
「住み続けたい」と思える 

故郷づくり 

 大津町は全体で見れば人

口は増加しており、財政的に

も他の多くの市町村と比較

すればまだ恵まれた状況に

あると言えます。 

 しかしながら、「大津町」と

一括りにしても、農業地域、商

工業地域、住宅地域等の違

い、あるいは美咲野のような

近年人口が急増して若い方

が多く生活する新興地域か

ら高齢化・過疎化の進んでい

る古くからの地域まで様々で

あり、抱えている課題や必要

な措置も異なります。 そうし

た状況では「大津町は人口

が増えている」という言葉で

済ますのではなく、何よりも

一つひとつの地域に目を向

けていく必要があります。 

 町にとって人口が増える

ことは大切なことで、これま

で町が力を入れてきた「子育

て支援」の効果もあって、多

くの子育て世代が近隣市町

村からも移り住んでいます。 

 ただ私の描く理想としては

それだけではなく、今後大津

町の各地域で生まれ育つ子

ども達が住み続けたい、そし

て現在町外に出ている若者

も故郷に帰りたいと強く思

い、それが環境的にも経済的

にも実現できる町です。 

 先日、若者人口が増加して

いる地域の方から「孫や息子

が増えたようで嬉しい」との

お話を伺いました。 しかし、

それが自分の本当の孫や息

子であれば一層嬉しいはず

です。 

 私はそういう大津町を創

りたいと思っています。 

４ 

Ckeck 

～ 交付状授与式の様子 ～ 

■BLOG 

どうなったの？ あの提案！ 

■地域おこし協力隊が活動開始！(H26.3月提案) 

 昨年３月に提案した「地域おこし

協力隊」が、本年度より順次活動

を開始しています。 

 隊員のうち２名は肥後おおづ観

光協会（事務局長およびイベント

担当）、１名は大津町役場内で業

務に従事しています。  

ブログ版「新風！」のご紹介 

金田ひでき   

スマートフォンで

も閲覧できますの

で、ぜひ一度覗い

てみてください！ 

■里モンプロジェクト町村最多の16件が採択！

 インターネットのブログ（記事）でも

定期的に情報発信をしています。 

 紙面の場合どうしても文字の制約

がありますが、ブログでは週2回ほど

のペースで毎回1,500～3,000文字程

度の文章を更新しています（イベント

等の告知は除く）。 

 

 熊本県のまちづくり助成事業「く

まもと里モンプロジェクトの採択団

体が決定しました。大津町からは

県内全自治体中２番目、町村では

最多の１６件の取組みが採択さ

れ、既に地域に資する様々なプロ

ジェクトが進行中です！ 

■高齢者の一人暮らし世帯を考える  

■選挙における投票の話 

■「学力」の経済学 ～"ニンジン作

戦"は効果があるのか～  

■大津町の財務・財政① ～概論～  

～記事の一部を紹介～ 

■ 空港ライナー運行経路および不知火

光右衛門墓地への花植え・植栽 

■からいもを活用した特産品開発  

■歴史・文化の地域資源探求、町歩き

地図の作成 

■ 空き家を活用した地域拠点づくり 

■地元農家と都市住民のネットワー

ク構築・販路拡大 

■採択案件の紹介 （抜粋） 

※１案件最大50万円が県から助成されます 

～開設から４年目になりました～ 

～ 金田英樹（かなだひでき）のプロフィール ～ 
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大津町議会議員 

