
第21回 全国小さくても輝く自治体フォーラム
in馬路村

●平成28年 7月 22日（金）～23日（土）

　九州地方での地震による被災者のみなさまに心からお見舞い申し上げます。被災状況やこれからの復旧・復興を
考えますと、あらためて住民の生命と生活を守る自治体の役割が重要であることが示されています。

　少子高齢化の下、生活基盤の喪失の危機に直面している地域も少なくない中で、地方における雇用の創出、地域
経済の振興、結婚・出産・子育て支援の強化、東京一極集中是正という目標は喫緊の課題です。
　自治体は、地方版総合戦略の策定を進めてきました。フォーラムの会に集う自治体では、これまで進めて来た持
続可能な地域経済社会づくりを目指し地域コミュニティを基盤とした自治の営みによって地域づくりを発展させる
方向で総合戦略づくりが取り組まれました。
　一方、自治体の取組を支援する地方創生交付金は、自立性・先駆性・広域性という条件が付されるようになり、そ
の総額の先行きも懸念されるところです。また、国の行財政措置と関連した政策誘導が自治体間競争を過度にあお
っているのではないかという懸念もあります。
　地方創生を真に基礎的自治体の自主的な取組を基本に進めるのであれば、地方の一般財源総額の拡充を図ること
が最重要です。私たちは、今日までの取組に自信をもち、国に対して一般財源の拡充を強く求めていく必要があり
ます。
　今、住民に身近な自治体という特性を活かし、地方自治の下で、地域の魅力を高めていく取組がいっそう求めら
れています。こうした取組は、「人口」を奪い合うことではなく、共生と連帯を基本とすべきです。また、住民が幸
せになる地域をつくることが基本となります。

　第 21回フォーラムを開催する高知県馬路村は、古くからスギ材（魚梁瀬杉）という森林資源を活かした自治体と
して知られるとともに、ゆず飲料の開発・普及に取り組んできました。地方創生の一つの柱である、地域資源を活
かした地域産業振興に取り組み、雇用を増やしてきた自治体です。その取組に学ぶとともに、高知・四国をはじめ
各地で取り組まれている人口減少に負けない地域づくりについて交流します。
　ご参加お待ちしています。

『ごっくん馬路村』のむらづくりや
集落活動センターをはじめ
高知・四国の小規模自治体の
人口減少に負けない
地域づくりに学び交流します

主　催／全国小さくても輝く自治体フォーラムの会
事務局／〒162-8512 東京都新宿区矢来町 123　自治体問題研究所内

TEL. 03-3235-5941　FAX. 03-3235-5933　E-mail : info@jichiken.jp
申込み受付（宿泊・バス）担当／一般社団法人高知県東部観光協議会

　〒784-8501 高知県安芸市矢ノ丸 1-4-40
TEL. 0887-34-0866　FAX. 0887-34-0865　E-mail : tobukochi@vesta.ocn.ne.jp

開催地／高知県馬路村【現地事務局】
　〒781-6201 高知県安芸郡馬路村馬路 443　馬路村役場地方創生課
TEL. 0887-44-2277　FAX. 0887-44-2779　E-mail : sousei@vill.umaji.kochi.jp



○プログラム・スケジュール
日　　　時 内　　　　　容 会　　　場

7月 22 日㈮ 12：00 町村長交流会（町村長とその代理者） 馬路温泉 2階 大ホール
12：30～13：30
13：30～13：45

受付開始
文化行事

馬路村農業協同組合　
ゆずの森加工場
2階 研修室13：45～14：00 開会・挨拶

14：00～15：00
記念講演
「地方創生にどう向き合うか」
� 坂本誠（NPO法人ローカル・グランドデザイン理事）

（分科会会場へ移動）

15：30～17：00

分科会
①農業振興� 助言者：岩佐和幸（高知大学）
報告：四万十町・内子町・馬路村農協

馬路村農業協同組合　
ゆずの森加工場
2階 研修室

②林業振興� 助言者：白井裕子（早稲田大学）
報告：梼原町・佐川町・エコアス馬路

馬路村就業改善センター
2階 大会議室

③定住促進・人づくり
� 助言者：保母武彦（島根大学名誉教授）
報告：本山町・上勝町
（交流会場への移動）（フォーラムの会総会・馬路温泉）

馬路村役場 
2 階 会議室

18：30～20：00 夕食交流会
（宿舎への送迎）

馬路温泉前河原

7月 23 日㈯ 9：30～11：00 シンポジウム
「住民が生き生きと住み続ける地域づくり」
大宮産業（四万十市）・高知県・高知大学
大豊町・馬路村
� コーディネート：田中きよむ（高知県立大学）

