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栄村の「村の創生」問題を考える 

～「空き家活用Ｉターン構想」の頓挫を踏まえて～ 

2017年 4月 1日 

㈱ふるさと回帰総合政策研究所 

代表取締役 玉田 樹 

 

 この拙論は、信濃毎日新聞 3月 9日付けの栄村に関する記事を送ってくれた友

人の“何かいい方策はないか”という問い合わせに答えるかたちで書いたもの

である。 

栄村の事情に疎いにもかかわらず、このような拙論を述べる無礼をお許しい

ただきたい。 

 

１．これまでのいきさつ 

１）震災復興から「村の創生」に舵を切った栄村 

 2017年 3月 9日の信濃毎日新聞は、県北部地震から 6年を経過した栄村を取

り上げ、インフラ整備が早く進んだことを紹介し、村は今後、人口減少対策な

どに力を入れていくことを報じている。 

 同紙によれば、村は今後、産業振興や子育て支援に重点を置いていくという。

起業にかかわる費用の補助、新たに雇用した村内企業への人件費の補助、高校

生への通学費の補助などに加え、地域おこし協力隊を 2人から 6人に増やす。 

 これらの村の方針は、栄村がこれまでの震災復興からようやく「村の創生」

に向けて舵が切られたことを示している。報道をみるかぎり、地域創生に向け

た優れた施策が開始されようとしている。 

 

２）空き家活用Ｉターン構想の頓挫 

 こうしたなか、同紙によれば、栄村の一集落が発案した「空き家活用Ｉター

ン構想」が頓挫したと報じている。 

 “これ以上世帯数を減らしたくない”との思いから大久保集落は、「地域の交

流の拠点」や「Ｉターン者による農家民宿」などを形にするために、集落内の

空き家を活用することを村に提案した。 

 その後、村にその空き家が寄付されたため、村は空き家を村営住宅として改

修し、集落が人を呼び込む、という枠組みで実施が構想された。 

 しかしこの「空き家活用Ｉターン構想」は、改修費用が多すぎる、村営では

今後の維持管理費がかかる、他の空き家の前例になるのではないかという理由

で、2017年度予算に計上された構想は議会から否決され、頓挫した。 
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２．頓挫した２つの原因 

「空き家活用Ｉターン構想」は、地元住民が希望し、それを形にできる空き

家があり、行政が前面に出たにもかかわらず、それが実現できないのは、どこ

かでボタンの掛け違いがあったのだと考えてみる必要がある。 

 そもそも、空き家の活用を村の行政が直接かかわることがよかったのかどう

か。しかし、村が直接かかわらないとすると、誰がその空き家活用の担い手に

なるのか。「空き家活用Ｉターン構想」の頓挫は、“行政の関与”と“担い手”

という２つの問題を栄村に提起したように思える。 

 

１）空き家への村の関与の仕方の問題 

 ボタンの掛け違いのひとつは、空き家の活用に行政が関わりすぎたことにあ

るとみられる。事後的には何でも言えるという誹りを怖れずにいえば、空き家

の活用に 3,500 万円の村の財源を投ずることは、オーバーコミットであるとい

うことである。 

栄村には 866 世帯、2,018 人が暮らしている。栄村の空き家数を推計すると、

およそ 140戸の空き家があるものと思われる（140戸＝866×（0.14/（1-0.14））、

空き家率全国平均 14％を適用）。 

 ㈱ふるさと総研の調べによれば、空き家のうち市町村に寄付したいと考えて

いる所有者は一般的におよそ 7％存在する。栄村では 10 戸（＝140 戸×0.07）

ぐらいの空き家所有者は、村に寄付したいと考えていることになる。 

 しかし、一般には市町村は空き家の寄付受入れには慎重である。寄付された

ところで、その活用に目途がたたなければ重荷になるばかりである。“施設”と

して改修し維持し続けることが市町村の財政を圧迫するからである。栄村はこ

れをやろうとしていた。 

 さりとて一方、空き家問題に“行政”が関与することは重要なことである。

空き家の所有者が高齢になっていることもあって、空き家の活用について、市

町村の関与を強く望む所有者は多い。空き家の賃貸・売買などに信頼おける行

政の関与は不可欠といってもよい。 

 だから、空き家の活用に際して、村は寄付を受け“直接的”に関与するので

はなく、村も参加する何らかの組織をつくり、その組織が空き家に対処すると

いうかたちで、行政が“間接的”に関与することが必要なことを今般の例は教

えてくれた。 

 

