
Ａ－１　浜田市における地産品販路拡大支援の取り組み
久保田章市(浜田市長・島根県立大学非常勤講師)

Keyword： 地産品、販路開拓、はまだ産業振興機構、ふるさと納税

1.浜田市の紹介
浜田市は2005 年、1市3町1村が合併して誕生した

島根県西部の市です。面積は約 690平方キロメートル

と東京 23区より広い市域を有し、北は日本海、南は

広島県に接しています。人口は年々減少。現在の人口

は20年前と比べ約 1万人少ない約 58千人(2014/3末)

です。

最大の産業は水産業です。古くから漁業の町として

栄え、浜田港は特 3漁港に指定されています。水揚げ

される魚種は豊富で、なかでも「どんちっち三魚」と

してブランド化されたアジ、ノドグロ、カレイは「日

本一美味しい」との評判です。また、市内には多くの

水産加工業者があります。

合併によって、新市域の 8割は山林という中山間地

でもあります。山の幸にも恵まれ、ピオーネ、西条柿、

赤梨などの農産品もあり、近年、有機野菜や農産加工

品づくりの取り組みも行われています。

　

2.取り組みの背景

　浜田市の地産品には、①水産品(鮮魚、水産加工品

など)、②農産品(米、野菜、果実、農産加工品など)、

③その他商品(工芸品など)があります。

　地域の人口が減少し市場が縮小するなか、地産品の

生産者、販売者などの事業者の最大の課題の一つは販

路拡大です。しかし、事業者の大半は従業員 15人未

満の小規模事業者であり、専門の営業担当者を抱える

企業は少なく、その多くは社長自らが営業に走り回っ

ています。

　こうした状況のなか、地元経済界からの強い要望も

あり、浜田市では、現在、市内地産品事業者の販路拡

大を支援するための取り組みを行っています。

3.地産品販路拡大支援の取り組み

(1)はまだ産業振興機構による支援

その一つが、「はまだ産業振興機構」(以下、「機

構」)による支援です。機構は、販路拡大の支援等を

目的に2007年に設立されました。理事長には商工会

議所会頭が就任、事務局長以下職員の大半は市から

の出向者です。主な活動内容は、販路開拓支援と商

品開発支援です。

　職員は、支援希望企業 102 社(機構設立当初は 77

社)の商品パンフレットを持って、関東、関西の小売

店を中心に営業活動を行っています。また、商品開

発支援では、商品開発セミナー、研究会などの開催

を行っています。

(2)ふるさと納税制度活用による支援

　二つ目は、ふるさと納税制度を活用した販売支援

です。

ふるさと納税制度は、2008 年に地方税法の改正に

伴って始めた市の自主財源確保の取り組みです。

　2010年から、納税者には地産品を贈呈することと

しましたが、2013年からは、贈呈する地産品の種類

を増やし、納税推進に加え、地産品販売促進も目的

の一つに加えました。

　この企画があたり、2013 年度の納税額は 114百万

円に

達し、地産品の贈呈額(事業者から見れば販売額)も

約42百万円になりました。事業者からも大変喜ばれ、

事業者のなかには、贈呈品に販促チラシを同封し、

リピーターにつなげる活動をしているところもあり

ます。

4.今後の展開

(1)はまだ産業振興機構を市の内部組織に取り込み

　機構との関係をより強化するため、2014年 4月の

組織改革で、同機構を市役所の内部組織に取り込み

ました。理事長には副市長が就任し、事務局長は産

業振興課長が兼務。機構の職員は、産業振興課員の

兼務としました。

　今後は、市役所(産業振興課)の業務として、販路

拡大支援に取り組みます。

