
各地の話題

地域の資源を活用、 
みんなで進める 
地方創生
永平寺町商工観光課 課長補佐
伊藤  聡一

１ 永平寺町の概要
永平寺町は、福井県の北部に位置し、西部では県都

福井市、坂井市、東部では勝山市に隣接する、人口約
19,000人、面積94km2の町です。町の東西方向に中
部縦貫自動車道、国道416号、えちぜん鉄道勝山永平
寺線が走り、南北方向には、北陸自動車道、国道364
号が走る交通要衝の地となっています。

永平寺町内には、町名の由来ともなっている、曹洞
宗大本山永平寺、老梅山吉峰寺といった禅の修行道場
が位置しているほか、福井大学医学部、福井県立大
学、各種専門学校といった施設も立地し、町の主要な
産業としては、観光業、繊維工業、食料品製造業があ
げられます。

しかしながら、少子高齢化、人口減少が進行する状
況は、他の多くの市町村と同様であり、町としても、
そういった状況を好転させるため、様々な取り組みを
実施してきました。

今回は、永平寺町が取り組んできた、または取り組
んでいる地方創生の施策の一部を説明させていただき
ます。

２ 地域金融機関、企業との連携強化
永平寺町は、県都福井市に隣接し、北陸自動車道と

中部縦貫自動車道の結節点でもある福井北ICがあり
ます。このような利点を活かし、創業起業、企業誘致
をスムーズに進めるため、北陸地域連携プラット
フォームの取組み、地方創生フォーラムで得られたつ
ながりや知見を基に、町内に支店を有する金融機関3
行（福井銀行、福邦銀行、福井信用金庫）の皆さんと
情報共有、連携を行う仕組みを整備しました。

仕組みの土台となる、町と金融機関との包括的地域
連携協定は3行それぞれと締結しましたが、3行のほ
かに町商工会等も含め、一堂に会して定例的に、打ち
合わせを実施しています。

打ち合わせは、それぞれの取引先・顧客・会員と
いった線的な情報ではなく、地域という面的なつなが
りで情報共有をしています。些細な話題からも、地域
経済の動き、創業起業の動向、空き家・空き地の情報
をスムーズに共有することができ、成果につながる事
例も出てきています。新型コロナウイルス感染症の感
染拡大に伴う、町内への影響を調査する「永平寺町産
業構造実態調査」も連携事業として進行中であり、利
子補給をはじめとする事業者支援も連携して実施して
います。このように、日頃からの連携は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止対策の迅速な実行にも役立てる
ことができました。

また、地元企業との連携事業の好例として、コロナ
感染対策での消毒用アルコール製造があげられます。

町内3蔵元による消毒用アルコールの製造

町内にある3蔵元（黒龍酒造、田邊酒造、吉田酒造）
の皆さんとは、町内イベントなどで日頃から連携をし

永平寺町
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永平寺町

ており、今回も、アルコール製造を依頼したところ、
快諾いただき、全国的に消毒用アルコールが不足する
令和2年5月中に学校、医療機関、福祉施設、町内事
業所に消毒用アルコールを供給することができまし
た。

３ 自動運転による地域の足の確保
永平寺町で実施されている特徴的な事業のひとつに

「自動運転」の実証事業があります。
平成29年に、経済産業省・国土交通省による、「専

用空間における自動走行等を活用した端末交通システ
ムの社会実装に向けた実証」における「実証評価地
域」の選定を受けて、永平寺町での自動運転の取組み
はスタートしました。

平成30年には、公道で世界初となる「1人の遠隔
監視・操作者が2台の自動走行車両を運用」する実証
を行い、翌年には、当時日本最長の実証期間である
6ヵ月間の連続実証を実施しました。永平寺町を舞台
として、技術面のテストだけではなく、どのようにす
れば住民に受け入れられ、地域に根ざした移動手段と
なるか、移動販売車との連携、小学生の下校時への活
用など、社会受容性についても多くの検証を実施して
います。

