若者からみる北海道の未来 第 1 回

若手がすすめる、地方創生
北海道大学公共政策大学院

2016年12月11日、北海道大学公共政策大学院主催による地方創生シンポジウム「若手がすす
める、地方創生」が、北海道大学で開催されました。運営を担当したのは学生団体のHALCC（以
下ハルク）※１で、11月に津別町で行ったフィールドワーク報告のほか、同大学院の小磯修二特
任教授の基調講演、地方創生で活躍している方々と学生による意見交換を行いました。
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※１ HALCC（ハルク）
2016年 3 月に津別町まちづくりコンペに参加したことをきっかけに、北海
道大学公共政策大学院の吉田匡克、横田淳一郎、菩提寺凌、川合翔太が立
ち 上 げ た 学 生 団 体。Hokkaido Academic Local Creation Conferenceの 略
で、学生の視点で地方創生の可能性を提言していこうと発足した。11月に
はハルクのメンバー18人が津別町を訪れ、観光、特産品、教育の 3 分野の
提言を行った。

観光資源の孤立化に対しては、観光資源をつなぐス

※２ クマヤキ
クマの形のたい焼き風菓子。商標登録されており、道産小麦粉、豆乳、地
元産小豆を使っている。津別町発祥の菓子で、津別町の「道の駅あいおい」
で購入できる。
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北海道総合政策部
地域創生局地域戦略課
地域創生担当課長

と思います。

らなかったのは、人材とその

※３ SWOT（スウォット）分析
企 業 の 全 体 評 価 を 行 う た め の 分 析 手 法 で、 強 み（Strength)、 弱 み
（Weakness)、機会（Opportunity)、脅威（Threat)の四つの視点から評価
を行う。
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若手がすすめる、地方創生

やり方にも課題があるのではないかと感じています。

素を打開できると感じました。

専門性を持った人材を活用し、官民で取り組むことが

吉田 学生に限らず、若者が地方創生にどのように関

必要です。今後は民間の専門人材と地方のマッチング

わっていくべきか、お考えをお聞かせください。

を進めていきたいと考えています。

中村 行政とともに地方創生に関わっていく際は、目

松嶋 まち全体が一体化する
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は、農業者はほかの産業と連
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体制をどのように築いていくのかが重要です。

しまう可能性があります。学生の活動の限界も認識し
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ながら、受け入れる地域と一緒に柔軟な関係を構築し
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地方は各団体の縦の絆が強く、横断的な協力を

形成することが困難なことがあります。しかし、団結

ていくことが必要だと思います。

が地域活性化につながることを認識すると、その後の
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行動力には目を見張るものがあります。学生や若者に
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は、地域住民に対し団結の重要性を説得する力を身に
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を継続していける仕組みを考えていくことが必要に

でした。彼らを統率してリー
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いれば、津別町の閉鎖的な要
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