(2)広島市場開拓室の設置

　人口減少、市場縮小が続く浜田市にとって、車で

1.5時間の距離にある広島市(人口約118万人)は、市

場として魅力のある地域です。この広島市をター

ゲットに地産品販売等を行うため、2014年 4月、広

島市場開拓室を設置、室長以下 3名を発令しました。

6月には、広島市内に事務所を開設。現在、室員3名

が常駐し、広島市内の小売店、飲食店向けに販路開

拓活動を行っています。

【参考文献】

　『浜田市勢要覧　平成 26年度版』、浜田市



アジアにおける市民主体の歴史的町並み保存ネットワークの軌跡と展望 

今瀬政司（公益社団法人奈良まちづくりセンター理事、長岡大学経済経営学部准教授、 

特定非営利活動法人市民活動情報センター代表理事） 

Keyword：まちづくり、アジア、町並み保存、ネットワーク、市民主体、ＮＧＯ 

 

【アジア歴史的町並み保存ネットワークの軌跡】 

 公益社団法人奈良まちづくりセンター（以下、ＮＭＣ）

は、1991 年に始まるマレーシア・ペナンの町並み保存の

支援を皮切りに、これまで20数年間にわたって、アジア

との国際交流、連携・相互支援を進めている。 

 アジアにおける市民主体の歴史的町並み保存ネットワ

ークとして、ＮＭＣは、「アジア西太平洋都市保存ネット

ワーク(The Asia and West-Pacific Network for Urban 

Conservation (AWPNUC)）」を1991 年に、マレーシア、イ

ンドネシア、タイ、台湾、シンガポール、ベトナム、オ

ーストラリアなどの市民団体（NGO）とともに結成した。 

 ネットワーク創設期の1990年代は、アジアの経済発展

や都市開発が急速に進む一方で、歴史的町並みの重要性

に関心を持つ人々は少なく、町並みは壊されて、そこで

の人々のコミュニティは失われていった。そうした中で、

アジアネットワークは、歴史的町並み保存の必要性を市

民や行政に訴え、マレーシアのペナン、マラッカ、イン

ドネシアのジョグジャカルタ、台湾の台北など、歴史的

価値が高い町並みの市民主体の保存策の確立に大きな役

割を果たした。1991年にペナン、1993年にオーストラリ

アのアデレード、1994年にベトナムのハノイ、1995年に

奈良、1997 年に台湾と、持ち回りで国際シンポジウムを

開催して、各々の活動報告やノウハウの交換を行い、各

地の市民や行政にその重要性の周知に努めた。 

 ネットワーク拡大期の2000年代に入り、ＮＭＣは新た

な連携・交流事業を模索した。2003 年からタイのチェン

マイとの交流を開始、2005 年からはインド洋大津波で被

災したインドネシアのアチェの文化遺産復興を支援、

2009 年からは韓国のソウルや中国の研究者との交流を開

始するなど、独自のネットワークを拡大した。ペナンで

は、2004 年にレスタリという新たなアジアネットワーク

が創られた。インドネシアなど東南アジア各地では、町

並み保存を目的としたヘリティジ・トラストが多数結成

された。アジアにおける市民主体の歴史的町並み保存ネ

ットワークは、多様化し重層化していったのである。 

 こうした中、1998年に奈良が、2008年にはペナンとマ

ラッカが世界遺産登録された。歴史的価値の高い町並み

において、保存活動は社会的な認知が進んで一定程度定

着するようになり、アジア各地で町並み型世界遺産の登

録数が急増していった。歴史遺産としての町並みを活用

した市街地の再編成や地域の観光振興など取組みは飛躍

的に発展し、アジアのみならず世界的な潮流となった。 

 

