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はじめに 

 

  本報告書は、大阪市立大学大学院都市経営研究科での2020年度教員・院生共同研究プロジェクトの成果

をまとめたものである。本研究科は社会人大学院であり、都市政策・地域経済コース、都市行政コース、都

市ビジネスコース、医療・福祉イノベーション経営コースの四つのコースにより構成され、この研究プロジェク

トはこのうちの都市行政コースに所属する修士課程の院生により実施された。都市行政コースの院生は自治

体職員、自治体議員、ＮＰＯ代表等、普段は地域社会の第一線で活躍している者達だが、平日の 18時半

以降、土曜日は朝から、普段の仕事の合間をぬって、大学院の授業に出席している。教員・院生共同研究

プロジェクトは、そうした社会人大学院生の多様な専門性、知見、経験を活かし、毎年のテーマを決め、研

究科の教員と共に 1年間共同研究に取り組み、社会にフィードバックすることを目的として実施されるもので

ある。これまで、関西三空港のあり方、児童養護施設の運営、夕張市の自治体再建、熊本の震災復興、韓

国における都市施策等をテーマとしてきたところであるが、２０２０年度は、三重県名張市を調査対象として

選び、コミュニティ施策や地域福祉のあり方について実地調査を行うこととした。 

 名張市は、地域づくり協議会、まちの保健室等の取り組みで、全国的によく知られており、少子高齢化や

格差拡大への先駆的な施策を学び、全国の自治体への示唆を得るには貴重な事例と言える。しかし、何よ

りも残念なのは、おりからのコロナ禍により、視察は１回のみで断念せざるを得ず、現地での生の声を十分に

活かすことが活かすことができなかったことである。コロナ禍で大変だったのは、共同研究を行った院生も同

じである。昼間の勤務後、大学院で授業に出席し、合間をぬって資料を収集、分析し、さらにその後 zoom

を通じてのディスカッションを何度も重ねた。彼ら、彼女らの頑張りにも敬意を表したい。 

 本報告書により、名張市に取り組みのエッセンスがよりよく知られ、さらに、日本全国において、その課題点

を踏まえたより市民生活の安定・向上に資する施策の立案・実施に向けた一助となれば望外の喜びである。

また、このような大変な時期であるにも関わらず、報告書にも記述があるように、今回は、名張市亀井市長、

名張市職員、地元の市民の方々には多大なご協力を頂いた。感謝の念に堪えない。深く御礼を申し上げた

い。 

 

２０２１年７月１９日 

 

 

大阪市立大学大学院都市経営研究科 

准教授 五石敬路 
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第 1 章 名張市の概況  

名張市の位置及び環境  

三重県名張市は三重県の北西部に位置し、

北東に伊賀市、南東に津市と接している。また、

名張市は奈良県との県境に位置し、西は奈良

県宇陀市及び山添村、南は奈良県曽爾村と

接している。 

名張市は、県境を含め周囲を山で囲まれて

いる。また、中央から北部にかけた盆地が市街

地となっている（図表  1）。 

このような名張市には、人口 77,250 人、

34,599 世帯が暮らしている（2021 年 4 月 1 日現

在 1）。 

 

名張市は、豊かな自然環境と伝統文化を有す

る。 

まず、自然環境では室生赤目青山国定公園

の中心にあり、「平成の名水百選」、「日本の滝百

選」にも選ばれている赤目四十八滝（図表  2）、

同公園内にあり関西の耶馬渓と呼ばれる香落渓
か お ち だ に

、

四季折々の美景が楽しめ湖畔には公園やテニス

コートも備える青蓮寺湖
し ょ う れ ん じ こ

などが挙げられる。 

また、伝統文化では、日本六古窯の一つであ

る伊賀焼、伊賀名張産の酒米と山々の伏流水で

つくる伊賀酒などが挙げられる。この他、江戸川

乱歩生誕の地である隠
なばり

町（旧町）では、町なかを

流れる城下川、「ひやわい」と呼ばれる路地、江

戸川乱歩の生家跡など、名張の文化や風情を感

                                                

1 名張市ホームページ「名張市の人口（令和 3 年 4 月 1 日）」  

https://www.city.nabari.lg. jp/s008/110/020/240/010/201502053386.html （最終閲覧日：2021 年 4 月 30 日）  

図表  1 名張市の位置  

出所：「地理院地図」を基に筆者作成   

地理院地図：https://maps.gsi.go.jp/  

 

図表  2 赤目四十八滝の紅葉  

出所：三重県観光連盟公式サイト「観光三重」 

https://www.kankomie.or.jp/event/detail_

34566.html（最終閲覧日：2021 年 5 月 5 日） 

https://www.city.nabari.lg.jp/s008/110/020/240/010/201502053386.html
https://maps.gsi.go.jp/
https://www.kankomie.or.jp/event/detail_34566.html
https://www.kankomie.or.jp/event/detail_34566.html
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じることができる2。 

 

名張市の略歴  

名張市のあゆみを、図表  3 に示す。 

名張市は、1954 年 3 月 31 日の市制施行により誕生した。 

1963 年には桔梗が丘住宅団地の造成が始まり、翌年に近鉄桔梗が丘駅が開設した。こ

れにより、名張市は大阪都市圏のベッドタウンとして都市化が進み、1981 年には人口増加

率日本一（7.8%増）を達成した。名張市の人口推移をみると、1970～1990 年代までは一

貫して高い人口増加率を示していたことが分かる。しかしながら、2000 年以後の人口は減

少傾向を示している（図表  4）。 

なお、2003年 2月 9日に伊賀 6市町村との合併の是非を問う市民投票が実施されるも、

合併反対が 7 割となり単独市制の道を選ぶこととなる。 

また、2005 年には自治基本条例を制定し、魅力的で誇りの持てる「自治のまち」実現を

目指し、市の自治の基本方針や市民の権利・役割、市議会や市の権限、役割などを定めて

いる。 

 

図表  3 名張市のあゆみ 

年  主な出来事  内容  

1954(昭和 29)年  市制施行  3 月 31 日、名張市誕生。6 月には市章も制定。  

1959(昭和 34)年  伊勢湾台風襲来  死者 11 名ほか、未曾有の大災害。 

災害救助法の適用を受ける。 

1963(昭和 38)年  桔梗が丘造成開始  11 月造成開始、翌年桔梗が丘駅開設。  

昭和 40 年には市内初の上水道給水開始。  

1973(昭和 48)年  国道 165 号全線開通  大阪市から名張市を経て津市に至る国道 165 号

が全線開通。商工業や住宅地の発展を支える。  

1981(昭和 56)年  人口増加率日本一  人口増加率が 7.8%となり日本一に。 

小中学校の開校相次ぐ。  

1997(平成 9)年  名張市立病院開院  4 月 21 日開院、看護専門学校を併設。 

なお、前年には総合福祉センターふれあいが開

設。社会資本整備が進む。 

2003(平成 15)年  合併賛否住民投票  伊賀 6 市町村との合併の是非を問う住民投票。7

割が反対し名張市は単独市制の道を歩むことに。  

2005(平成 17)年  自治基本条例制定  6 月制定。魅力的で誇りのもてる「自治のまち」実

現を目指し、市の自治の基本方針などを定める。 

出所：名張市 (2017)『なばり市勢ガイド（平成 29 年 12 月）』、12 頁  

  

                                                

2 （一社）名張市観光協会「なばり観光ガイド」のうち、「観光スポット」、「特産品」、「江戸川乱歩をたずねて」参照。  

https://www.kankou-nabari.jp/（2021 年 4 月 30 日最終閲覧）  

https://www.kankou-nabari.jp/
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図表  4 名張市の人口推移  

 
注：人口は、各年10月1日の計数。ただし、2020年に関しては 9月1日現在の計数。 

  増減率は、1965～2015年は、前5年間の増減から幾何平均を用いて年平均増減率を算出。2016年以後は前年からの増減を基に算出。 

出所：三重県 みえDataBox「人口 市町(村)累年統計表」 (1965～2015) 、 「人口・世帯の動き（月別人口調査結果） 」 」 (2016～2020)  

   人口 市町(村)累年統計表：https://www.pref.mie.lg.jp/DATABOX/26025004161.htm（最終閲覧日：2021年5月5日） 

   人口・世帯の動き（月別人口調査結果）：https://www.pref.mie.lg.jp/DATABOX/23355003425.htm（最終閲覧日：2021年5月5日） 

 