自動走行車両による小学生の下校

令和2年度、自動運転の実用化に際しての愛称を募
集し、選定の結果「ZEN drive」に決定しました。永
平寺町という地域性を基本に、自動運転という先端技
術が人に寄り添い、自然環境への負担が少ない乗り物

になること、地域に根ざした文化・生活と、自動運転
という文明が調和し、共生できる仕組みを目指すこと
が、愛称決定の理由のひとつです。

自動運転の実用化が始まりましたが、これはゴール
ではなく、新たなスタートであると考えています。現
在の技術と制度の中での自動運転が達成されたわけで
すが、今後は自動運転が提供できるサービスの質を高
め、地域みんなが豊かになる、笑顔になるモデルを目
指して取組んでいきます。

４ 地域住民が担う近助タクシー
自動運転の実証事業をきっかけとして、交通機関、

物流企業、福祉・介護、観光分野の皆さんにお集まり
いただき、町の新しい交通・まちづくりのあり方を検
討する「永平寺町MaaS会議」を設立しました。その
会議で検討し、実現した事業のひとつに、「近助タク
シー」事業があります。

高齢化率約4割の永平寺町志比北・鳴鹿山鹿地区に
は、病院やスーパー等がなく、移動手段の確保が長年
の課題となっていました。

そこで、令和2年10月から、意欲ある地域住民が
ドライバーとなり、地元郵便局やまちづくり会社、ト
ヨタ販売店各社と協働で、自宅から目的地までをドア
ツードアで結ぶデマンドタクシー「近助タクシー」の
本格運行を実施しています。
「近助タクシー」は、高齢者をはじめとした移動手

段の確保、外出機会の創出を目的として運行し、地域
の足として活躍していることはもちろん、地域住民に
よるドライバー制度も地域コミュニティの拡大に役
立っています。

また、コロナ感染対策における町内飲食店支援とし
て、町内飲食店のお弁当を町内各事業所に「近助タク
シー」で配達する「近助メシ」の取組みを行うなど、
地域の課題に柔軟に対応できるよう努めています。

今後は、貨物事業者と連携した「貨客混載」を行
い、「ヒトとモノ」が融合した地域交通のニーズ検証
を実施し、地域に根づいた活動としていく予定です。
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各地の話題

「近助タクシー出発式」の様子

５ かかりつけ医・在宅医療機能の確保
のために

高齢化による医療サービスの需要は全国的にさらに
増加すると見込まれています。

永平寺町においても例外ではなく、厚生労働省が発
表した町の平成26年度の「自宅死の割合」は、6.7パー
セントと福井県下最低の数値であり、地域包括ケアシ
ステムの充実を図るためには、在宅医療体制の整備が
喫緊の課題でした。

そこで関係機関と協議を重ねた結果、かかりつけ医・
在宅医療機能を確保し、「在宅診療の拠点として地域住
民が安心して医療、介護を受けられる体制」を整える
ための診療所を設立するという結論に至りました。

福井大学医学部附属病院が町内に立地していること
から、福井大学と協定を締結し、診療所の建設は町
が、管理運営は福井大学が行う指定管理者制度を活用
して「永平寺町立在宅訪問診療所」を設立しました。

町立診療所の運営をとおして、幅広い診療知識を持
ち、多角的な視野で診察を行う総合診療専門医の育成
を図ることは、医療ニーズが介護・保健の垣根を超え
て多様化している現状に応えることにもつながってい
ます。これからも、地域に根ざした医療従事者の育成
に取り組んでいきます。

６ まとめ
永平寺町では、まちづくり・地方創生における行政

の役割は、人と人とをつなげる、地域資源とつなげ
る、事業をつなげる、さまざな「縁」をつなげていく
ことだと考え、実践しています。さまざまな分野のさ
まざまな方々が集い、持続的に活躍できる場が、地域
全体のまちづくり、地方創生につながります。おかげ
さまで、永平寺町には日本全国、世界各国から、多く
の方々が集うようになってきています。この記事をお
読みいただいている皆さま、ぜひ、永平寺町へお越し
ください。

