
- 53 - 

３ 最上地域政策研究所（第２期） 研究活動 
 

 

平成 26 年度  

第１回研究会議 

平成 26 年 6 月 25 日

◇「 上地域政策研究について」〔講師：山形大学横井教授〕 

◇ 研究テーマ演習（研究テーマに対する課題設定） 

第２回研究会議 

７月４日

◇ 新庄市長講話 

◇「まちづくり・地域づくりと地域資源：地域資源の発掘・再評価」

〔講師：山形大学下平教授〕 

◇ 研究テーマ演習（地域資源利活用グループワーク） 

第３回研究会議 

８月７日

◇ 金山町長講話 

◇「宝さがしから地域デザインを本質的に考える」 

〔講師：東北芸術工科大学山下教授〕 

第４回研究会議 

８月28日

◇ 戸沢村長講話 

◇ 研究テーマ演習（設定課題の現状分析と課題解決方向の検討） 

◇ 民間団体の若手を交えた討議 

第５回研究会議 

９月18日

◇ 舟形町長講話 

◇ 研究テーマ演習（政策イメージ検討） 

◇ 民間団体の若手を交えた討議 

第６回研究会議 

11月13日 ◇ 研究テーマ演習（政策イメージの中間発表） 

第７回研究会議 

12月18日

◇ 大蔵村長講話 

◇ 研究テーマ演習（政策素案の検討） 

◇ 第１期研究員と新庄青年会議所メンバーとの意見交換 

実地調査 

11～12月 ◇ 政策課題に係る実地調査（研究グループごと） 

第８回研究会議 

平成27年１月19日

◇ 鮭川村長講話 

◇ 研究テーマ演習（ 終調整・中間プレゼンリハーサル） 
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第９回研究会議 

２月９日

◇ 中間プレゼンテーション 

 ＜出席者＞ 新庄市長、金山町長、 上町長、舟形町長、 
       真室川町長、大蔵村長、鮭川村長、戸沢村長、 

新庄青年会議所理事長、 
       上総合支庁長、横井教授、下平教授、 
       市町村企画担当課長ほか 

第 10 回研究会議 

３月 11 日
◇ 「支援型リーダーの養成講座」〔講師：IIHOE 代表 川北秀人氏〕 

  

平成 27 年度  

第１回研究会議 

平成27年４月15日 ◇ 政策提案内容の検討（研究プロセスの検討） 

第２回研究会議 

５月13日

◇ 上町長講話 

◇ 政策提案内容の検討 

第３回研究会議 

６月８日

◇ 真室川町長講話 

◇ 政策提案内容の検討 

第４回研究会議 

７月９日

◇ 上トップ講話〔講師：（有）ワーコム農業研究所代表取締役会長〕

◇ 政策提案内容の検討 

第５回研究会議 

７月29日 ◇ 政策提案内容の検討（中間発表） 

第６回研究会議 

８月10日

◇ 上トップ講話〔講師：山形航空電子（株）社長〕 

◇ 政策提案内容の検討 

第７回研究会議 

９月10日 ◇ 政策提案内容の検討 

第８回研究会議 

10月16日 ◇ 終調整・研究成果発表会リハーサル 
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第９回研究会議 

10月23日

◇ 研究成果発表会 

 ＜出席者＞ 新庄市長、金山町長、 上町長、真室川町長、 
鮭川村長、戸沢村長、 

       上総合支庁長、横井教授、下平教授、 
       市町村企画担当課長ほか 

第 10 回研究会議 

11月11日 ◇ 研究成果報告書作成（政策提案の 終整理） 

第 11 回研究会議 

12月９日 ◇ 研究成果報告書作成（政策提案の 終整理） 

実地調査 

６～９月、１月 ◇政策課題に係る実地調査（研究グループごと） 
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４ 研究を終えて 
 

 

