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理事長挨拶

北陸地域づくり協会の第 10 回の節目を迎え北陸地域づくり協会の第 10 回の節目を迎え

る定時総会の開催にあたり、一言ご挨拶申し上る定時総会の開催にあたり、一言ご挨拶申し上

げます。げます。

会員の皆様には、この 10 年間、当協会の運会員の皆様には、この 10 年間、当協会の運

営に対し多大なご支援とご協力を賜り、心より営に対し多大なご支援とご協力を賜り、心より

感謝を申し上げます。感謝を申し上げます。

本日の定時総会はコロナ禍の中においての開本日の定時総会はコロナ禍の中においての開

催となりますが、大変多くの皆様よりご出席頂催となりますが、大変多くの皆様よりご出席頂

きありがとうございます。例年建設北陸会とのきありがとうございます。例年建設北陸会との

合同開催としておりますが、新型コロナウイル合同開催としておりますが、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止ス感染症拡大防止

の観点から会員相の観点から会員相

互の交流の場をも互の交流の場をも

うけるには至りまうけるには至りま

せんでした。残念せんでした。残念

ではありますが、ではありますが、

ご理解賜りたく存ご理解賜りたく存

じます。じます。

本日の出席者は 171 名で、主催者の予想を上本日の出席者は 171 名で、主催者の予想を上

回り、例年の約 7 割となりました。お集まりの回り、例年の約 7 割となりました。お集まりの

皆さまに御礼申し上げます。皆さまに御礼申し上げます。

北陸建設弘済会から北陸地域づくり協会へ北陸建設弘済会から北陸地域づくり協会へ

移行した頃を振り返ると、「コンクリートから移行した頃を振り返ると、「コンクリートから

人へ」に象徴されるような批判の中、会員の皆人へ」に象徴されるような批判の中、会員の皆

さまや会の職員にも混乱の時期がありました。さまや会の職員にも混乱の時期がありました。

ちょうど移行の準備をしているさなかに 「東日ちょうど移行の準備をしているさなかに 「東日

本大震災」が発生し、それが国土強靱化や防災本大震災」が発生し、それが国土強靱化や防災

減災の流れとなり、度重なる広域災害、激甚災減災の流れとなり、度重なる広域災害、激甚災

害における関係者の努力がインフラの信頼回復害における関係者の努力がインフラの信頼回復

につながってきたと感じています。につながってきたと感じています。

さて、コロナ禍において様々な制約を余儀なさて、コロナ禍において様々な制約を余儀な

くされましたが、私たちは様々なことを経験し、くされましたが、私たちは様々なことを経験し、

また新たなことも進展してきました。また新たなことも進展してきました。

例えば、地域限定の商品券や旅行の県民割、例えば、地域限定の商品券や旅行の県民割、

最近では隣接県にもこれが拡大し、自分たちが最近では隣接県にもこれが拡大し、自分たちが

住んでいる地域の良さに気づき直すきっかけに住んでいる地域の良さに気づき直すきっかけに

なったのではないでしょうか。なったのではないでしょうか。

インフラ関係に目を向ければ、県を跨ぎ流インフラ関係に目を向ければ、県を跨ぎ流

域全体を守る治水事業、広域的なネットワーク域全体を守る治水事業、広域的なネットワーク

をつなぐ道路整備、過密ではない地方の良さををつなぐ道路整備、過密ではない地方の良さを

活かしたまちづくり等にたずさわる者にとって活かしたまちづくり等にたずさわる者にとって

も、ようやく出番が来たように思います。も、ようやく出番が来たように思います。

また、デジタル化のスピードもコロナ禍が後また、デジタル化のスピードもコロナ禍が後

押ししている感があります。在宅勤務、押ししている感があります。在宅勤務、ＴＶ会議、会議、

ウェブによる講演会、買い物や食事をしても電ウェブによる講演会、買い物や食事をしても電

子決済の方が接触機会もなく、いつのまにかレ子決済の方が接触機会もなく、いつのまにかレ

ジでも喜ばれるようになってきました。ジでも喜ばれるようになってきました。

インフラ分野においてもインフラ分野においてもＤＸの導入はめざまの導入はめざま

しく、測量設計、建設現場、維持管理など各段しく、測量設計、建設現場、維持管理など各段

階のデジタル化が品質の向上、生産性向上、働階のデジタル化が品質の向上、生産性向上、働

き方改革、担い手確保、脱炭素社会に役立ってき方改革、担い手確保、脱炭素社会に役立って

きています。きています。

さらには危機管理さらには危機管理ＤＸや防災や防災ＤＸなどというなどという

言葉も使われるようになっており、防災減災 言葉も使われるようになっており、防災減災 

分野でも期待が高まっています。分野でも期待が高まっています。

今後はさらに人工知能や仮想現実の技術が進今後はさらに人工知能や仮想現実の技術が進

展すると思いますが、一方で、自分の五感を働展すると思いますが、一方で、自分の五感を働

かせた経験、対面でしか得られない第六感を見かせた経験、対面でしか得られない第六感を見

逃してはならないと思います。逃してはならないと思います。

会員の皆さまが長年にわたり肌感覚で培って会員の皆さまが長年にわたり肌感覚で培って

きた経験と知識による「技術の伝承」と「防災エキきた経験と知識による「技術の伝承」と「防災エキ

スパート活動」は、引き続き当協会の二本柱です。スパート活動」は、引き続き当協会の二本柱です。

また、対面による親睦や交流、現場見学を始また、対面による親睦や交流、現場見学を始

めとした健康的な野外活動なども工夫して運営めとした健康的な野外活動なども工夫して運営

したいと考えております。したいと考えております。

10 年の節目にあたり、「北陸地域づくり協会」10 年の節目にあたり、「北陸地域づくり協会」

の名にふさわしい一般社団法人として北陸地域の名にふさわしい一般社団法人として北陸地域

の発展に貢献するよう務めます。引き続き会員の発展に貢献するよう務めます。引き続き会員

の皆様のご支援とご協力をお願いし、開会のごの皆様のご支援とご協力をお願いし、開会のご

挨拶といたします。挨拶といたします。

第 10 回定時総会開催報告

挨拶する近藤理事長

去る 6月 15 日、第 10 回定時総会を去る 6月 15 日、第 10 回定時総会をＡＮＡＡＮＡクラウンプラザホテル新潟において開催しました。クラウンプラザホテル新潟において開催しました。

当日は、会員 676 名中、当日は、会員 676 名中、556 名（委任状提出者 385 名含む）の出席をいただきました。556 名（委任状提出者 385 名含む）の出席をいただきました。

新入会員は 22 名です。新入会員は 22 名です。
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特別講演

◆講師 露
つ ゆ

の団
ま る こ

姫 氏（落語家 ・ 天台宗僧侶）

◆演題 「落語家　まるこの仏道修行」

出囃子にのって、年間 250 席以上の高座と仏

教のＰＲを両立し全国を奔走する異色の落語家、

露の団姫氏が登場。

落語は、300 年ほど前、お坊さんが布教しよ

うとしても、なかなか話を聞いてもらえないの

で、おもしろおかしく話をしたのがはじまり。

「頭の準備体操」で、徐々にみんなの頭も柔ら

かくなり、会場に笑い声が響くようになり、赤

ちゃんに呼ばれた家族が次々に亡くなる怪談話

「呪いの赤ちゃん」の小
こばなし

咄をまじえた枕
まくら

に始ま

り、演目「地獄めぐり」が披露されました。

後半は、講演。3歳で祖父と死別してから、「人

間は死んだらどこへ行くのか」と疑問を持つよ

うになった。高校に入り「答えは宗教にあるの

ではないか」と、教書を次々と読破し、仏教の

道に進みたいと思うようになった。

一方で、小さい頃からの「落語家になりたい」

という夢も捨てきれず悩む中で「中
ちゅうどう

道」という

2 つの道の真意を理解し、自分で新しい道をつ

くり進む、落語と仏教の「二刀流」で歩むこと

にした。

高校を卒業し、露の団四郎に入門、住込みの

弟子として修行を開始。師匠の通院、送り迎え、

付き添いなども務め「介護要員」というあだ名

をつけられながら、深夜 1 時に寝て朝 4 時に 

起き稽古をするという毎日が 3年続いた。

25 歳から、比叡山で 4 年間修行。「一隅を照

らす これすなわち国宝なり」という「一人ひ

とりが社会の片隅で一生懸命努力し輝くこと

で、世の中が明るくなる」などの教えを学んだ。

一隅を照らす人間になるには、まず自分自身の

私生活を整え、そして地域社会に貢献していか

なければならな

いと結んでいた。

議事

続いて、祝電披露の後、高島専務理事から 

令和 3 年度事業報告及び公益目的支出計画実施

報告があり、第 1 号議案「令和 3 年度決算承認

の件」が審議され、異議なく承認されました。

さらに、第 2 号議案「役員選任の件」が審議

され、異議なく承認されました。

その後、新しい役員による理事会が開催され、

下表の体制が発表されました。

最後に、第 11 回定時総会を令和 5 年 6 月 

15 日（木）に開催することを確認し、総会を終了

しました。

役員と体制

理 事 長 近藤 淳 （再任・常　勤）

専務理事 高島 和夫 （再任・常　勤）

理 事

加藤 昭悦 （再任・非常勤）

柴山 圭一 （再任・非常勤）

鈴木 聖二 （再任・非常勤）

髙山 純一 （新任・非常勤）

監 事
本田 信男 （新任・非常勤）

丸山 暉彦 （再任・非常勤）

高座を務める露の団姫 氏

◆プロフィール

1986 年生まれ。上方落語協会所属の落語家。主に古典

落語・自作の仏教落語に取り組んでいる。2011 年天台

宗で得度、2012 年天台僧となる。2021 年、落語で心の

悩みを癒やす場「天台宗不軽山道心寺」を尼崎市に開山。
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なにもない、が生む豊かさ
「ここはなんもねーっすけ」。

