2016 年 3 月 12 日
藤井誠一郎

「第１０回全国大学まちづくり政策フォーラム in 京田辺」参加報告
概要
2016 年 2 月 28 日（日）～3 月 1 日（火）の間、京都府京田辺市において「第 10 回全国大学まちづくり政
策フォーラム in 京田辺」が開催され、本学から政治学科 4 年生丸山さん、政治学科 3 年生廣瀬さん、法律学
科 2 年生進藤さん、法律学科 2 年生青井さんの 4 名が参加しました。私が担当する授業で受講生に参加を呼
び掛けた結果、意欲のある 4 人が参加しました。通常参加チームは「藤井ゼミ」といった名前を付けますが、
私のゼミ生ではない方々ばかりでしたので、今回は「大東文化大学 チーム藤井」というチーム名になりま
した。
当該政策フォーラムは、京田辺市全域をフィールドとして、地域が抱える多種多様な課題を地元の市民サ
ポーターや市職員の方とともに調査研究を進め、問題を掘り下げて課題を明確にしたうえで、具体的な解決
策を提案し、全国から参加する大学と提案する政策の質を競い合うという形で進められます。今回のフォー
ラムには、全国から 9 大学 17 チーム、総勢 126 名の参加者があり、これまで開催してきた中で一番多い参
加者、参加チームとなりました。
フォーラムでは、限られた時間の中で調査を行って政策を練ることはもちろん、プレゼン時に使用するパ
ワーポイントまで作成しますので、かなりのハードワークになります。また、提案にあたっては事前の下調
べが必要になりますので、今回は日曜日など丸 3 日、勉強会を開催して仮の政策提言案を作成して頂きまし
た。京田辺市のホームページを検索して現地の状況を確認したり、私が指示する文献を読みこなしたり、朝
から晩まで事前準備をしっかりと行いました。
今回はフォーラム側から指定されたテーマが特にありませんでしたので、
「人口減少社会における定住者増
加」について掘り下げて行くことにしました。昨今、
「増田レポート」により「消滅可能都市」たるものが発
表され世間に波紋を広げていますが、大阪、京都、奈良のベッドタウンとなり人口は増加している京田辺市
の人口をどのように維持していくか、更なる利便性の良い住宅地が近隣にできて人々が出ていかないように
いかに定住者を確保していくか、について、既に他地域で実践されている「地元学」の原理を応用して、地
元を愛する取り組みを幼児期、青年期、壮年期という 3 つの年齢層に体系的に実施していくという内容の政
策提言を行いました。
参加した 17 チームからは様々な政策提言がなされました。事前準備が足りていないもの、発表する政策の
ロジックのツメが甘いもの等も見受けられました。一方で、ゼミの時間を利用して研究を重ね、緻密なプレ
ゼン資料を作成しているチームや、かなり教員がコミットしているチームも見受けられました。
本学の発表では、用意した発表用原稿を読み上げるという形で臨みました。事前に発表の練習を行ってい
たため、12 分の発表時間内にしっかりと収まってスムーズに流れ、大変中身が濃く、たいへん締まったもの
になりました。私は会場の後ろでその様子を撮影していましたが、その前で発表を聴いていた一般市民の方
は、私たちの発表に相槌をうちながら聞いてくれる人もいましたので、かなり説得力があった政策提言であ
ったと思っています。
審査の結果、本学のチームは「特別賞」を受賞しました。最優秀賞、優秀賞に次ぐ賞であり、実質第 3 位
ということでした。提案された政策に優劣はありませんが、審査委員の問題関心に近く、発表のロジック等
では、他のプレゼンテーションよりも、より審査委員の心を動かし、説得力があったのだと思います。2015
年 9 月に参加した登別政策フォーラムでは、入賞できず悔しい思いをしましたが、今回は結果が出て、参加
した学生たちは充実感に満ち溢れていました。欲を言うと、最優秀賞を取りたかったのですが、それは次回
にとっておこうと思います。

１日目 2 月 28 日（日）
１日目は、市内をバスで案内して頂きました。市内全域を見ながら、どのような地域資源が存在するのか
を確認します。予め映像を見ていましたが、自分の目でしっかりと見ることにより、映像では気づかなかっ
たモノが見えてきます。京田辺市は大都市のベッドタウンですが周辺部は農村地帯であり、様々な顔を持っ
た自治体であることがよく分かりました。
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市内にある重要文化財、一休寺の見学の様子。左は一休さん、右は地元のガイドさん。