ゆめづくり地域予算制度―地域の裁量による予算  

名張市は、2003 年度からは「名張市ゆめづくり地域交付金の交付に関する条例」を施行

し、従来の事業別の地域向け補助金を廃止した上で、各地域で裁量を持った使用ができる

交付金「ゆめづくり地域予算制度」を発足させた。各地域では地域づくり組織が中心となり、

この予算を地域課題解決のために活用し、独自の事業を運用している。  

そして、2012 年度からは新たに「ゆめづくり協働事業交付金」を加えて、地域と市が協働

で課題に取り組むための事業を推進している。 

 

総合相談窓口「まちの保健室」 

名張市は 2005 年度から「まちの保健室」として各地域に総合相談窓口の役割を担う拠

点を設け、より地域住民に近い場所で市職員が市民福祉向上に対応できるよう、取り組ん

でいる。 

 

本報告書では、これら「地域づくり組織」および「まちの保健室」の取り組みを軸として、現

況調査・視察の結果をまとめ、他都市事例等との比較を通しての指摘等を行いながら、三

重県名張市における行政と地域が一体となった施策について報告する。   
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第 2 章 名張市の施策紹介  

2-1.地域づくり協議会  

まちづくり協議会の端緒と市町村合併  

三重県名張市では、1995 年頃から、住民の自発的まちづくりがはじまり、まちづくり協議

会が設置された。協議の提案は、市が置いた地域振興推進チームにおいて検討された。  

並行して 1998 年、伊賀地区では７市町村長が「伊賀市」の実現に向けて合意し、2001

年上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山田村及び青山町の６市町村で「伊賀地区市

町村合併問題協議会（任意協議会）」が設立された。 

これに呼応し、2002 年 6 月、名張市も任意協議会に加わった。しかしながら、2003 年 2

月、名張市において｢合併に関する住民投票｣が行われ、その結果は合併反対多数であっ

た。このことから、2003 年 4 月に設立された「伊賀地区市町村合併協議会（法定協議会）」

に、名張市が加わることはなかった。なお、６市町村はその後も合併協議を続け、2004年 11

月、新市「伊賀市」が発足した3。 

 

条例に基づく地域づくり組織の形づくり 

一方名張市では、合併協議からの離脱を契機に、2005 年に自治基本条例を制定し、地

域づくり組織の設置を定めた。さらには 2009 年に「名張市地域づくり組織条例」が制定され

た。これらの条例により、名張市の都市内分権の推進が加速することとなった。具体的には、

地域は地域ビジョンを作成して総合計画への反映を目指し、市は協働事業提案から事業

実施をサポートする地域担当監を置いて、これを支援している。 

名張市では、「公共」は、行政のみが独占的に担うという考え方を改め、基礎的コミュニテ

ィと地域づくり組織等と行政が協働で担うことによって、「従来の行政のやり方だけでは対応

できなくなってしまった領域や内容のサービスを提供できる。」といった考え方がひろがりつつ

あり、「住民が自ら考え、自ら行うまちづくり（ソーシャルキャピタル）」が醸成されてきている

（日本都市センター，2015，22 頁）。 

 

地域づくり協議会の概要  

具体的には、名張市では持続可能な暮らしやすい地域をつくるため、市民センター（概ね

小学校区）を単位とする 15 の地域に分け、それぞれの地域に「地域づくり協議会」を設置し、

                                                

3 伊賀市『伊賀市の合併の記録』2、3 頁。「概略年表」参照。  

https://www.city.iga.lg. jp/0000003488.html（2021 年 6 月 6 日最終閲覧）  

https://www.city.iga.lg.jp/0000003488.html
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唯一の地域の公共団体として整理した。 

「地域づくり協議会」は、図表  5・図表  6に示すように、地域で暮らす人々が中心となって

形成され、地域の課題解決に向けた取組を実践するために、地域内の様々な関係主体が

参加する協議組織である。そして、組織が定めた地域運営に指針に基づき、地域課題の解

決に向けた取組を持続的に実践する、「都市内分権組織」でもある。 

そして、従来地域の各団体に交付していた地方交付金を統合して、使途自由な「ゆめづ

くり地域交付金」として交付し、基礎的コミュニティの代表達が「地域づくり組織」参加する、

という構成を採っている。 

 

図表  5 地域づくり協議会のイメージ 

 

出所：内閣官房 (2017)『小さな拠点・地域運営組織の形成に関する取組』    

 

 

図表  6 地域づくり協議会の組織図の例  

 

出所：桔梗が丘自治連合協議会「桔梗が丘自治連合協議会組織図」  

http://www.emachi-nabari. jp/kikyo/wp-content/uploads/2016/09/sosiki

-sosikizu.jpeg（最終閲覧日：2021 年 5 月 16 日）  

http://www.emachi-nabari.jp/kikyo/wp-content/uploads/2016/09/sosiki-sosikizu.jpeg
http://www.emachi-nabari.jp/kikyo/wp-content/uploads/2016/09/sosiki-sosikizu.jpeg
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なお、名張市においては、地域の特長でも多様性に富んでおり、この多様性が名張市の

強みであるともいえる（図表  7）。このことから、「地域づくり協議会」も地域特性に応じた活動

を行うこととされている。 

 

 

図表  7 地域づくり組織と地区の特徴  

地域名  地域づくり組織名  地区の特徴  
人口

(人 ) 

高齢化

率 (%) 

名張  名張地区まちづくり協議会 市の中心地 6,204 47.4 

鴻之台・希央台  中央ゆめづくり協議会 市役所所在地、新興住宅地 2,767 13.5 

蔵持  蔵持地区まちづくり委員会 農村部と住宅団地 3,553 43.3 

梅が丘  川西・梅が丘地域づくり委員会 住宅団地と農山村部 6,763 34.6 

薦原  薦原地域づくり委員会 農山村部と住宅団地 2,044 54.5 

桔梗が丘  桔梗が丘自治連合協議会 住宅団地 13,948 50.1 

美旗  地縁法人美旗まちづくり協議会 農村部と住宅団地 8,075 48.1 

つつじヶ丘  つつじヶ丘・春日丘自治協議会 住宅団地 10,680 50.7 

国津  国津地区地域づくり委員会 農山村部 570 97.9 

比奈知  ひなち地域ゆめづくり委員会 農村部と住宅団地 4,843 52.9 

すずらん台  すずらん台町づくり委員会 住宅団地 3,640 45,1 

錦生  地縁法人錦生自治連合会 農山村部(一部住宅団地) 1,543 69.8 

赤目  赤目まちづくり委員会 農村部と住宅団地 3,624 60.1 

箕曲  箕曲地域づくり委員会 農山村部（一部住宅団地）沿道商業地  2,773 48.3 

百合が丘  一般社団法人青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会  農山村部と住宅団地 7,364 41.4 
 

 

2-2.まちの保健室  

まちの保健室の概要と役割  

「地域づくり協議会」を中

心とした地域作りを進めてき

た一方で、名張市は「地域づ

くり協議会」を置く市民センタ

ー（概ね小学校区）ごとの 15

地域に、「まちの保健室」を設

置し、行政側においても地域

に密着したサービスを提供す

る体制を整えた。 

「まちの保健室」のコンセプト・概要を図表  8 に示す。 

「まちの保健室」は 2005 年に制定した名張市「第一次地域福祉計画」に基づき設置され、

今日に至るまで地域福祉活動の拠点としての役割を果たしている。 

 

名張市における「まちの保健室」は、地域包括支援センターのブランチとして、住民と行政

図表  8 まちの保健室の概要  

出所：名張市資料を基に筆者作成  
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により創られる地域包括ケアシステムを支えている。 

主な活動内容として、(1)健康・福祉の総合相談、(2) 見守り・支援ネットワークづくり、(3) 

健康づくり・介護予防、以上の３つが挙げられる。 

各地域の「まちの保健室」には、社会福祉士、看護師や介護福祉士等の専門職の資格

を持った職員を 2〜3 名配置している。これらの専門職が、あらゆる世代を対象として相談を

受けるが、その範囲は保健福祉相談から日常の困りごとにまで広範囲に及ぶ。  

 

まちの保健室の具体的な活動  

まちの保健室があらゆる世代を対象にどのような活動を行なっているのか、先に述べた主

な活動内容の中身について触れていきたい。 

 

(1)で述べた健康・福祉の総合相談における

具体的な取り組みとして、保健予防や社会福

祉に関する相談、福祉サービスの申請代行や

要介護認定申請の認定調査が主な業務であ

るが、相談しやすい雰囲気や気軽に相談でき

る環境づくりに努めており、血圧測定や健康相

談だけのために訪れることができる等、行政が

提供するサービスとはいえ、地域住民が気軽

に立ち寄れる身近な相談窓口となっている（図

表  9）。 

また、要介護認定申請の調査についても、

地域住民と直接会うことによる顔つなぎとしての

要素を含んでおり、以上のような活動内容から、

いかにまちの保健室が地域に密着した存在と

なっているかが伺える。また、地域住民との繋

がりを強固なものにすることで、支援や介護が

必要な住民に対するアウトリーチ支援の礎を築

く効果も期待される。 

 