2000 年はじめ、東京芸術大学 4 年生だった

私が、第 1 回開催を控えた「大地の芸術祭」に

招待されたプロジェクトの担い手として、新潟

県東頸城郡松
まつだいまち

代町（当時）を訪ねた頃によく耳に

した言葉だ。展示場所が用意されているわけで

もなく、土地勘もない私たちが途方に暮れる中、

人々ののんびりとした言葉に、生まれも育ちも

東京の私が、何度ほっとさせられたか分から

ない。

当時、私は同じ大学の学生などと「『時の蘇生』

柿の木プロジェクト」というアートプロジェク

トを進めていた。1945 年 8 月 9 日、長崎市で原

子爆弾により被爆した 1 本の柿の木。その木か

ら生まれた 2 世木を世界中に広げ、触れてもら

うことで平和を思い、アート表現をしながら育

ててもらおうという願いを込めたものだ。枯死

寸前の 1世木を治療した後、2世木を育て、子ど

もたちに配っていた長崎県の樹木医海
え び ぬ ま

老沼正
まさゆき

幸

さん。その活動に感銘を受けた現代アーティス

トの宮
みやじま

島達
た つ お

男さんが発起人となり、1995 年から

取り組んでいる。

松代町でも、この 2 世木を植えて、思いをつ

なげていってほしいと、地元で説明に回った。

これまでの活動を映像や写真で紹介し理解を

広げる拠点として、人々が集う空き家を探して

いたところ 1 人の女性が「うちでやったら」と

声を掛けてくれた。地元の小学校に勤める教頭

先生で、かねてより地域の子どもたちやお年寄

りが楽しめる場を作りたいと考えており、自分

の住む集落で展示を勧めてくれた。「部屋も布団

もいっぱいあるから」。そんな驚くような理由で

気やすく受けいれてもらった私たちはホームス

テイしながら展示を準備することになった。

高校生から大人まで、地元有志が手伝ってく

れて、空き家の壁を一緒にペンキで塗ったり、

庭の草を抜いたり。せめてものお礼に手作りの

食事（材料の多くは毎日のように近所から届け

られる野菜なのだが）を囲む日々。コンビニや

ファストフード店、ショッピングセンターはも

ちろんない。電車やバスの便も悪く、夜も早く

から暗闇と静けさに包まれる。だからこそ、世

代を越えて、楽しむ場も集う場も、自分たちで

見つけ、作り出そうとする。そんな営みがむし

ろとても豊かに思われた。

準備を始めて会期が終わるまで、松代がよい

は半年に及んだ。右も左も分からなかった土地

は、会いたい人たちがいる、そんなふるさとの

ような場所になった。続々と現地入りしたプロ

ジェクトメンバーも、地元の人たちとの触れ合

いを楽しんだ。

芸術祭がなければ出会わなかったであろう人

たちと時間をともにし、「何もないところ」で

たくましく生きる人たちにもっと出会いたく

て、芸術祭が終わった翌年、地方新聞社に入社

した。

特 別 寄 稿

「地域型芸術祭」が育むもの

園
そ の だ

田 清
さ や か

佳
信濃毎日新聞社文化部 記者

1978 年、東京都生まれ。東京芸術大学芸術学科卒。2001 年、信濃毎日新聞社入社。
諏訪支社、文化部、報道部社会グループ記者などを経て 22 年 4 月から文化部デスク。
新聞連載をまとめた単著に「草間彌生　前衛の軌跡」（信濃毎日新聞社）。共著に「不妊
治療と出生前診断　温かな手で」（講談社文庫）など。
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土地との出合い、新しい観光の形に
私の個人的な進路選択に深く関わった「越

え ち ご

後

妻
つ ま り

有　大地の芸術祭」。3 年ごとに開かれる祭典

は今年 8 回目を迎えた。十日町市と中魚沼郡に

またがる広大な里山全体を舞台にした現代美術

展は、国内の「地域型芸術祭」の草分けとされ

ている。豪雪地帯に特徴的な天井の高い古民家

に一歩立ち入ると、暗闇の中にスモークが立ち

上る。昔ながらの木造校舎の外壁からは、手足

を広げたカラフルな人形が突き出している。新

鮮な驚きを求めて鑑賞に訪れた人たちはガイド

マップを片手に、脇道に入ったり、峠を越えた

りして、作品の魅力に促されて山村に深く分け

入っていく。

前衛的で難解といったイメージも持たれる現

代アートを、なぜ地方の里山で展開するのか。

初回から総合ディレクターを務めるアートディ

レクターの北川フラムさん（上越市出身）は

「アーティストには場を発見する力、それを伝

える力がある」と説明する。現存作家がその地

域の暮らし、景色、文化、歴史と出合い、その

場にふさわしい作品を制作することで、観客は

作品を通して地域の魅力や課題に触れることが

できるのだ。たとえば、棚田を背景にした作品

を見て、作品よりも棚田の美しさに目を奪われ

る。普通の観光では決して訪れないような集落

に、作品を見るために足を踏み入れ、その土地

の暮らしぶりを体感する。既に人が離れた地に

も、かつて人々の営みがあったことを知る―。

一過性の観光では味わえない土地との出合

いが、新しい観光として市民権を得つつあるよ

うだ。限られたアートファンが中心だった観客

は、回を追うごとに増え、初回の 16 万人余から、

前回（18 年）は 54 万人と過去最多を記録した。

会期中は日程や場所により過密状況も生まれて

きて、今回は新型コロナ禍での分散来場も狙い

に、半年近いロングランに踏み切ったという。

広がる芸術祭、地域活性化に熱視線
過疎地域への誘客につなげた大地の芸術祭に

続けとばかりに、新たな地域振興策として芸術

祭は全国各地に広まった。瀬戸内海の島々が舞

台の「瀬戸内国際芸術祭」や、北信越でも石川県

珠
す ず

洲市で「奥能登国際芸術祭」、私の住む長野県

で「北アルプス国際芸術祭」（大町市）が開かれ、

愛知、札幌など都市部で開かれるものを含める

と、その数は大小 100 を超えるとも言われて

いる。

特に、地方を舞台とした地域型芸術祭は「地

域の活性化」、引いては新しい観光資源として

の経済効果や人口減少を食い止める起爆剤とし

て注目されるようになった。もともと大地の芸

術祭自体が政府主導で行われた全国市町村の

「平成の大合併」を見据え、新潟県が広域市町

村圏ごとの地域づくりを目指す「ニューにいが

た里創プラン」の一環で取り組まれた経緯があ

り、こうした効果が期待されるのはやむを得な

い面がある。

清津峡渓谷の景観を幻想的に写し出す

･･･････････････････････････････････････････････････････

大地の芸術祭「Tunnel of Light」（2022年5月撮影）

前衛芸術家草
く さ ま

間彌
や よ い

生さ

んの野外彫刻と苗代が

競演

･････････････････････････

大地の芸術祭

「花咲ける妻有」

（2022 年 5 月撮影）
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なぜ地方が「地域型芸術祭」に希望を見出す

のか。その内実は、私が地方紙の一記者として

取材し、実感してきた「地方の疲弊」と無関係

ではない。

全国の都道府県の中で比較的、合併が進まな

かった長野県でも町村部が直面する現実は甘い

ものではなかった。地域産業の衰退と若年層の

流出、少子高齢化―。人口が減少すると次は公

共交通など地域インフラの維持が困難となり、

住民サービスも細っていく。自主財源は乏し

く、交付税への依存度は増していった。

さらに合併して周縁部となった地域では、住

民の声も届きにくくなる。人々の暮らしは変わ

らずあるのに、地域の「顔」が薄れていく歯が

ゆさ。そんな地域のアイデンティティーを取り

戻すひとつの手段として、芸術祭が希求されて

いる。

アイデンティティー、見つめ直す住民
2017 年に「北アルプス国際芸術祭」が開かれ

た長野県大町市は、県内のなかでも観光資源に

恵まれた景勝地。それなりに観光客が訪れる地

域であり、芸術祭は新たな呼び水として利用さ

れるだけではないかと内心危ぶんだが、それは

一面的な見方であった。

このとき、気をはいたのは、平成の大合併で

同市の周縁部となった旧・北安曇郡八
や さ か

坂村。大

町温泉郷や仁科三湖といった市内の観光地から

遠く離れ、経由地にもならない場所で、ロシア

人作家が特産の竹に目を付け作品の材料とした

ことで地元が盛り上がった。かつては松本藩が

管理し、松本城の築城にも使われたという高さ

15 メートルを超える大竹。竹の性質をよく知る

住民が、しならせて巨大な波を表現したい作家

にアドバイス。率先して作品づくりに関わり、

見事に完成させた。

住民有志は会期中も自主的に、作品のそばで

休憩所を運営し、冷たいお茶や手作りの漬物な

どをふるまった。合併で悲哀を味わった地域に

再び、活力が戻ったように感じた。

一方、公募作家の1組に選ばれた地元女性有志

「ＹＡＭＡＮＢＡ（やまんば）ガールズ」は、普段、

地域で活動する民話の語り部を中心に30～80代

の約 40 人が集合。芸術祭では、農作業の合間

に取る食事「おこひる」を、もんぺ姿で民話を

披露しながらふるまう地元色豊かなパフォーマ

ンスが、人気を集めた。

台風で破損し、現在は

見られない草間作品－

場所で見え方は変わる

･････････････････････････

瀬戸内国際芸術祭の 

開かれる香川県直島に

あった

「南瓜（かぼちゃ）」

（2008 年撮影）

北アルプスと大町市街

の見晴らしに出合う仕

掛け

･････････････････････････

北アルプス国際芸術祭

「信濃大町実景舎」

（2017 年撮影）

海から信州に塩が運ば

れるイメージ－道中を

土で辿って表現

･････････････････････････

北アルプス国際芸術祭

「土の道・いのちの道」

（2017 年撮影）
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竹で描く波も、民話も、はっきり言って、生

