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今日、私たちが、あらためて地方自治を問い直すことは、日常的な運動とし
て、岐阜県の自治体問題の具体的な課題に取り組むことを意味します。
大小さまざまなプロジェクトを、生活とのかかわりでとらえ、みんなで研究する 
― これが「岐阜県地方自治研究センター」の願いです。
これは、多くの階層の、そして多くの県民の参加によって、岐阜県の地方自
治発展の「決して小さくない要素」を創り出すと信じます。

岐阜県地方自治研究センター設立趣意書（1978.6.22）より

初代理事長　中村波男 書
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ホームページのリニューアル

　自治研の冊子に続いて、ウェブサイトも10数年ぶ

りにリニューアルしました。創刊号以来のバックナ

ンバーと主だったテーマの紹介をしていますが、長

期的に関わってきた長良川河口堰や徳山ダムの

問題から、人口減少と少子高齢化、福祉、男女共

同参画などへとテーマが広がってきているのを感

じます。2021年度は初めて、関市と自治研センター

の連携に基づいた報告書も作成しました。そのな

かでもLGBTや希少生物種のことなど、今でいえ

ばSDGsに添うような関市のユニークな取り組みと、

それに対する岐阜大学の先生方の調査や支援も

盛り込んでいます。

コロナ禍の中での「地方創生」の転機

　地方創生総合戦略の第1期（2015～20）は、東

京集中の抑制や出生率の回復を見ることがない中、

ちょうど第2期に入る時に新型コロナウィルスの感

染が始まり、初めて東京や愛知への集中にブレー

キがかかりました。オンラインの急激な普及は、在

宅やリモートオフィスでの勤務も可能であることを

示しましたし、学校やわれわれ大学でも、一斉にオ

ンライン授業となり、その可能性と課題も明らかに

なってきています。

　また、「密」になる都市部を離れた、シェアオフィ

ス、ゲストハウスなどもつぎつぎに生まれてきており、

これまでとは違った働き方や暮らし方への関心が

高まっています。

地域の中での新しい潮流とともに

　先述のホームページの更新で業務を委託したの

は、県内の若手によるデザインやウェブ、自治体の

広報、特産品の開発・販売の支援をおこなっている

「小さな」クリエイティブ企業です。同社の企業説

明には、全国からの応募があるようです。県内では

最近まで、若年層の進学・就職による流出と、人手

不足に悩んでいたことからすると、まったく逆の新

しい流れをここにも見ることができます。

　平成の大合併以降、さまざまな地域づくりへの

取り組みが行われてきました。岐阜大の教員、大学

院生、関市のNPOとの連携で作成しました。地域

内分権と住民自治を進めるために地域委員会の活

動についても、学生との調査をベースにした聞き取

りを行なって、新しい様々な取り組みへのシフトと、

その中での人手や連携の上での課題を明らかにし、

行政や住民からの評価を頂いています。

自治研センターと地域づくりの
新しいひろがりの中で
岐阜大学地域科学部特任教授／岐阜県地方自治研究センター理事長 富 樫 幸 一

道標

尾関関市長に「関市における
まちづくりの現状と課題」を報告しました。
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「高齢者」に入っても

　調査やまちづくりの中で、高齢化は定番のテー

マとしてよく聞いてきたわけですが、自身も去年、

誕生日前でしたが新型コロナのワクチン接種が

「高齢者枠」で来たことから「前期高齢者」に入っ

てしまったことに気づかされました。定年退職を控

えて年金や保険の手続きも数多く、セーフティネッ

トの研究もしてきたのに、いざ自分の事になると、

やはり結構、手数がかかるものですね。

　国立大学法人も運営交付金削減で人件費もま

まならず、岐阜大学では全国に先駆けて「ポイント

制」を導入して、人件費カット＝教員の削減が進

められてきました。後任が採用できないので、パー

トの「特任」「非常勤」として数年間はさらにフォ

ローすることになりそうです。とはいっても担当す

る授業の数は一気に減らして、他の大学の仕事も

できるだけ断っているので時間は取れてきており、

自治研センターにも週一くらいの感覚で作業をし

に来ています。

　65歳とはいっても、町内ではまだ「若手」のよう

なもので、現役の時から町内会長を引き受けてい

ました。大学でもこちらが30歳で採用された頃は、

過去の当センターの理事長を引き受けてこられた

先生方は、貫録や教養のある「おじさん」と思って

みてました。しかし今の60代だと、若・中年の感覚

のままなのかもしれません。仕事中心だった人たち

が、定年後に地域活動にどう「デビュー」するのか、

といった問題の提起も見てきました。現役時代を

通じて調査やまちづくりの支援を続けてきたので、

そういうわけでもないです。「定年だからね（行政

の委員の交替も促したいので）」といっても、「関

係ない」「もっとやれるだろう」といわれる始末で

す。しかしここでも、引き受け手や若手が不足して

いる、あるいは忙しすぎるのももう一つの現実です。

再びリアルなまちづくりと交流の中へ

　「長良川おんぱく」から、今度は愛知県側にも

広げた「まいまい東海」も昨年から始めています。

ガイド役には、定年となった人たちや、仕事をしな

がら別の分野にも手を広げているひとたち、さらに

は創業を始めている人もいます。他方で、空き家の

活用やリノベーション、クラウドファンディングなど、

新たな手法を次 と々繰り広げています。「岐阜まち

家守」という去年の12月にスタートした会社にも出

資して、クラファンの「まちあるき＋クラフトビール」

では、あっというまに定員が埋まりました。その時

にも和歌山や、東京の移住センターの人が参加して

くれて、交流が深まりました。

　自治研センターでも、コロナ禍でこの間、しばら

く視察はできませんでしたが、今回は岐阜市の中

心部におけるまちづくりをテーマとした「まちめぐ

り」を行いました。「自治研ぎふ」でも、歴史的な

金華や加納のまちづくりや、柳ヶ瀬商店街、メディ

アコスモスやカフェなどをテーマとして報告してき

ていますので、また見ていただければと思います。

オレンジ色の旗に似顔絵とブラトガシの文字を染めて
もらいました。これを掲げてまちめぐり案内をします。



自治研ぎふ4

　岐阜県地方自治研究センターでは2020年10月に

「自治体職員アンケート」を実施し、これをまとめ、

検討したものとして2021年9月に「自治体職員アン

ケート調査結果報告書」（自治研ぎふ増刊5号）を

公表しました。趣旨は、行政の最前線で働く自治

体職員の方々の日常業務で感じている思いや関心、

疑問、悩みを聞き、それを今後の研究のシーズにし

ていこう、というものでした。

　アンケートは、よくある五択方式ではなく、自由

記述欄しかありませんでしたので、みなさんにとっ

ては面倒なものだったと思いますが、それでも多く

の方々が率直なご意見を寄せてくれています。読み

込めば読み込むほどに問題の大きさ重さが伝わっ

てくるように思います。

　そしてこのアンケートで示された皆さんの生の声

はそれなりに反響があるようです。アンケートの報

告書が出てすぐに岐阜新聞が取り上げてくれてい

ます（記事1）。また、悪質クレームを中心の紹介で

はありましたが、読売新聞でも取り上げてくれてい

ます（記事2：センターで記者さんからの取材を受

けましたが、自治体職員さんらの生の声であるアン

ケートには興味をお持ちでした）。

　さらに記事をご覧になった春日井市の組織内弁

護士の吉永公平さん（名古屋大学、中京大学など

の非常勤もされている）から、みなさんへのエール

とともに、ご自身が組織内外で使用したクレーム

対応研修の資料（全庁向け・病院向け）、そして

春日井市の職員向けの「法務だより」を送ってくだ

さいました（吉永弁護士からの資料提供。内容は

右頁）。ご興味のある方は、当センター事務局にお

問い合わせください。「職員の皆様へのご回覧等、

どのような形でご利用いただいても結構でござい

ます」とのことなので、ご提供します。

岐
阜
新
聞

２
０
２
１
年
11
月
６
日
（
土
）
朝
刊
掲
載

自治体職員アンケート調査結果報告書の反響 センター事務局

記事１
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吉永弁護士から寄せられた「法務だより」等のタイトル一覧