(2)の見守り・支援ネットワークづくりでは、地域作り組織、民生委員、児童委員等と連携し

図表  9 まちの保健室の広報  

出所：名張市役所「チャイルドパートナーの相談」  

https://www.city.nabari.lg.jp/s033/040/070/c

hildposter.pdf（最終閲覧日：2021 年 5 月 5 日） 

https://www.city.nabari.lg.jp/s033/040/070/childposter.pdf
https://www.city.nabari.lg.jp/s033/040/070/childposter.pdf


8 

 

ながら、地域の支え合いの活動の促進や

地域福祉の関心を高めるためのイベント

開催等に取り組んでいる。地域のネットワ

ークづくりに繋がるイベントには高齢者サ

ロン、子育てサロン、夏祭りや子供会等が

あり、これらの活動から、特定の世代を対

象とせず、地域とのネットワークづくりを目

指していることが伺える（図表  10）。 

イベント開催を通して地域とのネットワ

ークを構築する狙いは、支援が必要となる

前段階から地域住民との繋がりを強めることにある。高齢者の場合、例えば日頃から健康体

操に参加していれば、病気など体の変化に早期から気がつけるという効果が期待でき、また、

子育てをする母親が子育てサロンに参加していれば、子育てにより社会との関わりが薄れて

コミュニケーション能力が落ち、悩みを上手に伝えることができない母親の相談を引き出す等、

予防的支援へ繋ぐことも可能となる。先に述べたアウトリーチ支援に、地域とのネットワーク形

成がいかに重要であるかが読み取れる。 

 

(3)で述べた健康づくり・

介護予防では、地域の広

報を媒体として健康に関す

る記事を掲載して啓発を

図るほか、地域づくり組織

等と連携した健康教室や

介護予防教室を実施して

いる（図表  11）。 

ここでも地域との連携に

よる取り組みが見られ、まち

の保健室の活動は福祉等

の特定分野に特化するのではなく、地域とネットワークを築き、それをもとに幅広く活動を行

なっているのである。 

 

以上のような活動内容によって、日常から地域住民と繋がり、ネットワークの形成を可能と

図表  10 サロン等での活動支援  

出所：内閣府（2019）「高齢社会白書」、76 頁  

図表  11 まちづくり協議会と連携した広報  

出所：「ゆめづくり館だより（令和元年度３月号」から一部抜粋  

中央ゆめづくり協議会：http://www.emachi-nabari.jp/chuuou/?p=124 

（最終閲覧日：2021 年 5 月 1 日） 

http://www.emachi-nabari.jp/chuuou/?p=124
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しているのであるが、小学校区という目の届く規模にまちの保健室があるからこそ、顔の見え

る地域づくりの拠点としてのその機能を果たしている。 

 

まちの保健室設置の効果  

小学校区という規模に専門職を配置することについて、山崎（2018）は、地域運営組織と

同様の小学校区に専門職を分散させて配置することは従来にない考えであり、この体制が

名張市と地域が常時協働することを可能としていると述べている。名張市は厚生労働省が

掲げる地域共生社会に向けた包括支援の先進事例として取り上げられており、その中でま

ちの保健室は、身近な距離で分野を超えた総合相談を行なっていると紹介されている。また、

市民にとっての身近な相談拠点として厚労省老健局長優良賞を 2019 年に受賞している。

このような実績からも、地域福祉の新たな支援の形としていかに先進的な取り組みを行なっ

てきたかが読み取れる。 

 

まちの保健室の特徴  

まちの保健室が地域住民とのネットワークを今日まで構築し続け、先進的であると評価さ

れてきたことをより理解するため、更に 2 つの視点から、まちの保健室の特徴を述べたい。 

 

1 つ目は、まちの保健室が常に地域住民に開かれた相談窓口として機能していることであ

る。名張市におけるまちの保健室は市が直接運営を行い、平日の 9時から 17時までの利用

が可能である。行政サービスという観点からは、このような運営体系は特別なものではないが、

名張市のまちの保健室のように地域住民と密接な関係を築くために様々な活動をしている

総合相談窓口が、常時開設されていることは全国的に見ても多いとは言い難い。  

昨今の少子高齢化等を背景に、地域組織を活発化させるための取り組みが各自治体で

進んでおり、名張市のように地域の保健室が既にある自治体も存在する。一方でその運営

主体を見ると、大学や看護協会が運営する保健室が多い。それらのまちの保健室は、医療

機関に勤務している看護師によるボランティアや、大学からの実習生等による運営に支えら

れており、マンパワーの問題により安定した窓口として機能することに課題を残している。  

まちの保健室とは言っても、大学や看護協会が運営するものは社会貢献活動の一環とし

て行われており、名張市のように行政が提供するサービスと単純な比較はできないが、地域

福祉の拠点としての役割を果たす名張市のまちの保健室が、市の直営の総合相談窓口に

専門職を安定して配置していることは改めて評価に値する。 

 



10 

 

まちの保健室が先進的であることを理解する 2つ目の視点として、名張市が平成 26年度

から実施する「名張版ネウボラ」において、まちの保健室が中心的役割を担っていることに着

目する。 

名張版ネウボラは図表  12 に示すような妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援のネットワ

ークの仕組みであり、連続的支援のワンストップサービスを行うフィンランドのネウボラをモデ

ルとしている。この名張版ネウボラの中で、まちの保健室の職員がチャイルドパートナーとして、

妊娠段階から出産・育児まで継続的に相談支援を行なっている。 

チャイルドパートナーの業務は、地域で開催される子育て広場で妊産婦や乳幼児を育て

る親の相談を受けることや、市の保健師や助産師である「母子健康コーディネーター」と連

携し、産前産後の支援にも取り組んでいる。 

 

図表  12 名張版ネウボラの概要  

 

 

 

まちの保健室に対する総評  

これまで数々の取り組みを述べたが、行政機関の窓口でありながら、日々の活動であらゆ

出所：内閣府「少子化危機突破タスクフォース（第 2 期・第 6 回） 鈴木委員提出資料」４頁  

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taskforce_2nd/k_6/pdf/s4.pdf  

（最終閲覧日：2021 年 6 月 28 日） 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taskforce_2nd/k_6/pdf/s4.pdf
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る世代や地域組織との繋がりを持つまちの保健室は、地域と行政の情報を合わせ持ち、専

門的なことは適切な窓口を案内し、相談内容によっては徹底的に寄り添って話を聞くという

総合相談窓口であり、地域住民にとって身近な存在であるが故にこのような対応を可能とす

る。図表  13 はまちの保健室と地域住民とのネットワークを示したものである。このようなネット

ワークが築けているということは、まちの保健室が絶え間ない努力を積み重ねている結果で

あると評価できる。 

一方で、民生委員等の地域活動を行う主体との共存や、地域活動等の参加者が女性に

偏りがちであること等、今後も取り組むべき課題があり、あらゆる世代の地域住民との更なる

強固なネットワーク構築に向けて、まちの保健室は更に発展していくことであろう。  

 

図表  13 まちの保健室が築くネットワークのイメージ 

  

身近なワンストップ相談窓口

まちの保健室
有資格者の職員

介護福祉士 看護士

社会福祉士 チャイルド
パートナー

・保健福祉の相談
・日常の困りごと等の相談
・福祉サービスの申請代行
・要介護認定申請の認定調査 等

地域づくり組織
自治会・区

・健康教室
・介護予防教室
・各種イベント

等

市役所・社会福祉協議会

地域団体
N P O

民生委員
児童委員

ボランティア

・地域住民と関係機関を繋ぐ

・高齢者サロン
・子育てサロン
・各種イベント

等

各種団体

学 校

福祉施設

医療機関

地域住民

出所：「第 4 次名張市地域福祉計画」を基に筆者作成  

第 4 次名張市地域福祉計画：https://www.city.nabari.lg.jp/s074/090/090/440/4tiikifukushi2.pdf  

（最終閲覧日：2021 年 5 月 1 日） 

https://www.city.nabari.lg.jp/s074/090/090/440/4tiikifukushi2.pdf
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第 3 章 施策に対する課題と提言  