【まちづくり国際シンポジウムの開催報告】 

 ＮＭＣは、ペナン・ヘリテージ・トラストと協働で、

こうした歴史的町並み保存ネットワークの20数年間の活

動総括と、グローバル化に対応した未来への提言をテー

マに、2013年1月12日～14日、マレーシアのペナンで

まちづくり国際シンポジウム「Urban Conservation 

Network in Asia and Its Future －Heritage, Cultural 

Identities and Asian Dynamism－」を開催した。 

 シンポジウムでは、アジア9ヶ国・地域、20団体（Ｎ

ＧＯ）が一同に会して、アジア各地の町並み保存の現状

報告を行い、歴史的町並みとそこで営まれるコミュニテ

ィをいかに守るか、アジアの町並み保存の未来像はいか

にあるべきかについて、熱いディスカッションを行った。 

 会議は、ペナンのジョージタウンにあるＥ＆Ｏホテル

（EASTERN&ORIENTAL HOTEL）や潮州会館（Penang Teochew 

Association）などを会場にして行った。シンポジウム２

日目の会議には 120 名が参加して、交流懇親会にはペナ

ン 州 首 相 （ LIM GUAN ENG  Chief Minister of 

Penang,Malaysia.）の来賓もあった。３日間の公式プロ

グラムでは、連日、早朝から深夜まで、びっちりと各団

体からの報告やディスカッションを行った。１分刻みで

時間を大事にするほどの中身の濃いもので、各団体から

の発表時など、持ち時間の３分前や時間切れの時に、「チ

ン・チン・チン」とベルが鳴らされ、発表者・発言者は、

「ああ、もう時間」と苦い顔をして、それを見た他の参

加者が笑って、和むような場面も多々あった。 

 最終日には、ＮＭＣから提案したまちづくりの宣言文

（案）をたたき台にして「ペナン宣言」を議論した。ま

た、各国・地域の団体間のネットワーキングを今後推進

するに当たり、何を目的に、どのような協働事業を行い、

どうやって行っていくかをテーマに、ワークショップ的

に議論を行った。そして、これまでのネットワーク組織

AWPNUC を拡充して、新たなネットワーク組織「アジア・



ヘリテージ・ネットワーク（Asia Heritage Network (Ａ

ＨＮ）」を創設することを参加団体の間で締結した（ネッ

トワーク名称は、各団体メンバーから様々なアイデアが

出され多数決で決めたが、省略名をホームページで確認

すると、同じ略称名が全く異なる分野で多数出てきて、

笑いの渦で盛り上がった）。当初企画にはなかったことだ

が、ペナン・ヘリテージ・トラストとインドネシア・ナ

ショナル・ヘリティジ・トラストが交流の協定書（覚え

書き）を締結することになり、ＮＭＣが立会い署名した。 

 主催した我々ＮＭＣのメンバーと共に、アジア各国・

地域からの参加者は、皆誰もが、限られた時間の中で互

いに一生懸命に学び合い、新たな何かを求め合おうとし

た。互いに意気投合し、意識を共有できた時には感動し、

笑い合った。また、日頃の悩みをぶつけ合って、涙を流

しながら話し合う場面もあった。会議前日を含めて毎晩

に行った交流懇親会も楽しく盛り上がり、アジア各国・

地域の団体間の信頼関係の構築に厚みを持たせることが

できた。今後の連携・交流推進、意見・情報交換等の一

手段として、インターネット（メールやフェイスブック

等）を上手く使っていこうという話も団体間（個人間で

も）でまとまった。そして、会議が終わった後、最後に

お別れする時には、互いに抱き合って分かれたりもした。 

 各国・地域でまちづくりを担っている各参加団体のメ

ンバーは、日本に比べると比較的に年齢が若く、日本の

まちづくりの課題である「世代交代」の必要性を改めて

痛感するものであった。マレーシアの現地で国際会議の

セッティングを担ったペナンのスタッフは若者が多く、

多くの地元大学生のボランティアが目を輝かせながら活

き活きと裏方作業を担った。 

 