「長時間対応の終了（1）対応時間」	 法務だより24号（平成29年9月13日）

「長時間対応の終了（2）退庁要求等」	 法務だより25号（平成29年9月21日）

「長時間対応の終了（3）書面対応」	 法務だより26号（平成29年10月2日）

「長時間対応の終了（4）誰が対応するか」	 法務だより27号（平成29年10月13日）

「お客様は神様か（1）全体の奉仕者」	 法務だより44号（平成30年4月27日）

「お客様は神様か（2）全体と個人」	 法務だより45号（平成30年5月9日）

「お客様は神様か（3）対等関係」	 法務だより46号（平成年5月16日）

「お客様は神様か（4）誤解とホスピタリティ」	 法務だより47号（平成30年5月28日）

「市民対応と法的判断」	 研修資料・令和元年9月5日

「患者の過剰な要求への対応について～法的根拠と方法～」	 PDF資料（令和3年7月27日）

読売新聞　２０２２年５月１３日（金）朝刊掲載
記事２

　センターでは6月19日に開催する第45回総会記

念講演会で「自治体職員アンケート調査の結果」

をもとに、当センター研究員の山本公徳さん（岐阜

大学地域科学部教授/行政学）から、「長時間労

働」「カスタマーハラスメント」について結果から見

えてきたことや、これまでの行政改革の歴史にも触

れながらお話をしていだき

ます。また意見交換会も行

い、個々や自治体を超えて

課題や情報共有ができる

場にしていきます。
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1．はじめに

　自治研ぎふ 130 号では、「自治体職員アンケー

ト調査結果」でも関心の高かった市民からの悪

質クレームを検討した（「自治体における市民

からの悪質クレーム等について――アンケート

の紹介に関連して」）＊ 1。そのなかで、土岐市

図書館において迷惑行為を繰り返す市民に対す

る利用・入館禁止処分に関する岐阜地裁判決の

新聞記事を紹介したのであるが（判決は取消し

認容）、当時は判決そのものが入手できなかっ

たこともあり、詳しく検討できなかった。また

地裁判決とは判断の異なる高裁判決が 2022 年

3 月に示されたこともあり、今回は前回の「補

足」としてこの事案を紹介・検討したいと思う。

2．事案の概要

　本件は、土岐市の図書館を日常的に利用して

いた原告に対する、原告の迷惑行為を理由とし

た利用禁止処分（本件処分）の取消しと、この

処分等による損害賠償を求めた事案である。今

回は取消訴訟の部分について検討する。裁判所

が認定した原告の行った迷惑行為は、以下のよ

うであった。

①蔵書管理方法への介入等（図書の汚破損の

指摘、蔵書管理方法の改善を執拗に求め、

断りなく書庫の図書の配列を変更）、

②検索機での書庫出納票の大量発行、

③図書や書庫出納票等の放置等（図書館職員

からカウンターで待機するように求められ

たにもかかわらず、図書や予約カード、書

庫出納票をカウンターに放置して立ち去る

行為を繰り返す）、

④過剰な図書の借り出し（職員の注意にもか

かわらず短時間に図書の借出し・返却手続

きを繰り返し、一日に多数の図書を借り出

す。例えばある日には開架本 100 冊とか、

別の日には図書 153 冊など）、

⑤返却用ポストを利用した大型本等を繰り返

し返却する（大型本を返却用ポストで返却

すると本の重さで破損する）、であった。

　が、これらの行為があったことでいきなり本

件処分に至ったわけではなく、事前に改善を求

める通知が教育委員会・図書館サイドから二度

ほど出されていた（通知書 1、通知書 2）。

　まず教育委員会事務局長は、通知書 1 とし

て、（ア）カウンター内の備品を無断で借用する、

（イ）職員の能力を試すためにレファレンスを

依頼する、（ウ）原告が利用カードを提示しな

い場合の職員の対応に文句をいう、（エ）職員

の名札をいきなり引っ張る、（オ）蔵書上で予

約カードの記入等を行う（本が傷む）、（カ）職

員に「あなたは言われたことだけすればよい」

と発言する、（キ）予約カード等を黙ってカウ

ンターに置く、等をしないよう求めるとともに

改善しなければ図書館の利用を制限しうる記載

もあった。

土岐市図書館利用禁止処分の取消訴訟について
岐阜大学地域科学部准教授 三 谷　 晋

　特　集　　
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　しかし、通知書 1 の改善がみられなかったた

め、図書館長と教育委員会教育長は連名で通知

書 2 として、（ア）蔵書の管理方法への介入・

指示、（イ）大量の開架書庫所蔵資料の要求、（ウ）

検索機での書庫出納票の大量発行、（エ）資料

の大量確保、（カ）カートの長時間占有、（キ）

カウンターの長時間占有、（ク）カウンターで

の割り込み、（ケ）特定の司書に対する過度の

要求、つきまとい、（コ）職員の注意を聞き入

れないこと、（サ）資料や書庫出納票を黙って

おいていくこと、職員の質問に返事をしないこ

と、職員に対する高圧的な態度、の各行動が改

善せず又は新たに行っていることを指摘し、こ

れらの行為が改善等しない場合には、条例 6 条

にもとづき図書館の利用・入館を禁止する旨を

通知をしていた。

　なお本件条例 6 条は「本件条例の施行に関し

て必要な事項を教育委員会規則で定める」とい

う定めであり、条例では図書館の利用・入館の

禁止・制限の定めはない。規則 6 条は、条例 6

条に基づき図書館の運営等に関し、必要な事項

を定めるとし（１条）、「この規則若しくは館長

の指示に従わない者に対して館長は、図書館資

料および施設の利用を禁止することができる」

（６条）、「個人の図書館資料の貸出冊数は、同

時に 10 冊以内とし、貸出期間は、15 日以内と

する」（12 条 1 項）との定めをおいていた。

3．判決

（１）地裁判決

　本件処分の処分庁である教育委員会は、この

処分が条例でなく規則に基づいてなされている

ことについて、要約すると“利用禁止処分につ

いて条例には根拠がないが、こうした処分は図

書館運営上当然に想定され、こうした処分の規

定を欠くことは考えがたい、こうした処分に関

する規定が規則 6 条しかないことを考慮すると、

規則 6 条が条例 6 条の委任の範囲内であること

は明らかであり、規則 6 条は地方自治法 14 条

2 項の趣旨を没却しないし、また、原告の迷惑

行為は図書館利用の拒否の正当理由であり、地

方自治法 244 条 2 項に基づいて本件処分が可能

である”、と主張する。

　これについて地裁は、条例にも図書館法や地

方教育行政法にも利用禁止規定はないことを確

認した後、次のように判示した。

○条例・規則の委任関係

　「…本件規則は、条例ではなく、本件条例 6

条の委任に基づく被告教育委員会の規則である。

仮に、本件規則 6 条に基づき利用者に対し無期

限の利用禁止処分をすることが法令又は条例の

委任の範囲内である場合には、本件処分は、地

方自治法 14 条 2 項の許容するところとなり得

る。もっとも、地方自治法 14 条 2 項、244 条

2 項の趣旨に照らすと、上記委任の範囲を逸脱

したものではないというためには、被告教育委

員会に対し、利用者に無期限の利用禁止処分を

することを委任する授権の趣旨が、図書館法そ

の他の関係法令又は本件条例の規定等から明確

に読み取れることを要するものというべきであ

る。」。

○委任の範囲を条例から読み取ることができる

か？

　「本件条例 6 条は、本件条例の施行に関して

必要な事項を教育委員会規則で定めると規定し

ているのみであり、その文理からは委任の範囲

を明確に読み取ることができない。」。

○図書館法等の定めや公立図書館を利用する行

為の性質から読み取ることができるか？

　公立図書館の「利用者の自由は、憲法上の意

義を有するものとして十分に尊重されるべきで



自治研ぎふ8

ある」とし、「図書館法は…公立図書館の設置

に関する事項は、当該図書館を設置する地方公

共団体の条例で定めなければならないものとし

ている（10 条）。…本件条例は、図書館法 10

条に基づいて…本件条例の施行に必要な事項に

ついて、教育委員会規則で定めるものとしてい

る（６条）。これは、本件図書館の設置目的の

実現については…被告教育委員会の裁量に委ね

るのが適当であることに加え、そのような具体

的な事項は状況の変化に対応した柔軟性を確保

する必要があり、条例で全てを詳細に定めるの

は適当でないことによるものと解される。」。

　「地方教育行政法は、地方公共団体において、

法律で定めるところにより、学校、図書館、博

物館、公民館その他の教育機関を設置するもの

とし（30 条）、その設置、管理及び廃止に関す

る事務については、当該地方公共団体の教育委

員会が執行すべきものとしており（21 条 1 号）、

教育委員会は、法令又は条例に違反しない限り

において、教育機関の施設、設備その他の管理

運営の基本的事項について必要な教育委員会規

則を定めるものとしている（33 条 1 項）。」。

　「本件条例 6 条及び地方教育行政法 33 条 1 項

の本件規則 6 条に対する委任の範囲は、本件図

書館の管理運営上の基本的な事項に限られると

解され、図書館の管理事務を執行すべき被告教

育委員会が、一般の利用者の図書館の利用を妨

害する者や、図書館の管理運営に重大な支障を

与える利用者に対し、個々の事情を踏まえて図

書館資料又は施設の利用を一時的に制限するこ

とは、管理運営上の基本的事項に含まれると解

される。

　しかし、本件図書館は、公の施設であって、

原則として、誰でも無償で利用でき（地方自治

法 244 条 2 項、図書館法 17 条）、他方、地方公

共団体は、権利を制限するには、法令に特別の

定めがある場合を除くほか、条例によることが

必要とされていること（地方自治法 14 条 2 項）

に照らせば、利用者に対し、一時的な利用の制

限を超えて、全面的かつ無期限の利用禁止の処

分をすることは、およそ本件図書館の管理運営

の基本的事項に含まれるということはできない。

そして、…本件条例及び法令に、図書館の利用

者に対し、全面的かつ無期限の利用禁止処分を

することを許容する規定はないから、本件規則

6 条は、全面的かつ無期限の図書館資料及び施

設の利用禁止処分をすることができることを委

任された規定と解することはできない。

　そうすると、被告教育委員会は、本件規則 6

条に基づいて本件処分をすることはできないと

いうべきである。」。

○地方自治法 244 条 2 項から本件処分の適法

性を直接導くことができるかどうかについて

　「…公立図書館を利用する自由は憲法上の意

義を有するものというべきであって、その内在

的制約として、現に他の利用者による本件図書

館の利用を現に妨げる行為をしている者が、そ

の妨げる行為を阻止するために本件図書館から

の退出及びその当日の再入館を禁じられる程度

の制約を受けることは別論として、本件処分の

ごとき、利用者に対して全面的かつ無期限の利

用禁止処分をすることを基礎付ける正当な理由

は想定し難く、少なくとも…被告が主張する事

由をもっては、上記正当な事由に当たるとは認

め難い。」。

（２）高裁判決

　「本件処分の根拠とされている本件規則 6 条

は、本件条例 6 条の委任を受け、『この規則若

しくは館長の指示に従わない者』に対して『図

書館資料及び施設の利用を禁止』することがで

きるとするものであるが、本件図書館が地方自

治法 244 条 2 項の『公の施設』に当たることは
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明らかであり、『正当な理由』がない限り住民