２）担い手の問題 

 ボタンの掛け違いのもうひとつは、空き家を活用し運営する“担い手”が見

えないことである。 
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今般の構想では、村が担い手となって村営住宅とし、空き家が活用できるよ

うになれば、Ｉターン者を迎えて運営主体になってもらう、つまり“公設民営”

を念頭に置いた構想であったが、村立で多額の財源を投入することが問われる

ことになった。 

空き家が村に寄付されたために、村営にせざるをえなかったとみられるが、

議会でも指摘されたように、他の空き家の前例となって、空き家の活用はすべ

て村営という事態の可能性をもつ。まずは、これがよかったのかどうか。村に

よる空き家の改修は水回りの改修など最低限にして、空き家を活用する運営主

体、担い手に使い勝手がいいようにあとの改修を委ねる、という選択肢もあっ

たのではないかと考える。 

 ここで浮かび上がってくるのが、空き家活用の“担い手”の不在である。こ

の“担い手”がいつの時点で登場するかで、2つのケースが想定される。ケース

1は行政が空き家を整備したのちにＩターン者を迎え入れ空き家運営の“担い手”

になってもらうというもの。ケース 2 は空き家運営の“担い手”候補をまず確

保しその候補者のもとで進められる空き家の整備に行政が支援するもの。 

 今般の「空き家活用Ｉターン構想」はケース 1 の相当し、これについて議会

からＮＯが突き付けられたのだから、村は今後の創生を進めるにあたって、ケ

ース 2を想定して事にあたらなければならない。“担い手”の確保である。これ

はなにも空き家の活用にとどまらず、村民の発意にもとづいて多様な事業を実

施しようとするとき、必要不可欠なものとして捉える必要がある。 

村では住民主体で集落独自の復興活性化ができるようにするため「ふるさと

復興支援金」を用意し、震災後これまで 18集落に施設や機械整備のために 7,300

万円を交付してきたが、小規模集落からの申請が少ないという課題があったと

いう。 

 村の創生のために、集落がそれぞれ活性化のために手をあげることは、きわ

めて重要である。しかし、今般のことが提起した問題は、集落が手をあげるた

めに、改めて“担い手”について、しっかり考えることが重要であることを教

えてくれたことである。 

 

 以下、“村の関与”と“担い手”の 2つの点について、栄村がとるべき方策に

ついて示す。 
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３．行政が関与して空き家を活かす方策 

 まず、空き家について栄村が“間接的”に関与したうえで、空き家を活用して

“直接的”に事業を行う“担い手”を確保しそれをどのように支援するかにつ

いて考えてみよう。このことが、頓挫した「空き家活用Ｉターン構想」を復活

するヒントを与えてくれるかもしれないのである。 

 

１）空き家中間管理機構を通した「空き家活用Ｉターン構想」の実現 

（１）栄村空き家中間管理機構の設立 

 空き家を活用するためには、行政の関与は不可欠である。所有者は空き家の

活用について信頼のおける行政の関与を強く望んでおり、行政の関与があれば

空き家を安心して市場化して貸したり売ったりできる。 

 そのためには、「空き家活用Ｉターン構想」にみられるように行政が“直接”

関与することは避け、何らかの形で“間接的”に関与する方法を探さねばなら

ない。 

 その例として、徳島県神山町では町とＮＰＯグリーンバレーが協議会を形成

して、この協議会が空き家の一時的借り受けを行い、これを利用者にサブリー

ス（また貸し）する事業を行って成功している。行政が直接関与するのではな

く、協議会というかたちの“間接的”な関与によって空き家所有者からの信頼

を得て空き家が活用されることを促し、一時的にこの協議会に預けられた空き

家をサブリースするのである。 

 この例にならい、活用できる空き家の一時的預かり機関として、栄村、不動

産業、工務店、ＮＰＯなどが共同して「栄村空き家中間管理機構」を設立する。 

 「栄村空き家中間管理機構」は、所有者と一時的借上げ契約を結び、借り手

が現れれば、所有者ないし借り手の負担で改修を行い、機構のメンバーである

不動産業の仲介によるサブリース契約が行われて初めて借り手による家賃の支

払いが始まる。この機構は参加する不動産業、工務店などを通じて、一時借上

げ時からサブリース期間を通して所有者の費用負担のもとに空き家の管理を行

うというものである。 

 これが実施されれば、栄村に寄付したいという空き家もこの機構が預かり、

利用者に賃貸することなどが行える。 

 

