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市町村では、毎年のように、様々な分析や研修が行われていますが、地域の課題把握が為されないまま、分野縦割りや年度ごとの単発

での実施が多く、住民・職員・議員での共有が図られていないために、十分な成果が上がっていない場合も多いのではないでしょうか。

そこで、持続可能な地域社会総合研究所では、定評ある各分野の診断ツールと所長によるわかりやすい研修講演等を総合的に組み

合わせた「地方自治体 診断＆研修 総合パッケージ」を提案します。

地方自治体も、私たちと同じように、定期健診が必要です。分野を横断した継続的な地域診断を基に、具体的な前進につながる研修

を実現します。

「地方自治体 診断＆研修 総合パッケージ」とは

5つの特色

人口をはじめとする地方自治体の

総合的な診断を継続的に実施し

ます。

研修は、住民、職員、議員を対象

として、診断結果を共通の土台とし

て、それぞれの力が補完・連携する

ような枠組みで行います。 より具体的な政策形成や行動

計画に向けた発展的なワーク

ショップ等のご相談にも応じます。
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必要に応じて、コミュニティ、産業や

経済、福祉、SDGｓ等の診断を

積み増します。

4.

診断結果を基に、地方自治体

固有の課題・可能性を踏まえた

研修を実施します。

2.

総合的診断を継続的に実施

固有の課題・可能性を
踏まえた研修

必要に応じ診断を積み増し

ワークショップ等にも対応

対象は住民、職員、議員



パッケージの基本的な内容

人口分析・将来人口推計、
人口安定化シミュレーション、
診断レポートの作成（自治体全体１地区）

市町村職員研修（１回）

市町村議員研修（１回）

市町村住民研修（１回）
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基本的な流れ

訪問前

●研修の回数や内容は、相談に応じて調整できます。

●他の部門別の診断や研修、ワークショップとも組み合わせて、より総合的な取り組みにすることも可能です。

（7ページ目以降のオプション（追加）メニューでご紹介しています）

訪問
1回目

訪問
2回目

人口分析、予測、
シミュレーション
診断レポート（自治体全体）

市町村職員研修（１回）

市町村議員研修（１回）

市町村住民研修（１回）

2.

1.

3.

4.

地域概要視察
（半日程度で自治体全体を視察）

研修講演
（計３回）

●人口分析を踏まえた政策提言

●全国的な先進事例、失敗事例紹介

●類似市町村の取り組み紹介

●ご要望、リクエストのあった事項

についての説明や事例紹介
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実施することで得られる成果

5

一番重要な人口分析を中心に明確な
エビデンスに基づく診断とシミュレーションが
可能になります。

データに基づく客観的な
評価、予測、目標が可能に

1

地方自治の主人公である住民を中心に、
議員と職員も共通の診断データを基に、
自治体の課題と可能性を共有できます。

住民・議員・職員が
同じ目線で

2

自治体内の地区別診断と類似自治体

との比較分析により、要因の深堀りや課題
解決に向けた学び合いを促進します。

地区別診断と自治体間
比較で課題解決へ

3

人口分析を土台として、介護、産業担

い手、経済循環、SDGｓなど分野を横断
した自治体の総合診断へと進化できます。

分野を横断した総合的な
診断システムへ進化
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必要な実施期間

【基本パッケージ】を実施する際の平均的な実施期間を示します。

（※オプション（追加）メニューを実施される場合は、期間が伸縮します。）

１か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目

全体進行

データ分析

研修会

協議 成果とりまとめ

入力 分析

現地視察・
職員研修会

議員研修会・
住民研修会

必要な予算

◆ ２年目以降の本パッケージのご利用は、継続で割安になる部分もあります。

また、経年変化の分析等の実施を積み増すことも可能です。

◆ データ分析・診断部門と研修部門を分割しての発注も可能です。

研修部門は、謝金＋旅費としての支払いも可能です。

90～100 万円（税抜き）
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主な実施内容

①人口分析・将来人口推計、
シミュレーション、
診断レポートの作成
（自治体全体１地区）

②市町村職員研修（１回）

③市町村議員研修（１回）

④市町村住民研修（１回）



オプション（追加）メニュー

【基本パッケージ】の他にも、オプションとして地区別や部門別の診断メニューも豊富に取り揃えております。

追加可能なメニューを簡単にご紹介いたします。各メニューの詳細は弊所のホームページをご覧ください。

（※URLは最終頁に記載しています。）

オプション 1 人口、介護、農業、漁業編

1-1 地区別の人口診断 1-2 地区別の介護診断

地区別の定住状況や人口安定化に必要な定住増加

目標等をわかりやすく比較分析します。

介護保険データを基に、地区別のお達者度や介護費

用を比較分析し、介護状況の改善に役立てます。

価格：１地区あたり = 5～10万 価格：１地区あたり = 5～10万
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1-3 農業の担い手シミュレーション 1-4 漁業の担い手シミュレーション