きるためには必要がない。でも、人の手で生み

出される美しい造形や、語り継がれた話は胸に

響き、心を豊かにする。こうしたアートの持つ

豊かさと、心尽くしの手料理で客をもてなすと

いった地方の暮らしが生む豊かさとが響き合

い、生き生きとした営みが育まれていくことこ

そが、地域型芸術祭が開かれる意義であると私

は感じている。

心豊かに、暮らし続けるために
5 月末、4 年ぶりに大地の芸術祭を訪れた。

夏休みでもない、ゴールデンウィークも過ぎた

週末の会場は人波もなく、静かだった。芸術祭

の“成功”も、人口減少に歯止めをかけるもの

ではなく、一帯はこの 20 年で人口が 2 割強減

少し、旧市町村単位では 5 割近く減った地域も

ある。学生のときに出会った高校生も、就職や

結婚で地元を離れた人が少なくない。

瀬戸内海の島では、芸術祭を機に移住者が増

え、いちど子供のいなくなった小学校が再び開

校したという話も聞こえてくる。でも、妻有は

この冬、4 メートル超を記録した豪雪地。移住

先として考えるには自然が厳しすぎる。

それでも、厳しいこの地に暮らし続ける人た

ちがいるのだ。今年の芸術祭でも、アート作品

としてよみがえった廃校の歴史を愛おしそうに

語ったり、芸術祭での出番を心待ちにしたりす

る地元の人たちに出会った。

この 20 年間で、アーティストや美術大学の

学生が継続的に訪れ、住民との交流が続く集落

が増えているとも聞く。たとえ、いずれ閉じて

いくかもしれない土地であっても、外に出た人

たちの帰る場所を守りながら、最後まで絶望せ

ずに心豊かに生を全うするためのヒントを示し

ているように思う。

初回の芸術祭で、私たちは展示を受けいれて

くれた太
たいへい

平集落で、「被爆柿の木 2世」を植えた。

毎冬、集落の人が雪囲いをして見守ってくれる

柿の木は 2 階建ての民家の屋根に届くほどに成

長した。この間、その実を干し柿にしたり、種

から「3 世」を育ててくれたり。この 5 月には、

ふっくらとした柿の実を手書きした小石が3個、

その根元に置かれていた。一時、誰によるもの

かは分からないが、ウクライナの国旗が書かれ

た小石もあったという。これからも育っていく

柿の木が、地域に豊かさを添える力になるのな

らうれしい。

2 世木の根元には、

柿の実を手書きした

小石が 3個

････････････････････････

大地の芸術祭

「『時の蘇生』

柿の木プロジェクト」

（2015、2022 年撮影）

廃校になった小学校の

最後の生徒 3 人が主人

公となり童話のように

構成されている

･････････････････････････

大地の芸術祭

絵本と木の実の美術館

（2022 年撮影）
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会津若松市で実現するデジタル田園都市

シリーズ「次世代に向けた地域の魅力づくり」

１.スマートシティ 10 年の歩み

会津若松市がスマートシティを目指した契機

は、東日本大震災だった。総合コンサルティン

グの多国籍企業であるアクセンチュア日本法人

が復興支援を表明し、2011 年 8 月に会津若松市

に拠点を設けた。海
え び は ら

老原 城
じょういち

一アクセンチュア・

イノベーションセンター福島センター共同統括

はこの時の事情を「アクセンチュアの日本進出

50 年の節目に、日本のために何ができるかと考

えていた矢先に東日本大震災が起きた。自分た

ちができる支援はビジネスを作ること。2011 年

7 月に会津若松市、会津大学と三者協定を結び、

復興計画を立ち上げるところから始まった」と

話す。その後、震災復興からスマートシティへ

と発展し、2013 年には市の重点施策にも掲げら

れた。

日本国内では地域の課題解決のため 2010 年

前後から自治体単位でスマートシティの取り組

みが始まっており、この時点では決してトップ

ランナーではなかった。しかし、会津若松市は

着実に成果を上げながら取り組みを継続し、今

では市内に整備したＩＣＴオフィス「スマートシ

ティＡiＣＴ ( アイクト )」に、全国から企業や

自治体関係者などが年間 100 件ほども視察に訪

れる先進地域として注目を集めている。

「間違えないでほしいのは、スマートシティ

は手段であって目的ではないということ」と

海老原氏。会津若松市との協働が決まり、市長

と面談、そこで出された最も深刻な課題が人口

減少だった。会津若松市は 95 年の 13 万 7 千人

をピークに、年間約 1千人のペースで減り続け、

工場撤退などもあって雇用の場も減少していた。

そこで会津若松市、会津大学、アクセンチュ

アの産学官連携で考えたのが「会津ならでは」

の「雇用の場の創出」である。情勢の変化でも撤

退されない企業の誘致を目指した。コンピュー

タ・サイエンス専門の会津大学を強みにして、

卒業生が活躍できる高付加価値企業が地元にあ

れば、地域にとっても大学にとっても良い効果

が生まれる。では情報産業が会津若松で起業、

あるいは進出する必然性、つまり「会津ならで

は」をどうすれば作れるか。たどり着いたのが、

「情報」を軸にしたスマートシティだった。

2012 年には市民（希望者）を対象に省エネ推

進プロジェクトを開始。これは電力使用量を時

会津若松市スマートシティ推進室『「スマートシティ会津若松」の取り組みとビジョン』より抜粋

「会津復興・創生 8策」

会津若松市、会津大学、アクセンチュアが議論を重ね
作成した会津若松のスマートシティ計画の軸。企業誘
致だけでなく、持続可能な都市づくりのため全方位の
施策を掲げ、10 年に渡る取り組みを現在も貫いている。

