ、授乳室、公衆電話

学びの宿（簡易宿泊施設）

個室（４名）：10 室
大部屋（15 名）
：２室

里の小湯（温浴施設）

中風呂（８名程度）
、小風呂（６名程度）

まちの縁側

日中は自由に利用可

音楽室（会議室②）

音楽、ダンス等の練習、コンサートに利用
（防音対策有）

市場棟

里山市場きょなん楽市

産地直送品、物販、飲食スペース

（体育館）

（直売所）

屋外

イベント広場

屋外でのイベント利用

駐車場

乗用車：104 台、大型車：５台、身障者用：２台
自動二輪車：８台、自転車：21 台 （駐車可能）

その他

太陽光発電設備

出力 15ｋＷ相当、蓄電池 15.6ｋＷｈ相当

公衆無線ＬＡＮ

敷地内利用可

※施設全体の整備費：約 13 億円（国庫及び県支出金：4.3 億円、過疎対策事業債：5.5 億円、一般財源：3.2 億円）

３ 都市交流施設・道の駅・保田小学校
（１）経済の拠点
保田小学校がリノベーションして生まれ変わり、新しい雇用、仕事が生まれた。
まず、一階の職員室等はテナントスペースとして、
飲食店４店舗（café 金次郎、３年Ｂ組、Da Pe GONZO、
里山食堂）と、雑貨屋１店舗(快鋸南百貨店)がある。
この飲食店では、地元素材を使った料理を提供してい
るため、地産地消にもつながっている。
直売所「里山市場きょなん楽市」には、出荷者組合
の野菜や花、地元の特産品で作った加工品やお菓子な
どが多く売られている。
【写真６：飲食店（里山食堂）
】
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出荷者組合は、地元の生産者で構成し、鋸南町なら
ではの魅力の発信と、農作物の安定的な出荷ができる
ように調整している。また、生産者が食品加工・流通
販売を行うことで、６次産業化を推進し、加工品づく
りの人材育成支援や農作物に付加価値を付け、生産者
の所得向上を目指している。
この施設による地域効果としては、雇用数が約 50
人、出荷者組合の会員数が約 200 人、関連町内事業者
数が 21 社と多くの人を巻き込み、地域の活性化につな

【写真７：飲食店（Da Pe GONZO）
】

げている。
年間売上額は６億円と、当初目標の２億７千万円を
半年で達成した。年間来場者数は約 60 万人超、レジ通
過客数は 30 万人で、平成 27 年 12 月のオープンから３
年経過しているが、多くのリピーターが付き、年間約
６億円の売上げを維持している。
（２）地域コミュニティの拠点
小学校らしさを残しつつ生まれ変わった保田小学校
は、都市と農村の交流拠点として、多くの人を呼び込
み鋸南町の魅力の発信口として、重要な役割を果たし

【写真８：直売所「里山市場きょなん楽市」施設内】

ている。
「まちのコンシェルジュ」は、鋸南町の飲食店、体験メニューの受付、ガイド、宿泊施設、近隣観
光情報のほか、生活情報などを案内している。
みんなの家庭科室では桜染め体験教室や調理実習等、音楽室ではミニコンサートや小ライブ等、ま
ちのギャラリーでは絵画の展示会等の交流イベントをそれぞれ開催している。
２階の簡易宿泊施設「学びの宿」は、教室に泊まれるという珍しさもあり多くの宿泊客を呼んでい
る。また、災害時には防災拠点として、地域住民、帰宅困難者など広域避難所に指定されている。

４ 今後の課題と展望について
（１）今後の課題
まず、１つ目は、観光客を中心とした来場者数が多い故に、町民の足が遠のき当初の都市交流施設
としての機能が薄まっていること。２つ目は、夜間はカフェや食堂が閉店するため、宿泊者の夕食対
応ができていないこと。３つ目は、施設が築 50 年経過しており、大規模改修等が今後必要であること。
－などの課題があげられる。
町民利用の向上策としては、町民限定のポイントカードの導入を検討している。まずは、道の駅に
１度足を運んでもらい、慣れ親しんだ校舎を懐かしんだり、改修により校舎の変わった場所を発見し
たり、観光客とは違う町民ならではの様々な時間の過ごし方ができる。また、安全で新鮮な野菜が購
入できる直売所は、観光客のみならず地元の方にも魅力的な場所であり、ＳＮＳの活用や紙媒体によ
り直売所の情報発信を続けることが必要である。
そのほか、観光客と住民との交流の場として、保田漁港で獲れた魚を使っての料理教室や授業を彷
彿させる木版画体験教室、リース作成体験などの開催のほか、文化祭や開校記念祭等のイベント、鋸
南町の魅力である花、鋸山観光、美味しい海の幸等を多様に組み合わせることで、多くの観光客と町
民が交わり、「都市交流施設」としてさらに機能するものと思われる。
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（２）今後の展望
道の駅「保田小学校」は、地理的優位性と学校の雰囲気を随所に残したアイデア等から来場者を増
やし、世界最大旅行サイト「トリップアドバイザー2018」の全国道の駅ランキングで、1145 駅中８位
を獲得した。
現在、指定管理者である株式会社共立メンテナンスのアイデア等により、保田小限定グッズや６次
産業化に向けた特産品の開発、新たなイベント開催等の事業の掘り起こしなどを行い、来場者の確保
と保田小学校の魅力づくりに努めている。
また、この施設は、避難施設という側面もあり、太陽光発電設備や自家発電機の整備等のほか、宿
泊施設は避難所として、保田地区のみならず観光客も含めた防災拠点として機能している。
今後、施設の老朽化に伴う大規模改修等が必要となるが、保田小学校は都市交流施設・道の駅・防
災施設という３つの顔をこれからも維持・発展し、10 年後、20 年後も全国から注目される施設であり
続けて欲しい。

５ 鋸南町での研修を通じて－感想－
（１）長沼町 波 川 貴 彦
本町においても、今後廃校となる校舎が６校になり、跡利用について大きな課題となっております。
そんな中、このような研修に参加させて頂ける機会があり、
「保田小学校」の道の駅を視察でき大変勉
強になった事例でした。
まず、本プロジェクトのきっかけは総合計画の策定懇談会で住民からでたアイデアということに驚
きました。町に２つもの「道の駅」を造るという発想は想像もつかないものでした。
現在、どこの自治体も財政状況が厳しい中で、廃校を「道の駅」と考えたとき、最小限の改修で経費
を抑えることを優先させる考え方になってしまうと思いますが、鋸南町は新設するのと同じぐらいの
費用をかけて整備を行い、町長をはじめ関係者の本プロジェクトの成功への自信と熱意を感じました。
結果として、当初目標年間売上額（2.7 億円）を半年で達成し、来場者数約 60 万人、組合員数約 200
名、町内事業者数 21 社、雇用者数 50 名など、産業振興、雇用、教育など多目的な施設として成功を
上げております。
本町のまちづくりにおいても、今回の研修で学んだ「町民の声」を大切にし、想像力を豊かにいろん
な方向から物事を考えていかなければならないことを学びました。今回の研修をこれからのまちづく
りの一助となるよう努力していきたいと思います。
最後に、この研修を通じて、他市町村職員の方々と交流し、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。ありがとうございました。
（２）新篠津村 横 山 尚 香
鋸南町「道の駅・保田小学校」には、今回初めて宿泊
と見学をしましたが、設備が充実し、子どもからお年寄
りまで幅広い世代が楽しめる施設であると同時に、防災
施設としての機能を有し、とても魅力的な施設だと感じ
ました。
研修では、その魅力的な道の駅事業の成功事例を学ぶ
とともに、住民やその他組織の協力のもと、町全体で地
域活性化を目指す大切さも学びました。ただ、鋸南町が
成功を遂げたのは、鋸南町が都心近くに位置し、かつ農
業漁業が基幹産業であること、
「道の駅・保田小学校」
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【写真９：研修の様子（みんなの家庭科室）
】