（２）国の事業による「中間管理機構」の準備と「空き家活用Ｉターン構想」の復活 

 この機構を設立するための準備として、国交省の「多世代交流型住宅ストッ

ク活用推進事業」を村としてやったらどうか。 

この国の事業は、空き家を多世代交流型に活用することに限定するものの、

空き家所有者と利用希望者の相談体制をつくることを求めているので、これに
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よって「栄村空き家中間管理機構」の素地をつくってしまうのである。 

その上でさらに、この国の事業は、空き家を多世代交流型事業用として活用

するモデルをつくることが要請されているので、「空き家活用Ｉターン構想」を

復活して一挙に形にしてしまうことができる可能性がある。 

 

２）空き家を活用する事業者への支援 

（１）「空き家再生事業」など国の事業の誘引 

 空き家の活用は、住まいとしての利用のほか、“事業用”として活用されるこ

とが期待される。「空き家活用Ｉターン構想」はその例である。 

 そこで登場するのが、“担い手”である。この“担い手”による空き家を活用

した事業の立ち上げを支援するために、空き家の改修や事業の立上げの費用に

ついて、村が用意する「ふるさと起業誘致条例」（後に述べる）による資金の助

成がまず重要な役割を果たす。 

 しかし、「ふるさと起業誘致条例」による資金の助成だけでは、事業を実際に

行うには力不足である。そこで、村は事業者たる担い手が必要とする資金の調

達に出来る限りの支援を行う。まず対象となるのは、政府の空き家支援等に関

する事業を誘導することである。 

 そのひとつの例として国交省の「空き家再生事業」を誘引することが考えら

れる。頓挫した「空き家活用Ｉターン構想」は、村が実施主体となっておそら

く国のこの「空き家再生事業」を行うことを前提として予算が組まれたのでは

ないかとみられる。これを民間の担い手たる事業者がこの国の事業を実施でき

るよう、村は国に働きかける。 

この事業は、滞在・交流タイプの空き家の活用を前提として、国が 1/3、村が

1/3、民間 1/3の負担となるので、民間の事業者が自己資金ないし融資などによ

ってこの 1/3 の負担に耐えられるかが国の事業を誘引すべきかの判断基準とな

る。事業者への融資などについて村として金融機関に働きかけていく。 

 

（２）「『小さな拠点』」づくり事業」の誘引による「空き家活用Ｉターン構想」の復活 

 政府は、中山間地域での多世代交流・多機能型の「小さな拠点」の形成を 2020

年までに本格稼働させるとしている。これは、過疎地の集落で買物や医者通い

の不便さなどを解消するため、この拠点を中心にサービス代行ができるように

しようとするものである。 

 大久保集落での「空き家活用Ｉターン構想」は、この「小さな拠点」になる

可能性があるので、この事業を誘引してくることが検討されてよい。 

 この国の事業では、住民によるビジョンづくり、住民の体制づくりを前提と

して、生活サービスの継続的な提供が求められている。住民が集って活動でき
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複合的な生活サービスを提供することに加え、農産物や特産品の販売、宿泊交

流などの産業づくりも行うものである。 

 空き家を活用して、住民やさまざまな“担い手”による「小さな拠点」づく

り事業を政府から誘引し、栄村の集落が活性化することを検討したらどうかと

考える。 

 

