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ゆるりっこの“ゆるり”は土佐弁で
“囲炉裏”のことです。

　政策研究共同事業は、県内の地域課題をテーマとして政策研究を行い、職員の実践的な政策形成能力の開発を図ると
ともに、地域課題の解決に向けて地域住民と取り組み、地域づくりを担う人材の育成に努め、その活動成果を構成市町
村の施策に反映させていくことを目指す事業です。
　今年度は、８市町村８名が参加し、高知市、中土佐町、梼原町、日高村の４名からなるチーム「Ｅ.Ｈ.Ｃ」と、安芸市、芸西村、
土佐町、越知町の４名からなるチーム「ＴＨＥ☆田舎」に分かれ、「人口減少時代のまちづくり」というテーマで、政策
指導の牧瀬講師のもと、それぞれ施策を提案しました。

　高知県の経済規模の縮小に着目し、移住による
経済波及効果を増加させ、経済活性化につなげる
ことができないか考えました。そこで、定年退職
者の移住を促進しようと検討しました。移住者が
加入できる「趣味暮らし高知」を設立し、高知での
魅力を発信する「情報発信」、高知の食を楽しむ機会の提供や医療

面での不安に対応する「加入特典」、そ
して、健康増進による医療費削減や多
世代交流につながる「移住者の暮らし」
を実施する施策を提案しました。

　若者向けの新スタイルの婚活イベントを考えま
した。参加により若いカップルの成立を目指し、
結婚・出産につなげることができないか検討し
ました。そこで、趣味を持つ方を対象とした
「LOVE♥ホビー婚」、平成生まれ同士を対象とした
「Hey♥Say婚」、学生を対象とした「学生婚」、お酒が好きな方を

対象とした「おきゃく婚」、土日以外が
休みの方を対象とした「平日休み統一
婚」、そして、仕事終わりに開催される
「アフターファイブ婚」の６事業からな
る本施策を提案しました。
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高知市
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こうち勤労センター（H28.9月末まで）

高知県自治会館
（H28.10月～）

ＴＨＥ☆田舎 「家族づくり支援」Ｅ.Ｈ.Ｃ 「定年退職者移住の提案」

写真左から：森岡史織さん（土佐町）・高野慧さん（安芸市）・岡村剛文さん（芸西村）・中村宙貴さん（越知町）
牧瀬稔講師（政策指導）・植田恭平さん（中土佐町）・谷岡和宏さん（高知市）・笛木保志さん（檮原町）・柏井聡さん（日高村）

【感想】今回、職員の方と一緒に働かせていただいたことで、自分の至らないところ、職員の方
から学ぶべきことがたくさん見つけられました。研修業務では、受講生が研修を受けやすいよ
うに考えて行動する職員の方の姿を見て、気配りの大切さを学びました。また、さまざまな自
治体や部署に連れて行っていただいたことで、自分が公務員になって何をしたいのかが具体的
にイメージができました。10日間本当にありがとうございました。

【配属先】こうち人づくり広域連合　山岡　啓史さん　（松山大学）

【感想】インターンシップで実際の業務や研修補助を体験させていただき、先を読んで行動する
ことの大切さや仕事に取り組む姿勢を学ぶことができました。また、実際に勤務されている多
くの方のお話を伺うことで、自分が将来やりたいことへのイメージを持つことができました。
初めてのことばかりで至らない点も多くありましたが、学生生活では味わうことのできない様々
な貴重な体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。

【配属先】こうち人づくり広域連合　田村　まいさん　（松山大学）

【感想】吾北総合支所産業課の職員の方と花火大会の準備を主に一緒に業務を体験させていただ
きました。お祭りを通して地域の方の笑顔を見ることができ達成感ややりがいを感じることが
できました。また学生生活では経験できない、社会人として仕事に取り組む姿勢やそれに伴う
責任についても学ぶことができました。本当にありがとうございました。

【配属先】いの町　産業経済課　吉田　智さん　（大阪産業大学）

【感想】土佐市役所で職員の方たちと実際に働かせてもらって、働くことの大変さや責任を持っ
て仕事することの大切さを強く実感しました。また、今回土佐市の祭りの準備などにも参加させ
てもらって地元の方たち、職員の方たちとも交流することができ、土佐市の一員として祭りに携
わることができたのでとても貴重な経験ができました。このインターンシップで経験したこと、
学んだことを将来に活かしていきたいと思います。約 2週間本当にありがとうございました。