が高速インターチェンジを降りてすぐの場所にあるという特性だからこそと言えます。新篠津村を含
め他の市町村が、鋸南町の先進的な事例と全く同じ事業展開を行ったとしても、地域の規模や特性が
違うので、成功を収めることはなかなか難しいと考えます。今回の研修後、本村の長所短所はなんだ
ろうと思い返しながら、私自身が本村の特性や課題を再認識する必要であると実感しました。私は現
在、教育委員会の学校教育係に所属していますが、どこの部署にいたとしても、村職員として、地域
の活性化に向け、課題の分析・解決に努める姿勢は必要不可欠だと考えます。今回の研修で学んだこ
とを活かし、今後の職務に努めていきたいです。
（３）北竜町 森

千 晶

研修前日に研修する「道の駅・保田小学校」に宿泊で
きたことは、大変有意義な体験でした。
到着した夕方は、学校内部の照明がまるでライトア
ップされているかのように校舎を綺麗に彩っていて、自
然と校舎の写真を撮るみんなの姿が印象に残っていま
す。廊下の壁のランドセル、宿泊部屋は教室を改修した
部屋で小さな勉強机と椅子の設置、縁側には平均台など
の遊具を配置するなど、施設全体が懐かしさを感じさせ
る作りで大変面白く、写真を撮りたくなる・人に話した
くなる・再訪したくなる工夫が随所に見られました。

【写真 10：施設の様子（夜間）
】

また、夕食後に１部屋に研修参加者全員が集まったの
ですが、畳を利用したベッドに座ることで 17 名がゆっ
たり座り親睦を深められたのもいい経験であると同時
に、畳ベッドを備えた部屋や浴場、カフェの飲食設備等
は、災害時には防災施設として有効に機能することも体
感出来ました。
この魅力有る施設を作るにあたり、複数の企画を提案
してもらい最も適した設計者を選ぶ公開プロポーザル
という方法を選んだことは、作業が多く大変だったと

【写真 11：宿泊施設の廊下の壁】

推測しますが、質の高い建築設計が可能な先進的な方法で参考になりました。行政が発想する場合、
公共性や前例に囚われがちですが、大学と連携した設計共同体を選定したことにより、大学生の柔軟
性に跳んだアイデアも取り入れることで、来場者の絶えない道の駅になっているのだと思いました。
開業４年目の現在も、保田小でしか購入できない限定グッズを作ろうと委託業者が努力している点
や、直売所出荷者自らが技術向上のため研修会を実施している点、６次産業化の推進など、現状に甘
んじる事なく向上のため次の手を考えている姿勢は、行政のみならなし得ない姿勢であると感じ、官
民が協力する大切さを再確認する研修となりました。研修で得た知識を持ったままにせず、少しでも
実践し職務に活かしていきたいと思います。
（４）津別町 尾 路 克 彦
私が調べた限り、廃校利用の道の駅は全国でこの「保田小学校」だけである。少子化の影響で今まで
全国各地ですさまじい数の学校が閉校され再利用等をされているが、一つも道の駅がなかったのは、
すでに道の駅を運営していたり、金銭面や立地をはじめ越えなければならないハードルが多かったか
らだと考える。しかし、鋸南町はすべてをクリアし現在大成功している。さらに、雇用等も生み、知名
度も千葉県民でも町名を知らない人もいた鋸南町が、年間来場者数 60 万人、売上げが３年連続６億円
以上、地方創生担当大臣が視察にくるほどの全国的に有名な町となった。

- 15 -

学校教育担当として、学校を活かし学校を全面に押し出した別の施設が、これほど集客力がある施
設に生まれ変われることができたことには驚いたが、これを本町にあてはめることは難しいと感じた。
これは、学校規模・予算・人の動き・新しさ・指定管理者の能力等様々な要因が良いほうに絡み合って
の結果である。津別の統廃合・利活用は終了しており、見本にして何か施設をということにはならな
いが、あるものを有効活用するというのは、廃校に限らず何にでも当てはまるものでありその点は大
いに参考になった。また、観光の目線では、津別町も、女満別空港から阿寒温泉・釧路までの通り道と
なっていることから、目玉があれば人の足は止められるという実例を目の当たりにしてきた。今後、
新庁舎建設後の商業施設等の整備に少しでも今回見てきたものを活かせればと思う。
（５）訓子府町 嘉 村 直 哉
平成の大合併と呼ばれる時期に自律（自立）を選択し、町の現状をよく把握・理解した上で、ハー
ドとソフトの両面の展望を長期的に見通し、計画的に行っている。「都市交流施設・道の駅保田小学
校」はアイデアこそは町民からのものだが、その後は町長・行政主導により行い、特段の大きな反対
運動等はなかったことからも、事業に対する一貫した姿勢が功を奏したと思われる。全体整備費は約
13 億円であり、新築の場合と大差ないようだが、施設を複合化し様々な機能を持たせることで幅広
い補助金を活用し、また、町内施設の集約化により空いた他の施設等の活用方法についても、大学や
企業との連携を図りながら、今後活用に向けて動き出していることから、担当者からの説明にもあっ
た「守りの姿勢」ではなく、「攻めの姿勢」に立ったまちづくりを行うことで成功した事例である。
鋸南町のまちづくりは現在進行中であり、今後の展望も含めて本町のまちづくりの参考となる事例
が多くある。しかしながら、本町を含めた北海道の市町村は地理的・物理的に不利な部分も多々見受
けられることから、見様見真似で取り入れるべきものではなく、自らの現状を確実に分析し長期的な
視点を持ちながらも、町の実情に合わせたカスタマイズをしながら計画的に行う必要があるように思
う。
（６）別海町 大 畠 賢 治
「都市交流施設・道の駅保田小学校」を視察させていただき驚いたことは、外見は昭和 42 年建設
の小学校とは思えないくらい綺麗な施設であった。しかし、中に入ると学校で使われていた机やイス
などはそのままで、学校であった部分と新しくなっている部分が調和しており、懐かしさを感じた。
保田小学校は、平成 27 年 12 月の開業から１年間で 60 万人の来場、売上額 6 億円を実現し、出荷
組合の町内会員が約 200 名、町内事業者が 21 社、施設内の雇用者が約 50 名と、町の経済・コミュニ
ティの拠点となった。
本来、廃校という、町の拠点が失われる負の要素が強い問題に正面から向き合い、多くの専門的な
人と意見を交わすことで、新たな観点や発
想、意見が生まれそれを形にすることで、
保田小学校は、人気のある施設に生まれ変
われたと思う。廃校舎が新たなコミュニテ
ィの拠点となり地域が逆に活性化する施設
になっているのは、すごいと思った。
これからさらに、人口減少、少子高齢化
が進み、全国各地で毎年 500 校程の廃校舎
が生まれている中で、この鋸南町が取り組
んだ事業は、その問題に直面した時、地域
の実態にあった活用方法を模索する方法と
【写真 12：鋸南町での記念写真】

して参考となった。
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研修２

「日本一チャレンジする町」官民連携のプラットフォーム
～

埼玉県横瀬町の事例

～

北 野 雅 樹（ニセコ町総務課庁舎整備係）
六 田 年 則（鷹栖町町民課住民生活係）
佐 藤 麻 美（東神楽町まちづくり推進課）
名 畑 克 則（苫前町総務財政課財政係）
奥 田 貴 史（湧別町企画財政課財政係）
水 上 良 一（滝上町教育委員会生涯教育課社会教育係）

１ 横瀬町の概況
横瀬町は、埼玉県の西部、秩父盆地の東端に位置し、人口
は8,336人（平成30年11月１日現在）
、面積は49.49平方キロメ
ートルの、寺坂棚田に代表されるのどかな里山の風景が広が
る町である。町の大半は深い山地で、南側の秩父市との境に
は、日本二百名山のひとつに数えられ、日本武尊が東征の折
に、その堂々たる山容に感動し、着用していた甲（かぶと）
を岩室に納めたという伝説のある、武甲山（ぶこうさん）が
ある。役場を含む町の中心部は、町内北西部を流れる横瀬川
流域の平地にある。
町の主な交通機関としては、西武鉄道西武秩父線が通って