３）栄村の創生を空き家活用に求める 

 「栄村空き家中間管理機構」の設立と「空き家を活用する事業者への支援」

という手立てを講じた上で、栄村は地域創生の柱の一つに“空き家の活用”を

掲げたらどうか。 

 最近、田舎に住みたいと思っても住む場所がないため、田舎暮らしを諦めて

しまう人が急増している。 

 この隘路を栄村で取り除いてしまい、栄村活性化の柱とするのである。 

 現在、大都市圏を除く地方全体で 450 万戸の空き家が存在する。そのうち一

戸建てで利用可能な空き家は 140 万戸ある。この比率を用いれば、栄村には 43

戸（＝140戸×（140/450））の使える一戸建ての空き家があると推定される。 

 この 43戸の空き家を至急「栄村空き家中間管理機構」に一時預かりしてもら

うよう促すことをしたい。しかし、そうは問屋がおろすかい、という状況があ

るのも確かである。㈱ふるさと総研の全国調査によれば、使える空き家で地域

の空き家バンクに登録しているのは 1％にも満たず、不動産屋預かりになってい

るのも 3％にすぎない状況にある。この比率を使えば、栄村で賃貸や売買を希望

して市場に現れきているのはわずか 2戸（＝43戸×（0.01＋0.03））にすぎない

状況にあるとみられる。 

 これでは、空き家を地域活性化の柱に据えようにも話にならない。そこで、「栄

村空き家中間管理機構」をつくり、ここに一時的預かりを呼び掛けることを始

めたい。そして、「多世代交流型住宅ストック活用推進事業」「空き家再生事業」

「『小さな拠点』」づくり事業」などを誘引して、単なる住宅としての活用に留

まらない多面的な地域づくり拠点事業としての活用をアピールすることをとお

して、より多くの一時的預かりが増えることを期待する。 

 しかし、栄村だけの努力では限界があるため、政府に働きかけて、大都市や

他地域に移住してしまった空き家所有者に対し、空き家を市場化するよう呼び

かける一大キャンペーンを打ってもらうようにしたらどうか。㈱ふるさと総研

の調べでは、地方に空き家をもっている人の 6 割はすでに大都市に住んでしま

っている。これらの所有者には、なかなか一自治体が働きかけることは難しい。 

 政府は、空き家の活用について自治体の努力ばかりに期待しているが、これ

は間違いである。空き家がなかなか市場化しないという現実を抱える地方自治
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体の努力が限界であることを政府はしっかり認識し、“空き家は市場化してあた

りまえ”の風土形成をすることが政府の責任であるとの自覚をもつ必要がある。 

 栄村は、「空き家活用Ｉターン構想」という貴重な経験を生かし、空き家を地

域活性化の最大の資源として活用していくことを方針づける。そして「栄村空

き家中間管理機構」の設立などともに、政府に空き家の市場化キャンペーンの

実施を働きかけることを開始されたい。 

 

 

 

４．担い手を確保する方策 

 次に“担い手”確保対策についてである。 

栄村の 19世帯 47人が住む大久保集落が提案した「空き家活用Ｉターン構想」

は、Ｉターン者が現れる前段階であったので村営として実施しようとしたため

頓挫した。 

 本来であれば、大久保集落が事業主体として動くべきであるが、小さな集落

のため“担い手”となるにはパワーが不足であったと思われる。 

栄村人口ビジョン（平成 27 年）によれば栄村には 32 の地区があり、そのう

ち大久保集落より人口が少ない地区は 16と半分に上る状況にある。こうした地

区では空き家の活用に限らず集落が活性化のために何かをやろうとしても、そ

の“担い手”を確保することが難しいのではないかとみられる。 

 そこで、あらゆる手を使って、栄村で“担い手”を確保する方策を考える必

要がある。以下に示すことは、空き家活用の担い手にかぎらず、村の活性化の

ために何かをやろうとするときに、担い手をどう確保するかを念頭においたも

のである。 

 

１）担い手を確保するいくつかのアイデア 

 地域を活性化するためには、行政が頑張ることがもとより必要なことだが、

住民が自ら立ち上がる風土を形成することが何よりも求められることである。

そして地域外からＩターン者を募って活性化の役割を担ってもらうことも重要

である。 

 しかし、これがなかなかうまくいかない現実がある。つたないアイデアをい

くつか紹介する。 

 

（１）集落民を事業者にするための研修塾の常設 

 集落の発意を形にするために、誰かに頼るのではなく自ら事業化することが

できるよう、“研修塾”を常設し研修を行う体制を整備する。 



8 

 

 これまでの経験によれば、“自ら事業を立ち上げてみたい”とする人は全国各

地に数多く存在する。若者はもとより、女性でも起業希望者が多く、高齢者で

も数多くの人が起業にチャレンジしてみたいと思っている現実がある。 

 しかし、その一歩を踏み出す人はそう多くはない。思うアイデアを事業にし

ようにも、そのノウハウを持たないからである。 

 そのため、“発意”を事業化するとはどういうことか、そのために何をやるべ

きかなどについて、村民やＩターン希望者を対象に研修を行う体制を用意した

らどうかと考える。一定期間にわたって定期的に集合研修を行うのである。 

 この研修塾は、是非、集合研修であるべきである。事業の発案を自分一人で

抱え込んで事業化しようとしても、うまくいかないケースが多い。“ひとりよが

りで悦に入り”状態で事業実施に対する多角的な検討ができなくなるからであ

る。だから、集合研修にして、お互いの会話が刺激となり触発される環境をも

つことが必要なゆえんである。 

 人生二毛作の時代にあって、高齢者といえども地域活性化に一肌脱いでもら

えるようにしたい。役場ＯＢや企業・農業リタイア者などを含め、事業化、起

業化についての集合研修を行い、村全体として、集落自らが立ち上がれる環境

づくりの準備を開始する。 

 