コーディネーター所感 コーディネーター 横井 博（山形大学） 

 上地域政策研究所の存在意義は非常に大きい。2 期生の研究が終了するにあたって改め

てそのように思う。その存在意義とは、第一に、 上地域の首長間で合意された研究である

こと。“ 上”という独特の地域結束のなせる業といえばそれまでだが、しかしそこがスゴイ。

トップが実質的に主催する研究は様々な領域でプラスに働いている。地域協働のお手本であ

る。第二に、地域づくりを目指した事業計画策定の研究であること。研修から研究へと軸足

を変えることは困難も伴うが、他にはない新たな地平線を志向している。大きな魅力である。

第三に、長期の地域政策研究であること。長期であることにより、自治体間職員のネットワ

ーク形成に寄与している。仕事に戻って研究生が広く深く悩んでいる時にこのネットワーク

が力を発揮するに違いない。また、地域政策を複数自治体の職員間で議論しまとめあげるこ

とも研修の側面としての意義が大きい。 

 しかし、課題が無いわけではない。一番気になることは研究の「成果」である。住民の幸

せに結びつく成果が出ることが行政の使命であり、この研究所もまた然りである。 

この課題をクリアする意味で、現在の研究プロセスを少し変えてみてはどうだろうか。そ

れは、研究期間を 2 年から 1 年に変えられないかということである。つまり、成果を出すス

ピードを上げることである。そのために、事業構想案を持っている人をメンバーとし、さら

に、例えば、100 万円という一定金額の事業計画を策定するという条件を付けて研究するこ

とである。単純にコスパを高めるかのような提案かもしれない。しかし、研究のフレームを

変えてやってみることも、研究所の存在意義を高めるためにまた大切なことだと思える。 

さて、地域政策についてである。それは課題解決である。中等に限らず高等の教育機関で

も課題解決型学習を教育課程に取り込もうとしている。そのような能力育成が教育現場で動

いている。それでは、課題解決とはどういうことかというと、意外とその図体は大きい。課

題（テーマ）に対して答（提案）を示す、それ自体も大変なのだが、というだけではない。

チームを組めば対人関係について、重ねて対自己のことでストレスがかかってくる。そうい

う分野も含んでいるのが課題解決である。 

そういう中で、今回の研究でもそうだが、「提案」よりも「課題設定」にてこずる。大きな

間口である入り口から入り込んで迷走し、紆余曲折を経て、 終プレゼンにたどり着く。研

究全体はそのようなイメージである。このことは重要なことを示唆している。それは、 近

思い至ったことでもあるが、課題そのものが体系化されている、ということである。だから、

課題設定は、その体系のある所に立ってさらに検討を深めて次の所を目指す（体系を深める）、

そのような行為だということになる。言い換えると、どのように課題の体系を描いたのか、

それが研究の成果ということではないだろうか。 

このことは仕事でも同じである。課題は体系化されている、このことを念頭に置いて、地

域の課題のスバラシイ体系図を描いてほしい。そして実践してほしい。 

 



- 58 - 

研究活動の成果とは 研究員 須田 吉哉（新庄市） 

平成２７年１２月９日、第２期目の 上地域政策研究所 後の研究会議が終わった。

他自治体の職員との共同で行った研究活動からは、非常に良い刺激を受けることができ

た。研究活動を経て得られたつながりや、課題解決に向けた広域的な視点は、定住自立

圏が叫ばれる中、今後の業務に必ず役に立つものと感じている。 

研究員にとっては、このような成果が得られた研究活動であったが、この成果のみを

もって、 上地域政策研究所の目的を達成したとは言えないとも感じている。当研究所

の目的は「各市町村の政策推進に資するとともに、職員の政策形成能力の向上を図る」

こととされている。政策推進に資するためには、より実現性・実効性の高い提案をする

必要があるだろうし、その提案を各市町村の政策に落とし込むスキームづくりも必要で

あろう。 

研究活動も２期４年を終え、当研究所の課題もある程度見えてきていることと思うが、

研究員の提案を実際の政策に落とし込むスキームを是非ご検討いただき、来期以降の研

究活動に反映していただきたい。 

後に、このような貴重な機会をいただいた各市町村長をはじめ、関係各位に厚く御

礼を申し上げ、研究員の所感としたい。 

 

 

 

