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暑中お見舞い申し上げます。

田んぼの稲も日一日と緑を濃くしており、秋には豊かな収穫が期待されます。

実は、こんな物騒な本 “｢地方消滅｣～８９６の市町村が消える前に何をすべきか”著者は増田寛也さん、

岩手県知事を三期、その後、総務大臣を一年勤められた方です。この方が、人口に関する国立研究所の数値

を使って２５年先（２０４０）の全国の市町村別人口を推計しておられます。また、赤ん坊を産んだ母親の

９５％が２０～３９歳の女性（以下若年女性という）であることから、その動向も推計されています。 そ

の結果、若年女性が現在の半分以下（－５０％以上）になり急激に人口が減ると思われる市町村が８９６、

全体の約半数に相当し、これを｢消滅可能性都市｣として警鐘を鳴らし、これからの対応を提案しておられま

す。

（参考までに山口県の場合） （人口移動が収束しない場合）

市長村
若年女性変化率

（２０１０→２０４０）

２０４０ ２０４０ ２０１０ ２０１０

若年女性（人） 人 口（人） 若年女性（人） 総人口（人）

周防大島町 -75.7 ２７.１ ８,０３０ １,１１６ １９,０８４

阿 武 町 -72.2 ６２ １,５９４ ２２４ ３,７４３

萩 市 -66.0 １,５０３ ２７,２５４ ４,４２１ ５３,７４７

長 門 市 -62.7 １,２０６ ２０,３７８ ３,２３２ ３８,３４９

上 関 町 -58.6 ７３ １,２７５ １７６ ３,３３２

平 生 町 54.7 ５３６ ９,３３７ １,１８４ １３,４９１

美 祢 市 -53.8 １,１６５ １８,８７０ ２,５２０ ２８,６３０

以上が消滅可能性都市

山 口 市 -36.6 １５,１０１ １５７,７６０ ２３,８１４ １９６,６２８

山口市女性変化率は県内で下位から四番目

これまでも、いろいろな過疎対策が行われましたが、すべての過疎地域等を対象としたため財政的な制約

から中途半端になって効果が出なかった。今後は、「選択と集中」を原則として最も効果的な対象に投資と

施策を集中させることを原則とすると言うことです。そして大都市への人口の流れをせき止める「ダム機能」

を持った地方中核都市として、若者に魅力のある地域を作ることが必要とされています。

また人口の増加対策としては、結婚・妊娠・出産への支援、子育てへの支援、特に３人目の子供に対する

手厚い支援なども必要とされています。

ところで、この本が出て三ケ月ばかり後に“｢地方消滅の罠｣増田レポートと人口減少社会の正体”と題す

る若い学者、山下祐介さんの本が出ました。この中でも、人口減少問題へのいろいろな対応に触れています

が、増田さんの｢選択と集中｣には、上からの目線で僻地の切り捨てがあると厳しく批判しておられます。

併せて、この課題については、いろいろな人たちの生活環境を大切にする｢多様性の共生｣と｢参加と共同｣

の実現こそが必要だと主張されています。この課題に取り組む二人の基本的な姿勢が、このように大きく分

かれており、中々難しい問題であります。６月議会では、入江さんも山口市の将来の人口などについても取

り上げています。

（一般質問の詳細は山口市議会のホームページの議会中継をご覧ください。）

今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
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第５回 山口日米協会総会が開催されました。
会 場：小郡ふれあいセンター ：日 時：５月３０日１０：００～

林 芳正会長から「食の海外展開について」農林水産省の取り組みに

ついてお話をしていただきました。

「 日本の食文化の普及を世界に広げるために人材育成とメディアの効果

的活用等を各省連携して実施。ＦＢＩ戦略（Made FROM Japan)