（２）栄村役場職員の“兼業”の推進 

 役場職員は地域課題を的確にとらえ、それを解決に導ける優れたプロである。

彼らの力を地域に解放するために、役場職員が“兼業”できるようにする。い

わゆるアウトリーチできる体制を整える。 

 神戸市は、これを進めるために、地方公務員法 38条の営利企業等の従事制限

について“許可を柔軟に運用する”こととした。自治体職員が行政職務を遂行

する職員ではなく、市民として地域課題を解決する活動に参加できるようにし

たのである。いわば、市職員に“兼業”を進めることを開始した。 

 栄村には 74 名の職員と 27 名の臨時職員がいる。おそらくこれ以上人手を減

らすことは難しいのかもしれないが、栄村の存亡をかけるときに行政だけがう

まく回っていても意味がない。だから、役場の定型業務をできるだけ外注で処

理する（アウトソーシング）ことを開始すべきである。この議論はずいぶん昔

から行政改革と称して行われてきたが、さまざまな理由を盾にしてなかなか進

まなかった。これを機に一挙に行政事務のアウトソーシングを拡大し、その分

を村職員が地域に出られる工夫をすることが求められる。 

 これが行われれば、栄村の職員が地域に出て、今般の頓挫した構想を集落主

体に押し戻し集落がこの構想の担い手になるなど、今後生まれるであろう地域

住民のさまざまな活動に大きな支援ができることになる。 
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（３）「栄村“兼業”地域」宣言と村内企業従業員の“兼業”化 

 村役場が“兼業”を率先することをとおして、村内にある民間企業の従業員

の“兼業”を促すことを行う。 

 現在、政府は働き方改革の一環として、企業の兼業化を推進しはじめている。

栄村もこれに呼応して「栄村“兼業”地域」宣言を出し、村内企業がこぞって

兼業推進をはかるようにする。 

 企業従業員に“兼業”の仕組みが導入されれば、従業員は兼業の時間を使っ

て子育てや介護はもとより、地域活動を支援したり、自ら起業したり、ＮＰＯ

を作ったりして、栄村の活性化に貢献するとともに、自らの人生二毛作の準備

を開始することになる。 

 

（４）シルバー人材センターの“担い手”としての活用 

 地域の活性化に大きなパワーを発揮できる組織として、シルバー人材センタ

ーがある。 

 兵庫県養父市のシルバー人材センターは、近隣の伊丹市シルバー人材センタ

ーの協力を得て、地域の特産物である山椒の収穫に援農として出向き、その一

次加工事業を行っている。そして伊丹市シルバー人材センターが養父市に来る

時の宿泊場所として、空き家を使った宿泊事業を開始した。 

 シルバー人材センターは空き家を活用した事業を行うことや、さまざまな自

主事業を行う能力をもっているので、集落が発案する事業の担い手として、こ

のシルバー人材センターの力を借りることを検討したらどうか。残念ながら栄

村にはシルバー人材センターがないため、近隣の飯山市のシルバー人材センタ

ーの協力をお願いする。 

 これと関連して、栄村には JA北信州みゆき栄出張所や栄村商工会がある。

これらの団体も地域活性化の向けたパワーをもっていると思われるので、彼ら

を“担い手”として登場してもらうことも検討されてよい。 

 

（５）地域おこし協力隊の活用 

 栄村では地域おこし協力隊を 2 名から 6 名に増員して受入れる。すでに想定

されていることと思われるが、この隊員を集落の発案する事業の立ち上げに協

力してもらう。 

 地域おこし協力隊は 3 年の期限で地域活動を行うことから、この時間があれ

ば事業の立上げから開始に至るまで隊員の協力が可能になるわけで、うまくは

まれば、その事業の中心的担い手に祭り上げ永住してもらうこともできる。 

この仕組みがすでにあったら、今般の頓挫した「空き家活用Ｉターン構想」
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事業は村営にしないで、地域おこし協力隊員＋集落のパワーに依存することが

可能だったと思われる。 

 