【図１：横瀬町の周辺市町村】

おり、町内には横瀬駅と芦ヶ久保駅の２駅があり、池袋駅か
らおよそ70キロメートル圏に位置する横瀬駅は、武
甲山表参道登山の玄関口としても利用されている。
また、横瀬駅は、横瀬町や秩父市が舞台の「心が叫
びたがってるんだ」という青春アニメ（2015年公開）
及び実写映画（2017年公開）にも登場しているほか、
町内各所の街並みが劇中に多々登場している。これ
を受け、映画やアニメを見て町内を訪れる観光客を
呼び込もうと、町と観光協会が共同で、劇中に登場
する架空のバス停を設置するなど、観光についての
ユニークな取組も行っている。
人口は、1995年（平成７年国勢調査）の10,194人

【写真１：武甲山（1,340m）
】

をピークに減少傾向にあり、住民基本台帳ベースでの、平成29年度の埼玉県内人口ランキングでは、63
市町村中61番目となっている。また、65歳以上の人口は31.5％（全国平均27.7％）と高齢化も進んでい
る。高校はなく、小学校及び中学校は町内に各１校ずつである。小中学校は現在、１学年２クラス規模
であるが、近年の出生数は30名程度と、さらに少子化の進行が懸念されている。
隣接する市町村は、秩父市、飯能市、比企郡ときがわ町で、特に秩父市の市街地は、町役場から直線距
離で1.5キロメートルしか離れておらず、町内には大きな店舗や病院などがないことから、町民の生活の
大半は秩父市に依存している。
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町内の主な勤務先には、セメント関連の会社や観光農園などがある。平成27年国勢調査による産業別
人口は、第１次産業は149人（3.8％）、第２次産業は1,336人（34.4％）、第３次産業は2,483人（60.8％）
となっており、いわゆる会社勤めの人口が多い地域で、就業人口の６割近くは町外へ通勤（就業人口4,032
人中、2,344人）し、そのうち半分以上（1,313人）が秩父市に通勤しているのが実態である。武甲山は良
質な石灰岩の産出地域であり、昭和44年に三菱マテリアル（株） 横瀬工場（三菱セメント）の誘致に成
功したが、その後、町内に企業は進出しておらず、町内で就業できる場所が限られていることが、課題
の一つとなっている。
国の趨勢人口（将来推計人口）によると、2060年の横瀬町の人口は2,600人まで減少すると推測されて
いるが、町では戦略人口を5,400人と見込み、様々な取組を行っている。特筆すべき事業としては、町内
在住者はもちろん、町出身の町外在住者も出席できる「横瀬が会いたがっているんだ。25歳の成人式」
があげられる。この取組は、結婚や仕事などで転機が訪れる前の世代に町の魅力を訴えることで、移住
を検討してもらうきっかけづくりの場を提供する、Ｕターン促進事業と明確に打ち出し、
「帰ってきたく
なるまちづくり」を目標に、地元の良さをアピールし、定住促進につなげる取組を行っている。
町が抱える課題には、人口減少と高齢化が進む小さな町ゆえの、域内資源の規模の小ささがあげられ
る。この課題に対応するため、町内に収まることなく、
「ヒト、モノ、カネ、情報」を外部から継続して
呼び込み、民間の活力を活用していく取組が求められている。

２ よこらぼの概要
（１）「よこらぼ」とは（誕生の背景）
「よこらぼ」誕生の背景には、自治体が抱
える課題や企業が自治体に求める支援と国
が進める地方支援施策などがあげられる。
横瀬町の人口は8,336人で、今後も人口減
少が進むと予想され、それに伴う地域産業の
縮小や高齢化社会などによる影響が地域の
活力衰退や、町の活性化につながる新規事業
の企画・立案は、日々の仕事を抱える中で、
人的・時間的にも非常に難しい現状にあっ
た。
一方、企業が抱える課題は、地方で実施し
【写真２：富田町長の説明と田端副主幹】

たいプロジェクトがあっても、そのフィール

ドや自治体とのコネクションが無く、企業が単独でプロジェクトを実施する場合、住民側との調整にか
なりの時間を要することがある。また、一般的に自治体の計画などに沿わないプロジェクトは、自治体
からの協力を得られないこともある。
自治体や企業がこのような課題を抱える中で、国は一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策として、
地方創生関係交付金により自主的・主体的で、かつ先進的な取組を支援する施策をつくり、また情報化
社会では公共領域のＩＴ化が進み、個人が所有する遊休資産を活用するシェアリングエコノミーという
新しいサービスが生まれるなど、社会情勢やサービス等が多様に変化し、地域創生の機運が高まってき
ている。
このような背景の中で、平成28年10月にスタートしたのが「よこらぼ」である。自治体としては、民
間活力や外部資源を活用することで地域の活性化はもちろん、自治体の付加価値の向上につなげること
にもなる。一方、民間としては、自治体からの「縛りが無い」様々なサポートや、町公認となることで、
住民からの信頼を得られプロジェクトをスムーズに展開できるようになる。
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「よこらぼ」とは、自治体と民間がお互い無理せずに力を出し合い、
「Ｗｉｎ-Ｗｉｎ」の関係を築き
ながら、地域の活性化を図ることができる今までにない官民連携のプラットフォームである。
（２）「よこらぼ」の支援・仕組み
ア 地方でプロジェクトを立ち上げたい企業・個人への支援
提案者に対する支援としては、行政権限による法的サポートや公共領域・住民への参加協力の依
頼がある。事業が採択されれば町公認となり、信頼を得た上で事業への参加協力を依頼できる。そ
して、他の自治体で事業を展開する上でも、町の公認は強みとなる。
（実際に、横瀬町から埼玉県に
事業をステップアップした企業もある。）
また、イベント等に最適な遊休地の貸出や、町のイベントとの連携で事業をＰＲすることができ、
さらに現地オフィスも利用可能（Wi-Fi環境）となる。
イ 提案からプロジェクト開始まで
提案者は、
「よこらぼ」ｗｅｂサイトに掲載されている「提案概要申込書」により、町にプロジェ
クトの申込をする。
町では、この提案されたものを翌月25日前後に開催する「よこらぼ」審査会で審査を行う。審査
会の委員は、町議代表、区長代表、行政経営審議会代表、観光・産業振興協会代表、商工会議所、
金融機関、役場管理職の計17名で構成している。
町長は、審査会委員からの評価点数と意見により最終的に採択を決断し、採択となればプロジェ
クトの開始となる。一般的に企業が行政と連携をとろうとした場合、企業が個別に行政に相談して
も、担当課によってその判断が異なるケースもあるが、
「よこらぼ」の特徴は、審議会制を執ってい
るため、行政の縦割りの都合では断りにくい仕組みとなっている。
最終的に採択されたプロジェクトは、町の経営課が事務局スタッフとなり、分野ごとに担当職員
を割り振り採択者と引き合わせする。
ウ 「よこらぼ」開始から２年
これまでの提案数は75件で、うち採択は43件であった。主な内容としては、新技術活用・開発が14
件、教育・子育てが11件、シェアリングが7件となっている。

３ よこらぼの効果について
（１）知名度の向上
元々は知名度の低い町だったが、
「よこらぼ」によってメディアの露出が増え、町の知名度向上につ
ながっている。横瀬町では、町の知名度をあげることを政策の中でも重要度の高い位置付けにしてい
る。
また、定例会見を開くことで記者クラブとの接点ができ、これによって露出度を上げており、平成
29年度は184回メディアに取り上げてもらっている。
この事業を行うことで、いろいろな人が横瀬町に来るようになり、人が人を呼び好循環になってい
る。
（２）各事業の取組効果
ア 防災行政無線などに利用可能な技術の実証実験事業
ＮＴＴデータによる新しい電波（無線通信技術「ＬＰＷＡ」
）の実証実験を行うにあたり、世帯30
件分の受信機設置の説明を町職員が各世帯へ回り承諾を得て試験を行った。電波試験は良好に終え
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て、このことが大企業のＮＴＴデータのリリー
ス記事に取り上げられ、ＮＴＴデータから次の
実証実験事業も横瀬町で行いたいとの提案が
きている。
ＮＴＴデータにとっては、スピード感をもっ
て出来、横瀬町にとってはＮＴＴの社員に知ら
れたことで、他の企業も「よこらぼ」を知り事
業提案をしたいなどのつながりができ、Ｗｉｎ
【図２：ＮＴＴデータによる実証実験イメージ】