の利用を拒むことはできないから、本件規則 6

条はこの規律を具体化したものと解される。               

　本件図書館は、図書館法に基づいて設置され

た公立図書館であるところ（本件条例 1 条、2

条）…個々の住民の公立図書館利用権が重要な

権利であることは明らかであって、これをみだ

りに制限することは許されない…。ただ、一部

の利用者が公立図書館の管理運営に重大な支障

をもたらす態様で公立図書館を利用するような

場合には、図書館の上記目的を実現するために

も、必要かつ合理的な範囲内で当該利用者の図

書館利用を制限する必要が生じ得ることは明ら

かであり、図書館法等がそのような制限を一切

想定していないとは考え難い。　

　…本件規則 6 条は、①対象者が『この規則若

しくは館長の指示に従わない者』であって、②

その者に引き続き本件図書館の施設等の利用を

許したのでは本件図書館の管理運営に重大な支

障を生ずるおそれが大きい場合に限り、③当該

支障発生の防止のために必要かつ合理的な範囲

内で、その『利用を禁止』し得ることを定めた

ものと解するのが相当であり、そのように解す

る限りにおいて、図書館法、地方自治法その他

の関係法令に反するものではなく、本件条例 6

条の委任の範囲を逸脱するものでもないという

べきである。

　なお、地方教育行政法 33 条 1 項は、教育委

員会が、図書館を含む教育機関の『管理運営の

基本的事項』について、必要な教育委員会規則

を定めるものと規定しているが、これは、図書

館等の教育機関を所管し、その管理等の事務を

執行する権限を有する教育委員会…に、当該教

育機関の管理運営上の『基本的事項』に関する

規則制定権を、条例を介することなく直接付与

したものであって、当該教育機関の管理運営上

の『基本的事項』以外の事項に関する規則制定

権を条例により教育委員会に付与することを禁

ずる趣旨ではないと解される。本件条例 6 条は、

『公立図書館の設置に関する事項』全般につい

ての条例制定権（図書館法 10 条）を有する地

方公共団体たる控訴人が、本件図書館の設置等

を定める本件条例の施行に関して必要な事項全

般につき、教育委員会規則への包括的な委任を

したものであり、その委任の範囲が本件図書館

の管理運営上の基本的な事項に限られると解す

べき根拠は見当たらない。」。

　「前提事実及び認定事実によれば、被控訴人

は…通知書 1…、通知書 2 により…警告を受け

たにもかかわらず、同月 4 日から同年 11 月 19

日までの間に、…多種多様な問題行動に及んだ

ものである。これらの問題行動が、本件図書館

の職員や設備、図書等に多大な負担等を生じ又

は生じ得るものであり、かつ、本件図書館の正

常な利用過程において繰り返す必要が生ずるこ

とが想定し難いものである…。

　かかる経緯に照らせば、被控訴人について、

①『館長の指示に従わない者』に当たることは

もとより、②引き続き本件図書館の施設等の利

用を許したのでは本件図書館の管理・運営に重

大な支障を生ずるおそれが大きく、③当該支障

発生の防止のため、本件処分のように本件図書

館の資料及び施設の利用を全面的に禁止するこ

とが必要かつ合理的であったと認めるのが相当

である。」。

　「なお、本件処分には確定的な利用禁止期間

（終期）の定めがない。しかしながら、本件規

則 6 条に基づく利用禁止は、前記のとおり、地

方自治法 244 条 2 項の規律を具体化するもので

あって、対象者の過去の行為に対する制裁等

ではなく、あくまでも現在及び将来における本

件図書館の管理・運営に重大な支障が生ずるお

それが大きい状況の下で、その防止のために必

要かつ合理的な範囲で行われるべきものである。
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処分行政庁としては、当該状況が解消された場

合には、対象者が過去においてどれほどの問題

行動に及んでいようとも、直ちに利用禁止を解

除しなければならない反面、当該状況が存続す

る限り、それまでに経過した禁止期間の長短等

にかかわらず、必要かつ合理的な利用禁止を継

続し得るものと解される。

　処分行政庁が…被控訴人の問題行動を具体的

に列挙した上で、それらの問題行動がＡ館長の

指示にもかかわらず改善されず又は新たにみら

れるようになったとして、本件処分を行うもの

としていることも踏まえれば、本件処分は、そ

れらの問題行動が繰り返されるおそれが大きい

状況（以下『本件状況』という。）が存続する

限りにおいて利用禁止を継続し、本件状況が解

消された段階で直ちに解除の手続に入る、との

前提の下に行われたものと解することができる

（実際、控訴人も、本件訴訟提起後原判決前の

令和 3 年 3 月及び 4 月、被控訴人に対し、今後

は同様の問題行動を繰り返さない旨誓約すれば

利用禁止を解除するとして、その旨誓約するか

否かの問合せをしている）。

　そして、本件処分当時、被控訴人は…その問

題行動について 2 度にわたる指摘及び警告を受

けてもなお多種多様な問題行動を繰り返してい

たのであるから、処分行政庁としては、本件状

況が解消される時期を見通すことは極めて困難

であったといわざるを得ない。被控訴人として

は、今後は同様の問題行動を繰り返さない旨誓

約するなどして、本件状況を解消することも十

分に可能であり、上記の経緯の下では、その程

度の手続的負担を負うこともやむを得ない。

　以上によれば、本件処分に確定的な利用禁止

期間（終期）の定めがないことをもって、当該

処分の必要性・合理性を欠くということはでき

ない。」。

4．若干の検討

　今回の事案で、地裁と高裁で判断が分かれる

のは、本件図書館利用禁止処分が全面的且つ無

期限なのか否かである。地裁は本件の利用禁止

処分を原告の図書館利用の資格の全面的・無期

限の剥奪という意味と捉え、そして、地裁は、

規則への委任は一時的なものであるならともか

く、無期限である場合は委任の範囲を超えると

している（つまり、一時的であれば規則に基づ

く処分が可能であるということのようである）。

　高裁は、処分は期限が示されていないものの、

問題行動がやむまでの間の資格の一時的な停止

としてとらえた点に違いがある。

　なお、筆者は、裁判では議論されていない、

行政手続上の瑕疵（理由の提示）の点について

も疑問がある。行政手続法・行政手続条例の適

用を受ける場合は、不利益の程度の重い、例え

ば資格の剥奪の場合は聴聞が必要であり、そこ

までにいかないものについては弁明が必要であ

る＊ 2。今回の処分は、行政手続法・行政手続

条例の適用除外になっておらず、行政手続条例

の適用が想定されるのではないかと考えている。

その場合、地裁で想定される処分は聴聞が必要

なレベルであり、高裁が前提とする一時的な処

分でも弁明が必要であるが、それらの手続が十

分なされたか不明である。また、聴聞か弁明か

のどちらにせよ、その後の提示されるべき理由

がしっかり示されれば期限の有無についての誤

解を招くこともなかったのではないかと思う。

（１）委任の根拠と限界  

　国の場合も、国民の権利義務に関する定めは

法律が定め、詳細は法規命令（政令や省令）に

委任することが多い。地方においても、地方自

治法 14 条 2 項は、「普通地方公共団体は、義務

を課し、又は権利を制限するには、法令に特別
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の定めがある場合を除くほか、条例によらなけ