「スマートシティ会津若松」の主な経過
●1967年

●1993年
富士通半導体工場 設立 ●2017年

「第7次総合計画」策定
⇒スマートシティをまちづく
りのコンセプトに位置づけ

●2019年
スマートシティＡｉＣＴ
開設

●2021年8月
スマートシティＡｉＣＴ満室に
⇒首都圏等企業が計 36 社入居

●2021年6月
（一社）スーパーシティＡｉＣＴ
コンソーシアム設立
⇒地域マネジメント候補法人整備

●2022年５月
デジタル田園都市国家構想推進
交付金  Type3 に応募
⇒データ連携基盤による分野間
連携したデジタルサービス実装
を目指す

●2022年4月
市・会津大学・AiCT コンソーシアム
の3 者に おいて、「スマートシティ
会津若松」の推進に関する基本協定
を締結●2021年12月

岸田総理大臣 視察
⇒「会津若松市の取組を全国で
共有する」といった先進事例と
しての評価

●2021年～2022年
視察等件数約170 件
国際関係も増加中

●2013年
スマートシティを
施政方針に掲げる

●2021年
国のスマートシティガイド
ブックに事例多数掲載
●2021年

スマートシティ国内事例10 選
に選定（FUTURE STRIDE より）

●2015年
会津若松＋（都市ＯＳ）整備

●2011年
東日本大震災 発生

●2012年

2011 2021 2022

電力見える化
取組開始

ＩＣＴ専門大学 会津 大学開学

◆スマートシティの深化・発展
◆デジタル田園都市国家構想の実現

ＡｉＣＴ

⇒地域マネジメント候補法人整備

デジタル田園都市国家構想推進
交付金  Type3 に応募
⇒データ連携基盤による分野間

 Type3 に応募
⇒データ連携基盤による分野間

 Type3 に応募

連携したデジタルサービス実装
を目指す

●2022年4月
市・会津大学・
の  者に おいて

●2021

●2015年
会津若松＋（都市

一極集中から機能分散へ（自律・分散・協調）

少子高齢化対策としてのテレワーク推進

データに基づく政策決定への移行
（オープンデータ・ビッグデータ・アナリティクス）

高付加価値産業誘致と起業支援

観光・農業・製造業の戦略的強化と生産性向上

産・官・学による高度人材育成

日本は課題先進国 先駆けて課題を解決するためのチャレンジ 成果を世界へ

再生可能エネルギーへのシフトと省エネの推進

オープン・フラット・シェア・ヒューマンセントリック

予防医療の充実のためのPHR（健康長寿国）

デジタル・IoT・アナリティクス・AI・ロボティクス

将来高齢化が
進むアジア諸国
や先進各国へ
成果・ノウハウ
展開/貢献

・超少子高齢化

・医療費の拡大

・社会資本老朽化

・エネルギー問題

・低生産性

1

2

3

4

5

6

7

8
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間ごとに把握し、参加する他世帯 ( 構成人員ご

と ) と使用量を比較できランキングも表示され

るもの。参加者は比較ができることで節電意識

が高まり、時間ごとの消費量も分かるため生活

スタイルを工夫できる。これによって最大 27％

の削減効果を出すことができた。

これを起点として 2013 年に会津若松市が 

スマートシティを施政方針として発表、2015 年

に市民向けの情報窓口となる「会津若松＋
プラス

」( 後

述 ) を整備し、2019 年に進出企業の拠点となる

スマートシティＡiＣＴをオープン。昨年、地域

マネジメントの担い手として一般社団法人スー

パーシティＡiＣＴコンソーシアムを設立し、 

12 月には岸田首相が視察に訪れている。

２.モデルは欧州のメディコンバレー

雇用拡大を目指したアクセンチュアがモデ

ルとしたのは、デンマークとスウェーデンにま

たがるメディコンバレーだ。バイオテック企業

や製薬会社など 350 社が集積するＥＵ最大のラ

イフサイエンス研究と産業の集積を誇る。デン

マークでは数十年にわたって国民一人ひとりの

健康データが集められており、ライフサイエン

ス研究に非常に有利なことが企業を集めた。高

等教育のレベルも高く、ライフサイエンス系の

博士号取得者が毎年 2 千人生み出されている。

国は臨床試験のための手続きを簡略化し、国民

のうち年間 10 万人以上が臨床試験や製薬研究

に協力している。こうした市民参加型のデータ

集積が新規起業を促し、雇用、税収の面で国に

貢献、広く国民に高度医療が提供されている。

もちろん日本の現行法制下では、会津若松市

単独で同じことができるわけではない。会津若

松市は、行政、市民、地元企業や事業者がとも

に情報を活用し、新たな付加価値を享受できる

基盤を整備し、進出企業に対しては情報基盤を

新規開発や市場調査等の場として提供する。大

きすぎず小さすぎでもない約 12 万人という都

市規模が、むしろ実証実験の場としては利点と

なる。進出企業に対して提供するのは情報を活

用する「基盤＝場」であって、情報そのもので

はないことに留意が必要だ。

３.個人情報は誰のものか？

2015 年にサービスを開始した「会津若松＋」

は、市から市民への情報連携サイトのように見

えるが、ＩＤを登録することで表示される情報

がカスタマイズされる。この仕組を海老原氏は

「ＩＤ登録をしなくても利用できるが、登録すれ

ばちょっと便利、さらに属性や興味関心事を登

録すれば更に便利」と話す。この意図するとこ

ろは、「個人情報はその人個人のもの」というこ

とと「その個人が許容できる範囲で公開すれば、

引き換えに得られるものがある」ということ。

ウェブサービス等で個人情報を利用する場合、

事前に本人の同意を求める「オプトイン」の考

え方は近年進んできているが、会津若松市では

サービス開始当初から徹底してきた。

「会津若松＋」に先行して実証実験として行っ

た省エネ推進プロジェクトは、自身の属性と電

力使用状況を公開することで他者の使用状況と

比較でき、気付きと行動変容につながった。自

分の個人情報を提供することが自分だけでなく

公の利益になる、ということを実感してもらう

ためのものでもあった。

海老原氏は「会津若松＋」とこれに乗るサー

ビスを合わせて「都市ＯＳ」と呼ぶ。「iPhone に、

会津若松市への企業移転の受け皿「スマートシ
ティＡｉＣＴ」外観。1 階はアクセンチュア福島 
イノベーションセンターが入居し、2 階 3 階に
はサービスを開発する地元企業、国内大手企業、
グローバル企業が入居。

「会津若松＋」のホーム画面
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ｉＯＳと AppStore というプラットフォームがあ

るから開発者は優れたサービス開発に専念でき

る。しかしアップルのプラットフォームはアッ

プルだけのもの。行政も市民も企業も参加でき

る公益のプラットフォームがあれば、行政サー

ビスも企業が提供するサービスも、コスト削減

だけでなく、利用者個人に寄り添い、地域づく

りにも役立つ」と話す。現在、プラットフォー

ムたる「会津若松＋」のＩＤ登録者は約 2 万人、

年間のユニークユーザー数は会津若松市の人口

を上回る 14 万人（2020 年度）と近隣市町村にも

利用が広がっている。

ただし海老原氏はこれが一朝一夕に進むとは

考えていない。「個人情報提供はセンシティブ

な問題で、何があっても絶対イヤという人がい

て当然。オプトインの考え方を丁寧に発信し、

理解の輪を広げていく」と言う。

４.アルバイトはＩＴ企業

コンソーシアムでは、市内に集積した企業環

境を学校教育の場として活かす取り組みも進め

ており、即戦力になる人材の供給により企業進

出を促す好循環を生み出そうとしている。

会津大学は、教員の外国人割合が 4 割、英語

を共通語としており、大学院では留学生は 5 割

を超す。

大学ではスタートアップにも力を入れ、これ

までに送り出した大学発ベンチャーは 公立大

では最大の 30 社に上る。

高橋 健
けん

会津大学産学イノベーションセンター

事務次長は「学生のアルバイト先としてのＩＴ

企業やＩＴベンチャーは、スキルアップ、気付き、

技術の実践などあらゆる面で非常に良い機会で

ある」と話す。

５.地域による地域のための地域データの活用

ＡiＣＴに拠点を置くソフトバンクの会津若松

デジタルトランスフォーメーションセンターは

市内で今年 5 月、地理情報などを用いて災害時

に避難所への案内などを行う防災サービス「マ

イハザード」の実証実験を行った。このサービ

スは「会津若松＋」にＩＤ登録し、個人情報利

用に同意した人が使える、「都市ＯＳ」と連携し

た実証実験だ。

災害時、個人情報保護が壁となって要支援者

の安全・迅速な避難を難しくしていることが、

地域・行政にとっては長年の課題。「会津若松＋」

と「マイハザード」というサービスを使うこと

を通してオプトインが進めば、避難困難者がど

こにいるかを把握できる。このため会津若松市

は、「マイハザード」を個人情報の壁を突破す

るツールとして、町内会や自主防災組織単位で

市民の声を聴きながら開発を進めている。

キャッシュレス決済はすでに多くのサービス

があるが、決済手数料は小売店が負担しなけれ

ばならず小規模小売店では導入が難しい。ＴＩＳ※1

が提供するアプリ「会津財布」は、デジタル地

域通貨の準備が進んでおり、従来小売店のみが

負担していたものを、広く地域の企業や団体の

負担に振り替える予定だ。

「会津財布」をダウンロードし決済に利用す

る場合、利用者個人は利用情報の提供に合意す

る（＝オプトイン）。これが地域の共有資産とな

りオープンＡＰＩ※2 として地域のステークホル

ダーが活用できる。決済手数料を削減し、地域

にデータとお金が還流する仕組みを新たに構築

することで、持続可能な地域社会を守っていく

仕組み。「マイハザード」、「会津財布」はいずれ

会津大学先端 ICT ラボ LICTiA のイノベー
ション創出スペース。入居企業と学生、
教員らが交流できる場。

防災アプリ「マイハザード」を使うための説明会の様子。
普段スマートフォンを使い慣れないお年寄りから「しっ
かり覚えたいから、もう一回教えに来てほしい」とい
う声も上がったという。
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も、海老原氏が言う個人情報の提供が「自分だ

けでなくまちづくりにもなる」取り組みとなる。

６.絶えず前へ

ここまで途切れずに取り組みが続いた理由

を「市長の持続可能性に対する危機感の深さ。

そして、わずか数年で達成できる目標ではない

という共通認識のもと、話題性や派手さよりも、

着実に目標に近づくための取り組みを積み重ね

て成果を出し、理解の輪を広げられたこと」と

海老原氏。

省エネ推進プロジェクトでは最大 27％の電

力使用量を削減し、国内海外で活躍するＩＴ企

業の機能移転を実現させ、ＡiＣＴと会津大学で

46 社 400 人の雇用を創出。この他に大きな成果

として、「会津若松＋」と同様の仕組みで海外

からの観光客向けに「Ｖ
ビ ジ ッ ト

ＩＳＩ＋Ａ
ア イ ヅ

ＩＺＵ」という

ポータルサイトを公開し、2015 年から 19 年の

4年間で外国人宿泊客を 7.3 倍にしている。

あらゆる取り組みに貫徹しているのは、「個

人データはその個人のもの」という前提と、了

解のもとに提供された情報は地域共有資産にす

るという考え方。アクセンチュアでは、これが

なければスマートシティ、Society5.0 は成り立

たないとして会津若松市で構築を進めてきた。

結果として、近未来の課題解決にそれが不可欠

であるという価値観を共有する企業が会津若松

市に集まった。会津若松市で導入されている都

市ＯＳは、すでに神戸市など、8自治体地域に広

がっており、今後、都市ＯＳ上のサービスの横

展開も期待されている。

昨年 8 月に設立された一般社団法人スーパー

シティＡiＣＴコンソーシアムは 78 社の企業が

参加しヘルスケア、観光、教育、食・農業な

ど 14 のワーキンググループに分かれてそれぞ

れの取り組みを進めている。海老原氏は代表理

事を務めている。「10 年たってようやく部会ご

との活動ができるようになり、これから市民の

皆様に身近なサービス開発が加速していく。市

民のオプトインに基づくデータ駆動型のスマー

トシティというビジョンのもと、産学官の連携

で、できることを一つ一つ進め、会津から全国へ、

世界へと広げていきたい」と話している。

一般社団法人スーパーシティＡｉＣＴコンソーシアムのウェブサイトより（抜粋）

◆海
え び は ら

老原 城
じょういち

一

アクセンチュア福島イノベーションセンター・セン

ター長 / 一般社団法人スーパーシティ AiCT コンソー

シアム代表理事。東日本大震災以降自社の復興支援プ

ロジェクトの責任者を務める。著書に「SmartCity5.0 

地方創生を加速する都市 OS」「サーキュラー・エコノ

ミー・ハンドブック 競争優位を実現する」など。

取材・文　橋本啓子

※ 1 ＴＩＳ（株）東京に本社を置く国内大手のＩＴサービス会社
※ 2 Application Programming Interface の頭文字。ソフトウ

エアの一部を公開して、他のソフトウエアと機能を共有で
きる仕組み

代表理事

副代表理事

会長

顧問

海老原城一／アクセンチュア ･竹田秀／竹田病院

･岩瀬次郎 ／会津大学
･谷川じゅんじ ／JTQ
･宮田裕章 ／慶応義塾大学
･安岡美佳 ／北欧研究所

馬越孝／ソフトバンク

都市MS
（マネジメント）

ファイナンス
ビジネスモデル
体制

都市OS
オペレーション

ID
データ
データ連携

（EPSON）

AC/CCCMK/
プリスコラ

（パナソニックHD）

三菱商事

TIS

観光ビューロー等

観光課

アクセンチュア

観光

情報統計課

－

まちづくり整備課

地域づくり課

商工課

会津若松市内
教育機関等

学校教育課/こども家
庭課/こども保育課

凸版印刷

教育

商工会議所/大町
通活性化協議会

会津 Samurai MaaS
プロジェクト協議会等

地域金融機関/
商工会議所等

会津若松市消防団

危機管理課

ソフトバンク

防災

会津若松市
医師会等

健康増進課

アクセンチュア

ヘルスケア

データ・基盤

スマートホーム

地域活性化

モビリティ

決済

会津地域課題解決
連携推進会議

情報統計課

アクセンチュア

行政

東北電力等

環境生活課

バンプージャパン

エネルギー

荒川産業等

廃棄物対策課

SAP

サーキュラー
エコノミー

市公設地方
卸売市場

農政課

凸版印刷

食・農業

会津産業ネット
ワークフォーラム

企業立地課

SAP

ものづくり

（一社）ＡｉＣＴコンソーシアム

分野別WG
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絶景は大地の躍動～佐渡ジオパークを歩こう
今年ようやく佐渡金銀山のユネスコ世界遺産国内推薦が決定し、注目が高まる佐渡。およそ 400年
に渡って採掘が続けられ、徳川幕府の財政を支えた金銀山は、圧巻の道遊の割戸を始めみどころは
多いが、佐渡の魅力はこれに限らない。
2013 年に日本ジオパークに登録された佐渡市は、ジオパークガイドとともに様々なスポットを
巡ることができる、丸ごと大地の公園だ。佐渡にいながらハワイ島と同じ岩石が見られるポイント
や日本列島の生い立ちに迫る地形など、佐渡には知れば驚く「ここにしかない風景」が広がっている。