【アジア歴史的町並み保存ネットワークの総括と展望】 

 ＮＭＣのまちづくりのアジア交流は、20年ほど前（1991

年頃）に、メンバーがマレーシア・ペナンの町並み保存

活動を支援すべく、ペナン・ヘリテージ・トラストの立

ち上げ支援、ノウハウ提供、資金提供、国際会議（第１

回）の開催などを、トヨタ財団の助成金などを得て行っ

たことがネットワークの始まりであった。それが20数年

経って、9 カ国・地域、20 団体の参加で国際会議を開い

て、新たなネットワーク「アジア・ヘリテージ・ネット

ワーク（AHN）」を拡充・創設できるに至った。最初のき

っかけは、本当に小さな活動であったが、一歩一歩前へ

踏み出し続けることで、少しずつ大きなものになってい

った。ペナン（ジョージタウン）が2008年にユネスコの

世界遺産に登録されたが、それは、ペナンの有志とその

仲間たちが20年前に蒔いた種が成長して実ったものであ

った。20年前に第１回の国際会議を開いた際に、「ユネス

コに登録できないかな」、と夢物語を語っていたのである。 

 

■Urban Conservation Network in Asia and Its Future 

－Heritage, Cultural Identities and Asian Dynamism

－ 参加団体 

【Korea 大韓民国】Bookchon Cultural Forum 北村文化

フォーラム＊ 

【China 中華人民共和国】Huaquiao University, Xiamen 

華僑大学(龍元教授)＊ 

【 Taiwan 台湾】 Taiwan Institute of Historical 

Resources Management 台湾歴史資源経理学会＊ 

【Cambodia カンボジア王国】Khmer Architecture Tours 

クメール建築ツアーズ＊ 

【Myanmar ミャンマー連邦共和国】Yangon Heritage 

Trust ヤンゴン・ヘリティジ・トラスト＊ 

【Thailand タイ王国】Thai ICOMOS タイ・イコモス（国

際記念物遺跡会議）＊／Chiang Mai Urban Development 

Institute Foundation チェンマイ都市開発研究財団＊

／Creative Urban Solutions Center クリエイティブ・

アーバン・ソルーション・センター／Phuket Community 

Foundation プーケット・コミュニティ基金＊ 

【Indonesia インドネシア共和国】Indonesian National 

Heritage Trust インドネシア・ナショナル・ヘリテ

ィジ・トラスト＊／ Aceh Heritage Community 

Foundation アチェ・ヘリティジ・コミュニティ基金

＊／Badan Warisan Sumatra バダン・ワリサン・スマ

トラ／PAN-Sumatra Network パン・スマトラ・ネット

ワーク／Jogja Heritage Society ジョグジャ・ヘリ

ティジ・ソサイエティ／Paguyuban Cak & Ning Surabaya 

パグユバン・カク＆ニング・スラバヤ 

【Malaysia マレーシア】Lestari Heritage Network レ

スタリ・ヘリティジ・ネットワーク＊／Penang Heritage 

Trust ペナン・ヘリティジ・トラスト（共催団体）／

George Town World Heritage Incorporated ジョージ

タウン世界遺産法人／Perak Heritage Society ペラ

ック・ヘリティジ・ソサイエティ 

【Japan 日本】Nara Machizukuri Center 公益社団法人

奈良まちづくりセンター（主催団体：8名） 

計9ヶ国・地域、20団体（＊：ＮＭＣ招聘団体（11団体）） 

（文責：今瀬政司） 



Ｂ－１ コミュニティ形成を通した「健康長寿のむら」づくり 

垣花 渉（石川県立看護大学看護学部） 

Keyword：高齢者の社会参加，Community-Based Participatory Research，大学生 

 