【配属先】土佐市　総務課　中浦　香奈恵さん　（高知大学）

　今年は４名のインターンシップ生が来てくれました。
多くのことを学んだインターンシップをふりかえって、
感想を寄せてくれました。

２０１６
インターンシップ

体験記

こうち人づくり広域連合研修室は、
「こうち勤労センター４階」（高知市本町４丁目 1ー 32）から
「高知県自治会館 2階」（高知市本町４丁目１ー 35）に移転しました。
　※研修生用の駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。
　　なお、事務室は高知県自治会館４階（高知市本町 4丁目１－35）に移転しています。

　10月 26日開催のこうち人づくり広域連合議会第 29回定例会で、平成 27年度決算が認定されましたので、お知らせします。
　歳入と歳出の概要は、次の表のとおりです。

平成27年度こうち人づくり広域連合一般会計歳入歳出決算の報告

【歳　入】 【歳　出】（単位：円） （単位：円）
款 予算額（Ａ） 収入済額（Ｂ） （Ｂ－Ａ）

1 分担金及び負担金 124,907,000 124,907,800 800
2 財産収入 864,000 864,000 0
3 繰入金 10,000,000 10,000,000 0
4 繰越金 11,508,000 11,508,527 527
5 諸収入 21,000 20,071 ▲ 929

歳入合計 147,300,000 147,300,398 398

款 予算額（Ａ） 支出済額（Ｂ） （Ａ－Ｂ）
1 議会費 314,000 272,333 41,667
2 総務費 72,618,000 70,171,334 2,446,666
3 事業費 73,368,000 68,514,827 4,853,173
4 予備費 1,000,000 0 1,000,000
歳出合計 147,300,000 138,958,494 8,341,506

歳入歳出差引残額　8,341,904円

引っ越したよ！研 修 室 移 転が し ま し た ！し ま し た ！



日　程　平成 28 年 10 月 6 日（木）～ 10 月 9 日（日）
訪問先　沖縄県島尻郡久米島町
テーマ　「久米島町における観光行政視察 」

● 実施日　平成 28年 10月28日（金）　
● 講　師　相模女子大学 教授 松下 啓一 氏

　町内のお宅に1泊し、地元の方のお話を聴くなど、内容の濃い研修でした。
　今回の研修で学んだ久米島町のビジネスモデルを地域に取り込み、高知発の政策へつな
げていきます！

　この半年間の研修を振り返ってみると、辛い時期もありましたが、最
後には楽しかったと胸を張れる研修でした。普段することがない政策立
案に戸惑いながらも牧瀬先生の講義を振り返り、チーム一丸となって、
無事トップセミナーを終えることができました。この研修で、立案する

ための過程、聞き手への伝え方や見せ方、いろいろな知識や経験を得ることができたこと
は自分の財産になりました。また、なにより政策研究をする上で熱く語り合えた仲間を得る
ことが出来たことに感謝します。政策研究は「辛いけど楽しい」、それ以上に素晴らしい出
会いを貰うことが出来ました。
　参加へ導いてくださった方々、ご支援、ご指導いただきました方々、本当にありがとうご
ざいました。

　この研修で、改めて政策立案の難しさを実感しました。業務との両
立が大変なときもありました。それでも、牧瀬稔講師の熱い指導のもと、
少しずつ、政策が形になっていくうちに、自分も含めチーム全体が成長
していると実感しました。文章構成やデータの取りまとめに苦労した部
分もありました。それでも、たくさんの方々の支えもあってなんとか、トップセミナーでの
発表に繋げることができました。今、発表を終えてとても清々しい気持ちでいっぱいです。
この研修に参加できた経験は今後の業務において必ずプラスになります。
　牧瀬先生、こうち人づくり広域連合の皆様、研究生の皆様、そして職場の皆様、半年間、
本当にありがとうございました。

　半年間、牧瀬先生の講義を通して、根拠を立てて政策を形成するプ
ロセスを学ぶことができました。また、普段自分が意識しているようで
出来ていなかったり、先入観にとらわれていることが多くある、という
気づきを得ることもできました。牧瀬先生、ありがとうございました。
　政策を考えるチームではリーダーを任され、自分自身の力不足を感じる場面が多くありま
した。いつもメンバーに補ってもらい、なんとか政策提案を作り上げることができました。
この素晴らしい仲間に出会えたことも研修で得た大きな財産だと思っています。
　最後に、こうち人づくり広域連合の皆様、連絡調整等様々な点でお力を貸していただき、
本当にありがとうございました。
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　この半年間、メンバー同士で意見を出し合い、時にはぶつかり合いな
がら政策を作り上げてきました。研修が始まった頃は、データを収集し
政策案を検証することで何度も方向転換を繰り返しました。政策を作っ
ていくうえでチーム内一人ひとりの考えがあり、全員が納得する方向性、