日本列島誕生の痕跡を見る

ユーラシア大陸の東端に、やがて日本海とな

る溝ができはじめたのが今からおよそ 2000 万

年前、今は絶滅した大型哺乳類が繁栄していた

頃のこと。この溝は、2018 年にケニアの幹線道

路を断裂させ現在も広がり続けているアフリカ

大地溝帯と同様のものだ。大陸から離れた東端

の欠片の多くは海底に沈み、再び隆起して日本

列島になってゆく。

佐渡島は、最初の人類とされるアウストラ

ロピテクスが生まれたおよそ 300 万年前、隆起

によって海底から顔を出した。その後も隆起を

続けて 2 つの島になり、島から流出した土砂が

国
くになか

中平野をつくって一つになった。

海底から隆起した際、大陸から離れた時の痕跡

はもちろん、大陸時代の旺盛な火山活動の痕跡、

大陸になる以前の海底だった時代に海洋プレー

ト移動に伴って付加した古い大地など、数億年

分の痕跡を抱き込んで陸上に姿を現した。

北 陸 再 発 見

北 陸 再 発 見

大野亀頂上からの絶景。海岸沿いの佐渡一周線を走っても気づかないが、米作りが行われている

海成段丘は標高およそ 90ｍ。かつて波に洗われて平らになった底が隆起してできた台地だ。

大佐渡を代表する景勝地尖閣湾。ユーラシア大陸の東端にあった

頃、地下から出てきたマグマが固まってできた地形。似た景勝地

として東尋坊 (福井県 )があるが、あちらの縞模様は溶岩が冷え

る時にできる柱状節理 (安山岩 )による。尖閣湾は溶岩が押し出

された時にできた模様をそのままとどめた流紋岩。ジオパーク推

進指導員相
あ い だ

田満
みつひさ

久さんは「うねったところもあり、粘りのあるマ

グマを押し上げた大地の力をダイナミックに見せてくれる場所」

と言う。
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金銀をはじめとする鉱物の宝庫

相川鉱山は金銀だけでなくさまざまな鉱物

が採掘されてきた。鉱脈の形成には、大陸の

東端にあった頃の旺盛な火山活動が関係してい

る。地下深部の高圧によって数百度に達した熱

水に、地殻から金銀を含むさまざまな鉱物が溶

け込み、その熱水が上昇する過程で水が沸騰蒸

発した結果、生じたものだ。その後隆起して地

表近くに現れたのが相川金銀山。有名な道
どうゆう

遊の 

割
わ り と

戸は鉱脈が地表に露出していた場所で、鉱脈

部分を掘り尽くしたため山が割れた景色に変

わった。

佐渡には他にも複数の金銀鉱山があり、中世

から知られていたのが西三川の砂金だ。上流の

虎丸山が金の供給源だが、相田さんによれば「普

通砂金は金鉱脈が風化してバラバラになったも

のだが、西三川は相川より二手間余分に掛かっ

ている世界でも稀な場所」だという。というの

も、虎丸山は鉱脈ではなく堆積物が隆起した山

なのだ。金鉱脈が風化して砂になり、海の底に

堆積し、隆起して山となり、再び風化して西三

川川に金を供給した。

砂金は川底をさらって水で流すと比重の重い

金が残るので容易に採掘できるが、鉱石に含まれ

る金は、まず石を砕いて粉状にしないと始まらな

い。鉱石の母岩は、昔から火打ち石などに使われ

てきた硬い石英。相川鉱山では、鉱石を粉にする

ために、佐渡で採れる 2種類の岩石を石
いしうす

磨とし

て活用した。

まず上磨は吹上海岸の球
きゅうかりゅうもんがん

顆流紋岩。「球顆」

と呼ばれる岩石中の豆のようなものは、「マグ

マに含まれるガスが抜けた空洞を石英（メノウ）

が充填してできたもの」と相田さん。粒は硬く、

それ以外はやや硬度が小さいので、結果的に 

紙ヤスリと同じような構造となっている。この

ような特徴をもつ球顆流紋岩は、回転させる側

の上磨にはうってつけ。

そして下磨には御影石の名で知られる花崗

岩。地下深くでマグマがゆっくり冷え固まって

できた、大陸を形成する主な岩石だ。瀬戸内な

どでは一山丸ごと花崗岩というような巨大な塊

も見られるが、佐渡では鹿野浦海岸に分布する

片
か た べ

辺礫
れきがん

岩から加工された。

片辺礫岩は、花崗岩の大小さまざまな礫が砂や

泥、火山灰などと一緒に固まった、謎めいた姿を

している。これは、大陸東端が裂けた時に大陸を

形成していた花崗岩が溝へ落ちて堆積したもの

で、日本海誕生の初期の段階を物語る岩石だ。

1 相川金銀山手前にある金山茶屋では、佐渡で採掘

された金鉱石、これを砕いた石磨が置かれている。

相田さんが指をさしているのは球顆流紋岩の上磨。

2 下磨に加工された片辺礫岩。2000 万年前、大陸の

裂け目に落ちた岩の現在の姿だ。岩を割った時のくさ

び跡の右側の、赤みがかった部分が花崗岩。

3 吹上海岸の球顆流紋岩拡大写真。直径 1 センチほ

どの粒は水晶やメノウなどケイ素を主とした結晶でで

きており、とても硬い。

4 平根崎のホタテ貝化石。

こちらも大佐渡の景勝地平根崎。この岩は石灰分を多く含む砂岩

で、大陸から別れた溝が浅い海になった頃の暖流系の貝や哺乳類

の化石を含んでいる。その後大佐渡の隆起で片側が引っぱり上げ

られたことで斜めになった。

1 2

3 4
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溶岩の島、黒の小木半島

小木半島は、隆起してできた大佐渡小佐渡と

異なり、1400 万年ほど前の盛んな海底火山の爆

発で流れ出したマグマが固まってできたもの。

このため海岸付近はどこを見ても黒くガサガサ

した玄武岩だ。

小木半島のみどころは、歴史的建築群の

宿
しゅくねぎ

根木集落の前に広がる宿根木海岸。玄武岩が

波に削られて平らになった場所では、かつて塩

作りが行われていた。比較的もろい岩石である

ため、トンネルを掘ったり、獲った魚や貝を置

いておく水槽を掘ったり、あるいは岸壁にさつ

まいも貯蔵庫を作ったりと、今も続く生活文化

が見られるのも魅力。大地の運動から宿根木の

町並みを眺めてみると新たな発見がある。

ちなみに、「はんぎり」とも呼ばれる「たら

い舟」は、入り組んだ小木の磯で漁をするのに

使われるようになったもので、佐渡でも使うの

は小木だけだ。

さらに小木半島には、粘り気の少ない溶岩

が海中に噴出し、丸い形になった枕状溶岩が有

名だ。沢崎灯台の下には「たけのこ岩」と呼ば

れる枕状溶岩が円錐状になった岩がぽつんとあ

る。佐渡ジオパークガイドの祝
ほうり

雅
まさこ

子さんによる

と「昔は本当にたけのこらしい形だったんです

けれど、風化して先が折れちゃった」そうだ。

模様を見るなら「潜
くぐりいわ

岩」。こちらも以前はトン

ネルだったのが道路拡張に伴って上部を落とし

てしまい、その面影はない。祝さんは地元の人

から「珍しい大事な岩だって、教えてくれれば

残したのに！」と言われたそうだが、地元の人

にとってどれほど身近であるかが伺えるエピ

ソードだ。

半島最西端にある「神
み こ い わ

子岩」は、宝石がたっ

ぷり含まれる岩石。黒い岩肌は近づくと日差し

によってキラキラ輝く。含まれる宝石は黄緑色

をした「かんらん石」で、大きな結晶になると

8 月の誕生石でもある宝石「ペリドット」と呼

ばれる。これは地下のマグマが泥岩の中に入り

込んでゆっくり固まり、その後隆起によって地

表に現れたもの。地球内部のマントルに近い成

分であるために大量のかんらん石を含む。結晶

そのものは約 1～2mmと小さいが、小木半島ジオ

パークの目玉の一つ、佐渡にいながらハワイと

同じ石が見られる面白い場所だ。

岩が風波に削られて平らになった場所は 

宿根木海岸のほか、相川地区にも「千
せんじょうじき

畳敷」と

呼ばれる景勝などがあるが、沢崎はその名も 

「万
まんじょうじき

畳敷」。名に勝る佐渡島最大の隆起波
はしょくだい

食台だ。

裂け目には小魚や海老がいて磯遊びも楽しめる

が、夏に水位が上がると一面に青空と雲が映る

ため「佐渡のウユニ塩湖」と呼ばれている場所

がこの万畳敷だ。

神子岩を拡大したところ。
黄緑色に輝いて見えるのが、かんらん石。

模様が鮮やかな枕状溶岩「潜岩」。
もとはトンネルのような岩だったが、
今はその一部が残っている。

神子岩の下にはマグマと泥岩の境界があ
り、焼けた泥岩が見られる。泥岩の中で
神子岩が固まった証拠。

神子岩の前で神子岩
のでき方を説明する
祝さん
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佐渡ジオパークは現在進行形