ればならない。」とし、詳細を規則で定めるこ

とが多い（この規則は、地方自治法 15 条に定

めるもので、法源論では内規ではなく法とされ

る。地方自治法 15 条は長が定めるとなってい

るが、長以外にも委員会（たとえば教育委員会）

が定めることが法令で示されている場合には委

員会も定めることができる。）。

　当然、今回のような措置は権利を制限する行

政処分であるから、法律の留保の観点から言え

ば、法律や条例に基づく必要があり、規則での

規定は法律・条例からの委任によって行政処分

の要件・効果の詳細を定めるにとどまる、とい

うのが教科書で登場する委任の一般的な理解で

あると思う。教科書的な説明によると、「『○○

については、すべて政令の定めるところによ

る』」のような白地委任は許されず、委任事項

を個別具体的に定めることが必要であるとされ

ている＊ 3。条例→規則であっても、「すべて規

則の定めるところによる」は問題となる。

　今回の条例に基づく規則への委任は、そもそ

もの行政処分の手がかりが条例にない状態で、

且つ、包括的な委任であるから、条例の定め方

はこの程度の包括性でよいのか、という疑問が

ある。つまり、土岐市条例 6 条（当時）の「条

例の施行に必要な事項は規則で定める」で、あ

とは規則で一部の利用制限から全面的な利用禁

止まで網羅させていいのだろうか、という疑問

である。

　この点、本件の条例・規則は、相場からする

とよくある定め方であることがわかる。現在の

土岐市条例は、行政処分の根拠そのものは規則

ではなく条例におかれるように改正されている

し、恵那市、関市、多治見市等も規定の仕方は

違うが条例に根拠がある（岐阜市、岐阜県、東

京都、愛知県などはこのタイプ）。しかし名古

屋市や神奈川県などは、設置事項以外は「別に

条例で定めるものを除くほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、教育委員会規則で定め

る。」として規則に包括的な委任をする。

　また、公立図書館と同様に（ある意味でそれ

以上に）、国民にとっては重要な施設であると

ころの国立国会図書館は、これも国立国会図書

館法という法律があるが、この法律には個別に

入館制限の定めはなく、「国立国会図書館資料

利用規則」で登場するにすぎないし、法律にし

ても、土岐市条例 6 条（当時）の「条例の施行

に必要な事項は規則で定める」のような包括的

な委任の手がかりがあるにすぎない＊ 4。

　以上のように、相場観からいうと、法律や条

例から個別の委任がなく、具体的には規則レベ

ルで利用制限規定が登場するものも少なくなく、

土岐市条例（旧）の定めが特異というわけでは

ない。これは施設管理者には、施設の本来的機

能を発揮するために必要な措置が権限として当

然認められており、迷惑行為者の利用制限もこ

れに含まれる、という前提があるからであろう。

同様のことは、自治体の庁舎にもいえることで、

迷惑行為をする者には庁舎管理規則でも迷惑行

為を禁止したり退去を命じたりできる仕組みが

とられることが多い。今回の場合も、相場から

いえば、庁舎管理上、退去等までであれば、施

設管理権者には、当然認められる権限である、

とされるであろう＊ 5。

（２）委任の限界

　通常、行政サービスの提供をめぐり不満を持

つ者が迷惑行為をしたからといって、全面的且

つ無期限に当該行政サービスを停止させること

は許されないだろう。市民の側が福祉に不満を

持ち迷惑行為をしたからといって、行政が窓口

業務を一切拒否することは許されないのと同様

である。また庁舎管理権の議論からしても、庁

舎の機能を発揮するためにその障害を排除する
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ことが認められるものの、必要な限りでの制限

にとどまるというべきである。

　地裁は、原告に対する図書館の利用禁止処分

を全面的・無期限の利用禁止と把握しつつ、規

則が制約しうる範囲・程度は、地方教育行政法

33 条 1 項が「基本的事項」に限定されるとし

ていることなどから、本件図書館の管理運営上

の基本的事項に限定され、これには一時的な利

用停止は含むが、全面的・無期限の利用禁止は

含まれないとする。

　高裁は、利用禁止処分は、全面的・無期限で

はなく、規則 6 条の定めにある①館長の指示に

従わない、のほかに、図書館法等から導き出し

た②重大な支障を及ぼす、③必要かつ合理的な

範囲内、であれば期限のない利用禁止も許容さ

れるという。そして、確定的な期間の定めがな

い本件処分については、地方自治法 244 条 2 項

の規律を具体化するもので、過去の行為に対す

る制裁等ではなく、あくまでも現在・将来の本

県図書館の管理・運営に重大な支障が生じるお

それが大きい状況の下で、その防止のために必

要且つ合理的な範囲で行われるべきとし、処分

行政庁は対象者が過去においてどれほどの問題

行動をしていても当該状況が解消された場合は

直ちに利用禁止を解除すべき反面、当該状況が

続いている限り、必要且つ合理的な利用禁止を

継続できるとする。

　要するに、地裁の判断は、地方教育行政法の

解釈上、全面的・無期限の利用禁止まではいき

すぎていて違法とし、高裁は利用禁止期間の定

めがないが、問題行動発生の可能性がなくなっ

たときは直ちに利用禁止が解除されると解釈で

きるから、期限がなくても違法ではないという

（そしてこのことは誓約の打診から推測できる

だろう？というわけである）。どちらの考え方

にしても、無期限の処分は違法ということにな

ろう。

　そうすると次は高裁のような期限についての

解釈が可能かということになるが、裁判所です

ら地裁が無期限と判断したのであるから、一般

人にはなおさら難しいと思われる。

　また、処分の後に、誓約の打診があったこと

からもわかるだろう？という高裁の見解には、

理由の提示の観点から問題があると思われる。

行政手続法や条例の理由の提示は、原則として

処分をするのと同時に文書で提示する必要があ

る＊ 6。通知書 3 がこの理由に相当するものと思

われるが、これは処分の理由書としての扱いな

のだろうか？

　そして、理由の提示で求められる程度は、事

案によって異なるが、法律上の根拠、基準が公

にされている場合はその基準、それらにどのよ

うな事実が該当したのか、不利益処分に先立つ

意見陳述において名宛て人の主張や証拠書類を

どのように評価したのか等を処分の名宛て人に

わかるように書くべきとされる＊ 7。今回の場合

は禁止の意味も誤解無きように書くべきだった

のではないかと思われる。

（３）利用禁止処分以外の方法

　今回、図書館の迷惑行為を巡り、利用者に対

して選択したのは行政処分たる＊ 8 図書館利用

禁止処分であった。しかし、これ以外にとれる

手法はなかったのだろうか。

　まず行政処分にしても、今回のような利用禁

止ではなく、一般的にみられる庁舎管理規則の

ように禁止行為を定めるとともに、そのような

行為が行われた場合の退去命令を定めておいて

もよかったように思われる（土岐市の新しい条

例のように）。そしてそののち、迷惑行為が継

続するようであれば不退去罪等の警察法的対応

もあり得る＊ 9。また仮に禁止行為や退去命令

のこのような定めがなかったとしても、当時も、

付款をつけて現行の処分と同じ内容のものを示
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すことは可能であったと思われる。しかし警察

法的対応にいきつくまでは普通の職員からすれ

ばかなりのストレスだと思われるし、できれば

そこまでこじれさせたくはないだろう。

　このほかに、行政サイドは、迷惑行為者に幾

度となく改善を促したり、その都度の入館拒否

や退去を命じたとしても、利用者がこれをうけ

入れず改善しない場合、訴訟で民事の差止めや、

場合によっては損害賠償も可能であったように

思う＊ 10。今回は、図書も破損しているだろう

から、その分を請求することもあり得たのでは

ないかと思われる。しかし訴訟をしなくてはな

らず費用や手間のコストがかかる。

　そして、結局、どのような対策を考えても行

政サイドにはダメージがある。さらに問題行動

をおこす人はいなくならず、逆にこれから増え

ていき、職員の疲労は増すものと思われる。職

員には毅然とした態度で接するという個々の責

任で対応するだけでなく、組織として、こうし

た事態に備えるべきではないかと思われる。例

えば、こうした利用者への対応に長けたクレー

ム専門の部署や専門の人員を備え、こうした事

態に対応することも考えて良かったのではない

かと思う。また、しっかりと対策マニュアルの

整備とその理解を進め、ときには弁護士などを

呼んで研修をしたおく方がよい。

　なお、アンケート及び冒頭に紹介した読売新

聞の記事をお読みくださった弁護士の吉永先生

より、情報提供があった。彼は、春日井市の組

織内弁護士として、また岐阜・愛知県内の自治

体職員向け講習の講師を務めている方なのであ

るが、カスハラ問題にも関心があり、ご自身が

研修講師を務めた際の資料の他、春日井市の職

員向けの「法務だより」等を送ってくださった。

以下であった（自治研ぎふ本号の４- ５頁も参

照。ここに掲載されている吉永弁護士提供資料

は、会員からのご要望があれば当センター経由

から提供することが可能。）。

　日頃から、組織的対応をしている自治体の一

端を垣間見ることができる。こうした弁護士の

力も借りて、研修、マニュアルなどの整備をし

ていくことが求められるのではないか。

後注

＊1　アンケートの検討は、岐阜県地方自治研究セン

ター「自治体職員アンケート調査結果報告書」自治

研ぎふ増刊 5 号（2021 年）。また、アンケートでも

関心のたかかった悪質クレームについて別途紹介・

検討したものとして、三谷晋「自治体における市民

からの悪質クレーム等について――アンケートの紹

介に関連して」自治研ぎふ 130 号 46 頁（2021 年）。

なお、このアンケートについては、岐阜新聞 2021

年 11 月 6 日朝刊において、またアンケートでも関心

のあった市民からの悪質クレームについては読売新

「長時間対応の終了（1）対応時間」法務だより 24
号（平成 29 年 9 月 13 日）

「長時間対応の終了（2）退庁要求等」法務だより
25 号（平成 29 年 9 月 21 日）

「長時間対応の終了（3）書面対応」法務だより 26
号（平成 29 年 10 月 2 日）

「長時間対応の終了（4）誰が対応するか」法務だよ
り 27 号（平成 29 年 10 月 13 日）

「お客様は神様か（1）全体の奉仕者」法務だより
44 号（平成 30 年 4 月 27 日）

「お客様は神様か（2）全体と個人」法務だより 45
号（平成 30 年 5 月 9 日）

「お客様は神様か（3）　対等関係」法務だより 46 号
（平成年 5 月 16 日）
「お客様は神様か（4）誤解とホスピタリティ」法務
だより 47 号（平成 30 年 5 月 28 日）
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聞 2022 年 5 月13 日朝刊において取り上げられてい