（６）七人の侍の募集 

 地域おこし協力隊にかぎらず、集落から発案があった段階で、その事業を形

にできる腕に覚えがある人を都会から募集することを検討したらどうか。一定

期間住まいと生活費を補助して、いわば七人の侍を募集するのである。 

 募集に際しては、ネットなどを活用するとともに、東京圏の自治体への広報

や不動産屋に募集依頼することや、ＮＰＯふるさと回帰支援センター（東京・

有楽町）の相談コーナーに募集を依頼する。 

 集落が発案する事業に収益性が見込めるものであれば、七人の侍はそのまま

栄村に住み続けることになる。 

 

 担い手づくりについて 6つのアイデアを紹介したが、この担い手づくりによっ

て現れてくる人材を村に登録してもらい、具体的な活躍の場を提供するために

栄村「“担い手”人材バンク」をつくって情報を集約することがあってもよい。 

これによって、少なくとも、“担い手”づくりをした成果が評価できる、集落

の発意の担い手をすぐ探せる、栄村「研修塾」の講師も選定できる、など多様

な効用があがる可能性があるからである。 

 

２）「ふるさと起業誘致条例」の制定 

 担い手づくりのアイデアや「“担い手”人材バンク」について紹介したが、こ

の“担い手”が沸き起こるようにするために、栄村で「ふるさと起業誘致条例」

を制定する。 

 事業が本格的に開始されるまでの間、事業の立上げに対する補助や支援を行

う仕組みを用意するのである。 

 大久保集落の空き家を活用した「（飲食や物販機能付きの）地域交流施設」や

「農家民宿」はある程度収益が見込める事業である。つまり、「空き家活用Ｉタ

ーン構想」を実現することは、事業を起業することにほかならない。 

 こうした事業の担い手として、すでに述べたように集落の人々、役場職員、

企業従業員、シルバー人材センター、都会の人々が積極的に参加できるように

するためには、事業の立上げ資金を助成し、そのインセンティブを高めること

が有効である。 

 そのため、栄村「ふるさと起業誘致条例」を制定する。先の信濃毎日新聞に

よれば、栄村では今後、起業にかかる費用の補助を行うという。重要なことで

ある。これを単なる“事業”とせず、“条例”にしたらどうかと考える。 
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「ふるさと起業誘致条例」は、まず、これまでの企業誘致条例と同じ仕組み

をもつことを想定する。つまり村が起業に補助した分を地方交付税で補てんし

てもらうことを前提にし、企業誘致条例と同じように起業後の税で補助金を回

収する。補助の対象は、個人の起業であってもよい、つまり規模の制約を設け

ないものとして設計する。 

補助の種類は、起業のための研修費、アイデアの実現可能性調査費、事業計

画の作成費、応募に際してのプレゼンテーション費、起業に向けてアドバイス

と支援を受けるメンター費、起業時の建物等の仮契約費、事務機器・什器等の

備品費、法人登記費などで、これらの費用の補助上限は 300～500万円程度と考

えられる。 

加えて、これとセットで「ふるさと起業研修塾」や「応募審査体制」、「メン

ター群」などを用意する。 

 こうした「ふるさと起業誘致条例」という環境が整えば、Ｉターン者を含め

栄村で多くの住民が起業をめざし、人生二毛作の準備が行える。このことが「空

き家活用Ｉターン構想」を“村営”というくびきから解放し、村民が事業の担

い手になることを通じて村に活力を与えることにつながるだろう。 

 

 

 

５．栄村のみなさんへ 

 この拙論は、ＮＰＯふるさと回帰支援センターの高橋公専務理事から、3月 9

日付けの信濃毎日新聞の栄村に関する記事のコピーをお送りいただいて、“何か

いい方策はないか”という問いかけに答えるかたちで書いたものである。 

 大変よく整理された新聞記事をたよりにネットで栄村の情報を集めながら、

筆者の経験に照らして思うことを栄村に対する提言風にまとめた。 

 栄村の事情を全く知らない者がこのような拙論を書くことの非礼にまずお詫

びするとともに、間違ったことを言っている可能性がある場合にはどうかご容

赦いただきたい。 

 なお、筆者の思いは「地方創生 逆転の一打 ～「公助」の異次元改革のスス

メ」（玉田樹、ぎょうせい、2017年 1月 31日）に述べているので、参照いただ

ければ幸いである。 

 この拙論が、栄村の創生に役立てればと思う次第である。 

 栄村が震災復興から「村の創生」に向けた第一歩を力強く踏み出されんこと

を祈念する。 
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