佐渡ジオパークを楽しんでもらうためのジオ

パークガイドは現在 20 人ほどが登録しており、

5 人まで ( ガイド 1 名 ) なら 2 時間 3,500 円で

依頼できる。モデルコースはいくつか設定され

ているが「湧水や棚田巡りなど要望に合わせて

組み立てられるので、事前に伝えてほしい。そ

のためにガイドも日々学んでいます」と祝さん。

写真で見慣れた景勝地も、ガイドとともに巡

り、岩をルーペで観察すると、まったく違う景

色に変わる。

広大な万畳敷。隙間の水たまりではエビが泳いでいた

小佐渡岩屋山石窟の内部。海食洞で、かつて

は波打ち際にあったが、隆起によって現在は

標高 70ｍ地点にある。

「青の洞窟」として知られる琴浦洞窟など、

佐渡では海食洞巡りもできる。

金山で栄えた相川は、護岸や石垣、庭石、いたる所に石。

中には採掘された金鉱石もあり、石垣も時代によって 

積み方が異なり、それだけを見て歩いても楽しめる。

波の作用で平らになった波
はしょくだい

食台は、隆起して段丘（台地）

となる。二見半島では 10 万年以上を経て 5 段の段丘

面ができた。こうした段丘面は、江戸時代に急増した

相川の人口を支えるため、横井戸や溜池で用水を確保

し田んぼになった。尖閣湾の崖の上も波食台で、崖沿

いの遊歩道を歩くと片側は田んぼ。ちなみに小佐渡で

は岩首の棚田などが有名だが、あちらは地すべり跡を

開墾したもの。

取材・文　橋本啓子

問い合わせ先

佐渡ジオパーク推進協議会
〒952-8501 佐渡市両津湊198 番地

（佐渡島開発総合センター 2 階）

TEL：0259-27-2162
https://sado-geopark.com/
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１．「オリヅルプロジェクト」のスタート
1-1. 活動実施の経緯とこれまでの課題

石川県白山市鶴
つ る ぎ

来地区は、霊峰白山と手取川

の自然の恵みをもとに、白
しらやま

山比
ひ め

咩神社を中心と

した歴史と伝統文化を育み発展してきた。しか

し、近年は、人口減少や高齢化率の上昇に悩ま

されており※ 1、この結果として、地域の文化継

承、自警団への参加率の減少などの日常的なく

らしの継続に不安を抱えている。

この鶴来地区で、地域資源の活用と新たな連

帯の創出をもとに、まちの活性化に取り組む団

体が、ＮＰＯ法人オリヅルプロジェクトである。

本団体は、鶴来地区において、事業者、大学教

員、大学生との有機的な連携をもとに 2018 年

から活動を開始し、これまでに空き家の解消、

学生シェアハウスの運営、地域イベントの実

施、地域コミュニティ活動への参加などに取り

組んできた。特に、本活動に参加する学生の一

部は、鶴来地区の学生シェアハウスに移住して、

地域の祭りや町内会集まりへ参加するなど、地

域の内部から地域課題の解決に貢献している。

また、これまでに学生シェアハウスを大学生や

地域住民に開放することで、延べ 10 か国以上

200 名以上の人々を新たに鶴来地区に呼び込ん

できた。

このように、ＮＰＯ法人オリヅルプロジェクト

は、地域事業者と大学生の共同によって、先駆

的に鶴来地区のまちづくりに取り組んでいる

が、その活動継続に課題がないわけではない。

これまでに実施した事業は、単発・散発のイベ

ントが多く、持続的な活動の継続に不安を抱え

ていた。また、活動の更なる展開に向けて、よ

り多くの人々の参加や共感、さらには地域住民

と大学生とのより密なつながりの創出が必要な

状況にあった。

このような経緯から、（一社）北陸地域づくり

協会の研究助成のもとで、本団体は「ありがと

うシェアリング」という新たな活動を開始した。

この活動の目標は、人と人、人と地域のつなが

りを育み、持続的に地域活性化の取り組みを継

続するための仕組み・プラットフォームを検討

し、団体が抱える既存の課題の解決に取り組む

ことである。次節以降では、本取り組みの具体

的な目的、計画について、詳細に述べていく。

1-2. 本活動の目的と概要

新たに取り組む活動である「ありがとうシェ

アリング」とは、鶴来地区のちょっとした困り

ごとを、大学生と一緒に聞き取り、解決して、

「ありがとう」が行き交う日常を作り出すことを

目的とした取り組みである。これまで、大学が

近くにあるだけでは生まれてこなかった地域と

大学との相互扶助の関係を積極的に生み出し、

地域住民がいつまでも安心して暮らせる日常

と、大学生が卒業後も第二の故郷として鶴来に

ありがとうシェアリング－大学生が地域の困りごとを「ありがとう」に変える

NPO 法人オリヅルプロジェクト　理事　坂村 圭

※ 1 白山市統計書 (2020) によると、鶴来地区の人口
は、2001 年の 4,436 人から 2019 年に 3,962 人へ
と減少し、高齢化率は 33.3％となっている。

活動の拠点となる学生シェアハウス兼店舗
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想いをはせる状況を生み出すことを目標として

いる。

具体的な地域の困りごとには、寺社仏閣の清

掃活動、山林の維持管理、お祭りの手伝いなど

の地域に共通するものと、新たな店舗の開業支

援や子供の遊び場づくりなどの個人的な関心か

ら生まれるものが含まれる。このような地域の

困りごとを、その解決やサポートを行える人材

（大学生等）とマッチングさせて、地域内外の 

新たな人のつながりを生み出しながら、一つひ

とつ解消していくことが、本活動のねらいで

ある。

1-3. 活動の計画について

上記活動の達成に向けて、2 年間の目標を、

取り組みを継続的に行なうための環境の構築

と、実際に事業実施に取り組むことに設定した。

具体的な活動計画とその内容は、次の 3 点に 

まとめられる。

(1) 持続的な活動に向けた環境整備

地域の困りごとの把握と課題解決を行う大学

生とのマッチングを行い、持続的に地域課題の

解決を行える体制を確立する。具体的には、本

活動の周知と協力者募集のために、「困りごと

カード」の発行、ホームページの開設を行う。

また、解決を試みる課題の検討やマッチングは、

Ｗｅｂ会議を基本として、月に一回定期的に開催

する。

(2) 事業の試験的な実施と周知

試験的に地域の困りごとの解決を本団体メン

バーで行い、「ありがとうシェアリング」の取

り組みを地域住民に周知する。具体的には、鶴

来地区の良源寺の清掃活動を大学生と共に行

う。また、これらの活動成果を、地域住民や小

学校の教員に伝達し、今後の活動への理解や参

加を求める。

(3) 本格的な実施

月に 1 回程度の頻度で、大学生と一緒に地域

の困りごとを解決する。課題解決に関するイベ

ントやワークショップの実施時には、本団体メ

ンバーが付き添い記録をとる。

なお、上記の活動計画は、コロナ禍での目的

達成のために、当初の計画を大幅に修正した結

果である。当初の計画では、既にＮＰＯ法人オリ

ヅルプロジェクトが所有している空き店舗空間

をリノベーションして、その一部を地域住民と

大学生が交流するスペースとして活用し、困り

ごとの把握やマッチングを行う予定であった。

しかし、感染症の状況を鑑みて、不特定多数

の地域住民との対面接触を前提としたマッチン

グは困難と判断し、交流スペースの設置を諦め、

その代わりに近隣住民、他活動団体、知人に個

別に聞き込みを行い、地域の困りごとを収集す

ることとした。また、活動への参加者を募るこ

とは、ウェブ媒体での広報で代替し、打ち合わ

大学生に鶴来別院を案内するメンバー

大学生が企画したまちあるき

（一
いっかんじ

閑寺磨
まがいぶつ

崖仏不動明王を拝観）
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せや個別相談はＷｅｂを活用して行うこととし