る（「カスハラ、自治体でも・・・職員疲弊対応を求

める声」）。新聞記事については、本号の 4 頁で紹

介されている。

＊ 2　行政手続法 13 条 1 項 1 号は聴聞が必要とされ

る不利益処分が示されている。そこには、許認可

を取り消したり（イ）、名あて人の資格又は地位を直

接にはく奪する場合（ロ）や、行政庁が相当と認め

る場合（ニ） がある。土岐市行政手続条例も13 条

1 項 1 号に同様の定めをおく。これら以外は弁明が

必要である（法 13 条 1 項 2 号、条例 13 条 1 項 2 号）。

＊ 3　例えば櫻井敬子・橋本博之『行政法（第 6 版』

62 頁（弘文堂、2019 年）。

＊ 4　国立国会図書館法は 5 条 2 項で「館長は、事

前に、時宜によっては事後に、両議院の議院運営

委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を

定める。」とするだけで、利用制限は「国立国会図

書館資料利用規則」の 6 条において「館長は、こ

の規則その他館長が定める規定に違反した者、職

員の指示に従わない者その他業務に支障を及ぼす

おそれのある行為をした者又はそのおそれのある者

に対し、資料の利用の一部又は全部の中止または

停止を命ずることができる。」と定めている。庁舎

管理におけるこのような規則は、法規命令というわ

けではなく、行政規則との整理がなされている。参

照、原龍之介『公物営造物法（新版）』（有斐閣、

1974 年）237 頁。

＊ 5　なお、庁舎に関して、庁舎管理規則が組織規

定（訓令）として定められているが、法律の根拠は

不要とするのが通説・判例とされる（庁舎の保全又

は秩序維持のためには、必ずしも法律の根拠に基

づかず、庁舎管理権に基づいて利用者の自由を規

制することも条理上当然に認められるという立場で

ある（239-240 頁）。）。これについてはたとえば参

照、塩野宏『行政法Ⅲ（第 5 版）』（有斐閣、2021 年）

387 頁（ただし、こうした国民の利用制限を法律で

はなく内規等で行うことに法治主義との関係で問題

とされうるとも述べられている。）。他にも、内規や

規則での運用について、現代的な法治主義に合致

していないのではないかという立場として、例えば

宇賀克也『行政法Ⅲ（第 5 版）』（有斐閣、2019 年）

573-4 頁がある。

＊ 6　行政手続法 14 条 1 項及び 3 項、土岐市行政手

続条例 14 条 1 項及び 3 項参照。

＊ 7　高木光他『条解 行政手続法』（弘文堂、2017

年）248-9 頁参照。同書 248 頁では「理由の提示は、

合理的な人間であれば同様の結論に達するという

形で説得するためのものであるから、処分の名あて

人からみて理解できるものでなければならない。…

『理由提示の程度』は、当該不利益処分の性質と

根拠法令の規定の趣旨・目的に照らして個別的に決

定すべき」とする。

＊ 8　そもそも本件処分、つまり利用禁止処分は行政

処分なのかという疑問はないわけではない。という

のも、法律・条例に基づかないでなされる一定の制

限行為（利用停止、退去）は、行政処分であるかど

うかという問題があるからである。

＊ 9　刑事法的対応としては、威力業務妨害、偽計

業務妨害もありうる。

＊10　差止めと損害賠償を認めた事案として、大阪地

判平 28 年 6 月15 日判例地方自治 2324 号 84 頁が

ある。評釈として板垣勝彦「行政判例研究・濫用的

な情報公開請求などを通じて市の業務を繰り返し

妨害した者に対する損害賠償および差止請求が認

容された事例」自治研究 94 巻 3 号（2018 年）129 頁。

この事案については、筆者も前回の 130 号の特集

でふれている。
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　人口減少が著しい岐阜県関市では、2020年（令

和2年）の国勢調査の結果、予測以上に人口減少

が進行している現状が浮き彫りとなった。2016

年（平成28年）に本市における人口の現状分析

をもとに示された「関市人口ビジョン」において

は、2027年（令和9年）の人口予測が83,153人で

あったため、総合計画における本市の目標人口を

85,000人と定めたところであったが、前回の国勢調

査（2015年・平成27年）から予測される同年の人

口は、82,548人とすでに△605人下回っていた。そ

して2020年（令和2年）の国勢調査による人口を加

味して予測した結果、2027年の人口は77,810人と

想定よりもさらに減少幅が大きく、ここ数年の人口

減少が激しくなってきたことが判明した。

古民家再生による
にぎわい創出の取組について

関市議会議員 土 屋 雅 義

地域レポート１
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　人口予測の分析によると、本市の人口課題とし

て、

・20歳～30歳代の若年人口の減少が大きい

・生涯未婚率が継続して上昇している

・他自治体と比べ、少子化が進行している

　以上の3点が挙げられ、今後の重点課題として取

り組む必要があると考えている。

　こうした現状を踏まえ、本市では特に人口減少

の顕著な市街地中心部において、にぎわいと交流

を創出し市街地の活性化を向上させ、まちの魅力

向上を図ることで、人口減少を抑制する政策を展

開している。その一つがまちなかの古民家再生に

よるにぎわい創出である。

　このにぎわい創出の取組は、平成29年に策定さ

れた「関市立地適正化計画」に基づいて実施され

ており、この計画では、持続可能で利便性の高い

まちづくりを進めるため一定エリアに医療・福祉・

商業などの施設立地を誘導し、居住誘導を図るこ

とでコンパクトなまちづくりを推進するものとなっ

ている。計画の中では「にぎわい・つながりのある　

歩いて楽しいまち」を将来都市像として掲げ、その

実現に向けて具体的な施策を記している。

　特に市街地中心部におけるおもな取組施策とし

て「まちがつながる　歩いて楽しい空間づくり」の

ため、次のような事業を展開している。

　本町商店街の真ん中に位置する「古民家あいせ

き」は、まちなかにある空き家であった古民家を耐

震改修し、地域のコミュニティ拠点として再生した

施設である。この建物は、明治20年に建築された

町家造りの木造住宅で、当時は産業組合の事務所

が置かれるなど、現在の関信用金庫の発祥となっ

た地域経済の中心地であった。当時の建築様式を

可能な限り元の状態に復元し、かつ公共施設とし

ての機能を整備して、2022年（令和4年）1月15日に

オープンした。

　この施設は、誰でも自由に気軽に使えるフリー

スペースとして広く市民に活用していただけるよう

個人利用の場合は原則無料で、使用申請や登録な

外　観 土間（１階）

和室（２階） 中　庭
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どの手続きは不要となっている。土・日曜日、休日

はもちろんのこと、平日においても勉強や仕事、グ

ループでの会議やワークショップなどの利用のほ

か、おしゃべりや読書、手作業などの利用が多い。

また飲食も可能なため、少人数で来館してお菓子

や飲み物を持ち込んで楽しく交流するグループも

多い。館内は1階に土間と茶の間、中庭、茶室を備

え、2階に和室が2室、板間が2室あり、自習や会議、

作業、仕事向けのスペースとなっている。

　古民家の運営に際しては、そのコンセプトとして

「多世代の方が多目的に使えるコミュニティ拠点」

としての機能を想定しているが、そのなかでも特に

重点を置いているのが、中・高・大学生などの若者

による活用である。昭和後期頃まで、この古民家

がある本町商店街はまさに活気に満ちていた。さ

まざまな商店が軒を連ね、本町にやってくれば何

でも揃うような場所であった。しかし、郊外型の大

型ショッピングセンターの進出や自家用車の普及

により商店街への客足は減り、まちの魅力が徐々

に薄れて、さらに経営者の高齢化や後継者不足な

ど、さまざまな社会要因により店を畳む店舗が増え

ていった。何軒かは今でも経営を続けて老舗店舗

として集客しているが、当時の面影はないに等しく、

いわゆる「シャッター街」となってしまっている。現

在ではこの商店街に若者が足を運ぶことはほとん

どなく、本町の居住者も減少傾向にあり、最近の

空き家対策で空地も増えており、土日に若者を見

かけることがまったくない状況であった。こうした

現状において、古民家に若者が集うことで新たな

にぎわいを創出できないかと考えた結果、古民家

という地域資源を最大限に活用して若者の活動を

活性化させていこうと取組を行っている。

　以前、この建物には「三六商会（さぶろくしょう

かい）」という屋号の商店があり、その屋号にちな

んでこの建物は「古民家山麓（さんろく）」の愛称

で親しまれていた。前所有者が土地建物を市へ寄

付され市が古民家を改修したが、これを機に広く

市民に愛される名前をつけたいと考え愛称を公募

した結果、全国から113件の応募があった。そして

若者を代表して市内高校生のまちづくりグループ

のメンバーに選考をお願いしたところ、「古民家あ

いせき」と決定した。考案したのは市内出身の大

学生で、「あいせき」には、いろ

いろな人が向かい合って相席す

る、出会いやふれあい、そして

ふるさと関を愛するという意味

が込められているとのことであ

る。そしてこの名のとおり、古民

家あいせきでは、日々さまざま

な相席が生まれており、市民交

流、多世代交流の拠点となりつ

つある。

　古民家あいせきでは若者活

動の支援として学校との連携事

業に力を入れている。

　おもな連携としては、

【利用者実績】

○令和4年1月15日（オープン）～3月31日　開館日数37日間

○利用者数

【主な利用目的】

・勉強、読書［80％］

・仕事、テレワーク、作業［15％］

・友達や仲間と遊ぶ、ゲームをする

・食事、休憩、おしゃべり

・展示を見学、館内を見学、スタッフに会いに来た

訪問者数 945 人 ※見学等に訪れた人
利用者数 659 人 ※部屋等を利用した人

うち 大人 459 人 小中高 200 人
合　　計 1,604 人

１日当たり 43.4 人



自治研ぎふ18

○岐阜工業高等専門学校との連携事業

　「ロボット研究所」と題して、市内の小中学生を

対象としてプログラミング教室を開催。岐阜高専

の生徒らが中心となって、古民家の空間デザインや

プログラミングの指導などを実践している。

○中部学院大学との連携

　古民家あいせきにおいて、同大学のゼミや教員

のミーティングなどを開催。あわせて市民参加型

の公開ゼミなども開催している。今後、同大学のイ

ンターンシップの受け入れなどを行い、まちづくり

に積極的に参加する学生を増やしていく。

○岐阜大学

　まちづくりに関する学生（大学院生）を対象とし

た公開ゼミの開催。このほか、岐阜大学の環境デ

ザインの授業の一環で、まちのにぎわい創出につ

いてフィールドワークを行い、調査研究をもとにア

イデアを提案する連携事業を実施する。アイデア

は市長に対してプレゼンテーションを行い、実際

に市の事業として実現していく連携プランである。

○関商工高等学校

　市立高校である関商工高校とさまざまな形で

連携を検討。具体的には同校写真部に撮影しても

らった写真を使って、古民家あいせきのパンフレッ

トを作成していただいた。高校生の利用者目線で

とらえた写真で、古民家をＰＲする。今後は、館内

に設置する本棚などの制作や、古民家あいせきの

ロゴマークのデザイン考案、ＰＲ動画の制作など、

多分野において連携を検討していく。

○関有知高等学校

　関有知高校の事業として、秋の文化祭をまちな

かで開催する「関有知マルシェ」において、古民家

あいせきを活用する。市内の企業と連携しての新
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商品開発のほか、絵や書など作品展示を実施する。