-Ｗｉｎの関係になっている。
イ 360度自由視点動画の新技術 「SwipeVideo」
の実証実験事業
真ん中に被写体を置いて、周りのスマートフ
ォンで360度から動画を撮る実証実験である。
この動画の新技術により、スポーツのフォーム
チェック等のスポーツ技術の向上など、町民の
ためになるとのことで採択された。
町では、公民館サークルの紹介や、教育委員
会・学校との仲介、イベント参加者への協力、

【写真３：SwipeVideo による実証実験イメージ】

マスコミへの情報提供等を行っている。
この活用方法としては、コスプレイベント、少年野球、伝統芸能分野等での活用や記録保存実証
などがある。
コスプレイベントでは、コスプレイヤーを360度から撮る実証実験を行ったが、コスプレイヤーの
ニーズと離れ、実証実験は失敗に終わっている。また、地域の獅子舞行事では、夏の炎天下の中で動
画を撮ったため、カメラが作動しなくなり、実証実験は失敗に終わっている。ただ、このことがマス
コミに取り上げられ、大手企業から専用カメラでできないかとの問い合わせがきており、町は企業
へＷｉｎを提供している。
ウ 廃校活用でのシェアリングエコノミー事業
町の遊休資産である廃校をインターネット
で、空きスペースを貸し出す事業である。
町は、従来から貸出を行っているが、専用サイ
トを設けることにより見る機会が増え、貸出回
数が前年度の23回から72回まで増えている。
企業は、貸せば手数料が入り、町は手数料分
を引いても黒字になる貸出料の価格設定をして
いる。
この事業が始まり、土日の貸出日数が多くな

【写真４：遊休資産・シェアリング実証実験】

ったため、価格の見直しを行い、従来の 1.5 倍にしたが、問い合わせ件数や貸出日数には影響せず、
収入が施設の維持管理費用を上回っている状況である。
施設活用の効果としては、イベントや映画、ドラマを誘致し成功することで、横瀬町を知っても
らう機会が増え、町の情報発信や人が集まる拠点が生まれ、交流人口の拡大につながった。
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エ 地域体験ツアー「ＴＡＢＩＣＡ」による体験・知識
のシェア事業
町の特徴的な体験を有料で提供する事業で、地域の
人が提案を行い、地域の人が稼ぐ機会をつくり、地域
住民がつくる体験ツアーである。
体験ツアーの例として、町で４月に行う「宇根の春
祭り」は伝統的な催しで、近年山車の引き手が減少し
てきているため、この事業を使い参加者の募集を行っ
た。参加者の中には、ブラジル人のユーチューバーが

【写真５：
「宇根の春祭り」体験ツアー】

10人ほど参加しており、祭りでの交流や体験した映像
を世界へ動画配信している。
交流、体験をして思い出を作ってもらい、交流人口の拡大が期待できる事業となっている。
オ 「横瀬クリエイティビティー・クラス」の教育事業
クリエイターが集まり、地域の中学生とコラボし、ハ
ッカソン、アイデアソン共創型イベントなどを開催し、
社会教育上の事業となっている。
世界中で活躍するウェブデザイナー、映像ディレク
ター、エンジニア、イラストレーターなどのクリエイタ
ーが町に自費で往来し、中学生に様々な体験をさせ、将
来、横瀬町からクリエイターを輩出するといった展望
がある。

【写真６：ハッカソン、キャリア授業、映像作成】

また、家具職人やジュエリーデザイナー、ローカルメ
ディア編集長等の講師を地域内・外から招き、毎月１回開催する「はたらクラス」の授業を実施して
いる。この事業は、様々な職業などの話を聞き、多用な仕事・生活スタイルを知り、応援してもらう
風土作りを目指している。
町は、この事業への予算計上は行っていないが、この規模で実施すると３千万円程度になるとの
ことで、町で一番発展している事業となっている。
カ 「小児科オンライン」の実証実験事業
親が持つ子育てに対する不安の軽減や安
心感・満足感の向上を図る事業である。
町には、小児科医や総合病院がないため、
診療所が閉まる18時から22時までの間、０歳
～15歳の子供がいる世帯を対象に、オンライ
ンによる補助的な医療サポートとして、動画
機能付電話やＬＩＮＥで小児科医に相談を
リアルタイムで行うことができるものであ

【写真７：小児科オンラインによる実証実験イメージ】

る。
この事業に、町は予算計上を行っているが、うち2/3は県の補助金で賄っている。今はまだ実証実
験中ではあるが、今後医療費の削減につながる事業と考えている。
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４ 今後の展望について
我が国における今後の未来像については、
「未来投資戦略2018」や「ニッポン一億総活躍プラン」など
において、
「第４次産業革命」によるＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ロボット、シェアリングエコノミー
などの普及や、急速な技術革新に伴う「人生100年時代」の到来とされている。
横瀬町は、町内の資源のみでは今後の町の展望に限界があること、「人生100年時代」や「第４次産業
革命」の到来などをいち早く考慮し、
「ヒト・モノ・カネ・情報」を継続的に呼び込み、地域資源を上手
に活用しつつ、ＩＣＴなどによる最先端の事業展開を行うことで、地域を活性化することを目標とした。
ここでは、横瀬町から紹介のあった事例を再度踏まえ、国や世論などにおける日本の将来ビジョンに
ついても留意し、町の今後の展望がどのようなものとなるのかについて、以下のとおり考察する。
（１）「官僚制」に留意した場合における展望の可能性
まず、時代の最先端を一町という自治体が担うことが可能なのか、ということについて、考察する。
行政の組織体制や業務体制は、マックス・ヴェーバーが提唱した「官僚制（専門化・階統化された職
務体系、明確な権限の委任、文書による事務処理、規則による職務の配分といった諸原則を特色とする
組織・管理の体系）
」であるとされている。つまり、横瀬町も行政組織である以上、組織体制や業務体制
は「官僚制」である、ということになる。
一方で、ヴェーバーが詳しく言及しなかった「官僚制」のマイナス面については、ロバート・キング・
マートンが「官僚制の逆機能」として、規則万能（規則に無いから出来ないという杓子定規の対応）
、責
任回避・自己保身（事なかれ主義）
、秘密主義、前例主義による保守的傾向、画一的傾向、権威主義的傾
向（役所窓口などでの冷淡で横柄な対応）
、繁文縟礼（膨大な処理済文書の保管を専門とする部署が存
在すること）
、セクショナリズム（縦割り政治、専門外管轄外の業務を避けようとするなどの閉鎖的傾
向）と指摘している。マートンが指摘した「官僚制の逆機能」については、近年では「お役所仕事」と
揶揄されており、今もなお行政の問題として指摘されている。
では、横瀬町の今後の展望を考える上で、町は「官僚制の逆機能」という弊害が生じていないのかが
問題となる。
本研修において、横瀬町は人口8,336人、面積49.49 平方キロメートルの小さな町であるが、小さな
町は、小さな町ゆえんの「顔の見えるサービス」
、
「きめ細かなサービス」、
「スピード感のあるサービス」
を可能とし、これらの利点を生かした事業展開を行っており、地域資源を大切にしつつも、急速な時代
の変化にも対応できるまちづくりの構想を持っている。（事業の詳細は、
（２）で記す。）
先駆的な発想に対する職員の意識について富田町長は、「当初は職員からの抵抗があったものの、今
では多くの職員が納得・賛同し、楽しく前向きに業務に取り組んでいるという状況である。
」と仰って
いた。
以上のことから、横瀬町は、
「官僚制」という組織体制でありながらも、
「官僚制の逆機能」という弊
害から脱却した先駆的なまちづくりを推進することのできる体制を確立していると判断することがで
きる。
（２）横瀬町における取組と将来を見据えた展望の可能性
次に、「よこらぼ」という事業に触れながら、横瀬町の今後の展望について、考察する。
「よこらぼ」における民間事業者の提案は、その多くが「第４次産業革命」に伴う「超スマート社
会」を連想させるものである。
「ＬＰＷＡ」を活用した防災の戸別受信端末、教育などに活用できる 「Ｓ
ｗｉｐｅＶｉｄｅｏ」
、遊休施設を活用したシェアリングエコノミー、ＳＮＳを活用した小児科オンラ
インなどがその例である。
これまでの情報社会（Society 4.0）は、知識や情報が共有されず、分野横断的な連携が不十分であ
るという問題がある。また、人が行う能力に限界があるため、あふれる情報から必要な情報を見つけて
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分析する作業が負担であったり、年齢や障害などによる労働や行動範囲に制約がある。そして、少子高
齢化や地方の過疎化などの課題に対しても様々な制約があり、十分に対応することが困難となっている。
「超スマート社会（Society 5.0）」で実現する社会は、ＩｏＴで全ての人とモノがつながり、様々な
知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服すると
されている。また、ＡＩにより、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行
車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されるとされている。そし
て、社会の変革を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し
合あえる社会、一人ひとりが快適で活躍できる社会となることを示唆している。
「Society5.0」は、
「Society4.0」が解決できなかったこれらの課題克服の可能性を有しており、これ
らの課題は横瀬町だけではなく国や地方が抱える今後の課題である。
次世代の情報技術を活用し事業展開を図る「よこらぼ」は、横瀬町だけではなく、全国的に抱える課
題を克服するための先駆的な取組である。持続的、かつ時代の変化に対応した事業展開をすることで、
町が抱える課題解決のための期待値は高いと考える。
（３）まとめ
横瀬町は、少子高齢化や人口減少といった課題がある一方で、
「よこらぼ」において、国や世論などが
想定する未来の我が国における情報通信技術を先取りし、これらが町の地域活性化につながるものとし
て、採択していた。急速に進む情報通信技術に留意し、これらの技術革新を先駆的に取り組む民間事業
者の活力を活用し、その取組状況についてメディアへも公開することで、
「お役所仕事」から脱却し、一
歩一歩、確実に、全国的にも世界的にも知名度を上昇させている。
一方で、急速な技術革新に伴う町民の抵抗や拒否反応を緩和させ、理解してもらう仕組みづくりは必
要になると考えるが、今後も、急速な社会の変化に対応した「よこらぼ」を持続的に展開していくこと
で、町は、域内の少子高齢化や人口減少を食い止め、交流人口や定住人口を増加させる可能性を有して
いるものと考えられる。