最上地域政策研究所を振り返って 研究員 三上 美幸（金山町） 

上地域政策研究所の研究員として辞令をいただいてから、約２年が経過しました。研

究所に参加した当初、自分に何ができるのか不安しかありませんでしたが、今となればあ

っという間の時間だったと思います。 

  私たちグループに与えられた研究テーマは「観光交流の拡大」でした。テーマをもとに

設定した私たちのグループ名は「チーム観光（仮）」。この（仮）に対しては、他のグルー

プの研究員の方から「とった方が良いのでは？」といったご意見もいただきましたが、（仮）

には研究テーマである「観光交流の拡大」のみに留まらない政策提案をしたいというメン

バー全員の思いがあり、 後までこのチーム名で貫かせていただきました。 

  メンバーの誰一人観光業務に携わったことがない中で、 上地域が抱える課題をどう解

決し、どういった政策提案ができるのか手探りで始まった研究でしたが、専門的知識がな

い分、柔軟に意見を出し合い議論したことで、納得のいく提案ができたと感じています。 

当研究所で市町村という枠を超えて研究を重ねたことは、自分自身への刺激となり、ま

た多くのことを学ばせていただきました。 

後になりますが、このような貴重な機会を与えてくださった方々並びに講師や他の研

究員の皆さん、そして「チーム観光（仮）」の皆さんにこの場を借りて感謝を申し上げます。

ありがとうございました。 
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最上地域政策研究所を終えて 研究員 吉田 香織（最上町） 

上地域政策研究所第２期生として、平成２６年６月２５日に研究員として辞令をいた

だき、振り返ればあっという間でした。研究生としての推薦が決まった当時は、「 上地域

の政策推進に資すると共に、職員の政策形成能力の向上」という本研究所の目的と２年間

という長期研修であることから、業務との両立に、大きな不安を抱えていました。 

そんな中、私たちのチームに与えられた研究テーマは「観光交流の拡大」でした。これ

まで携わったこともなく、さらに不安を感じていましたが、研究を進めるなかで、様々な

ことが新鮮に感じるとともに、先進地視察での成功例や失敗例などから、観光客を呼び込

む仕組み作りの必要性と、その継続性がどれほど難しいのかを痛感させられました。 

上地域政策研究所への参加は、日常業務との折り合いが難しい時もあり、チームの皆

さんに任せてしまう事も多々で、申し訳なさが残ってしまいましたが、県・市町村・広域

事務組合、年齢も肩書も業務もバラバラである行政職員が同じ研究員として肩を並べ、

上地域を一体としてどう活性化させるか、共に学び、考えることができたことは、大変貴

重な経験になりました。この研究所に参加した経験と研究員の皆さんとの出会いと繋がり

という財産を、私自身や周囲に還元できるように活かしていきたいです。 

 

 

 

 

研究活動を振り返って 研究員 伊藤 裕嗣（最上広域市町村圏事務組合） 

 平成２６年６月、 上地域政策研究所の初日、期待と不安を抱き 上総合支庁を訪れ

ました。あれから２年、素晴らしいメンバー、他の研究員の方々に恵まれ、当初の目的

を達成し、無事２年間の大役を務めることができました。 

当地域における課題が山積している中、我々のチームに与えられたテーマが「観光交

流の拡大」でした。全国共通の課題として、観光の重要性は全国津々浦々で叫ばれてい

ますが、聞き慣れたテーマである一方、範囲が広い分、頭の中は漠然としたものがあり

ました。それが、研究活動を通じて、様々な方の話を聞いていくうちに、この地域でも、

観光をキーワードに十分交流の拡大に繋げられるという確信へと変わっていきました。

元来、多種多様な資源に恵まれている 上地域は、新しいものを作らなくても人を呼び

込むことができる魅力溢れる場所です。その資源を活かしきれていないだけなのです。 

長かったようで短かった２年間の活動で得たものは計り知れません。研究所で他市町

村職員の皆さんと肩を並べ交流できたのも貴重な財産の一つです。今回得たものは、仕

事の中で活かし、広域行政のサービス向上に繋がるよう力を尽くしていきたいと思いま

す。 後に、横井先生始め講師の先生方、事務局の方々、そして毎回快く送り出して下

さった職場の上司や同僚へ感謝いたします。 
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研究活動を振り返って考えること 研究員 小関 清純（新庄市） 