3-1.地域づくり協議会  

3-1-1.地域づくり協議会に対する課題と提言  

名張市の地域活動の特徴  

名張市の住民による地域づくり活動を一つずつ見ていくと、大阪では、多くの自治体でも

住民が取り組んでいる活動ではある。しかし、大きく違うのは担い手である。他市では行政の

縦割り予算（補助金）の実行部隊として、地域の住民の同じ人が活動を重ねて担うことが多

くなってしまっている。 

名張市の場合は、①受け皿を地域の住民組織全体で請ける。②地域全体に一括して予

算が降りるため、住民が自らその事業内容を計画し、事業の集中と選択を住民自らが考え

る、という点に特徴がある。このため、他市と違い、地域全体での連携がとりやすいスキーム

になることが推察される。 

 

名張市の人口推移と地域づくり協議会の担い手確保  

名張市の地域づくり活動を考えると、最大の懸念は人口減少下の中、今後も地域づくり

の担い手が確保できるのか、という点にある。 

ここで、2000年・2020年・2030年の名張市の人口推移（2020年及び 2030年は、国立

社会保障・人口問題研究所（社人研）の予測値）を、図表  14 に示す。 

地域づくり協議会が各地域で発足する直前である 2000年は、人口の最大のボリュームゾ

ーンが 50～54 歳（いわゆる「団塊の世代」）に位置していた。 

2020 年になると、ボリュームゾーンは 70～74 歳、即ち前期高齢者になった。 

そして社人研は、2030 年は、人口の最大のボリュームゾーンが 75～79 歳、次いで 80 歳

～84歳と、後期高齢者が最大のボリュームゾーンを占める時代がやってくると予測している。 

 

このことを、地域づくり協議会の活動に当てはめて考えてみる。 

地域づくり協議会が各地域で発足した当時のメンバーの年齢層はさまざまであったが、人

口の最大のボリュームゾーンであり、壮年期を迎えた「団塊の世代」は活動の主軸であったと

考えられる。 

それから 20 年弱の歳月が経ち、現在「団塊の世代」は後期高齢者に移行しつつある。こ

のため、地域づくり活動を維持するためには、一定の世代交代が必要な時期になってきてい

ることが推察される。 
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そしてこれからは、人口のボリュームゾーンである「団塊の世代」が、本格的に「支えられる」

時代がやってくる。その時に、果たして今までと同じような活動ができるのか、ということが問わ

れよう。 

また、図表  7（前掲）でみたように、各地域づくり協議会が担う地域人口には大きな差があ

り、高齢化率も大きく異なる。概ね小学校区を単位とした地域づくり協議会であるが、特に人

口減少が著しい地域においては、今後地域内での活動がますます難しくなっていくのでは

ないか。 

 

図表  14 名張市の年齢別人口推移（過去・現在・将来）  

 

出所：2000年：三重県 みえDataBox「市町村別、男女別、年齢別人口及び世帯数」 第2表 年齢(各歳)別人口－三重県、市部、郡部－ 

   https://www.pref.mie.lg.jp/DATABOX/25970003702.htm（最終閲覧日：2021年6月10日） 
   2020年、2030年：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」 

   http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/3kekka/Municipalities.asp（最終閲覧日：2021年6月10日） 

 

改善案１―広報活動を強化し新たな担い手を育成  

ここからは、名張市の地域づくり協議会が、今後も継続的に活動を続けるために、どのよう

な取組が考えられるかを述べていく。 

 

まず、「人口減少下の中、今後の地域づくりの担い手をどのように確保していくか」につい

ては、広報活動を強化し、新たな担い手育成を強化していく施策が挙げられよう。 

0～4歳 5～9歳 10～14歳 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上

2000年 3,570 4,355 5,627 6,017 5,403 5,440 4,475 4,954 5,698 6,993 7,658 5,956 4,675 3,994 3,564 2,265 1,437 805 375

2020年 2,899 3,252 3,292 3,545 2,977 2,985 3,642 4,429 4,953 5,356 4,360 4,685 5,212 6,363 6,831 5,010 3,278 2,060 1,455

2030年 2,294 2,629 2,954 3,167 2,604 2,624 2,833 3,059 3,655 4,303 4,738 5,198 4,299 4,519 4,802 5,529 5,352 3,174 2,196
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5,000
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https://www.pref.mie.lg.jp/DATABOX/25970003702.htm
http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/3kekka/Municipalities.asp
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特に、地域づくり組織に多様な考え方をする人や、高校生を始め若い世代を積極的に受

入れ、興味と責任感を持たせるために企画段階から巻き込んでいくことが重要と思われる。 

また、地域づくり協議会は 15 もあるため、活動内容・密度にも 15 地域それぞれ濃淡（例

えば、まちづくり広報紙の掲載具合）が生まれている。そこで停滞気味の地域づくり協議会と、

フォローする行政側の地域コーディネーターとの連携度を高める施策、即ち行政側のフォロ

ーの重点化を図る施策も有効であると思われる。 

その他、ちょっとしたことではあるが、転入時から、市役所からポスターやパンフレット等を

配布し、名張市の地域づくり活動に興味を持ってもらう、という施策はどうだろうか。名張市は、

全国に冠たる福祉の先進自治体であるが、住民が転入した際にそのようなアピールを市役

所側がすることは無いようである。名張市生活の第１日目にあたり、名張市の魅力をその日

から市役所が新しい市民にアピールすることは、我が街の誇りにもつながるのではないだろう

か。 

 

改善案２―地域づくり活動の横展開・見直し  

その他の改善案として、「NPO や任意団体を通じた活動の広域化」を挙げる。 

他都市では、高齢者のふれあい喫茶や食事会、助け合いの家事等の支援は、テーマごと

に NPO や任意団体が活動している処がある。NPO や任意団体は、活動範囲は地域では

なく、テーマで決定することが多い。NPO や任意団体に参加する側＝担い手側も、興味の

ある活動に出向くので、地域に縛られることは少ない。即ち、自らの住む地域（小学校区）等

を少し離れて活動することもできる。このような形を通じて、活動の広域化を図り、人口減少

が著しい地域を広域で支えあうことが必要なのではないか。また、将来的には地域づくり協

議会も、一部事業については広域化を図っていくことが望まれよう。  

さらには、現在は名張市地域づくり組織条例（平成 21 年条例第 3 号）により、９分野の事

業が定められている4が、地域人口を鑑みると規模的に活動が難しい事業がどうしても出てく

ることが予想される。従って、将来的には事業分野の選択と集中ということも、予算額と担い

手数を考えた際には、手を付ける時期がくるのではないか、と思われる。 

                                                

4 名張市地域づくり組織条例（平成 21 年条例第 3 号）  

第７条  地域づくり組織は、まちづくりの推進のため次の事業を行う。  

(１) 自主防犯及び自主防災に関すること。  

(２) 人権尊重、健康及び福祉の増進に関すること。  

(３) 環境及び景観の保全に関すること。  

(４) 高齢者の生きがいづくりに関すること。  

(５) 子どもの健全育成に関すること。  

(６) 地域文化の継承及び創出に関すること。  

(７) コミュニティビジネス等地域経営に関すること。  

(８) 地域課題の解決、地域振興及び住民交流に関すること。  

(９) 前各号に掲げるもののほか、地域のまちづくりに関し、特に必要があると地域づくり組織が認めること。  
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3-1-2.他都市の参考事例等―雲南市  

雲南市における小規模多機能自治について 

「小規模多機能自治」という言葉がある。 

「小規模多機能自治」とは、「小規模ながらも、様々な機能をもった、住民自治の仕組み」

であり、「言い換えると、概ね小学校区域において、目的型組織や地縁型組織等のあらゆる

団体が結集し、地域課題を自ら解決し、地域運営を行う仕組み」とされる。  

 

「小規模多機能自治」の取組として著名な都市に、島根県雲南市がある。  

雲南市は島根県大東町・加茂町・木次町・三刀屋町・吉田村・掛合町の 6 町村が合併し、

2004 年 11 月に誕生した都市である。総面積は 553.18 ㎢で島根県の総面積の約 8.3％を

占め、その大半は林野である5。 

雲南市は、町村合併で誕生した新しい自治体であるため、「一体感の醸成及び認知度

向上」を目指し、「雲南ブランド化プロジェクト」を 2007 年 7 月にキックオフした。このプロジェ

クトは、「幸運なんです。雲南です。」をブランドシンボルに「自然、歴史、食、人」の幸（地域

資源）に感謝し、誇りをもってまちづくりを進めようというコンセプトで「住みたい、産業振興、

交流人口拡大」の 3 つのプロジェクトで推進した。 

さらに、2014 年度からは、それらの活動をベースに更に新しい”チャレンジ”に取り組み、

課題先進地から課題解決先進地を目指すこととした。自らの地域を良くしていこうと、地域

自主組織による地域づくりが進められている。 

地域自主組織は、市内に概ね小学校区を単位とし、30 組織の地域自主組織が設けられ

ている。地域自主組織は自治会・消防団・ＰＴＡ・老人クラブといった各種団体で構成され、

交流センターを活動拠点として、地域づくり・地域福祉・生涯学習（社会教育）の３本柱の分

野を中心に、様々な活動を展開している。 

 