【背景】 

１．課題 

 日本の高齢化率は世界一である。65歳以上の人口が総

人口に占める割合は、2010 年の 22.5％から2050 年には

35.7％へ増大するものと推計されている。このような高

齢化社会に対して、生活習慣病有病率の増大、要支援・

要介護者の急増、及び老人医療費の増大は日本の喫緊の

社会問題となっている。 

 高齢者の健康の維持・増進を図るためには、日ごろの

健康管理や運動の継続と共に、交流や趣味を始めとする

「人とのつながり」が大きく関係している。例えば、地

域組織に参加する者は精神的な健康状態がよいことが報

告されている 1。また、ソーシャル・キャピタル（地域や

人とのつながりや信頼感をもとに、人が他人を思いやる

協調的な行動をとり、それが地域全体や自分の財産にな

るという考え方）に着目した研究は、他者に対して不信

感を持つ人よりも信頼感を抱く人の方が主観的健康感は

高いことを明らかにしている。しかしながら、地域社会

の崩壊や従来の家族形態の変容は、家族や地域の人々が

互いに支えあう力を脆弱にしている。したがって、高齢

者の健康の維持・増進において、地域資源である人や組

織をうまく結びつけられる社会的ネットワーク（social 

network）の構築は地域社会の課題として浮上している。 

２．先行研究 

 社会的ネットワークと健康との関係について、米国カ

リフォルニア州 Alameda 郡の住民を追跡した大規模なコ

ホート研究はよく知られている。この研究は、1965 年の

追跡開始時に、結婚、親族または友人との接触、教会の

活動、その他の公式または非公式のグループ活動の 4 つ

の社会的つながりの有無を調べ、これらを合わせて社会

的ネットワーク指数を算出している。その結果、この得

点が低く社会的に孤立している人は、得点の高い人と比

較して9年後の死亡率が1.8～4.6倍高かったことを明ら

かにしている。日本においても社会的ネットワークは健

康と関連し、地区会、町内会、老人会等の地縁的な組織

へ参加する者は死亡率が低いこと 2、健康度の自己評価が

高いこと 3、及び抑うつ状態が少ないこと 4が明らかにさ

れている。カワチは、このような「人とのつながり」の

強さと健康の関係について、「社会的ネットワークにつ

ながる」重要性を指摘している。すなわち、つきあう人

や所属するグループのよって当事者の日常生活の行動は

決まる、または体力や認知の機能は保たれることが健康

状態の良さと密接に関係している。我々の臨床的な観察

でも、友達を訪問する、またはデイケアや老人クラブの

活動に参加する等の「人とのつながり」は、家に閉じこ

もりがちな孤立の状態よりも筋力やバランス能力等の体

力に優れていること、自分の健康状態がよいと思う主観

的健康感が高いことを確認している。 

 社会的ネットワークと健康との関係について、このよ

うな「社会的ネットワークにつながる」レベルに対して、

「社会的ネットワークを活かして何かを生み出す」とい

う積極的なレベルもありうる。芳賀ら 5は、住民―行政―

研究者の社会的ネットワークを構築して地域の課題解決

に取り組む効果に注目している。この研究は、高齢者の

転倒率が高いという地域の健康問題を解決するため、当

事者の高齢者は運動指導や体操開発の推進役を担い、専

門職や研究者はこのようなボランティア活動を積極的に

支援するという役割を分担している。その結果、地域に

根ざした健康介入は、非介入地域と比較して、高齢者の

転倒率の減少や体力の維持につながったことを明らかに

している。藤原ら 6は、子供―親―高齢者の世代間ネット

ワークが高齢者の健康に及ぼす影響に注目している。こ

の研究は、「子供への絵本の読み聞かせ」という高齢者

の「社会貢献」「生涯学習」「グループ活動」に通じる

ボランティア活動が社会的役割や知的能動性に及ぼす影

響を調べている。その結果、このような高齢者の社会参

加は主観的健康感や社会的サポート・ネットワークの増

進、および体力の維持に効果があることを明らかにして

いる。高齢者のボランティアの活動が健康の維持・増進

につながることについては、島貫ら 7による無作為割付介

入研究でも明らかにされている。 

このような研究は、高齢者が主体的に社会参加するま

たは相互に支え合うという地域づくりの行為そのものが

高齢者自身の健康を維持・増進させることを示している。

したがって、高齢者の健康の維持・増進を図るためには、

従来の専門職や研究者によるトップダウン型指導から、



図1.「住民の健康を見守り隊」の地域連携とその役割 

専門職や研究者が当事者である高齢者の主体的な参加を

促しながら共に活動する「参加・協働型」へ移行するこ

とが望ましいものと考えられる。 

 一方米国では、1990 年代からコミュニティ（あるテー

マに関心、問題意識、熱意などを持った人たちの意識的

な集まり）の健康及び生活の質の向上を目指し、研究者

と住民はパートナーシップを形成して地域の健康課題に

取り組み、研究の開始から評価までのすべての過程に関

わる研究（Community-Based Participatory Research、

以後、CBPR）を展開している 8。CBPR における研究者と

住民のパートナーシップは、これからの保健・医療・福

祉を実践する協働モデルとして注目されている。 

３．目的 

 本研究は、このようなCBPRを意識しつつ、地域と大学

の社会的ネットワークを作り地域の課題解決学習に取り

組んだとき、高齢者の健康状態や生活の質が変化する過

程を記述することを目的とした。 

 