あわせてまちなかを歩いてまわるための仕掛けを

考案し、多くの来場者が古民家あいせきや近隣の

施設、本町商店街などを巡ることとなる。実行委員

会に古民家あいせきからも職員が出席して高校生

らと一緒に企画を検討中である。

○関高等学校

　自習場所として活用が多いのが関高校の生徒

たちである。勉強だけでなく、部活動の作業やミー

ティングを行ったり、グループでの利用も多い。今

後、こうした高校生利用者をつなぐことで、新たな

活動が生まれる可能性があり、高校生と高校生、

高校生と大学生、高校生と企業などの連携を期待

している。また、まちづくりに関心の高い関高生が

古民家あいせきを拠点としたスタンプラリーを独

自で企画して実施しており、こうした提案をサポー

トする体制を整えている。

○高校生団体,大学生団体

　中高生で組織する「ジュニアリーダー会」の会

議の場所として、また、高校生によるまちづくり活

動団体「ＶＳプロジェクト」やまちづくりＮＰＯ団体

「高校ぶうめらん」の活動場所として定期的に活

用。

　大学生によるまちづくり団体「リレート」の活動

拠点として活用され、ゴールデンウィークには地元

企業とのコラボにより市内小学生を対象とした自

然体験イベントを開催し、連休中のにぎわいづくり

に貢献していただいた。

　また、市内の高校生がまちのにぎわい創出の

ために考案したイベントとして、古民家あいせきを

ゴールとした、まちめぐりのスタンプラリーを企画、

開催。スタンプラリーでは本町通商店街の店舗や

周辺施設を巻き込んだルートとなっており、多くの

参加者があった。

　古民家あいせきに学生などの若者が集うことで、

周辺の店舗がシャッターを開けたり、飲食を提供

するお店がオープンするなどの2次的な効果を期待

しているところだが、こうした動きが見られるには

ある程度の期間を要するものと思われる。しかしな

がら、古民家あいせきのオープン以来、まちの住人

の声として、「本町通りに若い人たちが歩く姿を見

たのは久しぶり」「お客さんがいるのなら日曜も店

を開けようか」など、さまざまな反応がある。今後は、

住民やお店の経営者などを交えた勉強会を通じて、

市街地中心部の将来の姿を描くことが重要になっ

てくると思われる。
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　市としては、古民家あいせきや、先にオープンし

