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飾り付けって、ほんと楽しいよね
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幻想的な雰囲気にうっとり

ミニコミ 【カラー版】

火の川

関係人口の拡充→空き家活用で定着目指す！
～第９回全国大学生政策アカデミー優勝チーム～

３年ぶりの全国大学生政策アカデミー

への参加を通し、普段では関わる機会の

なかった他大学や高専の方と協力して提

案を考えること、実行委員の方々のお話

をお聞きし、新たな視点や知識、考え方を

学ぶことができた。

一方で、反省点もある。特にアカデミー

終了後にご指摘をいただいた「時間の使

い方が良くない」という点は、認識でき

ていなかった自分自身の課題であると切

に感じた。

私自身、こだわりが強いところがあり、

時間がある限り物事を考え続けてしまう。

アドバイスにあったように、「逆算して考

え、何時までに何をしていかなければな

らない」という区切りをつけ、物事に取り

組むように少しづつ意識して改善したい。

今回の学びやアドバイスを、これからの

学生生活や社会に出た際に活かしていき

たいと思う。

Ａチームリーダー：高山哲弥（龍谷大学大

学院政策学研究科１年）

冬の泉を親子で楽しむ
ふれあいセンターいずみ

◆関係人口と課題

関係人口とは、2016年頃から言われ

始めた、地方自治やまちづくりにおけ

る新しい概念である。国もこれに注目

し、第二期地方創生を進めるなかで、

さまざまな関係人口の創出事業を設

けている。同時に、自治体においても

総合計画をはじめとする各種計画に

おいて、キーワードとして関係人口を

用いるようになってきた。

地方圏は、人口減少・高齢化により、

地域づくりの担い手不足という課題に

直面しているが、地域によっては若者

を中心に、変化を生み出す人材が地

域に入り始めており、「関係人口」と呼

ばれる地域外の人材が地域づくりの

担い手となることが期待されている。

一方で、関係人口を把握することは

◆問い合わせ先

宮原まちづくり株式会社(53-5550)