確信を持てるデータを洗い出すこと等、政策を作り上げる難しさに心が折れそうでした。
しかし、チームメンバーがいたからこそ今回の政策を形にし、最終的には自分たちの考え
をしっかりと伝えることができたのではないかと思います。この研修を通して身に付けた知
識・経験は、これから先の役所人生の財産です。また、メンバーとは公私ともに深く繋がっ
ていくと確信しています。この経験、繋がりを大切に日々一歩一歩向上していきたいと考
えています。この実りある研修に快く送り出していただいた職場の方々、熱いご指導いた
だいた牧瀬先生、そして研修を通して出会ったチームメンバーに感謝します。

　約半年間の研修を終えて、自分がどう変わったか。知識的な部分は身
につきましたが、自分自身の成長は正直まだ実感はできません。しかし、
この経験は今後必ず自身の成長に繋がるものだと感じています。
　そして何より、講師の牧瀬先生、研修メンバー、こうち人づくり広域

連合の方々と繋がりができたことが大きな財産となりました。何度も顔を合わせ、話し合い、
飲み会をして、時には川の字になって一緒に寝たりと、これまでの役所生活の中で、もっと
も太い横の繋がりができました。この繋がりをいつまでも大切にしていきたいです。
　皆様、本当にありがとうございました。
そしてこれからもよろしくお願いします。

　半年間この研修に携わることができ、貴重な経験をすることが出来
ました。参加に至った経緯は総務課長から「参加してみないか？」と話
をもらい、政策を勉強するだけでなく他市町村の方々と横の関係を作
りたいと思い、参加することを決めました。
　半年間を思い返してみると、しんどかったことの方が多かったです。特に後半の資料作りに
おいては、細かいところまで話を詰め、データの収集等大変でした。私はパソコンに弱く、パワー
ポイントや企画書の作成において他のメンバーの方にはご迷惑をおかけしました。チーム田舎
の皆さんに本当に感謝です。 この繋がりを作れたのも、送り出してくれた職場の上司の方々、
こうち人づくり広域連合の方々、牧瀬先生のおかげです。この研修で学んだことをこれからの
業務に活かしていきたいです。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

　今年度の政策研究共同事業の反省点はいろいろとあると思います。
しかし人材育成という観点からは、結果的によかったと思っています。
参加された研修生の皆さまは、面倒なことが多々あったと思います。
その一つひとつの面倒さが、今後、自治体職員として活動していく上
での糧になることと思っています。そして 10 年後、20 年後の人材づくりという意味では、
政策研究共同事業の役割は大きいと考えています。
　反省点の一つは、政策提言がやや弱くなってしまった感があることです。これは経験によ
ることも大きいため、ある程度は仕方ないと思っています。また政策研究共同事業は政策
実現より人材育成に重きがあるようなので、結果的にはうまくいったと思っています。

　４月に始まり、１０月のトップセミナーまでの半年間で行われた本研修。
自分がメンバーとして選ばれたときは、「出来ればやりたくない」「自分に
務まるのだろうか」というのが正直な気持ちでした。しかし、実際に研修
を始めてみると講師の牧瀬先生、こうち人づくり広域連合の皆さん、他
の研修生のメンバーに恵まれてとても有意義で楽しい研修になりました。
　職場に戻ればみんな自分の業務がありました。そんな中でなんとか時間を作り集まって深
夜まで議論しあったりと、大変なことも多くありましたが、いつの間にかみんなで集まるこ
とが楽しみになっている自分がいました。
　自分たちの提案がどこかの市町村で受け入れてもらえるかはまだわかりませんが、半年
間で学んだことを日頃の業務でも活かしていきたいです。皆さんに力を貸してもらって作り
上げた今回の提案ですが、多くの人と知り合えたことが一番の賜物のように感じました。

　振り返ればあっという間の半年間でした。私は今まで政策立案をした
ことがなく、何から始めればいいのかが分からずすべてが手探りの状態
からのスタートでした。様々な意見を出してチームで話し合いを重ねる
中で、政策立案はおもしろいと感じたのが率直な感想です。