見学にあたっては、地元のボランティアの観光ガイドの方からレクチャーを受けます。分からないことが
あれば、ガイドの方に直ぐに尋ねます。しかし、私たちの質問にガイドさんは全て答えることができません
でした。
「また帰って勉強する」とのことです。実は、これが今回提言で援用した「地元学」のエッセンスな
のです。よそ者（風の人）が地元の人（地の人）に尋ねたことに答えていくことにより、地の人が地元の学
習を積み、地元への愛着心を育んでいくというのが本質です。ちなみに、このガイドの方は、退職してから
地域活動に参加されたとのことです。退職リタイア組の方が地域を支えていることがよく理解でき、やはり
この層の方が活躍できるように地域を組み立てていくことが必要だと思えました。

他大学の学生とともに説明を受けました。

懇親会で勝利宣言！！

政策フォーラムには、懇親会の場がセットされています。他大学の学生と交流を深めました。チーム紹介
では、なんと、
「勝利宣言」が飛び出しました。

2 日目 2 月 29 日（月）
2 日目からは本格的にヒアリングが始まります。私たちのチームには、京田辺市役所職員の尾崎さん、市民
サポーターの宮下さんがサポートしてくれました。尾崎さんはプライベートでまちづくり NPO に参加され
ており、地域を愛して定住者を増やしていく実践を展開されておられる方です。宮下さんは退職後、地域活
動に参加された方であり、京田辺のまちづくりについてかなり詳しく、様々な有用なアドバイスを頂きまし
た。
観光協会では以前に展開された「まち婚」の実施状況を確認しました。何度か開催したものの、ここ数年
は開催されていないとのことでした。何故再開されなくなったのか等、どういった状況が背景にあったのか
確認し、自らの提言に活かしていきます。
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午後からは政策提言に向けた打ち合わせを行いました。尾崎さん、宮下さんから多くの有用な情報を教え
て頂くことができました。サポーターのお二方のおかげで、提案に磨きがかかっていきました。

尾崎さん、宮下さんよりアドバイスを受けている様子

議論内容をホワイトボードに書き込みながら整理をしていきます。議論の結果、提案タイトルは、
ど う

い

う

の

「地元ってDo You Know?

定住ハッピープラン」となりました。

16 時 30 分でサポーターの方は帰られます。その後、施設の閉館時間（20 時）まで残り、読み上げ原稿と
パワーポイントを作成していきます。その後は京都市内のビジネスホテルに戻り、作業を続けます。

終了後、施設の閉館時刻まで作業を行いました

ビジネスホテルで詰めを行ないます
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午前 3 時に一応の完成、午前 4 時からプレゼンの予行演習を行いました。12 分内ギリギリでしたので、再
度精査をし、余裕をもって時間内に追われるように読み上げ原稿を編集していきます。途中、眠たくなって
寝そうになる学生もいましたが、
「最後までやりきろう」と声をかけ、みなさん限界ギリギリまで眠たい目を
こすりながら頑張りました。

3 日目 3 月 1 日（火）
結局、朝までかかってしまいましたので、一睡もせず、会場に向かう学生もいました。本学の発表は、丸
山キャプテンの意向で 14 チーム中 2 番目でした。
発表の様子