ている。このように、活動をすべての人に開い

て広く展開することはできなくなってしまった

が、そのかわりに特定の地域の人と継続的に交

流をすることで、当初に設定した活動の試行的

な実施を試みている。

２．「ありがとうシェアリング」の成果
本章では、2020年4月から2022年3月の間に、

実際に行った活動の内容とその成果について記

述する。

2-1. 持続的な活動に向けた環境整備の成果

地域の困りごとを把握するために「困りごと

カード」をデザインして地域住民に配布した。

このカードは、将来的には困りごとを壁に掲示

して並べられるようにデザインしている。なお、

その外面には団体のホームページアドレスなど

も記載してあり、パンフレット代わりに活用す

ることもできる。

また、本団体の活動周知と地域の困りごとの

解決に参加してくれる人の募集を目的に、ホー

ムページを新規開設して情報発信を行った。こ

のようなウェブ媒体が整備できたことで、地域

住民からの信頼感や理解が獲得でき、後述する

ような、新聞やテレビなどでの活動掲載につな

がったと考えている。

【ＨＰ】https://orizuru-project.com

環境整備の効果もあり、月に一回の頻度で開

催する「ありがとうシェアリング」の実施検討

会議 (Ｗｅｂ開催 ) には、団体メンバー（鶴来の

事業者）6 名、大学生（北陸先端科学技術大学

院、金沢大学など）5 名程度、鶴来活性化に興

味のある若者 5 名程度の、計 15 名程度が常時

参加している。このような活動を行うコミュニ

ティが成長したことも大きな成果だと考えてい

る。また、本団体がＮＰＯ法人格を取得したこと

も、持続的な活動の実施に好影響を与えている。

ＮＰＯとして活動を周知することで、地域の既存

団体（町内会、まちづくり組織など）とのつな

がりが新たに創出できた。

2-2. 事業の試験的な実施と周知の成果

事業の試験的な実施として、良源寺の清掃活

動を 2020 年 4 月に行った。この活動のきっか

けは、本団体メンバーの住職への困りごとの聞

き取りであった。主に北陸先端科学技術大学院

大学の学生に呼びかけを行い、当日は 3 名の大

学生、3 名の団体メンバーが清掃活動に参加し

た。小規模の活動の試験的な実施ではあったが、

参加する大学生の活動への理解を促進し、地域

住民や小学校教員などへの広報や周知が円滑に

進むようになったと考えている。

2-3. 本格的な実施の成果

(1) 鶴来別院の清掃活動の実施

鶴来別院は大きな屋根や梁が特徴的な街の中

心部に位置する寺院である。ここで、住職から

寺社境内の清掃の困りごとの依頼を受けて、「あ

りがとうシェアリング」の一環として大学生と

清掃活動を行った。当日は、清掃活動だけでな

く、鶴来別院の内部の説明を行ってくださり、

大学生の鶴来に対する理解も深まった。

また、この活動をきっかけに、本活動のイベ

ント実施時に、会場として鶴来別院を無料で貸

し出していただけるなど、新たな人のつながり

を創出することができた。

困りごとカード
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(2) 若手起業家の新規店舗開業支援

近年は、若手起業家が増加してきているが、

店舗開業のノウハウや、ある程度まとまった開

業資金がない場合には、新規店舗を開業するこ

とは困難な状況にある。このような困りごとを

聞きつけて、本団体メンバーが中心となって開

業支援を行ったのが、鶴来地区にオープンした

「Happiness」というアイス屋さんである。

この店舗は、本団体が運営する学生シェアハ

ウスの一部（元の店舗スペース）をリノベーショ

ンして、月 25,000 円で場所を賃貸することで

開業した※2。なお、リノベーションの作業には、

大学生も参加して、外構整備の手伝いを行って

いる。また、店舗運営などに関して、本団体メ

ンバーが相談に乗るなど、新規店舗開業の経済

的、心理的ハードルを下げるための支援も行っ

た。現在、「Happiness」には多くのお客さんが

訪れており、鶴来地区の新たな名所となっている。

(3)「舟岡山城を守る会」の活動補助

舟岡山は、戦国時代の石垣の曲
く る わ

輪が残る、鶴

来の大切な地域資源の一つである。ここで、そ

の整備保存と活用を行う団体が「舟岡山城を守

る会」だ。この団体は、登山道の草刈りや周辺

の整備に努めてきていたが、近年はその人手が

不足しており、本団体に活動補助を依頼される

こととなった。これまでに3回、「ありがとうシェ

アリング」の事業として、本団体メンバーや大

学生が草刈り活動に参加している。

この活動支援がきっかけとなり、現在は「舟

岡山城を守る会」のこれからの地域活動の展開

を、本団体メンバーが協力して行っている。現

在検討していることは、舟岡山のパンフレット

作成、案内板の設置、ガイド企画などである。

これらに関して再度依頼があった場合には、「あ

りがとうシェアリング」としての実施を考えて

いる。

鶴来別院で実施した

鶴来「楽しみ」学級

大学生とのリノベーション

Happiness 内部

舟岡山の清掃活動

※ 2 リノベーション費用は「Happiness」
の負担で開業をしている。

鶴来別院清掃
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2-4. 大学生が「子供の地域学習イベント」を開催

大学生と共に「ありがとうシェアリング」を

実施していくうちに、「主体的に地域づくり活

動を企画・実施したい」という要望を受けるよ

うになった。そこで、本団体が大学生の活動を

支援する形で、新たなまちづくり活動の企画を

スタートした。テーマとしたことは、地域から

の要望も多かった、「子供の遊び場の創出」で

ある。定例で行っていた会議の場で、大学生に

何度も企画プレゼンをしてもらい、その発想力

を活かして、「子供が鶴来のまちを遊びながら

学習するためのイベント」を実施することを決

定した。なお、本団体が協力したことは、企画

に対するコンサルティング、イベントの広報（小

学生の集客）、イベント実施補助、イベント開

催費用の補助などである。

大学生が企画したイベント、「鶴来『楽しみ』

学級」は、全 3 回実施された。最後に、地域向

けの報告会も開催された。毎回 5 ～ 10 名の小

学生が参加し、10 名ほどの大学生が開催準備に

あたった。

子供たちが鶴来のまちを楽しみながら学習

できるよう企画した「まちあるき」に合わせ、 

「鶴来まちあるきすごろく」、「七ヶ用水ゲーム」、

「鶴来名所トランプ」、「鶴来名所塗り絵」などの

遊びグッズを開発・制作し、体験してもらった。

大学生は、この活動を行っていく過程で、任意

団体「ココノコ」を設立している。これらの活動

は、「Matching HUB HOKURIKU 2021　M-BIP」で

「システムサポート賞」を受賞したほか、新聞

やテレビで放送されるなど、大きな反響を呼

んだ。

このように、「ありがとうシェアリング」を

きっかけに、その枠組みを超えて、大学生が自

主的に地域活動を実施するという成果が得られ

ている。大学生の地域活動の企画コンサルティ

ングは、来年度以降も継続的に実施していく 

予定である。

３．「ありがとうシェアリング」の波及
3-1. 本活動のまとめ

この 2 年間を通じて、「ありがとうシェアリ

ング」を行うための環境整備と本格的な活動の

開始を行うことができた。これらの活動の成果

は、以下の 3点にまとめることができる。

「鶴来名所トランプ」で大学生と遊ぶ子供たち

大学生が作った七ケ用水をモチーフにしたゲーム

北陸鉄道廃線跡を歩く

七ヶ用水を学ぶ
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(1) ちょっとした困りごとを話し合う場の創出