ているチャレンジショップ「本町ＢＡＳＥ」、観光

拠点施設の「せきてらす」など、中心市街地に新た

な活動拠点（点）を整備しており、これらをつなぐ

遊歩道（線）の整備に着手している。これらのエリ

アには空き家や空き店舗、空き地なども多く存在

し、今後はこうした土地建物の有効な活用、最適

な土地利用を促進して、最終的にはまちなかの面

的な整備を含めた市街地再整備を視野にいれたま

ちづくりを考えている。しかしながら中心市街地の

人口流出は進行しており、空き家も増えつつあるの

が現状であり、若者をターゲットとした新たなにぎ

わい創出によって、まちの魅力を取り戻すことが期

待されている。

　立地適正化計画の将来都市像「にぎわい・つな

がりのある　歩いて楽しいまち」の実現に向けて、

今後もハード事業とソフト事業を効果的に織り交

ぜながら、計画性をもって市街地の活性化を推進

していくものと考えている。

本町BASE

せきてらす
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1．はじめに

　高山市は、市民・事業者・行政等が、飛騨高山

ブランドの魅力や価値及び課題を共有し、本市へ

の誇りと愛着を持って飛騨高山の魅力と価値を高

める活動や課題の解消に取り組むこととあわせ

て、飛騨高山の魅力・価値を意識した本物の商品、

サービスの提供を効果的に情報発信することによ

り、定住人口、交流人口、関係人口の増加、地場

産品等の流通拡大などによる地域の活性化を図り、

持続可能なまちづくりに繋げていくことを目的とし

た「飛騨高山ブランド戦略」を2016年3月に策定し

ました。

　ブランド戦略に取り組む高山市の組織体制とし

て、2015年にブランド戦略課の新設、2021年には、

これまでの部体制を見直し、それぞれ企画部、商

工観光部、海外戦略部内であったブランド戦略

課、観光課、海外戦略課の3課による飛騨高山プ

ロモーション戦略部を新設し、「飛騨高山ブランド

戦略」を基軸としたシティプロモーションを推進す

る組織体制としました。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の蔓

延によって、高山市を訪れる観光客が激減したこ

とにより観光関連事業者は苦境に立たされており、

地域経済にも大きな影響を及ぼしています。

　こうした状況の中での高山市のブランド戦略は

アフターコロナを見据えた今後のまちづくりの重要

な指針となっています。

2．飛騨高山ブランド戦略の取り組み

　ブランド戦略では、飛騨高山ブランドを100年

200年先にも飛騨高山のまちづくりを支える礎とす

るためには、市民・事業者・行政等が、飛騨高山に

誇りと愛着を持ち、常に現在と未来に向けた取り

組みとして、飛騨高山の魅力や価値を認識するとと

もに、地域づくり・人づくり・ものづくりを推進する

ことが重要であるとし、ブランドコンセプトをすべ

ての市民・事業者・行政等が共有すること、飛騨高

山ブランドを消費者・来訪者・移住者に対して、分

かりやすく伝えるとともに受け手をつなぐ接点をつ

くる取り組みを推進することとしています。

①ブランドコンセプトと飛騨高山の魅力・価値を表

現する4 つのキーワード

　飛騨高山ブランド戦略では高山市のブランドコ

ンセプトを「飛騨高山の風土と飛
ひ だ び と

騨人の暮らしが

生み出す本物　それが『飛騨高山ブランド』」とし

ています。

　飛騨高山ブランドとは、緩やかに流れる高山時

間の中で培われてきた飛騨高山の風土（気候・地

形・景観などの自然資源）や飛騨人（ひだびと）の

暮らし・営み・精神などから生み出される有形無

形の魅力群を「飛騨高山ブランド」と定義しており、

「飛騨高山ブランド」は、人々の期待を裏切らない

磨き上げられた本物であることを約束しています。

　また、「飛騨高山の魅力・価値を表現するキー

ワード」として以下の4つを位置づけています。

・伝統（Traditional）

高山市が取り組むブランド戦略
高山市議会議員 小井戸真人

地域レポート２
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　東西の文化と飛騨高山の風土が融合され

て生まれた“雅”と“奥ゆかしさ”が混在する「飛

騨高山独自の伝統」を的確に表現するもの

・癒し（Healing）

　飛騨高山の自然や環境、景観、緩やかな時

間の流れなどが生み出す「癒しの要素」を的

確に表現するもの

・人情（Hospitable）

　飛騨人の暮らしが育んできた助け合い、支

えあいの精神が生み出す「すべての人をやさ

しく包み込む人情味」を的確に表現するもの

　・匠（Authentic）

飛騨高山の風土と暮らしが育んできた“もの

づくりに対する心と技（ものづくりDNA）”が生み

出す「匠による本物」を的確に表現するもの

②インナーブランディングとアウターブランディング

　飛騨高山ブランド戦略を推進するため、ブランド

コンセプトの共有としてインナーブランディング、飛

騨高山ブランドの発信としてアウターブランディン

グを位置づけ、以下のとおり、それぞれの方向性

に基づいた具体的な取り組みをすすめることとし

ています。

・ブランドコンセプトの共有（インナーブラン

ディング）

⑴魅力・価値を学び理解するための機会

（場）の提供

⑵魅力・価値の磨き上げ

⑶魅力・価値を守り継承し、磨き上げるため

の人材の確保・育成

⑷魅力・価値を支える体制の強化・充実

・飛騨高山ブランドの発信（アウターブランディ

ング）

⑴魅力・価値の発信

⑵魅力・価値に触れる機会の提供

3．メイドバイ飛騨高山認証制度

　 メイドバイ飛 騨 高

山認 証 制度は、飛 騨

匠（ひだのたくみ）の

DNAを受け継ぐものづ

くりのまちとして飛騨高

山のブランディングを進

めることによって文化の

継承・発展と経済の活

性化を図るため、「飛騨

高山の風土と飛騨人の暮らしが生み出す本物、そ

れが飛騨高山ブランド」（飛騨高山ブランドコンセ

プト）に合致する独自性と信頼性の高い地場産品

を認証し、市の内外に積極的にPRするために制度

化されました。

　2021年度までに30品目が認証されています。

○主な認証産品（画像は高山市ホームページより）

宿儺かぼちゃ［農林水産物］

飛騨高山の酒［製品（加工食品等）］

▲認証ロゴマーク
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飛騨春慶［製品（工芸品等）］

4．ふるさと納税の取り組み

　高山市においても積極的にふるさと納税制度に

関する取り組みをすすめています。

　2021年度の実績は過去最高額となる22億6,611

万円の寄付が寄せられました。前年度比約2.7倍

の実績となります。市では寄附者に訴求する応援

メニューや当市の地場産品を知っていただくため

の魅力的な返礼品登録など、ふるさと納税制度

を通じたプロモーションを強化した結果、当市に

縁のある方や観光等で訪れたことのある方などが、

当市の取り組みに賛同し、支援していただいたもの

と捉えています。また、ふるさと納税は寄附者に寄

附額の3割相当の地場産品を返礼品として贈って

いることから、コロナ禍で影響を受けている地場

産業の新規販路の開拓に寄与するとともに、当市

の関係人口創出につながっていると捉えています。

　2021年度における返礼品数は1,485品で、そのう

ち新規返礼品は926品となっており、市内業者から

のふるさと納税に対する期待感も反映していると

考えています。また、返礼品の中で最も件数が多い

のが飛騨牛でその比率は50.2％と高く、飛騨牛は

飛騨高山のブランドを代表する商品として高い認

知を誇っています。

5．高山市移住促進の取り組み

　全国的に少子高齢化が進行する中、高山市にお

いても人口減少は大きな課題となっています。移

住促進は人口減少がすすむ中で、地域活性化の

大きな施策として多くの自治体が移住定住の取り

組みをすすめています。

　高山市では2021年4月に移住戦略を策定し、

「魅力を伝え、寄り添い、支援することで飛騨高

山に人を呼び込む」という基本方針を示すとともに、

積極的に移住定住に関する取り組みを推進するこ

ととしています。

①移住者に寄り添う相談体制の充実

　移住戦略では、移住者に寄り添う相談体制の充

実として以下の取り組みが示されています。

・移住の検討段階から移住後の暮らしまで、情報

提供・相談・支援のワンストップ化を図り、相談

体制を充実させる。

・行政だけでなく地域や民間もともに継続的なサ

ポートを行うため、官民の連携を強化する。

・高山市の魅力や特徴を実際に味わってもらうた

め、移住を体感する機会を充実させる。

　こうした考えに基づき、以下の機関が設置され

ています。

○飛騨高山移住定住サポートセンター

　移住に関する情報提供や支援をワンストップで

○ふるさと納税の推移

年　　度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

寄附件数（件） 7,672 4,860 9,223 22,931 86,319

寄附金額（千円） 275,205 209,573 352,001 834,463 2,266,110
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進め、それぞれの移住検討者に見合った丁寧な対

応を行う移住専門窓口として2021年6月に設置され

ました。

○高山市移住コーディネーター「飛騨高山暮らし

案内人」

　移住検討者が、安心して移住を決断し、移住後

も地域に溶け込みながら楽しく安定した生活がで

きるよう、移住前後の生活の不安や悩みに寄り添

い、多様な移住スタイルを支援するための細やかな

フォロー体制を確立するため、2022年4月に5人の

方を委嘱し、相談等に対応しています。

○飛騨高山移住者ネットワーク「ツラッテ」

　移住者を定住に繋げるため移住者同士の交流

を図るネットワーク組織として2022年1月に創設さ

れました。

　コロナ禍によって勤務形態や生活様式も多様化

する中で、これからも移住への関心は高まってくる

ものと予測されます。高山市における移住に関する

様々な取り組みによって移住に関する相談の延べ

件数は約3割増となっていると聞いており、今後も

移住希望者に寄り添った丁寧な対応が求められま

す。

　なお、高山市への移住者の状況は以下のとおり

となっています。

6．おわりに

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の2019

年の高山市への観光客入込数は473万人、外国人

観光客入込数は61万人と過去最高となっていまし

た。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

によって翌年度には観光客は230万人、外国人宿

泊者は11万人と激減しています。

　新型コロナの収束が見通せない状況となってい

ますが、高山市では域外資本のホテルの建設ラッ

シュが続いており、アフターコロナを見据えて新た

な観光需要を取り込めるよう、高山市の魅力・価値

を更に掘りおこし発信していく必要があります。

　飛騨高山ブランド戦略を基軸をした取り組みに

よって、地域の活性化につながり、持続可能なまち

づくりが推進されることを期待しています。

○高山市への移住者の推移

年　　度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度

移住者数（人） 308 293 326 361 332

※参考資料

　飛騨高山ブランド戦略（令和2年3月策定）

　高山市移住戦略（令和3年4月策定）

　令和2年高山市観光統計

　高山市ホームページ
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〇はじめに

　本事業は、1970年度、鉄道高架事業の調査に

着手され、1978年度、都市計画審議会が県に答

申、1996年度、沿線住民会議の設立、2000年度、

基本構想（名古屋本線）が策定され、2014年度、

一部先行から全区間を一括での整備方針に切り

替わった。

　2019年、岐阜県、岐阜市、名鉄の3者による

覚書が締結、都市計画決定、2021年に事業認可

された。そして今年４月、県と市による事業推

進の合同拠点となる現場事務所が開設され、い

よいよ地域に寄り添った事業展開がされること

となった。

　半世紀にわたる長年の懸案事項であった名鉄

高架事業が遂に推進されることとなり、この間、

実現に向けて努力を重ねてこられた担当部局の

皆様並びに関係者の方々に、心から敬意を表す

るものである。

　一方で、自治体行政の在り方という観点から、

この事業に関連してここで若干の論考を加えて

みたい。

名鉄名古屋本線鉄道高架化事業に
関連して

岐阜市議会議員 富 田 耕 二

地域レポート３

■名鉄名古屋本線鉄道高架化事業
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１.「費用対効果」あるいは、いわゆる「自
治体経営論」について

　地方自治法第2条第14項は「地方公共団体は、

その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の

増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果

を挙げるようにしなければならない。」と規定して

いる。この条文を根拠として職場では常に経費削

減圧力が加えられているが、「住民の福祉の増進

に努めるとともに」という前提条件があり、住民の

福祉の増進（＝業務の推進）に必要な経費は当然

確保されるべきである。

　やや本論から外れた話になったが、最小経費対

最大効果ということから、「費用対効果」という観

点が昨今の政策決定の中で強調されているのが

現状である。また、地方自治体を企業とみなして経

営の観点が不可欠であるという、いわゆる「自治体

経営論」も昨今の出版物やメディアを通じて喧伝

されている。

　したがって、通常用いられるこの文言に一定の

批評視点を持って名鉄高架事業を評価してみたい。

2．通俗的な「費用対効果」あるいは、いわ
ゆる「自治体経営論」批判

　鉄道、道路等の交通行政政策においてよく用い

られる費用対効果手法は、渋滞等により生じる時

間的損失を経済的損失に換算し、事業による時間

的損失の改善を事業費と比較するという手法だと

思慮する。

　しかしながら、現在我が国は少子高齢化社会に

突入しており、さらに言えばその進行形である人口減

少社会を迎えているという現状を無視することはでき

ないであろう。大規模な事業であるほど単年度予算

で賄うことは現実的ではなく、地方債など、複数年度

に亘る負担として処理せざるを得ない。

■加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業
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　そうであれば、人口の減少が、今後の自動車交