地区別の農業就業者の動態を把握するとともに、将来

の農業就業者数を推計し、比較分析します。また、農業

就業者安定化に必要な就業者増加目標も算出します。

農業分野における持続可能なプラン策定などにお役立

てください。

オプション（追加）メニュー

地域農業の担い手

予測（現状推移）

各世代男女10年に

１名の就農増加で…

価格：１地区あたり = 5～10万

地区別の漁業就業者の動態を把握するとともに、将来

の漁業就業者数を推計し、比較分析します。また、漁業

就業者安定化に必要な就業者増加目標も算出します。

漁業分野における持続可能なプラン策定などにお役立

てください。

地域漁業の担い手

予測（現状推移）

１年当たり3人の

漁業就業増加で…

価格：１地区あたり = 5～10万
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オプション 2 家計調査、事業体調査、経済循環、行政予算編

2-1 家計調査 2-2 事業体調査

世帯別の家計支出アンケートを行い、地域外への所得

流出の実態を把握し、取り戻しを促進します。

消費・流通・生産の３段階で域内取引をサンプル調査

し、地産地消等の実態と効果を把握します。

価格：１自治体あたり= 200万以上 価格：１自治体あたり= 200万以上

オプション（追加）メニュー

（人口規模により大きく変動します） （人口規模により大きく変動します）
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2-3 経済循環 2-4 行政から地域への予算配分

自治体全体のお金の流れを集約し、今後の所得取り

戻しや循環型への進化を展望します。

オプション（追加）メニュー

価格：１自治体あたり = 50万以上

行政各課から地域への予算の流れを棚卸して、縦割り

の現状と今後の改善方法を提案します。

価格：１自治体あたり = 50万以上
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オプション 3 コミュニティ体制図、地元関係図編

3-1 コミュニティ体制図 3-2 地区別の地元関係図

市町村全体から集落・町内会までの各コミュニティレベ

ルの構造や行政各課との関係を一目でわかるように整理

していきます。

今後の地域に根ざし、分野を横断したコミュニティ行政

のあり方を検討していくために不可欠な見取り図です。

消費・流通・生産の３段階で域内取引をサンプル調査

し、地産地消等の実態と効果を把握します。

価格：１地区あたり= 30万以上 価格：１地区あたり= 10万

オプション（追加）メニュー
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価格： 要相談（内容に応じて決定）

オプション 4 SDGｓ診断、脱炭素＆循環型社会診断編

4-1 ①SDGｓ自治体持続可能性診断 4-2 脱炭素＆循環型社会診断

国連が定めた「持続可能な開発目標＝SDGｓ」の１７項目を

ベースに、分野を横断した自治体の持続可能性について、総合的

な診断を行います。

その結果は、わかりやすいグラフ等で伝達し、成果と課題に対応

して求められる今後の政策展開について提言します。

この2020年代において、待ったなしで求められる脱炭素＆循環

型社会への進化。

自治体のエネルギーや交通、物質循環等の現状と成果、課題を

浮き彫りにし、今後の政策検討の土台としていきます。

価格： 要相談

オプション（追加）メニュー

（内容に応じて決定）
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オプション 5 発展ワークショップ編

5-1 地元天気図ワークショップ 5-2 地域の未来像レゴワークショップ

価格：要相談

オプション（追加）メニュー

（内容や必要資材等に応じて決定）

「地元関係図」を活用して、例えば定住増加に向けた

強味、弱みを見える化し、具体策を検討します。

今後の次世代定住実現や循環型社会への進化を

展望し、地域住民自ら未来像をレゴで表現します。

価格：要相談（内容や必要資材等に応じて決定）
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お問い合わせ先

電話番号 0856-55-1011

メールアドレス master@susarea.jp

営業時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

ホームページ https://www.susarea.jp/

弊所のホームページからでも各種の事業内容をご覧いただけます。

お気軽にお問い合わせください。