【研究方法】 

CBPRの原則に基づき、①住民が地域の誇りとする「食

と健康」に関するコミュニティを作ること、②コミュニ

ティが持つ「人の優しさ」や「助け合いの精神」を資源

として活動すること、③住民と研究者は協議会を通して

意見を共有し活動を展開する方策を議論すること、④住

民の暮らし・文化に関する知恵と研究者のデータ分析や

評価の手法を駆使して、コミュニティの問題解決に取り

組むこと、⑤研究成果を得るとともに、得られた知見を

コミュニティへわかりやすく伝えること、⑥医療、地域、

職業階層等による健康格差にも目を向けた活動であるこ

と、⑦健康問題の現状把握、問題発見、解決策の構想、

実践、評価の過程を繰り返して「健康づくり」を充実さ

せること、⑧研究成果を地域へ普及させるため、講演会

や学術雑誌を通じた報告をすること、⑨健康づくりの自

助グループが誕生し活動を続けるように働きかけること、

を意識して研究を展開した。併せて、このような原則を

基に、①健康問題を感じ取る、②仲間を集め組織を作る、

③健康課題を明確にする、④計画を作り実施する、⑤活

動を評価し普及を図る、の過程を経る方法を構築した。 

１．地域の特性 

 石川県津幡町は、人口36,952人（2014年2月1日現在）、

金沢市のベッドタウンとして現在も人口は少しずつ増え

ている。金沢市への通勤率は42.4%（平成17年国勢調査）、

高齢化率は18.4％（2013年4月1日現在）である。中心

市街地は公共施設が比較的充実し、JRの駅も近く交通の

便は良好であるなど、生活の利便性は比較的良い状態で

ある。一方、津幡町は行政区内に森林公園（1,150 ha）

を含む広大な中山間地を有し、このような地域では過

疎・高齢化が深刻な問題となっている。 

研究対象の津幡町興津地区は、標高150～200ｍの中山

間地にある。人口は113人、世帯数は49世帯、高齢化率

は55％、一人暮らし高齢者の世帯が27％、年少人口はゼ

ロという典型的な限界集落である。 

２．健康問題の発見 

 石川県立看護大学では、「県内地域の暮らし・文化・環

境の理解を深めること」を目的とした「フィールド実習」

(1年次前期・必修科目)を開講している。著者の研究室で

は、次のような中山間地の暮らしの現状に気づいた。 

� 急勾配の棚田に加えて鳥獣被害が多いため、棚田の

保全活動は重労働である。 

� 病院は近くになくバスは1日に数本のため、医療・

交通の体制は脆弱である。 

� 市街地に移り住んだ家族との交流はほとんどない。 

中山間地の健康問題を議論した結果、集落の健康問題

を「高齢者の健康を見守る担い手の不足」と感じ取った。

３．組織の構築 

 上記の健康問題を抱える集落に対して、著者の研究室

では、図 1 に示すように、看護大学の保健・福祉・健康

に関する知を、まちづくりを志向する地域密着の団体を

介して住民へ伝える協議会の起ち上げを提案した。一方、

集落ではこのような異世代・異業種交流を通して住民の

健康を支援するための具体的な戦略を持っていなかった。 

そのため、著者の研究室ではワークショップ（「健康」

をテーマに、主体的に参加するメンバーが協働体験を通

じて創造と学習を生み出す場）を開催し、健康に対する

住民の意見や要望、または困りごとを引き出すという戦