馬路村農業協同組合　
ゆずの森加工場
2階 研修室

11：10～11：30 次回開催地挨拶、アピール採択
11：40～14：00 オプション企画（希望者のみ） 馬路村内

○送迎バス
日　付 コ　　ー　　ス

往
　
路

7 月 21 日㈭ Ａ 高知龍馬空港（15：20）→後免駅（15：40）→馬路村（17：30）
7 月 22 日㈮ Ｂ 高知駅（8：50）→高知龍馬空港（9：20）→後免駅（9：40）→馬路村（11：20）
7 月 22 日㈮ Ｃ 後免駅（11：25）→馬路村（13：20）
7 月 22 日㈮ Ｄ 高知龍馬空港（11：30）→馬路村（13：20）

復
　
路

7 月 23 日㈯ Ｅ 馬路村（11：40）→安芸（昼食）→高知龍馬空港（14：00）
7 月 23 日㈯ Ｆ 馬路村（11：40）→安芸（昼食）→後免駅（14：00）
7 月 23 日㈯ Ｇ 現地研修参加→高知龍馬空港（15：30）→後免駅（16：00）

○オプショナルツアー：「森林鉄道の遺構に触れる」
11：40～12：00　ＪＡ馬路村
12：10～12：45　馬路温泉での昼食
12：55～13：20　馬路村ふるさとセンターと五味隧道
13：40～14：00　明神口橋・オオムカエ隧道

○参加費等 
（別紙ご記入の上、高知県東部観光協議会（FAX 0887-34-0865）へ。参加費・宿泊費はお振り込みで。）
参加費　団体会員の町村長・議員・職員、個人会員� 3,000 円
　　　　会員以外� 4,000 円
夕食交流会費� 4,000 円
オプション企画参加費� 2,000 円（弁当含む）
昼食（弁当お茶付 1食：1,000 円、2日目安芸市内で昼食：1080 円）
送迎バス（高知龍馬空港→馬路、馬路→高知龍馬空港）� 1,500 円（片道）



氏　名 ：

：

所属部署・肩書き・役職名 ：

：

送付先住所

　■宿泊について

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

◆申込用紙と申込方法

　【フォーラムの参加申込受付】

　【一般社団法人高知県東部観光協議会】 

◆参加申込の予約確認書の送付と参加費用のお支払方法

◆参加申込の締切日

フォーラム参加申込書 （第21回全国小さくても輝く自治体フォーラムin馬路村）
ふりがな 年齢 性別 どちらかに○をつけてください。【　会員　・　会員以外　】

参加を希望される場合のみ○をご記入ください。　　　

　(町村長とその代理者)

E-mail

　※団体やグループ等で取りまとめされる場合の連絡先・送付先は「代表者」と明記してご記入ください。

　■町村長交流会（22日 12:00～13:00)  ■アフター現地研修ツアー(23日 11:30～14:00)