本活動のなかでは、清掃活動や子供の遊び支

援など、これまであまり注目されてこなかった、

地域のちょっとした困りごとの解決に着目して

きた。このような困りごとの解決には大きなイ

ンパクトはないと思われるかもしれないが、地

域のなかでちょっとした困りごとを簡単に相談

できるような状況を作っていくことが、より住

みよいまちへと成長していくためにとても重要

なことだと考えている。この意味で、本活動を

開始して、様々な人からの相談を受けられたこ

とには一定の成果があっただろう。

(2) 大学生の自己実現の場として

本活動には、多くの大学生から困りごとの解

決に協力してもらった。大学生の多くは、単に

活動に参加するだけではなく、自ら企画をした

いと、試行錯誤しながらも、新たな活動に展開

させていた。大学生の背中を少し押してあげる

ことで、彼らが自分の考えを表現し、他者から

評価を受けるという体験を生み出せたことは、

本活動の大きな成果の一つであっただろう。

(3) 地域住民と大学生のつながりを創出

これまで地域住民と大学生が話し合いを行う

ことや、一緒に活動を行う機会は、非常に限ら

れていた。しかし、本団体がハブとなり、地域

住民と大学生がかかわり続けたことで、少しず

つ信頼関係が生まれていき、最終的には、団体

メンバーを介さないでも大学生が地域住民とが

直接関われるようになった。このように、地域

住民と大学生の日常的な接触や情報交換の機会

を創出していき、お互いが理解し、信頼しあえ

るコミュニティを育み続けていきたい。

3-2. 今後の展望

現在、「ありがとうシェアリング」の活動の

一環として、企画を進めているのが「鶴来のお

土産づくり」である。これは、地域住民から 

「鶴来らしさを活かして気軽に購入できるお土

産があまりない」という声を聞いたことで取り

組みが始まった。これまでに、鶴来の発酵文化

を活かした、伝統菓子「辻
つじうら

占」の新たな商品化

の検討を開始している。本企画では、鶴来の和

菓子屋や酒蔵のオーナーに商品開発への協力を

求めており、ここでも、新たな地域のつながり

の創出に挑戦している。

活動を振り返ってみると、コロナ禍という制

約があったことで、活動内容の変更を余儀なく

された部分は少なくなかったが、その代わりに、

特定の地域の方々と密に関係づくりができたの

ではないかと思っている。今までに築いてきた

コミュニティを活用して継続的な活動を実施し

ていくとともに、感染症の状況が改善した際に

は、より多くの人が参加できるイベントの実施

へと舵を切っていきたい。また、本活動を通じ

ての予想外の収穫は、大学生による自主的なま

ちづくり活動の開始であった。このような新た

な活動の展開も積極的に推し進めていきたい。

最後になるが、このような活動の展開が行え

たのは、（一社）北陸地域づくり協会からの支援

もあったからだと強く思っている。ここに深く

感謝の意を申し上げたい。

まちあるきを企画した大学生と子供たち

問い合わせ先

オリヅルプロジェクト　理事　坂村　圭

Mail ： sakamura.kei.aa@gmail.com



22 地域づくり in ほくりく　2022 年　夏号

「令和４年春の叙勲」で受章された 2名の方からご寄稿いただきました。
心からお祝い申し上げます。

事業用地確保に奔走していたあの頃

令和 4 年春の叙勲で瑞宝双光章の栄に浴しま

した。これもひとえに、建設省、国土交通省時

の素晴らしい上司、先輩、同僚の皆様のお力添

えのたまものと感謝申し上げます。

昭和 49 年 3 月 30 日付で羽越工事事務所用地

課に配属され私の「用地屋人生」が始まりまし

た。直営時代のなごりがまだ残っている時代で、

用地のイロハを教わりました。公務員生活 34 年

のうち本局勤務が 12 年、現場事務所が 22 年程

になります。用地部担当者の時代は用地国債に

よる先行取得制度がスタートした頃で、その事

務処理に追われました。当時、河川においては

魚野川の小出地区、高田の関川改修に伴う家屋

移転、また道路は二次改築に移っておりバイパ

ス事業が管内各事務所で競って行われ、用地国

債が積極的に導入されました。その他、圃場整

備事業（創設換地）や区画整理事業（管理者負

担金）による道路用地の確保など協定に基づく

事業用地の確保に追われた日々でした。また、

生活再建措置として三者契約による代替地確保

制度が発足したのもこの頃。

新潟国道、高田工事で道路の用地取得に奔

走。新潟国道で安田バイパスや新潟西バイパス

等に。高田工事では上新バイパス（中郷地区）、

妙高野尻バイパス等に携わるが、雪深い地での

用地交渉は関係者の方も粘り強く交渉に時間を

要した。

そして平成元年に新潟国道に復帰し 116 号

担当で再び新潟西バイパスの用地確保に。起点

の黒埼地区と終点の高山・内野・曽和地区等の

取得を進めました。と同時に頭を抱えたのが

市役所前の学校町交差点改良事業。区分所有

マンションの建物本体が支障となる事業は全国

的にも例がなく、どのような補償をやるか苦慮。

また昭和町交差点改良事業は元商工会議所会頭

の自宅や併設の保育園の補償等について移転先

確保も含め対応に時間を要す。加えて万代島

ルートの都市計画決定に向けた地元説明等。新

潟国道復帰後の 3 年間は「忙しかった」という

記憶しかありません。

富山工事での 2年間は、「2000 年とやま国体」

に向けた能越自動車道をはじめとした全県的な

道路整備の為の用地確保。赴任して直ぐに会計

検査。行政代執行の準備と実施。そして事業認

定申請 2 件と告示。土地調書作成の為の収用法

35 条に基づく立ち入り調査 2 回（警察警備当局

の助けを求む）。単年度の用地費及び補償費が

100 億越え、加えて用地国債 60 億（事務所長・

副所長（道路）にもうこれ以上の予算はやめて

下さいとのお願いもダメでした）。

56 才で公務員生活にサヨナラし、建設弘済

会（現地域づくり協会）を経て現在は民間の会

社に。民の立場で用地取得のお手伝いをした柏

崎バイパス、栗の木・紫竹山道路、朝日温海道

路等の一日も早い供用、また千曲川・信濃川の

流域治水事業の早期

完工を願うだけ。こ

の業界からの引退も

視野に、半農半Ｘで

はないが新潟市と実

家（五泉市）と半々

の生活。稲作をやり

ながら田舎の友との

語らいが心のやすら

ぎとなっています。

会 員 だ よ り

瑞宝双光章
山﨑　克志 氏（新潟県新潟市在住）

元北陸地方整備局 用地部 用地調整官

「早出川の環境を守る会」の友と
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人は城　人は石垣　人は堀

令和 4 年春の叙勲に際し瑞宝双光章の栄に浴

し身に余る光栄に存じます。これもひとえに建

設省、国土交通省の勤務を通じての上司、諸先

輩、同輩をはじめ多くの方々からのご指導、ご

支援のおかげと心から感謝申し上げます。あり

がとうございました。

信濃川水系砂防工事事務所姫川出張所をス

タートに、その後、本局、本省、黒部、羽越、

阿賀野川、神通川、北陸技術の各現場で多くの

方々に支えられ、数多くの経験をしました。

荒川ゴルフ場はＮＴＴのＡ型を活用し、公共

施設の整備を条件に高水敷を活用したパブリッ

クゴルフ場を造成することでした。用地問題が

難しく難産なゴルフ場造りのスタートでした。

蒲原沢土石流災害は、姫川水系左支川蒲原沢

で発生し、土石流により多くの尊い人命が奪わ

れました。本局の対策本部に詰めていた私は、

新潟労働基準局からの「労働安全衛生法に沿っ

た対応をしていないのではないか」との指摘に

対し、土木工事共通仕様書にのっとり労働安全

衛生法を遵守して現場対応していたことを説明

し、納得いただいての決着となりました。

大河津分水路の改修計画（案）検討に当たっ

ては、学識経験者、上司、先輩など多くの方々

のご指導を受けながら継続して検討してきた改

修計画の提案でした。洗堰を含めた改修計画の

主テーマは、法線計画と土砂移動及び流下能力

確保を考えた縦横断計画でした。当初の改修計

画（案）は、右岸を掘削する計画でしたが、右

岸は過去に大きな地すべりを起こしていたこと

を踏まえ左岸に法線を振ることとしました。

保倉川改修に関する裁判では、改修を進める

に当たり事業認定取り消し訴訟と松の木伐採事

件の対応でした。必要川幅の確保に伴う土地収

用法による計画と障害となった松の木の伐採を

行ったことに対する裁判でした。被告は建設大

臣でしたが、大臣の代理として法廷にも立ち、

結果は勝訴となりました。

左俣谷雪崩災害は、神通川水系蒲田川右支川

左俣谷で雪崩が発生し、完成検査のため除雪を

していた作業員 2 名が巻き込まれました。雪崩

発生量は 166 万ｍ3（国内最大級）。救出に当たっ

ては雨と外気温を踏まえ二次災害を避けながら

の救出作業となり難航を極め、残念な結果と

なってしまいました。

幾つかの経験によって得た教訓は、戦国武将 

武田信玄公の言葉でした。『人は城　人は石垣 

 人は堀　情けは味方 仇は敵』。戦国時代も 

現在も人との繋がりが大切であることを教えて

くれました。

この度の受章を励みに今までに得た経験を活

かしていきたいと思います。末筆になりました

が皆様のご健勝ご活躍を心から祈念しますと共

に、改めて心からの感謝とお礼の言葉とさせて

いただきます。ありがとうございました。

瑞宝双光章
柳沢　今朝次郎 氏（新潟県新潟市在住）

元北陸地方整備局 北陸技術事務所長

角田山　佐潟　私



24 地域づくり in ほくりく　2022 年　夏号

伝 言 板

地域づくり in ほくりく 第２８号

発　行　令和４年７月４日
編　集　一般社団法人　北陸地域づくり協会

〒９５０－０１９７
新潟市江南区亀田工業団地二丁目３番４号
電　話　(０２５)３８１－１１６０
ＦＡＸ　(０２５)３８３－１２０５
HP：http://www2.hokurikutei.or.jp

今年の夏は、新型コロナウイルスの影響で中止になっ
ていたイベントが再開されたり、移動制限がなくなり、
夏休みの計画にわくわくしている方も多いだろう。今号
掲載した「越後妻有 大地の芸術祭」の鑑賞、ユネスコ世界遺
産に国内推薦され注目を集めている佐渡への旅行はいか
がだろう。
6月17日、会津若松市は、震災後11年に渡る「スマート

シティ構想」の取り組みが評価され、デジタル田園都市国
家構想推進交付金（Type3）に採択された。雇用の場を創
出したいという取組は、「都市OS」という会津の情報文化
をつくり、新しい地域づくりを発信している。
デジタルの活用となると、データ入力が必須。スマー

トフォンと睨めっこしながら、ようやく完了に至ること
もある。こんな時、近くに手助けしてくれる大学生など
がいたら心強い。「ありがとうシェアリング」でIT講習会
を開催してくれたらと思った。
防災面でもデータだけでなく、ソフトなつながりが加

わればより充実した体制がつくられるだろう。(事務局)

編 集 後 記

イベント名 期　日 開催地・会場 内　容 問合せ先

第 26 回
社会資本整備
セミナー

7月15日(金 )

13:00～ 15:30

長野ターミナル会館

4F「芙蓉・寿」

定員 30 名

講演

演題：「最近の国土交通行政の

取り組みについて」

講師:北陸地方整備局 担当官

社会資本整備セミナー

事務局

（北陸地域づくり協会

企画事業部）

TEL:025-381-1882

FAX:025-383-1205

締切 :7月 12日 (火 )

※定員になり次第、
受付を終了します。

7月 21日(木 )

9:30～ 12:00

石川県地場産業

振興センター

3F「第 3研修室」

定員 60 名

7月22日(金 )

9:30～ 12:00

ボルファートとやま

4F「琥珀」

定員 75 名

7月27日(水 )

13:30～ 16:00

新潟県自治会館

1F「講堂」

定員 80 名

高瀬渓谷

フェスティバル2022
7月 30日(土 )

長野県大町市

大町ダム周辺
ダム内部見学、龍神湖巡視体験等

大町ダム管理所

TEL:0261-22-4511

第 57 回

地盤工学研究発表会

開会セレモニー・

特別講演会

7月21日(木 )

16:30～ 18:40

新潟市中央区

朱鷺メッセ

演題：「新潟の大地の生い立ちを

フォッサマグナからひもとく」

講師：竹之内 耕 氏

（フォッサマグナミュージアム館長）

※申込不要

jgs_support@nacos.com

関屋分水通水

50 周年記念

せきぶん誕生祭

8月10日(水 )
信濃川下流河川事務所

関屋出張所周辺

スタンプラリー、特別開放（関屋出

張所・新潟大堰）、関屋分水ＶＲ体験、

降雨・地震体験、はたらく車の展示、

新潟大堰・信濃川水門ライトアップ等

信濃川下流河川事務所

調査設計課

TEL:025-266-7131

第 20 回

萬代橋誕生祭
8月27日(土 )

新潟市中央区

萬代橋周辺

萬代太鼓演奏、キッズダンス、

萬代橋Ｔシャツ販売等

萬代橋誕生祭実行委員会

事務局（中央区建設課）

TEL:025-223-7410

第 36 回

小松市民レガッタ
9月4日(日 )

石川県小松市

梯川ボートハウス

（前川水域）

ボート競技会

5クラスによる市民参加のイベント

小松市ボート協会

komatsu.city.rowing

@gmail.com

新型コロナウイルス感染拡大防止
につき、ご協力をお願いします。

▶聴講には事前申込が必要です。

▶新潟会場の聴講：1社 1名

▶富山・石川・長野会場の聴講
：1社 2名まで

※感染症拡大の場合、人数制限を
行う場合があります。その際は
事務局より連絡いたします。

新型コロナウイルス感染状況にともない、 実施内容を変更する場合があります。 事前にお確かめの上、 お出かけください。

（一社）北陸地域づくり協会は持続可能な

開発目標（SDGs）を支援しています

（一社） 北陸地域づくり協会が主催、 共催、 後援等で行う一般参加型事業です。
お時間をみつけ、 ぜひお立寄りください。