　発表を迎えるまでには、仮説を立てては覆されるということが何度もありました。研修と
日々の業務との両立に負担も増え、苦しむこともありましたが、発表を終えた今では、この
研修に参加して本当に良かったと思います。この研修に参加して得た知識や経験はかけが
えのない財産になりました。
　最後に、ご指導いただいた牧瀬先生、こうち人づくり広域連合の皆さん、職場の皆さん
に感謝申し上げます。

プレゼン練習チーム会 日高村にて公開セミナー

お問い合わせ：須崎市役所元気創造課　TEL 0889-42-3951
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須崎市

in須崎市

政策指導　牧瀬 稔 講師

檮原町 総務課　笛木 保志

中土佐町 農林課　植田 恭平 越知町 産業課　中村 宙貴

芸西村 教育委員会　岡村 剛文

土佐町 総務課　森岡 史織高知市 産業団地整備課　谷岡 和宏

安芸市 総務企画課　高野 慧

日高村 総務課　柏井 聡

地域力創造研修（高知市企画）を開催しました！
～「協働」ってなあに？基本のいろは～

地域力創造研修は、地域固有の資源を活用し、多様な主体との協働により「地
域力」を高め、活力ある地域づくりや課題解決に取り組むためのスキルや手法を
学び、主体的に地域の活性化に取り組む人材を育成することを目的としています。

久米島町観光協会にて 海洋深層水研究所での話 海ぶどう養殖の現場見学

中土佐町・水産商工課　岩瀬 和廣さん　
日 高 村・総 務 課　安岡 周総さん　
香 南 市・総 務 課　田中 菜生さん

私たち３人は、「こうち立志塾政策デザイン研究
会」のメンバーです。一緒に地域の産業振興に
ついて考えてみませんか？メンバー募集中です！

自主企画研修報告

　松下講師は、元横浜市職員であり、現在は相模女子大学教授として学生
や自治体職員へ協働を意識した政策法務について講義を行う傍ら、大学の
ゼミでは学生とともに地域との協働によるまちおこしを実践しています。
　今回は「協働とは何か」「なぜ協働しなければならないのか」をテー
マに、市職員時代に培った経験を基にやさしく熱く語ってくださいました。
　受講生からは、「協働の考え方を見つめ直すきっかけになりました」「自
分の業務に住民と協働する要素はあまりないと思っていたが、受講後、
協働を意識して業務に取り組もうと思った」「行政の全課全職員が協働意
識を持つことが必要であり、もっと啓発に力を入れていきたい」という
感想が多数ありました。

研修を企画した高知市 地域コミュニティ推進課
岡村 沙和さんからの報告

須崎ご当地キャラまつり　高知県須崎市のマスコットキャラクター「しんじょう君」は、絶滅してし
まったニホンカワウソのキャラクターで、頭には須崎名物鍋焼きラーメンの
帽子をかぶっています。可愛い外見だけでなく、個性的なtwitterとブログが
好評で、全国各地でファンが増加中です。
　11月６日に結果が発表された、全国マスコットキャラクターの人気コンテ
スト「ゆるきゃらグランプリ2016」では、悲願の初優勝を果たしました。ま
た、「津波防災ひろめ隊」に選出されて安倍総理大臣とイベント出演したり、
高知県「キャラクター観光特使」に委嘱されたりと、大忙しの毎日です。
　しんじょう君パワーで、平成27年度の須崎市のふるさと納税額が前年度の
300倍の約６億円となるなど、まさに「須崎の顔」。
　毎年９月開催の「ご当地キャラまつりin須崎」には、しんじょう君とのつ
ながりで各地のマスコットキャラクターが参加してくれ、開催３回目の今年
は９．５万人もの来場者で賑わいました。
　あなたも、しんじょう君に会いに須崎市へ来ませんか？　

かわいさ爆発　しんじょう君！！

まちのイイもの発見

松下 啓一 講師

来年度も
積極的なご参加

お待ちしております！

ニブチの森を見学

「久米島町観光協会による民泊事業」
体験交流型観光商品開発販売促進プロジェクトチームが
あり、島の家族と一緒になって第2のふるさとづくりに取
り組んでいる。

「久米島高校魅力化プロジェクト」
地域おこし協力隊の助けも借りながら、県外から21人の
生徒が離島留学。町営塾「久米島学習センター」も開講
し、さらに充実している。

「海洋深層水の産業利用」
海洋温度差発電実証設備や海ぶどうの養殖、海洋深層水
化粧品などに活用し、島の産業を担っている。

「地域資源を利用した観光による活性化例」
ハテの浜やニブチの森など自然にあるものが観光につな
がる。それらを活かすのはサービスであったり、魅力的
な人であったりする。