◆1982年11月  熊本県大津町生まれ 

◆2007年3月  慶應義塾大学経済学部 卒業 

◆2007年4月   第一生命 入社 （本社事務企画部 / 海外業

務トレーニー（英国scottish widows社派遣） / 
本社国際業務部 / 岡崎支社課長 を務める） 

町 政 報 告

◆2012年9月  第一生命 退社 

◆2013年2月  大津町議会議員に初当選 （文教厚

生常任委員会委員 / 議会広報編集特
別委員会委員 /議会活性化特別委員会
副委員長） 

 決算審査とは決められた予算が適切かつ効果

的に使われたか（執行）を確認するものです。 

 大津町の財政状況は依然として県内上位にあり

ますが右図の通り、町の借金や歳出の増加など厳

しさを増しています。 

 右肩上がりの時代にはお金の使い道を決める

予算審査が重視されてきましたが、これからは執

行の結果、期待に足るだけの効果があったかの

「費用対効果」が一層厳しく問われます。 予算・

決算審査を行う議員には一層の知識向上が求め

られています。 

かなだ 

9月定例会 ～ 平成26年度決算審査 ～ 

 『英国勅許 地方監査会計技能士』に認定されました 

 『一般社団法人 英国勅許公共財務会計協会 日本支部（CIPFA Japan）』

の認定する『地方監査会計技能士（LGAAT）』となりました。 英国勅許公共

財務会計協会とは、世界最大の公共部門に特化した監査、会計、内部統制、

財務管理等の職業的専門家の団体です。  

 「日本の公会計制度は民間企業の会計と違い、無駄遣いを防ぐための

チェック機能が弱すぎる」 と言われています。 例えば、上記の推移図で言

えば、町債（借金）を発行して得たお金も「歳入」として一括計上されるため、

中々本質が見えません。 

  当該団体は「地方自治体における財務管理の専門家」を育成する事を目的としています。 資格取得を足掛

かりに今後、自学や団体主催の集合研修への参加を通して一層の知識向上を図ります。 

ご報告 
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H19～26年度 大津町財政状況推移 (決算) 



 駅前楽善線の開通、肥後大津駅周辺整備、まちづ

くり交流センターやビジターセンターの新設など、駅

から役場周辺にかけてハード（道路・施設など）面にお

いては大きな変革がなされています。 

 このエリアの整備については、景観や利便性の向

上による人の流入増によって活性化を図り、最終的に

は商店街をはじめとした広く町内での「経済効果」の

創生も意図していると理解しています。  

 しかしながら、現在のところはハード面の整備に

よって利便性は向上したものの、当該エリアを通過す

るだけではなく、実際に人が歩き消費を誘発すると

いうところにはまだまだ繋がっていないように感じ

られます。  

 今議会では、

そうした観点か

ら提案を行いま

した。 

～ 駅から役場周辺の活性化に向けた取組み ～ 

先進事例に学ぶ 

 徳島県神山町では、ＮＰＯ法

人が主体となり空き家や空

き店舗を用意し、町にとって

必要な働き手を受け入れ側

から指名する『ワーク・イン・レ

ジデンス』の仕組みを設けて

います。 

 例えば、地域にパン屋が

なければ空き店舗への入居

条件をパン屋に限定し、一定

期間の賃料の優遇措置等を

設けて誘致します。 そうす

ることで住民の利便性が増

し、住み暮らす地域で買い物

ができます。 また、商店街と

しても潜在顧客を地域に留

められ、近隣からの新たな顧

客も期待できます。 更に業

種が重ならないので店舗間

競合もしにくくなります。 

 一例ですが、こうした仕組

みを本町にも構築できれば、

更に活気のある町にできる

と考えています。 

 商店街の活性化のためには事業者の組合である繁栄会が果たす役割も大

きいのですが、資金的・人員的な課題により新たな取組みを行うことが難しい

面もあります。 

 したがって、既に大津町でも３名が活躍中の「地域おこし協力隊」を新たに複

数名採用し、当該エリアの活性化に向けて活動してもらうよう提案しました。 

仕組みを創る”人財”が必要 ポイント② 
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 商店街をはじめとした町の活性化を図るためには、街並みの整備だけで

はなく、イベントによる人の呼び込みはもちろん、特色のある常設店舗の充

実なども必要です。  

 店舗が充実してくれば、流入する人も増加し、人が増えれば出店したい店

舗も増え、そうなれば更に流入する人が増加します。 既存の層だけではな

く、町内外で新たな消費者が増加すれば、既存の店舗でも売り上げの増加が

期待できます。 

 近隣ではまさに光の森がそうした好循環にあり、これまで大津町で買い物

をしていた町内や阿蘇の方々がそちらに移ってしまっています。 したがっ

て、大津町においても好循環を計画的に構築していく事が町全体の活性化

にも繋がると考えています。  

まちを人が“歩く“仕掛け創り ポイント① 

人が流れ込む仕組みを創り、流れ込んだ人がその商業圏で

継続的に消費活動をするための”仕掛け”を創る！ 
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鳥獣対策は全町的課題 