連
絡
先

ＴＥＬ

携　帯

ＦＡＸ

参加を希望される場合のみ○をご記入ください。 希望される分科会順に番号
１・２・３をご記入ください。　　（参加費4,000円）

参加を希望される場合のみ○をご記入ください。

（参加費2,000円/昼食代含む）

　■夕食交流会（22日 18:30～20:00) 　■分科会 ①農業 ②林業 ③定住促進・人づくり

宿泊手配をご希望される方は、別紙、宿泊申込書にてお申し込みください。

なお、周辺に宿泊施設が少ないため、シングルご利用の希望はお受けできませんので、あらかじめご承知おきください。

　■アクセスの利用について

㊟　村内には駐車場が少ないため、出来るだけ送迎バスをご利用ください。

日付 コース 食事 ○ 乗降場所

7月22日 高知駅(8:50)→高知龍馬空港(9:20)→後免駅(9:40)→馬路村(11:20) 食事なし ¥1,500

料金

往
路

7月21日 高知龍馬空港（15:20）→後免駅(15:40)→馬路村(17:30) 食事なし ¥1,500

7月22日 高知龍馬空港(11:30)→馬路村(13:20) お弁当付 ¥2,500

7月22日 後免駅(11:25)→馬路村(13:20) お弁当付 ¥2,500

¥2,580

7月23日 馬路村(11:40)→安芸(昼食）→後免駅（14:00） 昼食付 ¥2,580

平成２８年６月２８日（火）

「フォーラム参加申込書」（参加者お一人様につき1枚）にご記入いただき、下記へＦＡＸまたは郵送にてお申込みください。

　　〒784-8501　高知県安芸市矢ノ丸1-4-40　　　高知県東部観光協議会内

　　「第21回全国小さくても輝く自治体フォーラムin馬路村」係　（担当：佐々木）　℡：０８８７－３４－０８６６

　　案内時間　　8：30～17：00（土日・祝日を除く日）

ＦＡＸ：０８８７－３４－０８６５

　参加申込書を受領後、ＦＡＸまたは郵送にて予約回答を送付します。7月上旬頃、確認書と請求書を郵送いたしますの
で、内容をご確認ください。お支払いは、事前に指定口座に振り込みいただくようになります。

¥1,500

＊自家用車・公用車・レンタカー等利用

☛申込状況により空港・駅経由になる場合がございます。到着時刻は道路状況等により変更になる場合がございます。

復
路

7月23日 馬路村(11:40)→安芸(昼食）→高知龍馬空港（14:00） 昼食付

7月23日 現地研修参加→高知龍馬空港（15:30）→後免駅（16:00） 現地研修に含む



氏　名 ：

：

所属部署・肩書き・役職名 ：

：

送付先住所

◆申込用紙と申込方法

　【一般社団法人高知県東部観光協議会】 

◆宿泊申込の予約確認書の送付と宿泊費用のお支払方法

◆宿泊申込の締切日

◆宿泊に関する取消料

宿泊情報

宿 泊 申 込 書 （第21回全国小さくても輝く自治体フォーラムin馬路村）

連
絡
先

ふりがな 年齢 性別

ＴＥＬ

携　帯

ＦＡＸ

E-mail

　※団体やグループ等で取りまとめされる場合の連絡先・送付先は「代表者」と明記してご記入ください。

希望される欄に○を記入して下さい 第１希望 第２希望

宿泊施設は、村内の旅館および周辺の施設を斡旋いたします。

会場近くには宿泊施設が少ないため相部屋でのご利用となります。

下記②～④のホテルご利用の場合は、会場とホテル間の送迎バスをご利用いただけます。

利用しない利用する送迎バス第３希望

　　宿泊日の　～　８日前まで：無料　　７日前から３日前まで：１０％　　２日前：３０％　　前日：５０％　　当日：全額　

　宿泊申込書を受領後、ＦＡＸまたは郵送にて予約回答を送付します。7月上旬頃、確認書（宿泊施設名等）と請求書を
郵送いたしますので、内容をご確認ください。お支払いは、事前に指定口座に振り込みいただくようになります。

　ご希望の部屋に○を記入および必要事項を記入し、「宿泊申込書」（宿泊者お一人様につき１枚）を下記へＦＡＸまた
は郵送にてお申し込みください。

1泊朝食付
税金込み

注意）　①7/21（木）以前または7/23（土）以降の宿泊を希望される場合は別途ご相談ください。

　　〒784-8501　高知県安芸市矢ノ丸1-4-40　　　高知県東部観光協議会内

　　「第21回全国小さくても輝く自治体フォーラムin馬路村」係　（担当：佐々木）　℡：０８８７－３４－０８６６

　　案内時間　　8：30～17：00（土日・祝日を除く日）

ＦＡＸ：０８８７－３４－０８６５

7/22（金）

①うまじ温泉
5,600円～8,100円

③ホテルなはり
5,400円～9,300円

④土佐ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
8,310円～11,550

交流会場すぐ。
部屋タイプによって宿泊料金が変わります。

交流会場から車で30分。

交流会場から車で50分。
館・部屋タイプによって宿泊料金が変わります。

交流会場から車で80分。
部屋タイプによって宿泊料金が変わります。

②満木荘
7，400円

平成２８年６月２８日（火）

　　※宿泊申し込みは定員になり次第締切らせていただきます。ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

　　※ご宿泊を希望される方は、「宿泊申込書」によりお早めにお申し込みください。

　　※フォーラムへの参加申込みと宿泊申込みは、用紙がそれぞれ別になっていますのでお間違えのないようお願いします。

＊宿泊料金は税込金額です。手配料￥６００を含みます。
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