１２月３日、東陽小６年の児童と保護

者らが、３年ぶりの開催となる親子ふ

れあい教室に参加し、同小学校から

旧内ノ木場分校までの往復約１３㎞の

道のりを歩いた。

児童らは、道中の急な坂道も難なく

上り、目的地の旧内ノ木場分校に着く

と、保護者らが準備した豚汁を味わっ

た。

参加した児童からは、「きついより、

楽しい気持ちが勝った」「最初は歩く

のが嫌だったけど、帰りは楽しかった」

などの声が聞かれた。

長い坂道もなんのその♪
東陽小親子ふれあい教室

１２月１日、ふれあいセンターいずみ

で「光のイベント」イルミネーション点

灯式を行われた。約12,000個のLED

電球に灯りが灯ると、池の水面にも反

射して幻想的な雰囲気が醸し出され

た。

また、１１日には「親子で作ろう！クリ

スマスリース＆ミニ門松作り」が開催さ

れ、親子連れなど市内外から１４組・３

４人が参加した。泉町観光ガイド・イン

ストラクター協会会員の指導のもと、

泉・五家荘から採れたツタや竹などを

材料にプログラムが進行。

市内から参加した親子は、「とても楽

しい時間で、ぜひ来年も参加したい」

と話していた。

昨年９月のミニコミ紙でも紹介したが、８月２６日から３日間、第９回全国大学生政策アカデ

ミーを氷川町栫地区公民館で開催。テーマは「関係人口」で、関西や九州の５大学・熊本高

専生ら１６人に加え、氷川町職員や大学教官らが参加した。

今回は、優勝したAチームの提言（定住人口増を目指す第一段階）について紹介する。

極めて困難であり、自治体行政として

は「いかにして関係人口関連の事業

の成果を測定するか」が課題となって

いる。

◆空き家を活用した関係人口の拡充

事業と定着の仕組み（概要）

本提案は、行政が企業に事業を委

託する「業務委託」を想定している。

具体的な内容としては、空き家(移住

体験住宅)を使用し、泊まりに来る関

係人口になりたいと考えている「家族

層」や「20代以上の個人」を対象とし、

企業がデータとして登録を行う。

登録制にすることで、関係人口が複

数日で希望した日時の調整を行う。そ

の関係人口はただ空き家に滞在する

だけではなく、企業と連携した地域住

民と交流をし、その中で農業体験や

関係人口の定着に向けた滞在と登録システム

地域のイベントへの参加 ・運営を行

なってもらう。

◆行政側のメリット

・この事業における関係人口の数値

化（見える化）によって、行政評価の

指標ができるため、利用者の増加傾

向を見つつ、方向性や展開を検討し、

反映しやすい

・官民連携事業であるため、PRがやり

やすい

・年３〜４回ほどしか使われていな

かった移住体験住宅が活用できる

・業務委託を行うことで、儲けの８割が

行政の収入となる

※紙面の都合により 、資金の流れ、

企業側のメリット、事業の効果と課題

については省略。



　

2022年秋の野外イベント「野良の藝術」

宮原にも半数の会員が訪れている小布施いいだん会との交流会

カウントダウン後、風船を落ちる 皮の薄いマイヤーレモンの収穫クレーンで吊られたジャガイモが変形！？

ユズのトゲに注意しながら収穫

ファーストペンギンになる(42)
小布施町を愛する素敵な大人たち♪

～愛知・長野の取引先研修～その３

2022年は、「原点」（例えば、子ども時代

に感じていたことや、学生時代に志したこと

等）に「回帰」をしたような一年だった。

◆さいたま市郊外に引っ越した理由

今、さいたま市郊外の田舎に住んでいて、

休みの日はそこの農家さんの仕事を手伝う

日々を送っている。引っ越したのは昨年4

月。その前の年（2021年）は、通勤が必要

な仕事をしていたこともあり、交通の便が良

い東京都心近くに住んでいた。

今の職場（環境NGO）の仕事の話を頂い

たのは、2021年の１１月ごろ。基本的に在

宅勤務の職場で通勤の必要が無く、思い

切って田舎に引っ越そうと考えた。

同じ１１月、知り合いの人に「秋の野外藝

術イベント（「野良の藝術」）があるよ」と誘わ

れて訪れたこの地で、美しい紅葉とすがす

がしい空気の中、芸術家（踊り手、建築士、

造園工など）の作品に触れ、畑で採れた焼

き芋の美味しさに感動したことが、移住の

決め手になった。

高校生から大学生のころは、アメリカ留学

中も含めて、一か所に安住してしまうことが

嫌で、海外で仕事・生活してみたいというの

も留学の理由の一つであったし、ずっと「今

いるところは仮の住まいだ」という意識があ

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論⑨】
「年頭所感 ～ 原点回帰の2022年。2023年は？」