 今年秋にも阿蘇市で住宅

の庭にイノシシが現れ、襲わ

れた高齢者が重症を負う被

害が発生しています。  

 大津町でも農村地域はも

ちろん、美咲野などの新興住

宅地においてもイノシシなど

の目撃情報が複数出ていま

す。  有害鳥獣が生活圏に踏

み入らないようにすることを

含め、鳥獣対策は住民の安全

安心な生活を守るためにも

不可欠だと言えます。 

～ 鳥獣被害対策に向けた取組み ～ 

① 
駅から役場周辺の空き店舗や空き家を事務所として活用・常駐し、時には繁栄会等を事務局的

な役割も果たしながら支援する 

② 
町内の諸団体とも調整を取りながら、独自の集客イベントやチャレンジショップ（お試し開業用

店舗）、コワーキングスペース（共同事務所）、ワーク・イン・レジデンス等の企画・運営を担う 

③ 
駅周辺をはじめ、町内全域での空き店舗や空き家の管理・斡旋、町内での起業希望者や既存事

業主の支援、勉強会などを行う 

④ 
任期を終了した協力隊員は、当該活動を通して人脈・知識・スキルを高めながら自らが町内で

起業することを目指す（開業支援金として国から100万円の支援あり） 

得られた人財が“仕組み”を創る ポイント③ 

 人財がいることで、これまで形にできなかった

様々な取組みを行うことができます。 

 そしてこれらは、 ①「駅周辺をはじめとした町全

体の活性化や空き家・空き店舗の解消を目指す町」、 

②「新規顧客獲得や売り上げ増などを目指す事業

主や町内での起業を考える潜在的起業家」、 ③「地

方に新たな可能性を求める移住希望の都市住民」

の３者全てにとって有益な取組みであり、更にこの

仕組みが上手く回れ

ば商店街を中心に町

全体に活気が溢れ、全

町民にとって有意義

な取組みになります。 

■ 地域おこし協力隊の具体的な取組み 

 大津町では、有害鳥獣として指定されるイノシシ・シカ・サル等が増加傾向

にあり、農作物被害等が深刻化・広域化しています。 

 被害対策には、主に農地に入らせないための「侵入防止策」、固体管理のた

めの「駆除策」の２つの手法があります。  

 侵入防止策として、町は一部で広域ワイヤーの設置を行っていますが、万

全ではなく多くの農家は農地に電気柵を自助努力（一部町の補助あり）で設

置しています。 一方で駆除策としては、主に猟友会の方々にお願いし、「鳥

獣被害対策実施隊」となってもらうことで、制度・環境を整えています。 

 しかしながら、状況が悪化していることを踏まえれば更なる対策が求めら

れます。 全国的にも野生鳥獣が人を襲ったり、自動車と衝突したりと人身

被害に繋がる事例も少なからずあり、対策は農家だけの問題に留まらず全

町民の安全・安心な生活にも関わる課題です。  

 

■「駆除策」について、地域住民や諸団体等と協議の場を持ち、ともに対策を

考えることはできないか。 例えば、町単独・農家単独で「囲い罠」等を設

置して管理することは難しくとも、双方が役割分担をすることで実現化も

しやすくなる。 

■「侵入防止策」について、広域ワイヤー設置個所の拡大や個体数増を踏ま

えた電気柵等への助成見直しなどは出来ないか。 全国的にも鳥獣被害が

増加するなか国の助成制度も充実してきているため、 改めて調査・研究

してみてはどうか。 また、地域団体が受け皿となることで申請できる制

度もあるため住民向けにも情報を積極的に発信していただきたい。 

■ 金田の提案と要望 

後援会討議資料 