上地域政策研究所の第 2期生として辞令交付を受け、2年間にわたり他自治体の職員

の方と一つの課題に取り組むという貴重な機会を与えていただきました。 

私たちのチームは、途中で研究テーマを変えるという大きな決断をしました。そのた

め、全体での研究会議のほか、多いときは毎週のようにグループワークを行い、決して

平坦な道のりではありませんでしたが、なんとか 終発表までに提案内容をまとめるこ

とができました。今となっては楽しい思い出となっております。 

後に、貴重で楽しい時間を与え、過ごさせていただいたプラチナもがみのメンバー

の皆様、研究員の皆様、講師の先生方、事務局の皆様にお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究活動を振り返って考えること 研究員 正野 学（金山町） 

 「第 2 期 上地域政策研究所」研究員として、平成 26 年 6 月から参加させていただき

ましたが、当初から政策形成の難しさに直面しました。 

はじめは、班内で 上地区の課題を洗い出し、そこへのアプローチとして有効な政策

を検討してきましたが、どれを取っても非常にハードルが高く現実的に実現できるイメ

ージに繋がらない状態でした。苦悩する中で 終的に「移動式のアンテナショップ」に

ついて検討することとなりました。 

この分野については全国的にもあまり例がなく、自分たちのイメージから政策を検討

していかなければならないため費用と効果のバランスが取れないなど、非常に苦労した

思いがあります。個人的には現実可能なレベルまで具現化できなかったという反省の思

いがあります。 

とは言え、２年もの間、同じ班の仲間と一つの課題に取り組み、ネットワークを築け

たことは今後の仕事のためにも大きな財産になったと思っております。 

今回このような機会を与えてくださった方々をはじめ、研究員のみなさんに心から感

謝いたします。 
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研究活動を振り返って考えること 研究員 岸田 豊和（鮭川村） 

 ２年間の研究活動は、非常に難しかったという印象があります。政策を考え実現に向

け取り組むという内容は、夢があり、自分で考えた案が採用されるかもしれないという

期待もありながらの活動でした。しかし、 初考えた事業は途中で行き詰まり、政策を

根本的に切り替えて再度検討を始めました。新しい発想を取り入れながら順調に進んで

きた感じはありましたが、やはりどこかで行き詰まりを感じました。しかし先進地視察

を行い、実例に触れる機会を得たこと、実際に事業をしている方の考えを聞くことがで

きたことにより、再度検討する必要性を感じ、改めて考え直すことができました。 

 地域情報の発信から地域の活性化へつなげる考えは、容易なものではないということ

を改めて痛感しました。新しいものをということで考えたものではあったものの、探し

てみれば必ずどこかでやっていることも分かりましたし、だからこそ付加価値、新たな

要素を加えた上で実施していかなければならないことも分かりました。 

 この研究のなかで学んだこと、体験したことは多大なものがあります。人から人への

伝え方、感じ方は様々あることを実感しました。これらを今後、仕事、生活のなかでの

糧とし活動していきたいと思います。大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

研究活動を終えて 研究員 八鍬 千草（戸沢村） 

 上地域政策研究所への参加を打診された２年前、不安しかありませんでした。 上

地域の諸課題について調査研究を行うとのことで、与えられたテーマは「産業振興・雇

用創出」でした。一言で産業振興と言っても非常に幅がひろく、何をすれば産業振興・

雇用創出につながるのか、具体的な提案内容を決めるまで紆余曲折がありました。 

地域課題の解決には、地域を知る事が重要だと思います。しかし、チームの仲間と話

し合う中で 上地域の事はもちろんですが、自分の村の事すら知らない事が多いことに

気づかされました。そして、 上地域には魅力的な資源が数多くある事も分かり、 上

地域の魅力をもっと多くの人に知ってもらいたい!広めたい!という思いで調査研究を行

いました。本来の業務があるなか、日程調整をしては毎週のように集まって議論を重ね

た時期もありました。 

  共通の課題について、他市町村の職員と２年間の長きにわたり研究できるという機会は、

なかなか無いことだと思います。 初は不安も覚えましたが、大変有意義で貴重な時間で

した。無事に２年の任期を終え安堵しているとともに、一緒に悩み、学び合ったプラチナ

もがみの仲間に感謝いたします。 
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研究を終えて 研究員 荒木 勝仁（最上総合支庁） 