５ 横瀬町での研修を通じて－感想－
（１）ニセコ町 北 野 雅 樹
「よこらぼ」は、町の未来の発展可能性を見出した事業ではありますが、一方で、新規事業のため、
職員の意識改革を必要としており、そのためには強力なリーダーシップが必要であるという印象を受け
ました。しかし、そのような障壁を突破し、多くの職員が「よこらぼ」に賛同し、取り組む姿勢を構築
することができているという事実を聞き、統率力のある組織であることに深く感心しました。それでい
て、富田町長の「ストレス」に配慮した言葉、仕事に「楽しさ」を見出すという言葉は、職員へのねぎ
らいでもあり、町の明るい未来の展望を想像させるものでした。
事業内容では、財政面に配慮しつつ、その代替として提供できる町の地域資源を徹底的に生かした政
策、いわば町と町民と民間事業者がクリスタルトライアングルのごとくＷｉｎ-Ｗｉｎの関係を構築す
る発想は、組織の身の丈に留意しつつも夢のある事業として見習うべきことだと感じています。
「第４次産業革命」を見据えた事業展開、これから大きく転換するだろう未来を予測した動きが「よ
こらぼ」であり、私自身も今一度、身の回りを見直し、常日頃、最新の情報をキャッチしながら、未来
のまちづくりのためのヒントを見出して、事業提案していきたいと考えています。
（２）鷹栖町 六 田 年 則
「よこらぼ」の民間のアイデアと資源を活用した地域活性化、外部から「人・物・金・情報」を流入
させ、活性化を促す事業は先駆的で感銘を受けました。この事業の良かったなと思う点は、相手側の立
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場になって考えられていること、民間に無理させ
ずに、行政も無理してついて行くことでもなく、
町民のためになることをお互いの持っているもの
を提供し合い活性化させていくことだと思いま
す。
鷹栖町も含め他の地方自治体は、民間からの提
案を受ける場合、実績を重要視に置くところから
入り、実績による信用があるから事業に参加資格
を得ることができますが、この「よこらぼ」は逆
で、入り口を広く設け、これから実績をつくる事
業のサポートを町職員で行い、信用を得て、それ