(Made BY Japan) (Made IN Japan)日本で作ったもの。日本（人）

によってできたもの。日本から食材を買ってもらう。の略ですが、農林水

産物・食品の輸出額を２０２０年（東京オリンピック）までに１兆円規模

へ拡大する作戦。」があると話されました。

（全文は山口日米協会のホームページに掲載してあります。）

アメリカ ケンタッキー州レキシントン市とセンター大学を訪問

～平成２７年２月１５日～２１日～

ケンタッキー州は 50 年振りの予期せぬ大雪というアクシデントもありましたが、ケンタッキー日米協会と

山口日米協会との交流のきっかけを作りたいとの思いが叶いレキシントン市にある日米協会を訪れることがで

きました。レキシントン州知事がトヨタ自動車を誘致したことから日米協会が設立され、166 社の企業が会員

となって活動されています。アメリカでは日本の祭り（日本文化の紹介）を開催すれば州をまたがり1万2千

人もの方々が来場するほどの人気があるそうです。又、この度は山口県立大学の事業の一環としての日本文化・

地域文化を海外へ発信することを目的にセンター大学（学術交流協定校）にて「日本の冬の梅祭り」が開催さ

れそのお手伝いもいたしました。学生さんたちは山口から萩焼・大内塗・小野茶・外郎・折り紙・書道・浴衣

の着付け・などなど日本の文化を体験していただく企画をたて、素敵なブースに仕上げていました。さらに、

センター大学ノートン芸術センターで「日本におけるセルフケア・コミュニティ、環境」について市議会議員

として教壇に立ち講義をする機会もいただきました。内容は「日本における最大の社会問題は何か」「日本にお

けるコミュニティ感は責任感という名においてアメリカとどう違うのか」「育児はどのように行われているか，

特に共稼ぎの夫婦の為の保育施設、地域内の助け合いは機能しているか」等についてのテーマで話をいたしま

した。短い時間ではありましたが貴重な体験をすることができたアメリカへの訪問でした。

「日本の冬の梅祭り」

‐講義の様子‐

お 知 ら せ

◎ 平成２７年８月２２日（土）１３時３０分～ １５時 場所：カリエンテ山口

山口日米協会の講演会 「アメリカの教育（仮称）」シャルコフ ロバート

「アメリカを訪問して」 入江幸江

◎ 平成２７年 ９月２８日（月）

巡回講座in 嘉川

内 容 「子育て四訓」を学ぼう！！講師 緒方 甫氏（元中学校校長 元山口市教育委員長）

場 所 嘉川地域交流センター

皆様のご参加をお待ちしております。



ICT 教育が進んでいるアメリカシカゴに短期留学

３月定例議会 （201５年２月

ふるさと産業振興について

ふるさと産業振興戦略の取り組みとして

緊急支援のための交付金」等を活用する

消費喚起効果を出す取り組みが実施されます

① 本市は新規事業プレミアム商品券発行助成事業

② 安心快適州住まいる助成事業１億

す。これまでの制度の変更となる

答弁 東 洋光 経済産業部長

① 平成２１年度に同様の事業を実施

が大型店舗に集中するという結果

今回は市内小売店や飲食店で利用

小規模店限定する事で経済効果が

います。

② 対象工事をリフォーム工事全般

２０万円に拡大することにより、

が創出できると考えている。又、

の子供を養育する子育て世帯に対

０万円にすることで子育て世代の

居する場合も、新たに助成対象とすることで

としています。

商品券の販売内容

☆発行内容：1 冊 11 枚綴り

（1000 円券×11 枚、11000

売

(大規模店共通券 6 枚、中小規模店

【大規模店・中小規模店等共通券

【中小規模店等専用券】前期

☆商品券の有効期限

前期：平成 27 年 6 月 1

後期：平成 27 年 10 月上旬

☆商品券販売期間

前期：平成 27 年 6 月 1 日

後期：平成 27 年 10 月上旬

短期留学されている中学 2 年生からの情

月２３日～３月１９日）

みとして、国の「地域住民生活など

する総額３０億円程度の直接的な

されます。

商品券発行助成事業１億７千６００万円。

億２千４００万円が予算化されていま

となる点や効果について質問しました。

実施した時は商品券の利用先の８割

結果になりました。

利用できる商品券１１枚を一定枚数中

が中小規模店に波及するようにして

工事全般に拡充するとともに、助成上限を

、これまで以上に直接的な消費喚起

、家計の負担が増大する１８歳以下

対して助成率２０％、助成上限を４

の生活を支援するとともに転入・転

とすることで市内定住を促進する事

子どもの

１．情報教育環境整備事業

小中学校

に教員用

Ｎ等が

このように

いて質問

答弁

授業

導方法

置きかえるのではなく

ら授業

おります

２．日本一

２０１５

書館

書館

市の

答弁

法改正以前

法上

本市

中で

の活動

取り

書館

６月定例議会

（仮称

① 人口減少

行

市長

② 財源対策

③ 山口版

らしい

以上 3

り

11000 円分）を 10,000 円で販

規模店限定券 5 枚の計 11 枚)

中小規模店等共通券】前期 赤色/後期 紫色

前期 青色/後期 黄色

1 日(月)～9 月 23 日((水)まで

上旬～４ヶ月間(予定)