約２年間、 上地域政策研究所に研究員として参加させて頂きました。本研究所を通

じ、市町村長や大学の先生、研究所のメンバーほか様々な経歴をお持ちの皆様から貴重

なお話を伺う機会を頂き、また、自身の所属する組織の担当分野とは違う幅広い分野に

ついて検討する機会を頂いたことに対し深く感謝申し上げます。 

私が取り組んだテーマは「産業振興・雇用創出」でしたが、テーマに関する課題が多

岐にわたるなか、力不足等により課題を網羅、体系化し、期待できる効果を評価比較の

うえ事業を提案するには至りませんでした。このため、提案内容が二転三転してしまっ

たのではないかと感じています。また、テーマ毎の課題設定や政策立案以前に、研究所

として地域づくりの理念について検討し共有化する時間もほしかったと感じています。 

とはいえ、これは研究所に参加したからこそ感じることで、研究所はこれまで地域全

体の政策を考える機会のなかった私にとって、大変貴重で得るものが多いものとなりま

した。今後は、研究所で得られた貴重な経験や知識を活かしながら、自治体職員として

更なる研鑽に努めてまいりたいと存じます。 

後に、事業立案にあたり現場の視点から貴重なご意見を頂きました、合同会社新庄

とまとプラス様、株式会社ビッグメイツ様、株式会社医療救急サービス様、医療法人徳

州会新庄徳州会介護センター様、ＮＰＯ法人オープンハウスこんぺいとう様に対し改め

てお礼申し上げます。 

 

研究活動を終えて 研究員 山上 裕子（最上町） 

私たちのチームは、「若者定着・活動促進」をテーマとして、学生自身が 上地域の企業

を調査し、報告書作成・情報発信までを行う「会社リサーチ事業」を考えました。この事

業のきっかけは、研究活動で出会った先進的な活動をされている方々が共通して『人』の

大切さを述べていたことにあったと思っています。 上地域にも魅力的な企業で働く魅力

的な人たちがいます。その人たちと若者がつながりを持つことで、地域に誇りを持ち『

上に帰ってきたい（残りたい）』と思える一要素となってほしいという願いもこもっていま

す。 

行政経験の浅い私にとって、他の自治体の方々と情報交換ができたこともさることなが

ら、所属も経験も異なる方々とつながり、『あの自治体にあの人がいる』と思えたことは、

何よりもかけがえのない財産となりました。つながりを持つことは、きっかけや仲介して

くれる人がいるからこそできるのだと改めて感じました。このような機会に恵まれて本当

に有難いと思います。 

後に、 上総合支庁の担当者の方々をはじめ、同じ研究員の皆さま、そして快く送り

出してくれた職場のみなさん、ありがとうございました。そして、今後もこのつながりを

大切にしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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研究活動を通して 研究員 八鍬 幸仁（舟形町） 

政策を考える。全国に類を見ない先駆的な仕組みづくりも大事だが、忘れてはならな

いのは、それが「住民の皆様の幸せにつながるのか」ということであろう。 

昨今、携帯端末の普及により簡単に情報を入手できる社会になった。という私もイン

ターネットの利用頻度は高いし、小学校では「スマホ安全教室」といった授業もあるら

しい。確かに便利な道具であるがそれだけで済ませてよいのだろうか。報告書に記載さ

せて頂いた「人を介して」という表現。大切なのは情報を使いながら膝を交えてコミュ

ニケーションを図ることだと思う。 

これを地域社会に置き換えてみる。私事だが、居住する地域の活動をさせて頂くこと

も多い。消防団をはじめ、町内会の会計や事務局などであるが、私が地域の方にお願い

する際には、「お前に頼まれると断れないなあ」とありがたい声を掛けて頂くこともある。

そういう時には決まってコミュニケーションの大切さを再確認する。 

「チーム和幸」の由来となった、人と人とのつながり「和」が「幸せ」をもたらす。

どんな政策でも、人を介してこそ、幸せにつながる、ことを決して忘れてはならないと

改めて思い知らされた２年間であった。 

 

 

 

