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地域活性化プランナー学び直し塾 

 
 

 

１．はじめに 

本学では、平成 18 年度から包括協定を締結している県内自治体と「淡海地域政策フォーラム」を組織し、分権時

代にふさわしい行政職員学び直し塾を開始していたことをベースに、文部科学省の「社会人の学び直しニーズ対応

教育推進プログラム」に採択され、平成 19 年度から 21 年度までの 3 年間取り組んできた。そうした成果を踏まえ、

産学公連携推進機構独自プログラムとして、平成 22 年度から「地域活性化プランナー学び直し塾」として実施するこ

ととなった。 

本塾は、地域は生活に身近であることから、その態勢とは行政と市民が協働して共に治める地域ガバナンスの確

立だという認識のもと、地域ガバナンスの中核として期待される行政職員、NPO 職員、社会的市民（地域活性化プラ

ンナー）の地域政策の立案能力向上を目的として、実践的な教育研修を行うものである。 

本稿は、今期で最後となる第 14 期となる令和 2 年度の状況について報告するものである。 

 

図表１ 地域活性化プランナー学び直し塾のこれまでの歩み 

期 年度 主なトピックス 
修了生数 

自治体 その他 計 

１ 
2007 

(平成 19） 

・文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」の

採択を受け、学び直し塾を開始。 

・初年度のため、9月に開講、3月に地域政策シンポジウムを実施。 

・政策テーマは「協働、「NPM（ニューパブリックマネジメント」、「地

域ガバナンス」。 

21 0 21 

２ 
2008 

(平成 20) 

・6月開講、2月に地域政策シンポジウムを実施。 

・現地視察研修を開始、米原市で実施。 
18 8 26 

３ 
2009 

(平成 21) 

・6月開講、2月に地域政策シンポジウムを実施。 

・湖南市で現地視察研修を実施。 

・文部科学省の支援が終了、包括協定連携自治体と大学、一般参加者

からの受講料負担により次年度以降の継続を決定。 

19 5 24 

４ 
2010 

(平成 22) 
・東近江市で現地視察研修を実施。 15 6 21 

５ 
2011 

(平成 23) 

・愛荘町で現地視察研修を実施。 

・OB会を設置。 

・今年度以降、一般財団法人滋賀県市町職員互助会からの寄付を  

受託。 

18 2 20 

６ 
2012 

(平成 24) 

・山崎塾長退任、石井塾長就任。 

・草津市で現地視察研修を実施。 

・テーマ開発を行うために企画委員会を設置。 

・OB会鎌倉視察研修実施。 

17 2 19 

７ 
2013 

(平成 25) 

・政策テーマのうち「協働」を「共生社会」に変更。 

・高島市で現地視察研修を実施。 

・OB会鎌倉視察研修実施。 

18 11 29 

８ 
2014 

(平成 26) 
・彦根市で現地視察研修を実施。 20 5 25 

９ 
2015 

(平成 27) 

・政策テーマに「地域産業」を加え、「共生社会」、「地域産業」、

「NPM」、「地域ガバナンス」の 4テーマで実施。 

・長浜市で現地視察研修を実施。 

・山崎前塾長が名誉塾長に就任。 

・OB会を再編し、しが地域活性化プランナーズネットＳＰＮ設置。 

・シンポジウムでのグループ発表において「最優秀政策提言賞」を 

設置。 

17 7 24 
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期 年度 主なトピックス 
修了生数 

自治体 その他 計 

10 
2016 

(平成 28) 

・大津市で現地視察研修を実施。 

・10周年を記念し、シンポジウムにて滋賀大学位田隆一学長が基調

講演 

17 6 23 

11 
2017 

(平成 29) 

・データサイエンス学部の設置と関連し、同学部和泉先生による地域

データ分析講座を開始 

・米原市で現地視察研修を実施 

17 5 22 

12 
2018 

(平成 30) 

・プレゼンテーション講座を開始（1年限り） 

・湖南市で現地視察研修 
15 3 18 

13 
2019 

(令和 1) 

・7月開始、平日開催 

・3グループ化（公共経営は独立して「行政経営改革塾として実施」 

・東近江市で現地視察研修 

9 7 16 

14 
2020 

(令和 2) 

・コロナ禍のため、9月～12月開催に短縮。 

・2グループで実施。 
7 5 12 

 合計 228 72 300 

 

２．学び直し塾の特徴 

学び直し塾の特徴は、次のとおりである。 

地域政策の立案能力の効率的な向上を目指して、以下の点を重視した実践的なプログラムを提供します。 

① 知識や経験を有する受講者に最新の理論的知識を短時間に手際よく提供 

② ケース学習と討議の場を設定 

③ カレントな課題に対する政策案を立案 

④ 現場感覚を体感するための現地視察研修の設定 

⑤ 立案政策案の説明能力向上 

⑥ 自らが学習できるようなガイドを提供 

⑦ 政策案成立への気概 

 