先端技術と伝統文化との共生で地方創生
 地方創生コンシェルジュ
 北陸財務局福井財務事務所長　山岸賢一

永平寺町といえば、曹洞宗大本山永平寺のイメージ
が強いかと思いますが、寄稿文にもあるように、全国
に先駆けての「自動運転の実用化」や「近助タクシー」
というMaaSにも取り組んでいるほか、経済産業省の

「IoT推進ラボ」にも選定されるなど、先端技術も活用
しながら新しいまちづくりに積極的に取り組んでいま
す。また、これらの取組みを通じて、住民の利便性向
上も図っていることに特徴があります。さらに、日本
の伝統文化である、「禅」をコンセプトとした町のブラ
ンド戦略や観光振興にも取り組んでおり、「ZEN」を
感じさせる町のイメージアップも行っています。

このように、先端技術と伝統文化との共生で地方
創生に取り組んでいることが永平寺町の強みではな
いでしょうか。

皆さん、コロナ禍が落ち着いたら永平寺町に来て、
先端技術と伝統文化との共生を是非体感してください！

診療所での診察風景
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１ 鳴門市の概要
徳島県北東部に位置する鳴門市は、観光資源とし

て、世界遺産化を目指している「鳴門の渦潮」「四国
八十八箇所霊場一番・二番札所」や「行って良かった
美術館ランキング」第1位となった「大塚国際美術館」
があり、地場産品も「なると金時」「コウノトリれん
こん」「鳴門わかめ」「鳴門鯛」等の全国に名を馳せた
農水産物が豊富です。

また、東京（羽田）から飛行機で約1時間半、神戸
（三宮）から車（バス）で約1時間半、大阪（梅田）
から約2時間の立地にあり、都会からのアクセスも良
好です。

しかしながら、他の多くの地方都市と同様、進学や
就職、結婚を機に市外へ転出する人も少なくなく、人
口減少や高齢化への対応が現在、本市の大きな課題と
なっています。

２ ウズパークの誕生
ボートレース鳴門は、昭和28年4月の初開催以降、

70年近くの歴史を有し、地域経済の発展、地域雇用
の確保に大きな役割を果たしてきました。その一方
で、近年の趣味の多様化、既存顧客の高齢化等に起因
して、売上、来場者数ともに、年々減少傾向にありま
した。非常に厳しい経営状況が続き、事業廃止の検討
もなされていたなか、ボートレース鳴門は、当時の状
況に即し、場内の利用効率を高めるため、平成28年
に「日本一小さい、コンパクトなスタンド」をコンセ
プトに、従来の施設規模から1/4程度まで大幅に縮小
し、生まれ変わることとなります。

ボートレース場の遊休地に整備されたウズパーク（右下）

リニューアルに伴い生じた遊休地を活用して、広く
一般の人に開放された、にぎわい創出の場を整備する
という本市の構想と、ボートレース全体のイメージ
アップを目的とした、ボートレース場のパーク化（複
合施設化）を図るボートレース中央団体の構想が相
まって、平成30年11月に「ウズパーク」は誕生しま
した。こうした取り組みは、全国でも先進的なもので
あり、ボートレースパーク化のモデル事例として、現
在、その他のボートレース場でも広く展開されていま
す。

ウズパーク全景

ボートレース場から 
地域を元気に
UZUPARK～ウズパーク～
鳴門市企業局 ボートレース企画課 課長
東條  勝彦

鳴門市
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各地の話題

３ 広く親しまれるウズパーク
ウズパークは、スケートパーク、バスケットボール

コート、サイクルステーション等からなる複合型ス
ポーツパークで、市民はもとより、市外、県外の子ど
もから大人まで楽しんでもらえる施設となっていま
す。

ウズパークの目玉である西日本最大級の大きさを誇
るスケートパークは、鳴門の渦潮をコンセプトとした
ご当地ならではのデザイン、初心者から上級者まで楽
しめる難易度設定、回遊性を高めることで衝突事故を
抑えたコース設計等、各所に創意工夫が取り入れられ
たつくりとなっています。平成30年のグランドオー
プンに際しては、多くの世界大会で優秀な成績を収
め、東京オリンピックへの出場も予定されている堀