メンバーに支えられ・・・ 研究員 今田 智紀（大蔵村） 

 上地域政策研究所の研究員として辞令をいただく活動１日目から仕事で、県外出張

のため欠席。スタートから躓いた感じであったが、チームのメンバーのおかげで何とか

無事に研究成果報告書の所感を書くのみとなりました。これまでの期間を正直に言えば

『苦しみ』。何度もお互いに時間を調整し話し合い、考えたことがゼロベースに戻り、自

分の職場に戻れば本来の業務が山積みとなっている現実。逃げたくなるような状況にな

りながらここまでこられたのは、チームのメンバーに支えられたからだと思っています。 

いつのまにかメンバー間の役割が決まり、阿吽の呼吸で進む研究。実地調査等で広が

る人脈・繋がるネットワーク。自分の勤めている自治体のことだけ考えていたのが 上

郡全体にベースが広がり、意外に知らない 上全体の状況。そこから考え抜き、誰もが

聞いたことのある『こんなところにいないで良い大学に入って良い会社に勤めろ』とい

うフレーズ。その言葉に『そして、 上に帰ってこい』をプラスしてもらえるため、考

えた政策。この政策が事業化され、 上地域の若者定住が進むことを望みます。 

 後にご指導いただいた横井先生や事務局の皆様、そしてグループのメンバーに深く

感謝を申し上げます。ありがとうございました。 
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最上地域政策研究所での活動を通して思うこと 研究員 髙橋 三枝子（鮭川村） 