３．2020 年度実施成果 

（１）2020 年度実施プログラム 

2000 年の地方分権一括法の施行以来、地方分権が進展し、地域のことは自ら決め、実行し、責任を取る地域自

立の態勢づくりが課題となっている。地域は生活に身近であることから、その態勢とは行政と市民が協働して共に治

める地域ガバナンスの確立だと考えている。 

2020 年春、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、瞬く間に日本及び世界に蔓延した。政府は 4 月 7 日に

緊急事態宣言を発令し、自粛や休業を要請し感染拡大の防止に努めた。多くの犠牲者を出したが、感染爆発にはな

らず、現在小康状態を保っている。この間の対応にあたっては、改めて地方自治体の役割の重要性が認識された。

しかしながら、コロナ禍は地域社会や地域経済に大きな影響を与え、移動の自粛や新しい生活様式での生活を余儀

なくしている。 

学び直し塾は、地域ガバナンスの中核として期待される行政職員、NPO 職員、社会的市民 (地域活性化プランナ

ー) の地域政策の立案能力向上を目的として、実践的な教育研修を行うものである。今期は、地方自治体としての

喫緊の課題である「アフターコロナ時代の地域政策を考える」をテーマとして、新しい生活様式下における地域政策

のあり方を一緒に考えることとする。 
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今期はコロナ禍のため、回数を減らし、感染防止に努め、次のようなプログラムで短期開講とした。 

 

第１回 9/1（火） 15：15～18：00 オープニングセミナー（開講式）、チームディスカッション 

第２回 9/29（火） 15：15～18：00 チームディスカッション 

第３回 10/27（火） 15：15～18：00 チームディスカッション 

第４回 11/24（火） 15：15～18：00 チームディスカッション 

第５回 12/22（火） 15：15～18：00 総括シンポジウム（修了式） 

 

政策分析は、全体テーマを「アフターコロナ時代の地域政策を考える」として、2 グループで実施した。 

〇地域産業「アフターコロナ時代の地域経済活性化戦略を考える」（担当講師：石井、北村、上田） 

コロナ禍で、地域の経済を支える産業が大きな痛手を負いました。特に、飲食業、観光業の 4～6 月の売上は軒

並み 9 割減となり、新しい生活様式下での復活には大きな課題が予想されます。一方で、東京や大阪など大都市の

脆弱性も再認識されました。コロナ禍の地域経済への今後の影響を展望し、自治体としてどのような政策で地域経

済の立て直しを図るかを考えます。 

 

〇地域ガバナンス「アフターコロナ時代のコミュニティと行政の関係づくり〜災害対応を事例として〜」（担当講師：

阿部、神部、仲野） 

災害に対応するため、自治体では「地域防災計画」や「避難所運営マニュアル」、「要配慮者避難支援計画」など

の策定が進みつつあります。こうした計画では、住民やコミュニティの役割が明記されていますが、新型コロナ感染

症の関連で実際に災害が起こった場合、例えば、避難所の設置、運営や災害ボランティアセンターの運営などにどう

対応するのか、その課題は多いと思われます。アフターコロナ時代の災害に強い地域づくりのために、コミュニティと

行政がどんな関係をつくって何をすればよいのかを考えます。 

 

（２）担当講師 

石井 良一 <滋賀大学 産学公連携推進機構 教授／学び直し塾 塾長>：地域産業グループ主任 

阿部 圭宏 <滋賀大学 産学公連携推進機構 客員教授／学び直し塾 副塾長>：地域ガバナンスグループ主任 

神部 純一 <滋賀大学 産学公連携推進機構 教授>：地域ガバナンスグループ 

上田 雄三郎 <滋賀大学 産学公連携推進機構 特任准教授>：地域産業グループ 

北村 裕明 <滋賀大学 経済学部 特任教授>：地域産業グループ 

仲野 優子 <滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター プロジェクトアドバイザー／      

特定非営利活動法人 しが NPO センター専務理事>：地域ガバナンスグループ 

 

（３）受講生及び地域活性化プランナーの認定 

包括協力協定締結自治体などへの参加の呼びかけ、NPO 等への公募を行った結果、受講生は 21 名（自治体職

員 9 名、NPO スタッフ、市民等 12 名）を得て実施した。このうち、修了基準を満たした 16 名（自治体職員 9 名、NPO

スタッフ、市民等 7 名）を地域活性化プランナーとして認定した。 
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４．受講生の評価 

受講生を対象に、本塾へのアンケートを実施した。授業の回数、難易度、課題やレポート等の作業量、評価、成果

等について率直な意見が寄せられた。すべての受講生が「非常に成果があった」、「成果があった」と評価している。 

なお、研究成果については、滋賀大学産学公連携推進機構ホームページで公開している。 

 