雲南市の地域住民が行う活動の例  

雲南市の地域住民が行う活動の例に、「水道メーターの検針」がある。 

これは、地域自主組織が市から事業を受託し、月 1 回、家々を訪ねる水道検針員（地域

自主組織のメンバー）が端末機から出力された紙を持って玄関に回り、「まめなかねえ（お元

気ですか）」と家人に声を掛ける、というものである。この事業は、単なる検針業務だけでなく、

                                                

5 雲南市ホームページ「雲南市の地域特性」。  

https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/shiseijouhou/gaiyou/feature.html （最終閲覧日：2021 年 6 月 14 日） 

https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/shiseijouhou/gaiyou/feature.html
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災害発生時に支援を必要とする高齢者への日ごろの見守りを兼ねている。むしろ後者が主

たる目的といえる（新・公民連携最前線，2015）。また、検針業務の委託料を住民活動費に

充てる、という意味もある。 

雲南市は、このような取組を「“行事”を“事業”に進化させる大人チャレンジ！！」と称し、

支援している6。 

 

雲南市のネットワーク交流について 

雲南市の取り組みで特筆される点は、積極的に他地域の職員や市民と交流し、ネットワ

ークを構築して、地域自治の動きを全国に広げていこうとしている点である。  

中でも、2013 年度から始まった「雲南市に地域自治を学ぶ会（略称：雲南ゼミ）」は、「相

互に学び、それぞれの地域で実践する。」をモットーに、全国から自治体・NPO 団体・学識

経験者が介する一大勉強会になっている。このことは、雲南市の関係人口の増加にも寄与

している。 

また、2015年、雲南市、伊賀市、名張市、朝来市の４市が発起人となり、「小規模多機能

自治推進ネットワーク会議（代表・事務局：雲南市）」が発足した。同会議は現在、全国で

272 の自治体が参加する、大規模なネットワークとなっている7。 

名張市も同ネットワーク会議の発起人であり、また福祉の先進地域として名高く、全国か

ら多数の視察を受け入れている。ここでは一歩進んで、関係人口の増加も見据え、雲南市

のように福祉に係る全国的な勉強会を開いていく、という案はいかがであろうか。 

 

3-2.まちの保健室  

3-2-1.まちの保健室に対する課題と提言  

まちの保健室の継続的な維持、機能拡大に向けて 

「まちの保健室」は、専門職員を配置し、地域の総合相談窓口として大いに機能している。

しかしながら、今後も継続的に「まちの保健室」を維持し、その機能をより果たしていくことが

できるか、という視点に立つと、以下の点に懸念がある。 

 

① まちの保健室が「赤ちゃんから大人まで」、「健康づくりや介護まで」幅広く相談を続け

ていくためには、地域内で継続的な「次世代の担い手育成」が必要ではないか  

                                                

6雲南市チャレンジサイト「大人チャレンジ  地域自主組織の取組」  

http://www.co-unnan.jp/ch-otona.php（最終閲覧日：2021 年 6 月 14 日）  
7小規模多機能自治推進ネットワーク「2021 年 5 月 25 日投稿」。  

https://www.facebook.com/ShoukiboJichi/posts/4669800066380289（最終閲覧日：2021 年 6 月 14 日） 

http://www.co-unnan.jp/ch-otona.php
https://www.facebook.com/ShoukiboJichi/posts/4669800066380289
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② 「ヤングケアラー」等の新しい課題にも、福祉の最前線である「まちの保健室」が対応

できるのではないか 

③ 住民からの悩みは時に深く、「まちの保健室」で対応する職員の精神的な負担が懸

念されるが、雇用条件・雇用環境の整備は十分であるか 

 

以下、順に気付きと改善策をみていく。 

 

地域資源を活用した「次世代の担い手」育成  

名張市は、地域資源として「名張市立看護学校」を有する。 

従って、この地域資源を活かし、看護学校に通う看護学生と「まちの保健室」が、インター

ンシップ等で協働する、という施策を実施することはできないだろうか。 

この施策には、２つの意味がある。１つは、まちの保健室の「次世代の担い手育成」であり、

もう１つは、「思春期世代がまちの保健室を利用増加」である。  

「まちの保健室」は他地域でも実践されている取組であるが、他地域の「まちの保健室」の

試みとして、地元の学生と共に「まちの保健室を協働」することにより、学生の心の変化が見

られて精神的成長へとつながった、という事例があった。他方、名張市ではまちの保健室の

相談対象は全住民を対象としているものの、実際の利用者にあまり思春期の子供たちが入

っていないように思われる。一方、他地域でのまちの保健室では、思春期の子供も利用して

いる。従って、名張市でも相談の対象を子供（特に思春期）にも広げる取り組みをしてみては

どうかと考える（図表  15）。 

この他、名張市で、中学生のキャリア発達につながる大学・専門学校訪問とそれに協力

するまちの保健室という形で、既に名張市では職業体験などがなされている。そうであれば、

将来の担い手育成のため、まずは「まちの保健室の利用者」として、地域の学生を取り込ん

ではどうだろうか。 
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図表  15 「まちの保健室」と地域資源の活用  

出所：筆者作成  

 

「ヤングケアラー」等の新しい課題に対するまちの保健室に対応  

近年注目される新たな福祉課題に、「ヤングケアラー」への対応がある。  

ここで「ケアラー」とは、「こころやからだに不調のある人の『介護』『看病』『療育』『世話』

『気遣い』などケアの必要な家族や近親者、友人、知人などを無償でケアする人」を言い、ま

たそのうち 18 歳未満の人を「ヤングケアラ―」と定義している（日本ケアラ―連盟）。 

名張市では既に議会（令和２年第３９６回（１２月）定例会）において、市内に「少なくとも

28 名のヤングケアラー」が存在することが明らかになっている。  

 

ところで、日本ケアラ―連盟が行った南魚沼市（2015）、藤沢市（2017）の「ケアを担うこど

も（ヤングケアラー）についての調査」≪教員調査≫から、学校では、ケアを担いながらも登

校している子は、気になる存在ではあっても、どのタイミングでいかにサポートするかまではし

っかりと認識されていないことが多く、学校の先生たちは、子どもたちの家庭の状況について

ある程度気づいているようであるが、先生たちは家庭訪問等で知った家庭の状況について

何かできるかとなると、ケアを要する人への支援までは難しい。しかし、その情報を保健師等

に繋げることのできれば、具体的な支援にもつなぐことが可能となる。  

地域資源として「名張市立看護専門学校」が存在する

看護学校に通う看護学生と「まちの保健室」がインターンシップ等で
協働できないか？

看護学生は若い人が多い。協働するならば、看護学生と近い世代で
ある思春期世代も相談ターゲットに加えることができないか？

例１：看護学校、他の学校のイベント開催時に、まちの保健室も参加
例２：思春期向け相談会の開催

さらには、思春期向けに「まちの保健室」を通じた、キャリア教育
（キャリア観）の育成にも貢献できる可能性
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以上のような調査結果を基とすると、今後、名張市において表面化していない「ヤングケ

アラー」や今後発生する「ヤングケアラー」の把握は学校での調査が有効であり、確認できた

「ヤングケアラー」の見守りや支援への連携については、「まちの保健室」が大きな役割を担

えるのではないかと考える。即ち、「地元小・中学校・高校」と「まちの保健室」との連携が、

「ヤングケアラー」への支援に繋がるのではないか（図表  16）。 

 

なお、「ヤングケアラー」の多くが、ケアをマイナスのこととしてのみ捉えず、少なくとも家族

のケアをすることを“必要なこと”あるいは“意味のあること”として考えているからこそ、自分に

課せられたケア責任を放り出さずに、それを担っている、という側面がある。このような側面を

大事にしつつ、適切な教育の機会を失うことや成長や発達、自立に必要な時間が取れるよ

うな働きかけがチャイルドパートナーとして実績のある「まちの保健室」なら、できるのではない

かと思われる。 

 

図表  16 ヤングケアラー施策の考え方  

 

出所：ケアラー連盟、名張市の資料を基に筆者作成  
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まちの保健室職員に対す雇用条件・雇用環境整備  