上の未来を拓くため、様々な地域課題・研究テーマのもとはじまった 上地域政策研究

所第２期。各々がどんな研究テーマに取り組みたいかを提出し、それによりグループ分けさ

れた班員とともに約２年間活動を続けてきました。 

 上に長く暮らしていても、いざ 上を考えると自分たちが把握していなかった事実、実

態を知り戸惑うこともありました。私たちの班は、「若者の定着・定住の促進と地域の活性化」

というテーマに取り組んできたわけですが、与えられた課題の重さと難しさに、なかなか事

業構想が浮かばない時期もありました。研究を進めれば進めるほど、地域を知ること、多く

の声をきくことの大切さ、継続し成果をあげることの難しさを改めて実感しました。そんな

中、首長や講師の先生方、各方面で活躍されている民間の方々の講話や先進地視察等でたく

さんのことを学び、貴重なご意見をいただきながら試行錯誤を繰り返し、班員の皆さんと悩

み、苦しみ、やっと研究成果発表までたどりつくことができました。 

 上の現状と将来を見据えた政策を真剣に考える機会が得られたことは、自分たちの意識

の向上にも繋がる良いきっかけとなり有意義な時間を過ごさせていただいたと思います。 

この政策研究所での貴重な経験を活かし、何事も前向きに取り組んでいきたいです。また、

他市町村の方々との交流、繋がりをこれからも大切にしていきたいと思います。 

 このような機会を与えてくださった首長はじめ関係者の皆様、職場の方々、ともに研究し

てきた班員の皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

研究活動を振り返って              研究員 小林 直樹（戸沢村） 

今回、初めてこのような政策研究を行う機会を与えていただきました。異なる自治体の参

加者とチームを組み、長丁場に渡って検討を重ね、作成した政策を発表し評価を受ける、と

いう機会はなかなか得られるものではなく、非常に有意義だったと感じています。 

各自の意見を出し合う中、同じテーマでも各人の考え方や想いがこんなに違うものなのか

と感じ、果たしてどのような政策にまとめることができるのだろうかと不安に思いました。

しかし、意見を集約する過程で、先進事例や関係者に対して行ったヒアリングや助言、異な

る意見や思いを一つの方向でまとめようというチーム皆さんの熱意により、形にすることが

できました。 

少子高齢化の影響もあり、地方では若者が減少し過疎化が社会問題化しています。若者定

住として今回まとめた政策には即効性はないかもしれませんが、長期的な視点に立ち、関係

者が多角的、効率的に連携することが重要と感じました。今回の研究では、そのような視点

での考察も学べたと思います。 

後に、共に研究を進めてきたチームの仲間、横井先生をはじめご助言いただいたコーデ

ィネーターの皆様、事務局として支えていただいた 上総合支庁地域振興課の皆様、研究所

に送り出していただいた職場、そして政策研究を通じお会いした皆様に感謝を申し上げます。 



- 65 - 

研究活動をふりかえって 研究員 曽根田 健（舟形町） 

  私たちのチーム名である「もがみに住みます委員会」とは、住んできた集落や 上地域

を愛し、年齢を重ねてもこの地域に住み続けて行きたいと思えるような集落の仕組み作り

を考えていきたいとの思いから名付けたもので、メンバー全員がとても愛着を持っていた

チーム名でした。 

はじめのうちは、コミュニティビジネスの展開など、収益の伴う事業を中心とした話し

合いでしたが、研究を重ねるにつれて集落の現状や課題に対する「話し合い」や「認識の

共有」といった考え方が出てきました。このような考え方を模索していた頃に、講師の川

北先生の講演を拝聴し先進地視察を行ったことにより、政策に対する認識の共有や合意形

成がそれまで以上に図られていきました。 

研究活動を通じて感じたことは、これまで全く業務の異なった職員が、一つのテーマに

対して何度となく議論し、合意形成を図っていくというプロセスがとても貴重な経験であ

ったということです。そして、これからも本研究所が 上地方の現状と将来について議論

し合う場であってほしいと強く願います。 

後に、この研究所に派遣いただいた上司と、温かく見守っていただいた職場の同僚や

関係各位に心からお礼を申し上げますとともに、貴重な時間を共有した「もがみに住みま

す委員会」のメンバーに感謝とエールを送り、私の所感といたします。ありがとうござい

ました。 

 

 

最上地域政策研究所での活動を振り返って 研究員 阿部 恵（真室川町） 

 上地域政策研究所では貴重な「出会い」をさせていただいた。 

一つ目は人である。横井先生及びアドバイザーの先生方、事務局の皆さん、視察先の方々

との出会い、そして同じ研究員との市町村を超えた長期間かつ継続的な交流という点におい

て研究所は大変貴重な場であった。 

二つ目は政策研究事業である。現状と課題を把握し情報収集し、試行錯誤しながら政策を

組み立てていくプロセス、特に自分の意見を主張し議論をする経験があまりなかった私には、

この研究に参加できたことは大変勉強になった。 

そして、三つ目は新しい視点である。景色が違って見えると言えば大袈裟だが、「町づくり」

「コミュニティ」の文字がすぐ目に入るようになった。受け手の意識によって見え方も姿勢

も異なってくる。自分のアンテナが外を向いてなければ人や情報など様々な事柄との「出会

い」を受信できないのだということに気付かされた。 

これらの出会いを糧とし、今後もアンテナを外に向けて、住み続けたい 上地域を目指し

ていきたい。 後に、研究所で出会うことができた皆様と、多忙な業務の中で快く研究所に

送り出してくださった真室川町福祉課の皆様のご協力に深く感謝します。 
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「もが研」を修了するにあたって 研究員 佐藤 信一（大蔵村） 

 上地域政策研究所に参加する機会をいただき、関係する皆様方に心から感謝を申し上

げます。横井先生を中心とした講師先生方には、遠路はるばるお越し頂き 上地域の発展、

活性化のためご尽力頂きありがとうございました。今となれば、もっと侃々諤々に横井先

生と議論を交えてみたかったです。仕事の一部ということもあり遠慮がありました。先生

の思いを考えればもっと正面から体当たりさせていただければ良かったと反省しておりま

す。また、様々な連絡調整、研究員のサポート、会議の運営とお力添えをいただいた井上

課長様と地域振興課の職員の皆様、おかげさまで、今までとは違う行政マンになったよう

な気がするのは私だけではないはずです。また、数々の無礼な発言、この場をお借りしま

してお詫び申し上げます。私の滅私奉公の一端としてご容赦ください。そして、大蔵村役

場総務課の皆さん。私を毎回快く送り出していただき、皆さんのご協力があったからこそ、

貴重な研究を全うできたと思っております。 

後に、この研究所は、正直に申し上げ決して「楽」ではありませんでした。しかし、

通常業務では得ることのできないものがあり、「もがみに住みます委員会」の仲間がいて苦

難の道を開拓しつつ乗り越えられたと思います。また、一つのテーマに時間をかけ、視点

を変え、議論した日々は何物にも変えがたい財産になりました。曽根田さん、阿部さん、

黒坂さん、足かけ２年間お世話になり本当にありがとうございました。毎回集まって 初

にする近況報告が一番の「楽しみ」でありました。 

 

 

 

 