【写真８：研修の様子】

を基に次につながることを重視しているため、今まで無かった新しい実証や実験などを行い、その宣伝
効果を町の知名度に活用でき、この先、多様な事業を多く取り入れ、町も企業も将来発展できる材料が
あり、教育、子育て、福祉、人口減少の抑止も期待できると感じました。
本町は、第１次産業に支えられている町であり、新規の企業が入りにくい土地柄です。この「よこら
ぼ」のような試みを行うとすれば、住民の町に対する参加意識の強さと、地理的条件が合わなければ難
しい点が多々ありますが、人と人とのつながりという点では、どこの地域も基本的に同じであり、相手
側の気持ちになって協力し合う態勢は大変参考になりました。今回の研修を通じて、先進地の実例を学
んだことを、今後の業務に活かせるよう努めたいと思います。
（３）東神楽町 佐 藤 麻 美
人口減少、若者の流出などの問題は、本町でも、これから直面する課題として見据えています。
横瀬町は似たような人口規模であり、高校がなく、町外勤務者が多く、生活圏が隣町という形態は、
本町と非常に似ています。域内資源の規模の小ささという課題は、本町でも同じであり、打開策として
今年度から起業補助金などの事業を展開しましたが、起業に対してではなく、目に見える金銭価値のみ
ならず、人的満足度を重視するソフト事業が多いことが特徴の「よこらぼ」とは趣が全く違うこともあ
り、行政ではあまり目にすることがない発想の事業で、とても興味深くお話を聞くことができました。
プロジェクトのサポートというと、どうしても金銭のやり取りが発生するものと思いがちでしたが、
職員が労務を提供するといった事業の取組は、大変ユニークであり、職員が一丸とならなければ成し得
ない事業だと思います。また、ソフト事業が多いため、成果が目に見えにくいといったことが課題とし
てあげられていましたが、ハードに限定しないことが、多様な事業を受け入れられる「よこらぼ」の懐
の深さであり、
「人、モノ、金、情報」の呼び込みに影響する大きな強みだと感じました。
横瀬町が抱える課題は、一部の都会を除き、どの市町村でも考えなければならないものだと思います。
小さい町ならではの、きめ細かな対応と起動力で勝負する横瀬町の姿勢は、大変参考になります。日々
の業務に追われ、なかなか新しいものに取り組むのが難しい現状ですが、少しでも学んだことのエッセ
ンスを取り入れていければと思います。
最後になりますが、視察を受け入れてくださいました、横瀬町の富田町長をはじめ職員の皆様はもち
ろん、企画していただいた市町村振興協会の皆様に、厚くお礼申し上げます。
（４）苫前町 名 畑 克 則
大都市など一部を除いては、全国的に少子高齢化や人口減少、過疎化に伴う就労者不足など自治体
を取り巻く環境が厳しく、加えて、先行きが不透明な経済情勢の中で、どのように持続可能な「まちづ
くり」を行っていくかが、大きな課題となっており、本町も同様の悩みを抱えているところであります。
今回の研修先である横瀬町においては、予見できない未来において「小さな町」だからこそできるも
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の、
「小さな町」にしかないものを最大限に活用し、将来を担う子どもたちが「帰って来たくなる町をつ
くりあげる」をテーマとした、官民連携によるプラットフォームの取組「よこらぼ」プロジェクトの効
果や課題について学ぶことができました。
「よこらぼ」とは、横瀬町とコラボする研究所（ラボラトリー）の略称で、企業化前の事業やプロジ
ェクト、実証試験などを町に誘致し、
「ヒト・モノ・カネ・情報」を継続流入させながら、地域を活性化
する取組で、企業側が抱える課題が「町のため」
「住民のため」になりそうであれば、町長をはじめとし
た職員の汗や、町の資産の提供、法務的サポートなど、お金をかけずに低コストで支援を行うプロジェ
クトであるとの趣旨を伺い知ることができました。
特に、成果として上げていたのが「知名度」の向上で、大手企業との実証試験などがメディアに取り
上げられた効果もあり、新たな事業提案を受けているとの話がありました。人口減少対策や定住促進対
策、観光人口の増加を行うにあたっても、一番は町を知ってもらうことが重要で、関係人口が増え「人
が人を呼ぶ循環」が形成されたことも、
「知名度」の向上の成果とされておりました。また、町長自らも
プロジェクトの宣伝マンとして役割を担っており、
「小さな町」こそ機動力を生かし、スピード感を持
って仕事を進めて行く必要があると、熱い思いも語っていただきました。
本町も、少子高齢化や人口減少、基幹産業である１次産業の従事者不足が進んでおり、町の活力が低
下している状況の中、その対策として、住宅取得助成などの定住促進策や、高校生まで医療費無償化な
どの子育て世代への支援策等を実施しておりますが、横瀬町のようにアイデアと工夫を凝らし、将来を
担う子どもたちが「帰って来たくなる町」をつくり上げ、持続させていくことも必要であると感じ、自
治体職員として、これからの町づくりのために今回の研修で学んだことを活かし、業務にあたっていき
たいと思います。
最後に、４日間の研修を通じて、各地域の市町村職員の方々と情報交換や、交流を深められたことも、
とても有意義であり、実りある貴重な時間を過ごすことができました。
（５）湧別町 奥 田 貴 史
横瀬町の現状は、人口減少など本町と同じ課題を抱えた自治体でありますが、東京から１時間程度の
距離であるという地理的な強みがあります。
その強みを活かし、民間活力や外部資源を導入する戦略として「よこらぼ」が構想され、都会に近い
田舎の魅力を発揮し、人・仕事・情報を効率的に呼び込めるような仕組みを構築しました。
「よこらぼ」が成功した要因としては、地方創生にビジネスチャンスを見出そうとしていた企業の思
惑と、それを利用しようとした町が、できるだけ「民」から「官」へのアプローチのハードルを低くし
たことにあります。
特に、興味があった事業は、自治体初となる遠隔医療相談「小児科オンライン」です。小児科の無い
本町でも、子育て支援サービスとしてこのようなサービスが提供できれば、子育て世代からとても喜ば
れるサービスだと思いました。
横瀬町ではこれからも、
「民」に寄り添い「民」のスピード感に「官」が合わせる「よこらぼ」により、
地方創生につながる未来型公共サービスがたくさん生まれていくのではないかと思います。
富田町長は、「人口が１万人ぐらいの町は、町民１人ひとりの顔が見える行政サービスを提供できる
絶妙な規模感」であると言われていました。横瀬町と同じ人口規模である湧別町の職員として、人口が
少ないことを逆に強みとして、固定観念にとらわれず柔軟な発想で、今回学んだことを今後の業務に活
かしていきたいと思います。
（６）滝上町 水 上 良 一
事業の根幹は、町長の熱心さにあることがとても伝わりました。中でも、町の知名度を上げることが
先決と断言したことに感銘を受けました。本町においても、取り組めそうなプロジェクトがあるので興
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味はありつつも、横瀬町の取組を本町に
置き換えて考えていくとどうなるかを
今後、検討していきたいと思います。
面倒で時間がかかってしまうのが、人
と人との調整。そこの労力を惜しんでし
まうと、先には何も得るものが無いこと
を痛感しました。ルーディンワークも、
一方では必要ではありますが、それ以外
に対話によって得られる、人と人とのつ
ながりによって生まれる何かが大事か
と思います。
終わりに、富田町長をはじめ、新井課

【写真９：横瀬町での記念写真】

長、田端副主幹にお礼を申し上げますと
ともに、団長の三上参事、研修の準備を
してくださった山田主幹及び古一主査、
そして同行した16名の研修生の皆さん
方に感謝申し上げます。
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研修３

健康長寿の町「おがの」をめざして
～

埼玉県小鹿野町の事例 ～
中 西 永 一 （赤平市農政課林業係）
富 岡 侑 哉 （島牧村総務課総務係）
笠 原 美 雪 （南幌町保健福祉課健康子育てグループ）
押 切 麻衣子（雨竜町住民課福祉担当）
板 澤

寛 （中札内村福祉課福祉グループ）

１ 小鹿野町の概要
小鹿野町は、埼玉県の北西部に位置し、東は秩父市、西は群
馬県上野村と神流町に接しており、秩父盆地のほぼ中央に市
街地を形成している。小鹿野町の歴史は古く、約 1000 年以上
前の平安時代中期に編さんされた「和名抄」に記されている
「巨香郷こ（お）かのごう」が小鹿野の始まりと言われている。
古くは、江戸と信州を結ぶ重要な街道の宿場町として栄え、
埼玉県内では「川越」に次いで２番目に「町」として町制施行
を行い、中心部の小鹿野地区は県内でもいち早く教育・交通・

【図１：小鹿野町の位置図】

産業の振興など各分野で近代化が進められ、西秩父地域の中心
地として発展してきた。江戸との交流が盛んであったことから、様々な影響を受けながら独自の文化が
育まれ、祭りや伝統芸能が今に引き継がれている。特に、
「町じゅうが役者」と言われる農村歌舞伎の「小
鹿野歌舞伎」は、２百数十年の伝統をもち、「歌舞伎のまち・おがの」としても知られている。
町には鉄道路線がなく、公共交通機関などの交通網が発達しておらず、開発が進まなかったおかげで
日本百名山の「両神山」
、日本の滝百選の「丸神の
滝」
、平成の名水百選の「昆沙門水」
、日本の地質
百選の「ようばけ」などに代表される自然がたく
さん残っており、カタクリや日本一の園地を誇る
セツブンソウ自生地があるなど、四季折々に花咲
く、美しく豊かな自然に恵まれた町である。
近年、両神山麓花の郷では、日本有数の規模を
誇るダリア園、尾ノ内渓谷で氷柱といった新しい
観光スポットが出てきている。平成 23 年９月に
は、小鹿野町を含む秩父地域が日本全体で 20 地
域しかない「ジオパーク秩父」として認定されて

【写真１：日本百名山の「両神山」
】

いる。

２ 小鹿野町の現状
かつては埼玉県における養蚕の主要地であったが、現在はキュウリの生産が多く、またカキやクリ、
コンニャクの生産、花卉栽培が盛んな町である。産業構造は、第１次産業が 2.6％、第２次産業が 47.9％、

- 27 -

第３次産業が 49.5％で、第２次産業と第３次産業が主体となっており、この傾向は今後も続くものと予
想されている。
平成 17 年 10 月に隣接する両神村と合併し、面積は 171.45 平方キロメートルと県内の町村では最も広
い町域を有し、人口は 11,756 人（平成 30 年 11 月１日現在）で、高齢化率は 35.4％である。特に、山間
の集落は高い高齢化率を示しており、町内の 66 行政区のうち８つの行政区が「限界集落」と言われてい
る。しかし、後期高齢者の一人当たりの医療費は、埼玉県内で一番低い町となっている。

３ 小鹿野町の保健・医療・福祉の取組概要
町では、住み慣れた地域でいつまでも健康であり
続けることを最大の目標とし、健康づくりや介護予
防の取組、支援が必要となった時にはすぐに適切な
治療や介護が受けられ、安心して生活できるシステ
ムとそのシステムを動かす人づくりを行なってい
る。保健、医療、介護、予防、住まい、生活支援サ
ービスが切れ目なく、一体的に提供される体制を構
築し、関係機関との総合的な連携を図っている。
【写真２：保健福祉センターと小鹿野中央病院の外観】

（１） 地域包括ケアシステム
○ 想いでつなぐチームケアを進めるために
人が人のためにサービスを提供する連携システムであるため、職員一人ひとりが意識を持つこと
と考えている。
・ケースの状況を共有し、ケース中心のケアの一貫性を保つ
・各職種が主体性を持って力を合わせる
・それぞれが役割の理解と認識を深める
・職員個々の資質向上を目指す