「まちの保健室」を担う専門職員は、充分な雇用条件・雇用環境が整備されているのだろ

うか。 

「まちの保健室」職員の雇用条件を確認するため、名張市の求人を確認したところ、まち

の保健室に勤務している職員は、会計年度任用職員であり、また、1 週間の勤務時間は

37.5 時間とフルタイムの会計年度任用職員の 38.75 時間にわずかに届かないパートタイム

の会計任用職員と位置付けられている。会計年度任用職員から正職員への登用は難しい

と考えられるが、まちの保健室の仕事内容を考慮に入れるならば、職員の待遇改善のため

に、まずは、パートタイムからフルタイムへと変えるべきである。  

また、まちの保健室の職員は地域の人々と密接に繋がっている。しかし、このことは町の保

健室で働く職員にとっては、勤務時間外でも地域住民と顔を合わせることがあり、仕事の

on/off が明確に出来ていない可能性がある。別の地域の職員が、別のまちの保健室で働く

ことで、仕事が off の時に、物理的に地域住民と距離を置くことができる。このことによって、

まちの保健室の職員の精神的負担を軽減できることが期待できる 。 

 

3-2-2.他都市の参考事例等  

「ヤングケアラー」に関する調査研究について 

ここでは、他都市の参考事例として、「ヤングケアラー」に関する調査研究を取り上げる。 

「ヤングケアラー」に関する調査研究は、各市区町村の要保護児童対策地域協議会を対

象に「ヤングケアラー」の実態調査を行うとともに、「ヤングケアラー」を早期発見・支援に活

用するためのアセスメントシートやガイドラインの作成等を行ってきたが、要保護児童対策地

域協議会における「ヤングケアラーの概念」の認知度は 2018 年度調査では 3 割弱であった

が、2019 年度調査では約 7.5 割に高まっていることが分かった。 

更に 2020 年度、厚生労働省と文部科学省による初の実態調査で実施されたが、「世話

している家族がいる」とした中学生が 5.7％（約 17 人に 1 人）、高校生が 4.1％（約 24 人に

1 人）いたことが 2021 年 3 年 4 月 12 日に分かった。1 学級に 1～2 人のヤングケアラーが

いる可能性があり、対象の家族はきょうだい、父母、祖父母であり、ケアの理由としては、きょ

うだいが「幼い」こと、父母は身体障害や精神障害、祖父母は高齢や要介護状態などが多

かった。一方、回答者の生徒が在籍する学校側にも調査し、回答率は 7 割強で、公立中学

の 46.6％、全日制高校の 49.8％が『ヤングケアラーが在学中』と答えた。厚労省の担当者

は「予想以上に多い」としているが、学業や進路に影響し、同世代からの孤立を招くとされる

が、6 割超が誰にも相談したことがなく、担当者は「問題が知られておらず、適切な支援につ
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ながっていない可能性がある」としている。 

なお、調査の検討委員会座長を務めた森田久美子・立正大学教授は「他の子と違うと思

われたくない、『かわいそう』などと見られたくない子もいる。」との意見もある。  

自治体の動きとしては、2020 年 3 月に埼玉県が【ケアラ―支援条例】を施行、その中で

「ヤングケアラー」について、ケアラ―のうち 18 歳未満の者と定義し、『ヤングケアラーの支援

は、ヤングケアラーとしての時期が特に社会において自立的に生きる基礎を培い、人間とし

て基本的な資質を養う重要な時期であることに鑑み、適切な教育の機会を確保し、かつ、心

身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるように行われなければならない。』と

その基本理念で定めている。 

2021 年 4 月に北海道栗山町が市町村として初の【ケアラ―支援条例】を施行した。ただ

し、栗山町の条例の中には、「ヤングケアラー」という文言がない。このことから、「ヤングケアラ

ー」に関する意識は自治体によっても異なっているという印象を受けている。 

このような中、名張市は「名張市ケアラー支援の推進に関する条例 (案)」を令和３(2021)

年６月議会に上程したとの情報が入ってきた。福祉の先進都市としていち早く課題に取り組

む名張市の姿勢に驚き、脱帽である8。 

  

                                                

8 名張市「令和３年６月１０日招集  第３９８回定例会提出議案（１）」、14-17 頁

https://www.city.nabari.lg. jp/s004/010/398gian1.pdf（最終閲覧日：2021 年 6 月 13 日）  

https://www.city.nabari.lg.jp/s004/010/398gian1.pdf
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【コラム】検討したものの実現可能性に難があるとされた施策  

ここでは、まちの保健室をめぐる院生同士のディスカッションの中で、「興味深いが実現

可能性に難がある」とされた施策について紹介する。 

 

アニマルセラピーによるコミュニケーションの円滑化  

「まちの保健室の職員と保健室に来訪してくる地域住民とのコミュニケーションを円滑に

するために動物を介在させてみる（アニマルセラピー）」という意見が挙がった。実際にアニ

マルセラピーを試してみた論文も見つかった。しかしながら、その動物の世話や費用の捻

出はどうするのか、さらには動物を好まない住民を遠ざける結果にもつながりかねない、と

いう議論が起こり、提案としては立ち消えになった。 

 

日本版 CCRC 構想とまちの保健室  

名張市が日本版 CCRC（生涯活躍のまち）を整備すると仮定した際、「まちの保健室」

は日本版 CCRC の「中核施設」として機能を発揮するのでは、という意見が挙がった。  

イメージとしては、日本版 CCRC と整備した街の中に、いくつか「コミュニティ拠点」を整

備し、その拠点の中に「まちの保健室」を整備する、というものである。なお、このような整備

をした際の「まちの保健室」は、「コミュニティ機能」つまり、「健康チェックの場」としての意味

合いよりも「交流の場」としての役割が期待されるのではないか、という議論があった。 

実際には、名張市は日本版 CCRC 構想を目指してはいない。ただし、日本版 CCRC

構想を目指してないが、結果的に名張市が「まちの保健室」を通じて「生涯活躍のまち」を

目指している姿は日本版 CCRC に重なっている、という議論があった。 
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第 4 章 まとめ 

 

ここでは、これまで見てきた「まちづくり協議会」と「まちの保健室」を振り返りつつ、名張市

の福祉政策について述べる。 

 

「まちづくり協議会」ついて 

名張市は、2003 年に伊賀市への市町村合併を住民投票により否決した。これにより、名

張市は独立独歩を歩むこととなった。また、合併による財政援助も受けることができなかっ

た。 

このような状況下、特に厳しい財政面を踏まえ、従来の行政のやり方では地域住民のニ

ーズに充分対応できなくなったことを、市長は自ら市民に説明した。そして、「住民が自ら考

え、自ら行うまちづくり」を名張市は実践してきた。 

 

条例によるまちづくり協議会の発足から、15 年以上の歳月が経過した。 

名張市では 2020 年以降、後期高齢者数（75 歳以上）が前期高齢者数  （65 歳～74 歳）

を超え、その差が年々拡大している。これまで地域の役員としてまちづくり活動を支えていた

多くの前期高齢者が、後期高齢者へ移行していくことになる。 

従って、名張市にとっても、そして全国的にもまちづくりの担い手育成が急務である。名張

市も「名張ゆめづくり協働塾」を開校し、若者を中心とした人材の発掘・育成をしているが、さ

らに広報強化の必要性があると思われる。 

この他、活動の棚卸し・他地域との共催・各種団体との協業なども必要であろう。 

「住民が自ら考え、自ら行うまちづくり」を実践する「まちづくり協議会」が、今後も住民のた

めに活躍できるよう、今から布石を打っておくことが望まれる。  

 

「まちの保健室」について 

厚生労働省からの表彰や、世界保健機関（WHO）の視察など、各所から注目される施策

である名張市の「まちの保健室」は、名張市が掲げる「福祉の理想郷」を最前線で体現して

いる。 

 

しかしながら、「まちの保健室」が継続的な住民からの相談対応、 「ヤングケアラー」等の

新しい課題への対応していくためには、まちの保健室の体制を継続的に維持・拡充する必

要がある。 
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他方、名張市には「市民病院・看護学校」、「福祉まちづくりセンター（ボランティア）」、「地

域づくり協議会」等、これまで培ってきた様々な地域資源が存在する。これらの地域資源を

活用・連携し、「まちの保健室」の維持・拡充に取り組んでいくことが望まれる。  

 

住民の気軽な相談窓口として「まちの保健室」が果たせる役割は大きいものがある。 

今後は、培った地域資源も活用や連携、及び財政との折り合いを踏まえながら、いかに相

談内容・体制を維持・拡充していくかが課題ではないかと思われる。 

 