ほり

米
ごめ

雄
ゆう

斗
と

選手をはじめとするプロスケートボーダーを招
き、デモンストレーションを行っていただきました。

その他、バスケットボールコートでは、毎年、徳島
県のプロバスケットチームと連携して、アマチュア3
×3大会を開催しています。四国内はもちろん、関西
圏からも大会への参加があり、スポーツを通じた交流
人口の増加の一翼を担っています。さらに、サイクル
ステーションは、「ASAトライアングル」という徳島
県鳴門市（AWA）、香川県東かがわ市（SANUKI）、
兵庫県南あわじ市（AWAJI）の3市を結ぶサイクリン
グコースの本市における拠点として位置付けされ、サ
イクルツーリズムの推進により、地域の発展に寄与し
ています。

ウズホール内のボルダリング施設

また、令和2年2月には、ウズパークの拡充として
新たな地域開放型施設「ウズホール」をオープンしま

した。無料施設としては国内最大級となるボルダリン
グ設備や約4,000冊の漫画や雑誌を快適な空間で読む
ことができる図書スペース等を備えています。新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、現在のところ実績
はありませんが、ボートレースのビッグレース開催時
には、表彰式や選手紹介式での利用も想定していま
す。ボートレース観戦にお越しいただいた方、それ以
外の方、どなたでも楽しんでいただけるような施設と
なることを期待しています。

４ 今後の展望
ウズパークは、今年でオープン3年目を迎えますが、

令和2年12月時点において、利用者は8万人を超え
ました。子どもから大人まで幅広い年代の方にご利用
いただく中でも、特にファミリー層の利用が多いこと
から、整備計画段階の構想どおり、にぎわい創出と
ボートレースのイメージアップのいずれにも大いに貢
献しているところと実感しています。

今後もウズパークが、地域の方々に親しまれ、全国
から様々な方にお越しいただき、人々の交流を育み、
市の活力を生み出す施設として活躍できるよう、尽力
して参ります。

鳴門から徳島、四国を元気に
 地方創生コンシェルジュ
 四国財務局徳島財務事務所長　佐伯方哉

鳴門市は、渦潮で有名な鳴門海峡に架かる大鳴門
橋を通じて兵庫県・近畿地方につながる、徳島・四
国の玄関口の一つですが、農漁業、製塩を祖とする
化学工業、観光業など、幅広い産業が大変盛んな都
市でもあります。

ウズパークは、広域かつ幅広い年代の多くの方々
に利用され、玄関口にふさわしい施設に進化をして
います。

今後も、ウズパークを拠点としたサイクルツーリ
ズムの促進等、県市を超えた連携により更なる交流
増を図るともに、渦潮、四国遍路など魅力ある資源
の活用にも連携して取り組まれ、鳴門市のみならず
徳島県や四国全体の活性化につながることを期待し
ます。
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１ はじめに

甲佐町を流れる清流「緑川」

甲佐町は、熊本県のほぼ中央、熊本市の南方約
20kmに位置し、南北に清流「緑川」が貫流する自然
豊かな町です。熊本市内から車で約30分、九州自動
車道の御船ICより車で約15分という場所にあります。

主要産業は農業で、緑川の恩恵を受けた肥沃な大地
において、主に水稲、野菜、花きの生産が行われてお
り、中でも「ニラ」、「スイートコーン」、「キク」が盛
んで、地元の高校と連携した商品開発等に取組んでい
ます。

観光面では、緑川で育った新鮮な鮎
アユ

が味わえる「や
な場」が有名です。

令和2年4月1日現在の人口は10,544人で、熊本地
震前の平成28年4月1日と比べると492人減少、10
年前と比べると約1,000人減少しています。従来から
の自然減に加えて、平成26年以降は社会減が続いて
おり、熊本都市圏とのアクセスの良さを生かすことが
できていない状況にあります。