通量あるいは鉄道輸送人員量そのものの減少をも

たらす事は必然であり、効果の面が減少していく

前提で考えるという結論になってしまうだろう。

　したがって、ここで主張すべきは、上述した住民

の福祉の向上であり、極言すれば究極の福祉であ

る住民の生命の安全・安心の向上については、人

命を金銭に換算することはできないとして、その効

果を無限大と主張することではなかろうか。

　現在高架構想が進められている付近の道路に

ついては、特に朝晩のラッシュ時には遮断機が上

がっている時間よりも下りている時間のほうが長く、

警報が鳴り始めても遮断機が上がっていれば踏切

に突入しないと、後続車からクラクションが鳴らさ

れるような状況である。

　また、遮断機が上がっている時間が短いという

事は、特に歩行速度が遅くなった高齢者にとって

は踏切内に取り残される危険性があるということ

であり、これと認知機能の低下が相まったときは極

めて不幸な事故が懸念されるところである。

　したがって、住民の生命の安全・安心の向上に

つながる事業については、単に経済的な比較をす

るべきではないという視点を、住民、首長、議会及

び職員において共有すべきであろう。

　このことは自治体経営論に対する批判にも当て

はまる。経営者であるならば、単に赤字か黒字か

だけではなく、大前提として顧客（自治体において

は住民）の生命の安全・安心が必要であり、これ

を怠った場合は多大なペナルティを負うという覚

悟や制度が必要であろう。

　先日の知床遊覧船事業事故においては、賃金抑

制のため高給な経験者を解雇して経験が少ない

船員に切り替えたことが事故原因の一つだと報道

されている。不謹慎であることを承知であえて言え

ば、その経験が少ない船長と甲板員は船と命運を

共にしたが、経営者はどのような覚悟を持ってい

るのだろうかという皮肉すら言いたくなる。

　自治体経営論を唱えるのであれば、経営責任に

ついてもセットで論議をされるべきであろう。

3．まとめに代えて

　やや感情的な意見も含めて、表面的な「費用対

効果論」及び「自治体経営論」に対する批判を述

べてきたが、冒頭に記したとおり、今回の名鉄高架

事業については、岐阜市民として踏切部の不便性

や危険性は十分理解できるものであり、また長年

の懸案事項が解消に向けて動き出したことに対し

て、担当部局の職員及び関係者に対して心から敬

意を表するものである。

　しかしながら、もう少し広く地方自治として考え

ると、やりきれない思いを抱いていることがある。

　具体的に言えば、第３セクター化された長良川

鉄道（旧国鉄の越美南線）において、警報機や遮

断機のない私設踏切が多く存在し、先般もその踏

切で死亡事故が発生した。第３セクターの経営状

況から、そうした機器の設置や維持管理費が捻出

できないという実態かと思う。

　また、県内や、国内には、同様に経営状況が厳

しい鉄道路線も数多くあるし、公共交通というこ

とでいえば、存続が危ぶまれる地方バス路線にも

同様のことがいえるのではないか。

　さて、安全性の問題も含めて遮断機付き踏切か

ら高架へと改良していくのに、一方では遮断機の

設置や維持管理すらできないという「格差」をどう

すべきなのかと考えるとやりきれない。

　もっとも、自民党・中曽根政権の「第二次臨調行

革」により（旧）国鉄の分割民営化が強行され、赤

字路線の切り捨てによって、現在の廃線化や第３

セクター化がされたことが根本原因であることは

明らかであるから、これは自治体行政というよりも

国政の問題であると切り替えるしかないのかもし

れない。
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現地研修会「ブラトガシ」を開催して

　澄み渡る青空が広がり、天候に恵まれた5月22日、

岐阜市内でセンター主催の研修会を開催し、会員

21人が参加しました。

　今回はテレビ番組「ブラタモリ」で、案内役

を務めた地理学者であり、まちあるきの達人で

もある当センターの富樫理事長（岐阜大学地域

科学部特任教授）によるガイドで、岐阜町（岐

阜市の金華山の麓にたたずむ岐阜城の城下町の

ことをよぶ。現在の金華・京町地区周辺）を視

察しました。

はじめに、みんなの森ぎふメディアコスモス

で、岐阜市市街地活性化の基本計画や2000年以

降の行政と住民のまちづくりの動きのほか、岐阜町

の成り立ちについてレクチャーを受けました。

　その後、移転して1年を迎えた岐阜市役所新

庁舎17階の展望台から眺めを楽しみました。

　続いて御鮨街道を経由しながら、古い町並み

が残る川原町をめざし、歴史や建物、まちづく

りの説明を富樫理事長から受けながら歩きまし

た。奉行所の跡地、江戸時代の尾張藩の堀の跡、

築120年の古民家を利用したカフェ、町家をリ

ノベーションしたアウトドア用品店などを見学。

　川原町に入ってからは、まちづくり協定の取

り組み、無電柱化事業、若者が激減し高齢化率

が40%を超える現状について説明を受けました。

　また、この地域の活性化に向けて結成された

NPOの取り組みも解説がありました。岐阜市

の旧岐阜町（金華、京町両地区）で商売をする

老舗店舗の跡取りらが空き家や町家を改修し、

町に活力を呼び、地区の景観や生活文化、歴史

を次世代に伝えていくことを目的として設立し

た「（株）岐阜まち家守」の紹介や、実際に伊奈

波神社参道で旧写真館をリノベーションし、地

元住民とNPOが「人が集まる場所」として4月

にオープンした岐阜麦酒醸造なども訪れました。

昼食は川原町にある「食堂こより」さんで、こ

の日のために準備された「ブラトガシ」特別メ

ニューをいただきました。

　県内各地から20代から80代までの幅広い層の

方に参加いただき、会員の学びと交流の場とな

り、「次はぜひ、わがまちで現地研修を!」と

いう声も上がりました。

　今回の参加者の中からお二人に感想をいただ

きました。ご紹介させていただきます。

■何気なく見ている「まち」が歴史・背景
を聞きながら歩くことで違ってみえる

　今回、このような現地研修会には初めて参加

させていただきました。私たち自治体職員は仕

事の中で日々地域の諸課題に向き合っています

食堂こよりさんの前で参加者全員で記念撮影

センター事務局
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が、どうしても目の前の問題に目を奪われて視

野が狭くなってしまいがちです。また、地域の

歴史やこれまでの地域づくりの背景などの知識

が不十分なことにより、問題を一面的に捉えて

しまうこともあります。このような研修会を通

して、「まち」に対する広い視野を持つきっか

けとすることができたと思います。

　また、「まち歩き」という手法も非常に大切

なことだと感じました。車が日常的な交通手段

となっている私たちは、「まち」を普段よく見

ているつもりでも、表面的にしか見ていないこ

とがあります。例えば車の入りづらい路地沿い

に雰囲気のいいお店があったり、細い水路に魚

が泳ぐ姿が見えたりなど、車で通り過ぎるだけ

ではわからない、また講演などだけでは見えづ

らい「現場」の姿を捉えることができます。普

段何気なく見ている「まち」が地域の歴史・背

景などを聞きながら歩くことで違ってみえてく

ることが素晴らしいと感じました。

　私たちの「まち」でも、このような取り組み

が行われるとともに、自治体職員のみならず、

地域全体で手を取り合いながらまちづくりが取

り組んでいければと思います。

中津川市・田口雄大さん

■「課題・問題」であるという意識付けが
なければ、運動は起こらないと気付いた

　岐阜市は、仕事やプライベートで何度となく

訪れている場所だが、今回、本当に貴重な体験

をした。

　岐阜市は、本市と比べ４倍もの人が住んでお

り、やはり今もなお栄えているというイメージ

や先入観は抜けない。だからこそ、まちづくり

や空き家問題とはかけ離れていると思っていた。

普段、我々がインターネットを介して訪れる場

所や見ようとしなくても目に付くものはほんの

一部であり、その裏側や地域に入れば、やはり

問題があるということが分かった。

　散歩が趣味な私は、地元の公園や駅周辺など

はくまなく歩いている。今回、先生と一緒に歩

いたことによって、自分が日常なんとなく歩い

ている場所にも、問題があり、発見があり、歴

史があるということを学んだ。特に、課題や地

域の問題については、地元の人と協力し、一体

となって取り組んでいくことが求められる。そ

もそも「課題・問題」であるという意識付けが

なければ、運動は起こらない。いかにして、川

原町のように精力的に魅力を発信できるか。行

政だからという縦割りや、地元任せにならない

よう、市職員として何ができるか、地元の住民

として何ができるか考えながら、散歩ができる

といいなと思った。

多治見市・奥村佳史さん

伊奈波神社参道にリノベーションされて
オープンした店舗を見学

岐阜町の誕生について解説を受ける
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■　コロナ禍関連の倒産や企業の業績悪化をマスコミは毎日のように報道していま

す。人が外出しないのだから、モノやサービスが売れない。業績は落ち込み、挙句の

果てに倒産する。こうした道をたどるのは、誰にもわかります。この過程で女性を中

心とした多くの非正規労働者など、ワーキングプアの労働者が切り捨てられ、子ども

を巻き込んだ生活苦を強いられています。当然、経済は右肩下がりに下降し、地方

財政に大きな影響が及んでいます。なのに、国の税収は過去最高を記録しているよ

うです。しかも2年連続で過去最高を更新するらしいのです。コロナ禍にあっても、

一部企業による法人税収増が予想外に効いているようです。物価上昇と上がらな

い賃金の日本で生活する私たちには、なかなか理解ができません。

■　岐阜県地方自治研究センターは今年3月に財政分析セミナー、5月に現地研修会

「ブラトガシ 岐阜町編」を開催しました。セミナーのメインは講演「コロナ禍の地方

財政」。講師の飛田博史先生（地方自治総合研究所）は「自治体の貯金である財

政調整基金が多くの都府県で減少する見通し」と言っていました。コロナ禍による

飲食店などへの協力金等の支出と景気悪化による税収減の補填が主な原因のよう

です。貯金を減らす一方で、多くの地方では、収支が黒字らしいです。黒字の要因

は、新型コロナウイルスに対応するために、国が地方へ交付する多額の地方創生臨

時交付金によるものです。多額すぎて、使い切れない自治体が続出しているようで

す。定期預金は目減りしているのに、普通預金は膨らんでいる状況とでも言いましょ

うか。

■　センターの富樫理事長のガイドによる現地研修会「ブラトガシ」に参加しました。

メディアコスモスをスタートし、現代では考えられないほど狭いかつてのメインスト

リートを散策しながら、歴史と融合した現代のまちづくりを学びました。歴史には滅

法弱い私ですが、理事長のガイドに耳を傾けながら歩いていると、岐阜城の城下町

であった岐阜町の活気や町人の様子が目の前に現れるから可笑しなものです。裕福

そうには見えませんが、スローライフを楽しんでいるようです。みなさんも古い地図

を片手に地元を歩くと、いにしえの人々に会えるかもしれませんよ。

■　コロナ禍で、多くの企業の業績が悪化する中、一部の企業が業績を向上させた

だけで、国の税収は過去最高を記録し、企業の内部留保は500兆円に届く勢いで

す。しかし、大多数の労働者は、苦しい生活から解放されません。お金で幸せが買

えるとは思いませんが、幸せで楽しい老後を送るためには、それなりのお金は必要

です。毎日、多くの人は全速力で家事や仕事をこなしているのに、楽しい将来を描け

る人は限られています。人生、なかなか上手くいきません。

■　インド独立の父と呼ばれたガンジーは「速度を上げるばかりが人生ではない」と

言いました。会社のために心や身を粉にして働き続けて過酷な目標を達成するより

も、ゆっくりと自分らしい人生を歩みたい。せめて、安心して楽しめるスローな老後を

送りたいものです。

編
集
後
記
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