プレゼンでは大学の看板を背負って行いますので、かなりのプレッシャーを感じる中でのものとなりました。
練習の甲斐があり、予行演習どおりにプレゼンが進み、大変まとまりがあり、説得力あるプレゼンになりま
した。
プレゼンは昼休みを挟んで行われますが、昼食会場では「大東文化大学のプレゼンが良かった」という評
判を多くの先生方から頂きました。私は入賞できると確信しました。
結果発表では、下位から入賞の発表がありましたが、優秀賞か最優秀賞と思っていたため、発表が始まっ
ても、司会者の声をあまり聞いていませんでした。しかし、いきなり「大東文化大学」と言われ、え？入賞？
というような感じでした。ともあれ、入賞できましたので、これまでの苦労が形となり、結果を残すことが
でき、大変嬉しかったです。
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今後に向けて
政策提言の場面では、パワーポイントを利用しますが、他のチームのパワーポイントは、かなりの造りこ
みがされており、事前に作ったものを持ってきたと分かるものでした。恐らくは 2 年生が多かったことから、
ゼミで対策勉強をして、プレゼン資料を作り、練習を重ねた上で参加しているのだと思えました。一方、本
学のチームのフォーラムへの参加対策勉強は、期末テスト終了後からしかできませんでした。もっと前から
チームを結成して勉強を重ねていれば、ほぼ完成版を作成してから京田辺に行くことができたと思います。
そうすれば前日の徹夜作業をせず、余裕をもって参加できたと思えます。しかし、寄せ集めのチームではな
かなか時間がとれず、プロジェクトとして位置づけて計画的に事前に対策していくしかないかと思いました。
また、参加にあたっては、指導側にかなりの労力が必要となります。事前の勉強会へネタを提供するとこ
ろから始まり、政策へと仕上げていくまでは、ほぼつきっきりとなります。今回も１チームのみの参加でし
たので何とかなりましたが、2 チーム以上となるなら複数の教員が指導に当たるか、若しくは、学生のみで回
してもらう必要があります。そのためにも、参加経験者がリーダーとなって、引っぱっていく形を形成して
いくことが求められると思います。
下記の学生の声が示すとおり、本学の学生にとっても効果が高いものに思えます。今後の継続して参加し
ていきたく思います。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