この状況を打破しようと、最近では「古民家改修プ
ロジェクト（町内外の人が参加しての改修ワーク

ショップ）」が実施されるなど、関係人口の増加を目
指した活動が行われていますが、町内には滞在型の施
設が少なく、日帰り客が中心で、地域経済への波及効
果が限定的なものにとどまっているという課題があり
ました。

２ 町営キャンプ場の概要
町営の井戸江峡キャンプ場は、近隣における発電所

新設工事のため平成24年から休業していましたが、
その後の熊本地震による被害や施設の老朽化の影響も
あり、既存の施設を解体して新たなキャンプ場を再整
備することになりました。

新たなキャンプ場は、家族連れや若者をメインター
ゲットとし、川遊びや山の散策、体験型イベントを行
う観光交流拠点施設と位置づけられています。芝生広
場のほか、おしゃれなカフェやセレクトショップ等が
併設されていますが、目玉となるのが、グランピング
施設です。

キャンプ場（芝生広場とショップ棟）

「グランピング」は、グラマラス（魅力的な）とキャ
ンピングを合わせた造語で、アウトドア初心者でもキャ

グランピングで 
地域活性化
～財政融資資金を活用した 
　キャンプ場整備～
九州財務局理財部融資課 上席調査官
原田  康郎

甲佐町
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ンプを楽しめる、SNSに映えると人気を集めています。
テント内はクーラー、ベッド、ランタン等の「ホテル」
同様の設備を備え、各テントの前にはテーブルや食器、
バーベキューコンロ、地元の精肉店や直売所と連携し
た食材が用意され、手ぶらでキャンプを楽しめます。

グランピング設備（外観、テント内）

３ 財政融資資金の活用
本施設の総事業費は232百万円で、国庫補助金（地

方創生拠点整備交付金）74百万円と財政融資資金が
充当される過疎対策事業債158百万円を財源としてい
ます。過疎対策事業債とは、過疎地域自立促進特別措
置法による人口要件や財政力要件に基づき過疎地域に
指定された市町村が起債できるもので、公共施設の整
備、道路の改良、地場産業の振興、観光施設、下水道
施設等の様々な用途に活用できる事業債です。

地方創生拠点整備交付金の交付を受けていること
で、宿泊客数や収入額といった重要業績評価指標

（KPI）が設定されており、これらの指標を目指した
運営が必要になりますが、本施設により、当町の課題
であった関係人口の創出や滞在時間の増加、宿泊客の

獲得が期待されるところです。
また、施設管理は、地元の若手有志らでつくる一般

社団法人に委託されており、地元若者の活力・知見も
活用した効率的・効果的な運営がなされていることも
評価される点といえます。

提供される新鮮な地元食材

４ おわりに
本施設は令和2年7月のオープン以降、熊本市をは

じめとした周辺市町村からのキャンプ客で賑わってい
ます。本施設には、テント持ち込み客向けのテントサ
イトも用意されており、「きれいな空気の中でリフ
レッシュしたい」などといった声にうまく応えること
ができています。春の空気が感じられる3月に入り、
ますます活気づくことが期待されます。

本事例のように、財政融資資金は過疎地域における
様々な地域活性化事業に活用されているほか、地方公
共団体が進める上下水道事業や病院事業、災害復旧事
業等に活用されています。九州財務局では、これらの
財政融資資金の供給等を通して、今後とも地域社会に
貢献してまいります。
（写真提供）甲佐町、COMMON IDOE

（施設情報）
名称：COMMON IDOE（コモン イドエ）
住所：熊本県上益城郡甲佐町大字安平872－2
グランピング施設（4人用4サイト、2人用4サイト）
持ち込み区画サイト（10区画）
カフェ、ショップ棟、シャワー棟、芝生広場
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