図表２ 受講者の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自由意見） 

・わが市のみならず、コロナに立ち向かっていくためには地域連携が欠かせないと感じた。 

・様々な考え方を知ることができた事が、大きな成果だと思っている。 

・いろいろな立場のメンバーに出会えてよかった。 

・議論や提出物の作成を通じて行政職員と協力することができ、共通する姿勢や考え方を少し理解できたように思います。当社も

行政に要望を挙げる機会がありますので、この経験を活かして行政とより良いものを作っていきたいと思います。 

・コロナ禍での参加は、オンラインの活用もあり、過去経験した勉強方法とは違い、新鮮でした。２回目の学び直し塾であり、全体

感や講義の進行方法等、非常に勉強になりました。 

・職種の違う他市町の方とグループワークをすることで、考え方や気付きなど勉強になることが多かった。 

・成果は今後仕事や活動に活かせてこそだろうと思う。 

・今後のイメージをしやすい発表があり、良かったです。 

・NPO 枠や市民枠の方々等、普段議論を交わす機会のない方々と共に議論できて、視野が拡がった。 

・個人的には知見を得ることができたが、受講回数の制約もあり、提案内容をブラッシュアップするには至らなかった気がする。ま

た講師のとりまとめに委ねる結果となった。 

 

５．地域活性化プランナー学び直し塾の終了にあたって 

この時点で終了を決断したのには、2 つの理由がある。1 点目は、初期の目的の達成である。学び直し塾は、 

問：全体として成果はありましたか 

1. 非常に成果があった 4 

2. 成果があった 8 

3. あまり成果がなかった 0 

4. 成果がなかった 0 

5. その他 0 

修了式の光景 

非常に成果

があった

33%

成果があった

67%
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2000 年の分権改革に対応して、行政と市民が協働して共に治める地域ガバナンスの確立だという認識のもと、地域

ガバナンスの中核として期待される行政職員、NPO 職員、社会的市民（地域活性化プランナー）の地域政策の立案

能力向上を目的として、実践的な教育研修を行うことを目的に実施し、300 名を超える地域活性化プランナーを輩出

した。分権改革以来 20 年が経ち、多くの自治体で市民と協働での政策形成が定着してきた。修了生は自治体及び

NPO 等での中核人材になっており、こうした人材養成の目的は一定程度果たしてきたものと推察される。また、滋賀

県内全体で共通のテーマを考えても、個別自治体で役に立ちにくく、現在は、個別自治体での喫緊の課題に対応す

ることが求められている。 

2 点目は講師陣の問題である。塾長の石井は今年度をもって滋賀大学を定年退職する予定であり、一緒に本塾

を引っぱってきた北村先生も既に本学を定年退職（現在は特任教授）しており、今後十分な指導体制をとることは難

しいと判断した。 

14 年間の活動の幕を閉じるわけであるが、本塾の果たしてきた役割について自己評価をしたい。今では「社会人

の学び直し」は一般的化し、各大学でも積極的に取り組まれているが、発足当時はこのような概念は目新しく、山﨑

名誉塾長の慧眼に敬意を表する。私も長く自治体の行政改革や政策形成に関わっていたが、自治体職員の能力の

棄損には常々懸念を抱いていた。不況に強く安定しており地域に貢献できる自治体職員の人気は高く、有名大学出

身者が多く、厳しい関門をくぐり抜けて就職する。最初の 8 年程度、30 歳になるまでに 2 か所程度を異動し、現場で

の業務能力を身に付けていくが、次第に他のことに関心が薄れていく。関心を向けようにもなかなかそのような機会

はない。自治体は多様な業務をしており、地域社会とは密接であるはずが、担当する職員は目の前の仕事の処理に

集中せざるを得ない。何もなければ、その後も 3～5 年おきに職場を異動していく。もともとは優秀な人材であるが、

専門性が弱いうすっぺらな職員を多く生み出すシステムとなっている。 

本塾が主対象に考えているのはまだまだ柔軟な 30 代の自治体職員である。彼らに協働で地域の社会課題を解

決するプロデューサーとしての意識づけを促したいのである。本塾を修了する者に毎回アンケートをするのだが、今

でも印象に残っている回答がある。紹介しよう。「十数年間、行政の中で仕事をしてきたが、地域課題にぶつかるた

びに進むべき道を見失っていたように感じてきました。今回、この塾に参加する機会を得て、さまざまな情報やデー

タ、先進事例を読み解いてその課題を市民や仲間とともに議論して政策として、新たなニーズに対応するスキルを学

びました。常に現状に満足せず、疑問を持ち、前向きに語り合える市民や仲間と夢を描きながらチャレンジする心構

えができました。」このことこそ私たち講師がこの塾で学んでほしかったことである。 

多くの自治体職員は隣の課の職員とも交流が薄く、まして県内の市役所職員とも議論することはめったにない。民

間企業や NPO の職員、市民とは真面目に政策議論をしたこともない。未来は、価値観の異なる者同士の議論の結

果に開かれるのである。 

本塾は違う世界への扉を開いていく。修了生の多くは、その後、外の世界との交流を楽しみ、地域活動にも積極

的に参加するようになる。前述の感想を述べた行政職員は女性でありながらその後部長に昇進し、今でも他分野の

勉強を怠らない。学び直し塾は、政策形成手法の学びの場以上に、自分のキャリア人生を見つめ直し創り直す場で

あるのだ。 

一般財団法人滋賀県市町村職員互助会からの寄付がなければこのような長きに渡っての活動は不可能であっ

た。長年にわたって支えて頂いた関係各位にはこの場を借りてお礼を申し上げます。 

（文責 教授 石井 良一） 