【図２：小鹿野町の地域包括ケアシステム】
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（２）保健事業(健康づくり)
○ 地域ぐるみで健康づくり・生活習慣病対策
町は、高齢化社会に向け、保健・医療・福祉が連携し健康づくりを推進するため、平成３年に「健
康の町宣言」を行い、医療費や介護費の抑制を目的に各種事業を計画している。健康づくりは個々
の日常生活の見直しとともに、ご近所同士のつながりを感じながら取り組むことを重視している。
・生活習慣病予防対策モデル地区活動
生活習慣病予防のため、集団的な健康管理活動を実践する生活習慣病予防対策モデル地区を指
定し、住民全体に健康管理についての理解を深めることを目的としている。
・健康サポーター活動
各行政区からの推薦により町で委嘱し、地域住民の健康保持増進のために、身近な生活の場で
健康づくりの推進を目的として活動している。
《特徴ある小鹿野町の保健事業》
・地区活動支援：健康モデル地区 健康サポーター育成
・地区へ出向いての健康教育：いきいきサロン・健康座談会
・精神障害者支援：精神障害者ふれあい作業所
・特定健診：健診結果を手渡しで結果説明し、保健指導につなげる
・子どもの健診：小学５年生・中学２年生の小児生活習慣病予防健診
・鍛えて歩いてﾍﾙｽｱｯﾌﾟ ogano：若い世代からの運動・筋トレ事業
・小鹿野町いつでも健康相談：24 時間対応の電話相談
・小鹿野版ネウボラ事業：妊娠期から子育て期の切れ目のない支援
子育て包括支援室を住民課に設置（Ｈ30～）

４ 「地域包括ケアシステム」及び「健康づくり」の効果
（１）地域包括ケアシステム
保健・医療・福祉が一体となりサービスを提供する「地域包括ケアシステム」は、医療介護の必要
な人に、多職種同士（医師・看護師・保健師・ケアマネ・訪問看護師・ヘルパー等）が連携し、総合
的に関わることで、地域の安心と信頼を得ている。
また、介護保険申請前から保健師が関わり、把握した課題等に速やかに対応し、隙間のないサービ
スを提供するとともに、入院した時点で、入院中から退院後の生活までを見据えたサービスを提供す
ることで、本人、家族、専門職も交えた話し合いが可能となり、安心してサービスの利用や入院がで
きるなど、家族の負担等の軽減につながっている。
（２）健康づくり
町は、地域包括ケアシステムの取組や精神保健活動が認められ、平成 16 年に「第 56 回保健文化
賞」を受けるなど、昔から住民の健康づくりに力を入れている。
町の「健康づくり」としては、地区活動支援（区長に保健サポーターを推薦してもらい、町とのパ
イプ役として塩分抑制の指導や事業への参加など地域の健康推進を図っている。
）や、子どもの健診
（小学校５年生と中学校２年生に小児生活習慣病予防健診を行い、子どもを通じて親の肥満等の対策
にもつなげている。
）のほか、地区に出向いての健康教育、精神障害者支援、特定健診、鍛えて歩い
てヘルスアップ ogano 等を積極的に行い、小鹿野町の平成 27 年度後期高齢者一人当たりの医療費が
全国平均(949,070 円)に比べ 20 万円以上低い、736,311 円であった。
なお、埼玉県の平均は 860,416 円であるが、小鹿野町は県内市町村で最も低く、全国で最も低い新
潟県の 756,425 円を下回っていることになる。
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５ 今後の展望について
（１） 地域包括ケアシステム
国保町立小鹿野中央病院に保健福祉センター
（役場の福祉課・保健課、社会福祉協議会等）
を併設させ、地域包括ケアシステムの拠点とし
た取り組みを進めている。
介護が必要になった時にも、介護保険申請前
から役場の保健師や健康運動指導士等が関わるこ
とで、専門職同士が円滑に連携することが可能と
なり、住民は切れ目のない支援を受けることがで
きる。「地域ケア会議」と「包括ケア会議」を中
心に、病院・役場・町内事業所の各専門職が情報

【写真３：保健福祉センター内】

交換しながら連携しており、「多職種連携」の体
制が構築されている。
小鹿野中央病院では、緩和ケア委員会を立ち上
げ、看取りに関するパンフレット「家へ帰ろう」
を作成し、住民に周知している。同病院を中心に
医療と介護が連携することで、在宅での看取りを
可能とし、本人・家族の希望に沿った最期を支援
すると同時に、地域ケア会議等の場を通して町内
の関係者が広く情報を共有し連携を深めるなど、
町の地域包括ケアシステムをさらに深化、発展さ
【写真４：小鹿野中央病院内の視察】

せることが今後の展望とされる。
（２）保健事業（健康づくり）

地域ぐるみで健康づくりと生きがいづくりを目的として、各地区集会所で実施している「地域健康
座談会」
、
「おたっしゃ教室」
、「ふれあい・いきいきサロン」等では、医師による健康講話や体操、ゲ
ームやおやつ作り等を通して認知症の予防に取り組んでいる。
また、小鹿野中央病院、役場の保健課・福祉課、その他ボランティア団体の参加による健康づくり
イベント「健康ふれあいフェスティバル」では、「町民輪投げ大会」も同時に開催し、楽しみながら
運動を行えるような取り組みを進め、
「高齢者健康づくり教室」
、「ステップ体操教室」
、「元気はつら
つ教室」
、
「こじか筋力体操」等の複数のメニューを用意し、住民の筋力の維持向上、生活習慣病の予
防、介護予防を推進している。
さらに、小学５年生と中学２年生を対象とした小児生活習慣病予防健診や、鍛えて歩いてヘルスア
ップ ogano を実施することで、町民の健康意識の向上に努めている。高齢者のみを対象とするのでは
なく、ステップ体操教室では 30 歳以上を対象に、若い世代にも有酸素運動やストレッチ体操を勧奨
し、住民の健康づくりを推進している。
行政が地域に入り込み、これら各種教室等の保健事業を継続することで、
「自助・互助・共助」の
力を維持、発展させ、地域ぐるみで健康づくりを行い、生活習慣病や認知症、要介護状態の予防を推
進することが今後の展望とされる。

６ 今後の課題について
平成 28 年度の後期高齢者医療費は、埼玉県内の市町村で最も低く、この医療費の抑制は取り組みの
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効果として考えられるものの、特定健診の受診率が 37％と低く、病気の早期発見・重症化予防の視点か
ら、受診率の向上が喫緊の課題としてあげられる。そこで、平成 29 年度から、健診や町の健康づくり
事業への参加でポイントを付与し、このポイントを貯めると達成賞を贈呈する「いきいきおがの健康マ
イレージ 2018」をスタートさせた。
また、小鹿野町は県内で唯一町立病院（一般病床 45 床：内 13 床が地域包括ケア病棟、療養病床 50
床）を持つ自治体であるが、医療費が抑制される反面、入院患者の減少により病院の収益減が課題とな
っている。入院患者の減少は、介護予防の取組効果とも考えられるが、人口減少や町内の特別養護老人
ホーム、養護老人ホーム等の入所施設の充実も要因としてあげられる。ただし、これらの入所系の福祉
施設は受け入れることが難しい医療行為を要する住民等の受入先として重要な役割を担っており、収益
とのバランス等を考えながら、病床転換等も含めて、今後の病院経営についての方向性を検討する必要
がある。

７ まとめ
小鹿野町では、「安心してサービスの利用や入院ができて、普段の生活・退院後の生活が送れるよう、
最も良い支援を目指す」、「住み慣れた家で、地域の馴染みの人たちと安心して暮らしていく」を目標と
している。
これを実現するために、健康・医療・福祉は、
「地域包括ケアシステム」と「健康づくり」の２本立て
としており、これは数十年の積み重ねの上で確立したものである。これからも時代の変化に合わせてさ
らに事業を充実させ、
「個々を支える」
「みんなで考える」
「つながる」ことで、健康長寿の町の深化が図
られるものと思われる。