名張市の総合的な福祉政策  

ここまで名張市の施策を、「まちづくり協議会」と「まちの保健室」を中心にみてきたが、名

張市の福祉政策はこれだけに留まらない。 

図表  17 は、名張市の包括的相談支援体制である「名張市地域福祉教育総合支援シス

テム～地域まるごと福祉・教育構想～」の全体図である。一目で分かるように、多様な関係

者が各所で連携し、地域の福祉を総合的に支援する体制が整えられていることが分かる。  

この体制の中で、まちの保健室は地域の福祉課題をワンストップ窓口で対応する役割を

果たしている。そして、相談を受けた内容は、市役所内で福祉部門のみならず、就労・年

金・税金・教育部門と連携し、総合的に相談者の支援にあたっていく。さらには、地域づくり

協議会と、地域課題としての福祉にどのように対応していくか、定期的に会合を持ち連携し

ている。 

今回の調査研究を通じ、名張市があらゆる関係者と連携し、名張市が掲げる「福祉の理

想郷」を体現しようとしている点がよく理解できた。このような街づくりは、他都市でもぜひ実

現に向けて取り組んで欲しいと願う。 
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図表  17 名張市地域福祉総合支援システムについて 

 

出所：厚生労働省  第 22 回社会保障審議会福祉部会  令和元年 7 月 22 日「参考資料集」、25 頁  

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000529513.pdf（最終閲覧日：2021 年 5 月 16 日） 

  

まちの保健室  

地域づくり  

協議会  

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000529513.pdf
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（2021 年 4 月 18 日最終閲覧）  

 

【第４章】 

 駒村康平編著（2020）『社会のしんがり』新泉社。 

 永田祐（2013）『住民と創る地域包括ケアシステム―名張式自治とケアをつなぐ総合相談の展

開』ミネルヴァ書房。 

 永田祐（2016）「名張市の地域包括ケアシステムと地域づくり－『地域福祉教育総合支援シス

テム』への挑戦」『月刊福祉』第 99 巻第 8 号、26-31 頁。 

 厚生労働省（2019）「第 22 回社会保障審議会福祉部会  令和元年 7 月 22 日「参考資料集」  

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000529513.pdf  

（2021 年 5 月 16 日最終閲覧） 

  

http://www.carersjapan.com/img_share/yc-research2015@minamiuonuma.pdf
http://carersjapan.com/ycpj/research/img/yc-research2017@hujisawa.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/young-carer.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000529513.pdf
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付録  

1.視察日程・視察箇所等  

 

大阪市立大学 大学院 都市経営研究科  

視察スケジュール 

 

○日時：  令和２年１１月９日（月）  午前１０時～ 

○視察者  ：大阪市立大学  

        准教授  五石  敬路  氏  

         学生   森脇  和徳  氏  他１０名    計１２名  

 

○１１月９日(月) スケジュール 

時  刻  視  察  箇  所  等  市側応対者  

９：４５ 名張市役所  着   

１０：００～１１：３０ 

（９０分）  

市長面会  

名張市のまちづくり等説明  

「名張版  地域共生社会の実現に向けて」 

「これからの取組：孤立０社会の実現」  

名張市役所２階庁議室  

市長、統括監  

福祉子ども部  

地域環境部  

総務部（財政・行革）  

総合企画政策室  

１１：３０～１２：００ 

（６０分）  

関係部局との質疑応答  

名張市役所２階庁議室  

統括監  

福祉子ども部  

地域環境部  

総務部（財政・行革）  

総合企画政策室  

１２：００～１３：１５ 

（７５分）  

大阪市立大学より視察受入れのお礼  

地元メディアからの取材受け 

昼食（庁議室でお弁当） 

名張市議会  議場見学  

市長  

総合企画政策室  

議会事務局  
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１３：１５～１３：５５ 

（４０分）  

視察１ 

まちの保健室の取組  

名張市役所２階庁議室  

福祉子ども部  

総合企画政策室  

１３：５５～１４：３０ 

（３５分） 

市マイクロバスにより移動  

 （名張市役所  → 名張市民センター）   

総合企画政策室  

 

１４：３０～１５：１０ 

（４０分）  

視察２ 

隠
なばり

おたがいさんの取組  

名張市民センター 会議室  

福祉子ども部  

地域環境部  

総合企画政策室  

１５：１０～１５：５０ 

（４０分） 

視察３ 

名張地区まちづくり協議会の取組  

名張市民センター 会議室  

福祉子ども部  

地域環境部  

総合企画政策室  

１５：５０～ 名張市旧町散策     

 

視察の様子  

  

名張市役所２階庁議室  亀井利克名張市長 (前列左から３番目) 

  

  

亀井市長による「地域共生社会」の説明  「孤立０社会の実現」の説明  
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大阪市立大学より視察受入れのお礼  地元メディアからの取材受け 

  

  

名張市議会  議場見学  「まちの保健室の取組」の説明  

  

  

名張市民センター会議室  「隠おたがいさんの取組」の説明  
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「名張地区まちづくり協議会の取組」の説明  名張市旧町散策  

 

 

2.勉強会開催状況  

本共同研究を実施するにあたり、以下の日程にて勉強会を開催した。 

No. とき ところ 参加者  

1 2020 年 6 月 8 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

2 2020 年 6 月 26 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

3 2020 年 7 月 3 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

4 2020 年 7 月 10 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

5 2020 年 7 月 17 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

6 2020 年 7 月 24 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

7 2020 年 7 月 31 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

8 2020 年 8 月 7 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

9 2020 年 8 月 14 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

10 2020 年 8 月 21 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

11 2020 年 8 月 26 日  20:00～ オンライン(Zoom) 五石先生、学生一同  

12 2020 年 8 月 28 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

13 2020 年 9 月 25 日  20:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

14 2020 年 10 月 9 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

15 2020 年 10 月 16 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

16 2020 年 10 月 28 日  20:30～ オンライン(Zoom) 五石先生、学生一同  

― 2020 年 11 月 9 日  名張市視察  

17 2020 年 11 月 16 日  20:00～ オンライン(Zoom) 五石先生、学生一同  
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18 2020 年 11 月 20 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

19 2020 年 11 月 27 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

20 2020 年 11 月 30 日  20:00～ オンライン(Zoom) 五石先生、学生一同  

21 2020 年 12 月 4 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

22 2020 年 12 月 14 日  20:00～ オンライン(Zoom) 五石先生、学生一同  

23 2020 年 12 月 18 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

24 2021 年 1 月 15 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

25 2021 年 1 月 22 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

26 2021 年 1 月 29 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

27 2021 年 3 月 4 日  20:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

28 2021 年 3 月 12 日  20:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

29 2021 年 3 月 19 日  20:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

30 2021 年 3 月 30 日  20:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

31 2021 年 4 月 6 日  20:30～ オンライン(Zoom) 五石先生、学生一同  

32 2021 年 4 月 23 日  21:30～ オンライン(Zoom) 学生一同  

― 2021 年 5 月 7 日 18:30～ 都市行政コース共同研究発表会 (教員 ,M2,M1 参加) 
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3.勉強会でのディスカッション内容  

地域づくり組織でのディスカッション 

No. 現状  背景  提言の種  

1 

・構成員が高齢

化している 

・後継者が不在

である 

・活動負担の増

大し、かつマン

ネリ化している 

・担い手不足  

・担い手の固定化  

➡持続可能な地域

づくり組織に不安  

・大学生や高校生の参加を促すほか、中学

校、小学校でも、地域づくりを教育の一端

に取り入れて、関心を持たせてはどうか 

・団塊の世代が退職時期を迎えるので、重

点的に参加を働きかけてはどうか 

2 市役所において、転入する新住人に、名張

市のまちづくりをアピールしてはどうか 

3 地域自治（地域分権）の必要性の周知（環

境つくり） 

地域住民にもっと地域自治の必要性を理

解させ、参加を促してはどうか。特に、実際

に行われている各種活動の情報発信や、

具体的な活動を通じてその活動に適した

人々への参加を促すきめ細かい働きかけが

必要なのではないか 

4 

地域づくり活動

において新たな

取り組みがなさ

れない 

・活動のマンネリ化  

・活動におけるノウ

ハウが不足  

・財源不足による

活動の限界  

・活動する人材の

不足  

住民が数百人規模の地域運営組織がある

ため、活動の量・幅を広げるために、広域化

を図ってはどうか 

5 専門家（コーデネイーター）養成などについ

て引き続き市の支援が必要。 

市だけでなく、国や県からの補助金・助成

金など継続的に使用できる財源の確保が

必要。 

6 活動の幅を広げるため、地域づくり組織の

更なる法人化を目指してはどうか。 

法人化の主なメリット 

・代表者の負担軽減  

・社会的信用（新しい事業創出の可能性） 
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・寄付金調達  

・資産保有  等  

7 
地域の助け合

い組織におい

て、安全に配慮

されていないボ

ランティア活動

が散見された 

（企業では考え

られない） 

・安全配慮に関す

る意識・知識不足  

・名張市地域づくり組織条例  第７条（地域

づくり組織事業） 

同条項に活動に関し９項目取り上げられて

いる。何れも市民に支持され有益な活動で

あるが、「安全に配慮して行う」という文言が

ない。条例の適した箇所に安全配慮に関

する文言を追加してはどうか 

・加えて、改正後の条例を基に、市が安全

に関する講習会等を開いてはどうか 

8 

・地域づくり組

織への参加は、

世帯単位で参

加となっている 

 