～鈴嶋克太（子ども記者OB）～

った。

でも今は、「しばらくここに住むだろうな」と

思っている。論理的には説明できないが、

雨が降った後の土の匂いとか、夏場の田ん

ぼの匂い、セミやカブトムシが飛んでいるこ

と、地域の人との交流に、程よい居心地の

良さを感じている。

そんな過去の自分からすると、今の田舎

（田舎度は、感覚的には新八代駅周辺ぐら

い）での、ある意味落ち着いたくらしは、少し

想像がつかない。

◆原点回帰の2022年！

学生時代の「公益に関わる仕事がしたい」

という思いは、今の職場で叶えることができ

た。そして、生まれ育った環境に似た環境

で過ごし、農家の仕事を手伝う中で、自然

に対する愛や感覚がより深まり、本職の環

境団体の仕事にも生かされていると思う。

静寂な環境では、在宅勤務もより一層は

かどる。それから、周りが畑なので、趣味で

ある楽器や歌の練習が近所迷惑を気にす

ることなくできる！

今年は、どんな風に人生が深まっていくの

か。とてもワクワクしている。

９月７日、長野県小布施町で小布施いい

だん会と㈱氷川のぎろっちょ幹部の交流会

が開催された。

いいだん会とは小布施町民の団体で、小

布施町を拠点に物産展などのイベントの運

営等を行っている。氷川町でも人気のイベ

ントであるわらしべ市の先駆けとなった、

2002年初運行の「わらしべ長者便」からの

お付き合いである。

食事をしながら、それぞれのこれまでやこ

れからの活動などについて語り合う中で、

いいだん会の皆様は口をそろえて「小布施

はとても良いところ。私たちの活動で小布

施を知って、好きになってくれる人が増えて

ほしい」と話していた。

小布施のモノやヒトのつながりをより良く、

より広げようと活動を続けるいいだん会の皆

様の「小布施愛」を実感できた、とても有意

義で楽しい時間となった。

私は本研修で初めて小布施を訪れたが、

小布施の人々や街並み、物産など全てが

魅力的で素敵な町だった。そしてその魅力

を引き出しているのは、地元愛溢れる小布

施町民の働きによるものであると感じること

ができた。

私たちもいいだん会の皆様のように、今後

の活動を続ける中で、氷川町を訪れた人々

に「氷川って素敵なところだな」と思ってもら

えるようなまちづくりをしていきたい。

【熊本高専５年：竹山実李】

明けましておめでとうございます。今年

もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

今回は、驚きの新年カウントダウンイベ

ントについてお伝えします。大晦日の日に

私たち家族は、 “ Noon Year's Eve” と

“Idaho Poteto Drops”と呼ばれる２つのイ

ベントを楽しみました。

“Noon Year's Eve”は、図書館で行われ

た家族向けのカウントダウンイベントです。

ボイジ市内全ての図書館で行われていま

した。大晦日に図書館が開いていて、さら

にイベントまで企画してくれるという心意

気にまず驚きました。

イベントは２３時に始まり、新年を祝う

グッズの工作をしながら２４時になるのを

待ちます。そして２４時になると、カウント

ダウンとともに天井に用意されていた風

船が降りてきて、Noon Year's Eveをお祝

いしました。深夜まで起きられない子ども

たちも、しっかり楽しむことができるイベン

トでした(^^)

アイダホ州にて、新生活④
カウントダウンイベント♪

～横道圭恵（氷川町早尾出身）～

2つ目のイベント“Idaho Poteto Drops”

は、州会議事堂で18時から行われる年越し

カウントダウンイベントです。私の住んでい

るアイダホ州は、「アイダホ＝じゃがいも」

と連想されるくらい「じゃがいも」が有名

な州です。

イベントの間中、大型模型のじゃがいも

がクレーン車で吊るされていて、カウント

ダウンとともにゆっくり空から降りてフラ

イドポテトに変わる！というユニークで仕

掛けたっぷりのイベントでした。花火も盛

大に打ち上げられ、賑やかな新年を迎え

ました。新年の迎え方も所変われば様々。

文化の違いを楽しんだ年末年始でした。

農業を体験しながら、関西研修費用を稼ぐ！
～ユズ（泉）＆レモン（宮原）の収穫作業～

◆ユズの収穫

１１月２６～２７日の２日間、泉町の梅川農

園でユズ収穫のアルバイトがあり、まちの課

題解決・探究コースの１期生３人は１日、４・

５期生の５人は半日参加した。

この農作業の目的は、ユズと同じくトゲの

あるレモンを国道３号沿いの耕作放棄地で

栽培しているため、収穫を体験するというも

のだ。

また、私たち５期生は、３月下旬に２泊３日

の関西研修があり、研修費用を稼ぐという

のもあった。保護者など大人の応援もあり、

２０㎏コンテナ１６箱分を収穫し、16,000円

いただいた。
◆レモンの収穫

１２月２４日の午後から、交流している宮原

の宮崎道子さんのレモン畑で収穫作業を

行い、５期生３人が参加した。

ユズよりレモンの方がトゲが少なく小さ

かったし、軸の部分も細いので収穫がしや

すかった。２時間で２０㎏コンテナ９箱分を

収穫して4,500円いただき、さらに「３月の研

修もがんばってね！」と追加で5,000円いた

だいた。

いっしょに参加した四宮風佳さんは、「普

通の課題の時は作業が少し遅くなるけど、

お金になると休むひまもなく作業がとても早

くなった。急ぎ過ぎて軸の２度切りを忘れる

ことがあったので、次回から気を付けたい」

と話していた。

【宮原小６年：清永愛未】

【３月の関西研修の日程】
・２７日～立命館大学：茨木キャンパスor関

西大学：堺キャンパス訪問、大阪散策

・２８日～龍谷大学：今里学部長訪問、京都

散策、宮原好きネット会員と交流会

・２９日～京都産業大学：滋野教授訪問ほか