参加学生の声
進藤さん
政策フォーラム in 京田辺に参加して
政策フォーラムは登別でも参加したため、2 回目の参加でした。今回参加を決めたのは、前回、教室で行ったことを
実際に外に出で行い、それを誰かに伝えるために必死にプレゼンを作る過程が、つらかったり大変でもとても楽しいと
思えたからです。
今回は事前に数回にわたって事前学習会を行い、ある程度内容を固めてから現地に出向きました。そのおかげで 3 日
間、スムーズに進めることが出来ました。しかし、人前に出て何かを発表するということは並大抵のことではなく、発
表ぎりぎりまで余裕は生まれませんでした。そして迎えた当日。みんなで作り上げた、最高の自信作を登別に続きみん
なの前で発表させていただきました。やはり、自信のある内容は、堂々とゆっくりと話すことが出来ました。最後のセ
リフの後にもらった会場からの拍手は脳裏から離れません。そして結果発表。最優秀を目指してはいたものの、特別賞
を頂いた瞬間は安堵感と達成感がこみ上げてきました。努力した結果が形になる。こんなにうれしいことはありませ
ん。
そしてもう 1 つ。しっかりとやるべきことさえすれば、たとえ形だけの偏差値が上の大学にも十分対抗できることが
わかりました。今までもそう思ってやってはいましたが、やはり発表や、取り組む姿勢を見ていると大学は関係なく、
「やったかやらないか」でこんなにも差がつくのだと思い知らされました。たまに大学の名前のせいにしたり、言い訳
をしている人がいますが、それはただ逃げているだけです。こういった、アクティブラーニングを通じて、真正面から
問題にぶつかっていくことで成長を実感できました。簡単にはいくことはありませんが、それでもこの楽しさはあの
「つらさ」があったからこその最高の産物であると考えます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
青井さん
2016 年第 10 回京田辺市政策フォーラム感想
今回の政策フォーラムに参加しての感想と、今後の課題について、いくつか述べたいと思います。まず、このような
機会に、私が参加することが出来たのは、多くの人達の協力があったからだと考えております。特に、同志社大学の先
生方や役員の方々、京田辺市の調査の際にお世話になった尾崎さんをはじめとする地域アドバイザ―の方々、そして私
たちの研究発表に最後まで真剣に協力・アドバイスをしてくださった藤井誠一郎先生、と大変多くの方々にお世話にな
りました。その為、この場をおかりして、感謝の言葉を述べさせていただきたいと思います。本当にありがとうござい
ました。
さて、今回、私がこの政策フォーラムに参加して得ることが出来た一番の経験は、物事を考える際の頭の使い方であ
ると考えております。
それは、一つの問題や課題を考える際に、目先の問題や、単に目に見える課題、あるいは誰もが認識しうる問題点の
みに目を向けるのではなく、もう少し長い目で先のことを予測し、今後の問題を解決するためにはどうすればよいの
か、あるいは今後生じる可能性のある問題をいかにして発生しないようにするのか、といった点に意識を向けるといっ
たことであります。
目の前にある問題を問題として認識するということは誰にでもできることでありますが、今後生じうるうる問題を予
測してそれを未然に防ぐというのはそう簡単にできることではありません。特に、そういった頭の使い方を日頃からし
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ていない限り、そういった発想を思い浮かべることは不可能なのではないでしょうか。けれども、今後私たちが社会に
出た際に求められる能力というのは、目先の物事を片付ける、あるいは問題が起きたらそれを解決するといったもので
はなく、いかにこういった問題を生じさせないようにするのかといった点を考慮に入れて行動するかという部分も存在
すると考えております。
そういった、頭のトレーニングをするためにも、今回のような一つの市町村を今後発展させていくためにはどうすれ
ばよいのか、といった点から今後の政策を考えていくというのは、非常に有効な活動だったと私は考えております。
政策を考えるというのは、単に目先の利益や問題を解決するだけでは足りず、もっと長い目で見て、どのようなこと
を行っていく必要があるのか、という点に目を向ける必要があります。もちろん、自分たちの考えた政策が今後京田辺
市で採用されるとは限りませんが、このような機会で学んだ頭の使い方は、今後様々なことに役立つのではないだろう
かと考えております。
最後に、私たちが行った研究発表の今後の課題と、今回の経験をどのように生かしていきたいかを述べて、終わりた
いと思います。
私たちの研究発表の良かった点は、目先の問題にとらわれず、京田辺市を長い目で見た際にどのような政策を行って
いくべきなのかといった点に目を向けることが出来た点にあると考えます。これは、日頃からご指導くださった藤井先
生や、休日もためらうことなく学校に来てくださったチームの皆さん協力があったからこそであると考えております。
今後も、このような、観点を忘れずに活動を行っていくことによって更によい研究成果を生み出すことが出来ると考え
ております。
一方で、今後の課題として挙げることが出来るのは、そういった長い目で見た際の問題点を解決、あるいは生じさせ
ないようにするためには、具体的にどうすればよいのかといった施策の部分の提案が不十分であったこと、発表の際に
使うパワーポイントがあまり分かりやすいものでなかったといった部分があげられると考えます。
どんなに素晴らしい政策を立てても、具体的にどのように実行するのかといった施策の部分の案が無ければ、結局は
先々に生じうる問題を解決することはできません。自転車が前に進むためには、前輪タイヤと後輪タイヤの両方がそろ
うことが必要です。これと同じように、政策部分という後輪タイヤが存在していても、具体的に何をするのかといった
前輪タイヤの部分が無くては、前に進むことは出来ません。今後はそういった部分をどうすればよいのかといった観点
を同時に持ちながら、研究活動を行っていく必要があると考えております。
そして今回、この政策フォーラムで得ることが出来た経験を、今後私は自分の研究テーマにも生かしていけるように
したいと考えております。私の専門は、行政学でも地方自治でもありませんが、自分の研究テーマである法律にも生か
すことが出来ると考えております。