日～７月３１日まで

上旬～12 月上旬予定

平成２７年３月議会＆６月議会

議議 会会 報報
どもの教育環境の充実～教育なら山口～

情報教育環境整備事業について

小中学校のＩＣＴ教育の環境づくりとして、今年度

教員用タブレット端末が配置されます。そして

が整備されます。（平成２７年度は２４０クラス

このように情報教育環境整備を進めておられますが

質問しました。

岩城 誠二 教育長

授業におけるＩＣＴ機器の活用において、これまで

導方法とのバランスを重視し、タブレット端末を

きかえるのではなく、これまでの活動を効率的

授業の質を一層高める道具としての活用を進

おります。

日本一、本を読むまち

２０１５年４月施行された、改正学校図書館法第

書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及

書館の職務に従事する職員」を規定されました

の取り組みについて質問しました。

答弁 岩城誠二教育長

法改正以前より学校図書館の業務のみに従事する

法上の学校司書に当たる学校図書館指導員を配置

本市が積極的に推進しておりますコミュニティスクールの

で地域からの学校支援（読み聞かせや図書の

活動。学校の地域貢献は学校図書館を保護者

り組みも行なっています。地域と共にある学校

書館の充実を図って行きます。

月定例議会（201５年６月８日～６

仮称）やまぐち市まち・ひと・しごと創生総合戦略

人口減少・少子化社会に対応するため、どのように

行していく事ということは喫緊の課題であるが

市長が目指す方向性について

財源対策について

山口版ＣＣＲC（継続的なケアを行なう退職者

らしい特色ある取組について

3 点質問しました。

月議会

報報 告告

今年度市内小学校の全学級）

そして順次電子黒板と無線ＬＡ

クラス程度）。

めておられますがＩＣＴ教育の見識につ

これまで長年培われてきた指

を従来の学習道具にすべて

効率的に進めて行くという面か

進めてまいりたいと考えて

改正学校図書館法第６条により「学校図

生徒及び教員による学校図

されました。法改正にともない、本

する職員として学校図書館

配置しております。

しておりますコミュニティスクールの取り組みの

の整理）図書ボランティア

保護者や地域の皆様へ解放する

学校づくりを推進し学校図

６月２５日）

創生総合戦略について

どのように計画し、効果的に実

であるが、この度の素案における

退職者のコミュニティ）の山口

答弁 渡辺 純忠

① 県都として

としてめぐまれた

多種多様な地域資源

光交流産業等

また、企業

る学生の地元定着

人の流れの

若い世代の

組んでいくことで

していく。

② 来年度から

活用や各種施策

代の経済的支援

いく。

本市においては

想」をはじめ

に向けた取

山陰新幹線

山陰新幹線が

に繋がる山陰新幹線整備

答弁 渡辺 純忠

６月９日に「

治体で構成されている

防府市とが参加

機能を特徴の一

「アクティブエイジングシティ

山口商工会議所

した「山口アクティブエイジングシティ

「未来都市モデル・プロジェクト

絞り込みを行

口アクティブエイジングシティ

この構想に

アクティブエイジングシティにすることを

（山口商工会議所

純忠 市長

として蓄積された社会資本や人的資本、広域高速交通網

まれた地理的条件、豊富な農林水産資源など

地域資源を活用して、本市のサービス産業、

光交流産業等の競争力強化、若い人たちの雇用の場の創出

企業の地方移転の受け皿づくりや大学や教育機関

地元定着の推進、アクティブシニアの移住促進等

創出、更には、本市の優れた都市環境、生活環境

の結婚・出産・子育ての希望を実現するための

んでいくことで、山口らしい「しごと」と「ひと」の

。

から本格的に導入が検討されております新型交付金制度

各種施策、事業の選択と集中を図ることで、結婚支援

経済的支援の充実など、少子化対策への財源確保を

においては商工会議所における「アクティブエイジングシティ

をはじめ、山口大学と地方創生を推進する視点から

取り組みと共にＣＣＲC に関する協議を行っている

山陰新幹線の整備促進の取り組みについて

が大阪を起点とし山陰を経由し・新山口駅付近

山陰新幹線整備についての取り組みを質問しました

純忠 市長

「山陰新幹線建設促進期成同盟会」の２府５

されている市町村会議にこのたび加盟し、山口県

参加している。本市は歴史的に山陰と山陽を繋

一つとする都市なので、積極的に進めたい。

アクティブエイジングシティ構想」とは

山口商工会議所が、「日本一住みよいまち・山口市」の実現

アクティブエイジングシティ構想」が、今年３

モデル・プロジェクト」に選定されました。その

行い、明るく、楽しく、健康的に過ごせる健康都市

アクティブエイジングシティ」構想をとりまとめました。

に基づき、世界的に高齢化社会が進展する中、

アクティブエイジングシティにすることを目指します。

山口商工会議所ホームページより抜粋）

広域高速交通網の結節点

など、本市の有する

、農林水産業、観

創出に取り組む。

教育機関との連携によ

移住促進等による新しい

生活環境を活かして、

するための環境整備に取り

の好循環を創り出

新型交付金制度の

結婚支援、子育て世

を積極的に図って

アクティブエイジングシティ構

から、大学生の定着

っている。

駅付近から新下関駅

しました。

５県４９の基礎自

山口県からは本市と

繋ぐ山陰山陽連絡

。

実現をテーマに策定

３月に日本経団連の

その後、重点分野の

健康都市を目指して、「山

。

、山口市を世界一の