８ 小鹿野町での研修を通じて－感想－
（１）赤平市 中 西 永 一
高齢者の方は住み慣れた地域で、末永く安心し
て暮らすことを望んでおり、そのためには、健康
寿命を伸ばすことが大切だと思います。また、多
くの市町村が、高齢化と医療費の増加が課題にな
っています。赤平市も高齢化率が高く、65 歳以
上人口の比率が 40％を超え、道内市町村の中で
も高く、医療費も増加しています。
住民の方が地域で健康に暮らすための小鹿野町
の「地域包括ケアシステム」は、とても参考にな
る取り組みでした。保健、医療、福祉が一体とな

【写真５：研修の様子】

りサ－ビスを提供することにより、その時に必要
なサービスや支援を迅速に受けることが出来ます。それにより、病気等の予防や早期発見、その後の
ケアを受けることで重症化を防ぎ、結果として健康寿命を伸ばし、医療費の抑制につながると思いま
した。
また、地域で健康づくり事業を行うことにより、１人ひとりの健康に対する関心を高め、町全体の
健康につながることになるのだと感じました。特に、子どもの健診を行っているのは、子どもの健康
だけでは無く、親の健康に対する意識付けも目的としており、健康づくり事業は高齢者の方に目が向
きがちですが、若い世代の健康づくりも忘れてはいけないと感じました。
その他、小規模ゆえに住民の方の状況の把握がしやすく、きめ細かい対応を行うことができるとの
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説明を聞き、小規模な市町村だからこそ出来るこ
ともあるのだと思いました。
小鹿野町は、県内で唯一町立病院がある町との
ことですが、入院や通院が減り、それ自体は健康
な方が増えてとても良いことなのですが、病院の
経営としては厳しいとのことでした。安心して暮
らしていくには、地域に病院は必要だと思います
ので、そこの兼ね合いが課題だと思います。
また、病院の医師の確保も、本市でも大きな課
題ですが、小鹿野町では医学生・研修医修学資金

【写真６：保健福祉センター施設内】

貸付制度を行い、医師を目指す方の支援を行って
います。医師の確保は他から来てもらうことだけ
だと思っていましたが、このような方法もあるの
だと気づかされました。
今回の研修で、道外の市町村を見ることができ
とてもいい経験になりました。研修で学んだこと
をこれからの職務に活かしていきたいです。
（２）島牧村 富 岡 侑 哉
小鹿野町の人口は約 11,000 人と、島牧村の
1,400 人と比べ約８倍弱の差はありますが、日本

【写真７：保健福祉センター施設内】

の滝百選に選ばれていることや、自然が豊かであ
ること、限界集落があることなど多くの類似点が
ある町であるのに、埼玉県では一番後期高齢者の
医療費が低く、また全国平均と比べても 20 万円
ほど低く、小鹿野町が健康長寿の町として早くか
ら取りかかっている、「健康づくり」などの予防
事業が生かされ、末永く元気に暮らせる町として
機能していると実感した反面、本村との乖離に考
えさせられました。
しかしながら、少なからず問題も抱えているら
しく、直接の影響額は不明ですが、予防事業で医

【写真８：保健福祉センター施設内】

療費が抑えられると言うことは町営の国保病院の
利用も図らずとも減っていると言うことになり、
今後の課題になっているそうです。本村にあっても、村営の診療所があり、予防事業が盛んになり医
療費の抑制がなされた時には同じ問題に悩まされるであろうと思いました。また、予防事業を国が推
し進めている実状から何らかの対策があっても良いのではないかと思いました。
（３）南幌町 笠 原 美 雪
今回の視察研修を通して、どの町も１万人前後の小さな町で人口減少や少子高齢化といった問題が
ある中、その町の特色を生かした取組や町民と行政が一体となった取組など、町のため、住民のため
に熱意をもって取り組んでいる姿勢が印象的でした。
“人のつながり”を大切にし、スピード感をも
って職務を行うことは当たり前のことではありますが、再度認識させられる研修となりました。
全国的に少子高齢化や過疎化などまちを取り巻く環境は厳しい状況下にあります。その中で、小鹿
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野町では「健康長寿の町」として取組を行っており、住み慣れた地域で、末永く安心して暮らすため
に「地域包括ケアシステム」として保健・医療・福祉が一体となりサービスを提供し、医療介護の必
要な人に多職種同士が連携し総合的に関わることで切れ目のない連携を行い、人と人とをつなぐのり
しろが剥がれないように行うことで、安心してサービスの利用や入院ができ、普段の生活・退院後の
生活が送れるよう、最も良い支援を目指しています。
小鹿野町の特徴ある保健事業としては、
「健康サポーターの育成」や「子どもの健診」、
「24 時間対
応の電話相談」など、魅力ある事業が行われていました。
本町においても、がん検診・特定健診の受診率向上に努めており、平成 27 年度から特定健診や人
間ドックを受診することで、町内で利用可能なポイントを取得できる「南幌町健康ポイント」を実施
し、平成 28 年度からはがん検診の見直しを行い、
「自己負担金の減額」
、
「すべての対象者に国と町の
無料クーポン券又は受診券の送付」
、
「町指定医療機関以外での受診者に対しての償還払いの導入」、
「胃がん健診において 50 歳以上の内視鏡検査の導入」
、「受診できる機会の拡大」をすることにより
各がん検診において受診率が大幅に増大しました。ただ、国が示す目標までには更なる努力が必要で
あり、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力したいと思いま
した。
また、この研修を通じて、各自治体の職員の方々と交流し、各町の情報交換ができたことは非常に
刺激となり、有意義な研修となりました。
（４）雨竜町 押 切

麻衣子

地域包括ケアシステムの拠点「保健福祉センター」を視察させていただきありがとうございました。
町立の病院と併設し、住み慣れた町で、末永く安心して暮らすために、健康づくりや介護予防の取組
等のお話を担当者や関係者の方から聞くことができ、とても勉強になりました。
その中で、印象に残った取組は、小学５年生・中学２年生を対象とした「子どもの健診」についてで
す。子どもの健診時に、家庭の食生活指導を行い小児生活習慣病予防の取組はとても参考になりまし
た。また、
「この取組によって親の健康診断受診への意識(自分の食生活等)の指導も兼ねている」と説
明があり、世帯での健康管理や食生活等を親子一緒に考えられる取組と感じ、私の町でも取り組みた
いと感じました。
また、色々な取組を行っていても、特定健診の受診率は 37％と低いとの説明を受けましたが、病気
の早期発見・重症化予防のため、健診や町の健康づくり事業の参加でポイントがもらえ、ポイントを
貯めると達成賞が贈呈される「いきいきおがの健康マイレージ 2018」を実施するなど、あの手この手
で健康についてたくさんの取組を実施し、75 歳以上の１人当たりの年間医療費が埼玉県内市町村で最
も低いという成果があり、北海道内市町村、もちろん私の町でも見習いたいと感じました。
最後に、この研修を通じて、各市町村職員の方々と交流することができ、又それぞれ職員と情報交
換ができたことはとても有意義であり、貴重な時間を過ごすことができました。
（５）中札内村 板 澤

寛

小鹿野町では、町立病院を中心に、町直営の訪問看護ステーションや訪問介護事業所、デイサービ
スセンター、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所を併設させ、介護予防専任で常勤の健康運
動指導士を２名配置し、地域の高齢者を包括的にサポートできる体制を整備していた。
これらの事業所は、町の保健部局も含めて同じフロアに事務所を構えており、予防段階から町の保
健師や健康運動指導士が介入し、必要に応じてそれぞれの担当が切れ目なく関わることを可能として
いた。また、町立病院医師が訪問診療を行うため、医師を含めた各職種が連携を取り合いながら自宅
で最期を迎えられるよう体制を構築されていた。医療と福祉が連携し、本人や家族の望む場所で、希
望する支援を提供できる体制作りは本村における課題でもある。医療・福祉専門職間の、細かな情報
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共有と連携の重要性を再認識すること
のできる研修となった。
道外視察研修という貴重な経験をさ
せて頂き、道内各自治体職員との交流
も含め、自身の専門外の分野について
触れ、視野を広げることのできる貴重
な機会となった。ここで得た学びを今
後の業務にも活かしたいと思う。

【写真９：小鹿野町での記念写真】
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