法律学というのは、何かしらの問題が起きてから、それを解決するためにはどうすればよいかという点に目が向きが
ちであります。けれど、そういった観点だけではなく、今後問題が生じないようにするためにはどう解釈すべきなの
か、あるいはどういう運用をすべきなのかといった点を頭の片隅に置きながら、研究を進めていくことによって、更に
良い研究成果を生むことが出来ると考えております。その為、このような観点を忘れずに、今後も自分の研究を行って
いきたいと考えます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
廣瀬さん
第 10 回 全国大学まちづくり政策フォーラム In 京田辺に参加して
今回、京田辺の政策フォーラムに参加するという貴重な経験ができて、とても良かったと感じています。私が、政策フ
ォーラムに参加して特に良かったなと思う点は、大きく分けて三つあります。
まず一つ目は、受動的な学びではなく、能動的な学びをすることができたという点です。普段私たちは、テストやレポ
ートで良い点を取り、良い成績を取りたいがために勉強しがちです。普段の私も、「レポートがあるから、テストが近い
から…、仕方なく勉強しよう。
」という考えでした。ですが政策フォーラムでは、実際にその市が良くなるためにはどう
すれば良いのか、問題を洗い出した上で、課題解決のために案を出していくことが必要でした。京田辺にはどんな問題が
あるのかを調べたり、今まで他地域ではどんな方法でその問題を解決してきたのかを調べたりと、自発的に勉強して、事
前準備のディスカッションで意見を述べることができました。ただ論文として出すのではなく、プレゼンとしてみんなの
前で発表しなければならないという緊張感もあったので、前に出ても恥ずかしくない内容にしなくてはという思いから、
自ら学ぶ姿勢を持つことができたのかなと思います。
次に二つ目は、他大学の方々や京田辺市の職員の方々など、様々な人とコミュニケーションを取ることができたという
点です。大学にただ通っているだけでは、なかなか他大学の人と交流する機会はないので、同世代の「政策や政治」につ
いて学んでいる人たちがどういう意識で臨んでいるのか、また、他大学のことを知ることができて楽しかったです。加え
て、懇親会において司会をさせていただいたことで、市の職員の方々と話す機会もいただき、実際に公務員として働いて
いる人々の率直な意見や、生の声を聴くことができて新鮮でした。
『机の上だけでは学べないこともある』という言葉は、
こういうことなんだなと実感しました。
最後に三つ目は、自分の自信の一つになったということです。今回参加した政策フォーラムでは、同志社大学や立教大
学、埼玉大学、日本大学などの頭の良い大学や、私自身が大学受験生の頃に目指していた大学名もあって、内心賞なんて
取れないのではないかという不安がありました。しかし、チームのみんなのそれぞれ得意分野を生かして政策立案に取り
組んでいった結果、特別賞という賞をいただくことができ、私たちもやればできるじゃん！と前向きに捉えることができ
ました。何回も政策立案を練ったり、朝から晩まで籠りきりで勉強したり、ディスカッションで意見を出し合ったり、ほ
とんど寝ずにプレゼン作成に取り組んだり…。今回のフォーラム本番・事前準備は他の団体に比べたら短いものだったと
思いますが、とても濃い日々を過ごすことができたと感じています。
最後になりましたが、このような政策フォーラムに誘っていただきました藤井先生に、感謝申し上げます。この経験を
これからの勉強面・就活にも生かしていきたいと思います。ありがとうございました。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
丸山さん
全国大学まちづくり政策フォーラム（京田辺）について
＜参加経緯＞
履修講義「地方自治論」にて藤井先生より案内があった。参加動機は 2 点ある。一つは、単純にまちづくりや政策に
ついて興味があった。もう一つは、他大学と交流・競争することで、自らの力や講義で得た学習到達度を試すことがで
きると考えた。以上 2 点の動機を持ち、参加を決めた。
＜感想＞
私は今回のフォーラムに参加して、社会に出て、役立つと思われる学びが主に 3 点あった。それを以下に述べる。
まず一つ目は、何に対しても「なぜなのか・どうしてなのか」と疑問(興味)を持つこと。そして、臆することなく質
問をすることだ。これにより、課題発見や解決へのヒントとなる。さらにはコミュニケーションの手段としても役立つ
と考えられる。
二つ目は、手を挙げたもの勝ちということ。例えば、私は 1 日目の夜に予定されていた懇親会の司会に立候補した。
人前に立つことや司会進行に自信があり、好きだからではない。そのような姿勢を持つことや、周囲にその姿を見せる
ことで、それ以降の政策立案活動が上手くいくと思っていたからだ。
初出場であり、未踏の地という条件である私たちにとって、いかに周知してもらうか、自信を持って活動を進められ
るかが大事な要素の一つとなった。効果として、懇親会では「大東の学生はパワーがある」と学生に限らず多くの方に
お声がけいただいた。その後の政策立案活動にも有利に働いていたと感じている。
このような点で、学力では敵わない大学にも勝るのではないかと自信を得る経験となった。
三つ目は、本質を見ることの大切さである。私たちの提案が評価していただいた要因であるのもこの点だ。パワーポ
イントやプレゼンテーションだけを見れば、入賞していないチームの方が質の高いものはたくさんあった。しかし、概
念、提案の幹の部分では負ける気がしなかった。目の前ではなく、先を考えるように提案を練っていく。それは今回の
フォーラムで学んだことの中で特に自分にとって大きなことだ。今後、営業職として社会に出るうえで、相手のことを
考え、場当たり的ではない提案をしていきたい。
以上 3 点が、私が学んだことである。現在、本学ではこのような積極的に学外に出る活動や学生は少ないと思ってい
る。しかし、意欲はあるが一歩踏み出すことを躊躇している学生は多数存在する。私は 3 月を持って本学を卒業する
が、今回のケースが少しでもそのような学生の背中を押すことを期待している。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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