・地域づくり組

織の加入率が

減少している 

・ 従 前 の 区 長 制

度・自治会同様の

運営をしているた

め（地域内分権組

織 を 目 指 す な ら

ば、地区運営組織

は住民個人から代

表を選ぶべきでは

ない 

・「地区まちづくり協議会」の方向性（組織

づくり） 

「地区まちづくり協議会」は、地区内の住民

個人を単位としており、区長制度や自治会

制度は地区内の世帯を単位としている。協

議会の役員は区長又は自治会からの推薦

者によって構成されており、将来的には地

域住民によって選ばれた人によって構成さ

れることが望ましい 

 

・加入率の減少については、条例で一定の

参加を促すことも視野に入れてはどうか。 

9 

公金の不正利

用はなされてい

ないのか 

・補助金の不正受

給は防止するべき 

現在は「名張市補助金等の交付に関する

規則」及び「名張市ゆめづくり協働事業金

交付金交付要綱」を基に「ゆめづくり協働

事業交付金」を支給。 

「名張市地域づくり組織条例」には「ゆめづ

くり地域交付金の交付」に関する記載はあ

るが、返還に関する記載はないため、周知

のために追記してはどうか。 
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まちの保健室に関するディスカッション 

 

 

参考：KPT 法  

KPT は、本来システム開発の分野で使われていた振り返りのフレームワーク。 

次の 3 つの要素に分けて行動内容の分析を行う。 

 K（Keep）：成果が出ているので継続すること 

 P（Problem）：問題があり改善が必要なこと 

 T（Try）：次に取り組むこと 

 

チームまたは個人で、Keep → Problem → Tryそれぞれの枠に、順次書き出しなが

ら今後のアクションを決めていく（日経 XTECH(2020)9）。 

4.視察時のメディア取材・掲載  

                                                

9 日経 XTECH(2020)「部下が反省を次に生かせない」という悩み  第 29 回  KPT（けぷと）で改善を加速するコツ  

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00703/00029/（最終閲覧日：2021 年 7 月 16 日） 

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00703/00029/
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名張市の視察については、以下のとおり報道された。 

 

中日新聞（朝刊）伊賀版  2020 年 11 月 10 日  

  

  

アドバンスコープ10 2020 年 11 月 11 日ニュース報道  

                                                

10 三重県名張市のケーブルテレビ局（http://www.catv-ads.jp/） 

http://www.catv-ads.jp/
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毎日新聞（朝刊）伊賀版  2020 年 11 月 24 日  
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5.公開シンポジウム 

5-1.公開シンポジウムの開催告知  

以下の要領で公開シンポジウムを開催し、成果を名張市に報告した。 
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5-2.公開シンポジウム報告資料  

公開シンポジウムにて報告の際に用いた資料は、以下のとおり。 
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5-3.公開シンポジウム後の報告(大学) 

公開シンポジウムを開催したことは、以下のとおり大学ホームページにて紹介された。 
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都市経営研究科  都市行政コース 公開オンラインシンポジウムを開催しました 

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/news/2021/210625 

 

 2021 年 6 月 22 日（火）、都市経営研究科  五石  敬路准教授および都市行政コースに

所属する大学院生が、教員・院生共同研究プロジェクトに関する公開オンラインシンポジウ

ムを開催しました。 

 本学大学院生で大阪府職員である大塚  文彦さんを報告者とし、大学院生 11 名が三重

県名張市の先進施策に関する調査を報告しました。福祉の観点から、『まちづくり組織』『ま

ちの保健室』施策を取り上げ、現状の分析と課題を提言しました。 

 シンポジウムには、三重県名張市  亀井  利克市長と慶応義塾大学経済学部  駒村  康平

教授も参加し、報告に対するフィードバックおよび意見を述べられました。  

 報告をふまえ駒村先生は、全国に先駆けて導入している横断的に市民の相談を受けつけ

る『まちの保健室』取り組みを高く評価し、「今後、相談員の人材育成が重要になる」とコメン

トしました。亀井市長は、「報告の内容を今後の市政の参考にしたい」とし、現在の名張市の

現状や名張市での取り組み、また名張市 2000 人アンケートの例をとり市民が市政に対し積

極的であるなどのお話がありました。大学院生の平岡  豁さんは、治安の観点から名張市の

取り組みや市民性について亀井市長らと意見を交わしました。 

 今後も、名張市の先進施策に関して、研究チームならびに名張市は相互に協力していくと

し、さらに研究を深めていきます。 

 

 動画は下記 URL からご視聴ください。 

 https://youtu.be/G0Aq8f-Z9oY 

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/news/2021/210625
https://youtu.be/G0Aq8f-Z9oY
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5-4.公開シンポジウム後の報告(メディア掲載) 

公開シンポジウムを開催したことは、以下のとおり報道された。 

 

毎日新聞（朝刊）伊賀版  2021 年 6 月 24 日  
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読売新聞（朝刊）伊賀版  2021 年 6 月 24 日  
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中日新聞（朝刊）伊賀版  2021 年 6 月 24 日  

 

朝日新聞（朝刊）伊賀版  2021 年 7 月 9 日  
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伊賀タウン情報ユー 2021 年 6 月 24 日  

https://www.iga-younet.co.jp/2021/06/24/41011/ （2021 年 7 月 17 日最終閲覧） 

https://www.iga-younet.co.jp/2021/06/24/41011/


65 

 

 

 

 

アドバンスコープ 2021 年 6 月 24 日ニュース報道  
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執筆者一覧  

 

都市行政コース 2020 年度  教員・院生共同研究メンバー 

 

教員  

五石  敬路（GOISHI, Norimichi） 

[はじめに] 

大阪市立大学院都市経営研究科准教授。 

専門は社会政策、アジア経済。 

 

学生  

瀧本  真微（TAKIMOTO, Mabi） 

[第１章] 

神戸市職員。 

加藤  慎也（KATO, Shinya） 

[第１章] 

行政書士。行政書士加藤事務所代表。 

平岡  豁（HIRAOKA, Tooru） 

[第２章のうち「地域づくり協議会」] 

元大阪府警察本部警察官。元 NPO 法人大

阪防犯士協会専務理事。 

中西  徹（NAKANISHI, Toru） 

[第２章のうち「地域づくり協議会」] 

和歌山県議会議員（１期）。元和歌山県海南

市議会議員（４期）。 

南  静吾（MINAMI, Shingo） 

[第２章のうち「まちの保健室」] 

神戸市職員。民間企業で営業職を勤めた

後、現職。 

森  康子（MORI, Yasuko） 

[第３章のうち「地域づくり協議会」] 

特定非営利活動法人ＮＰＯサポート東大阪

理事長。 

西川  英次（Nishikawa, Eiji） 

[第３章のうち「地域づくり協議会」] 

関西ペイント株式会社。 

高山  寛（TAKAYAMA, Hiroshi） 

[第３章のうち「まちの保健室」] 

マンション管理。 

松田  惠子（MATSUDA, Keiko） 

[第３章のうち「まちの保健室」] 

社会保険労務士(障害年金専門)、西宮市役所、 

年金事務所勤務、社労士受験講座等講師。 

大塚 文彦（OHTSUKA, Fumihiko） 

[学生代表、第４章、編集 ] 

大阪府職員。民間企業でシステムエンジニア

を勤めた後、現職。 

森脇  和徳（MORIWAKI, Kazunori） 

[第４章、アドバイザー] 

三重県名張市議会議員（４期）。第 65 代名

張市議会議長。 
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（上段左から） 

中西  徹、高山  寛、森脇  和徳、五石  敬路、瀧本  真微、松田  惠子、南  静吾  

（下段左から） 

大塚 文彦、平岡  豁、森  康子、加藤  慎也、西川  英次  
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