略を考えた。ワークショップの企画・立案を担う運営チ

ームを、区長会、営農組合、県央農林事務所、及び研究

室の代表者で構成した。併せて、ワークショップを実施



図2. 質問紙調査の様子、およびその結果 

する実行チームを、研究室の学生及びボランティア下級

生で構成した。実行チームはワークショップの素案を作

り、運営チームはそれを精錬し組織としての意志決定を

行うという過程を経ることとした。さらには、国の競争

的助成金制度（「食と地域の交流促進対策交付金、農林水

産省）から活動資金を確保した。 

４．健康課題の把握 

 ワークショップに参加した住民は、専用の測定器を用

いて身長、体重、体脂肪率、筋肉量、基礎代謝量、骨密

度の形態を調べた。併せて、住民は主観的健康感（QOL）

や活動能力指標（ADL）に関する質問紙調査を通じて、食

事・睡眠・運動・余暇・趣味等のライフスタイルの現状

を看護学生へ伝えた。運営チームはこのような健康ワー

クショップを1年に 3回企画し、実行チームは住民の心

身の健康状態やその問題点について意見交換を重ねた。 

実行チームは住民の形態を分析した結果、ほとんどの

項目で「適正」であることを確認した。一方質問紙調査

を分析した結果、図 2 に示すように、主観的健康感の構

成要素である「精神的活力」、及び活動能力指標での「知

的能動性」や「社会的役割」は市街地の住民と比較して

有意に低いことを明らかにした。そのため、実行チーム

は、集落の健康課題を「身体の健康は優れているが、こ

ころの健康（生活や仕事に生きがいや充実を感じること）

は低いこと」であると仮説を立て、このような課題の解

決に住民とともに取り組みたいことを提案した。 
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５．計画の立案 

一方、運営チームは 1 年間にわたるワークショップを

継続した結果、住民と学生のグループワークは住民の態

度や気持ちを変容させていることに気づいた。すなわち、

住民は看護学生との文化の違いを尊重しながら、看護学

生とともに健康長寿な集落をつくりたいという取組への

主体性が芽生えていることに注目した。著者は、このよ

うな契機を見定め、コミュニティを新たに起ち上げるこ

とを協議会に提案した。 

著者は、住民と学生が協働するコミュニティ活動の先

駆的取組を文献調査し、「互恵的協働社会」はコミュニテ

ィを形成するキーワードであることを発見した。それを

住民へ伝えたところ、「互恵的協働社会」の風土は集落に

残っているという意見を得た。そこで、実行チームは住

民の人柄や暮らしぶりをさらに知るために民泊を企画し、

孫のように接する心の温かさ、農作業を協働する助け合

いの精神、一人暮らし高齢者への声かけなどの「互恵的

協働社会」を実感した。その結果、実行チームはコミュ

ニティを「健康に関心のある住民や学生が主体となり、

コミュニティ活動への参加を通して他の住民が健康意欲

を高めるまたは健康的な行動をとるよう働きかける緩や

かなつながり」と捉えた。住民はこのような考え方に共

感し、集落全体で健康の維持に努めることになった。 

６．サービス・ラーニングの実施 

住民の社会参加を促し、生活や仕事に生きがいや充実

を感じるきっかけを作るため、表 2 に示すように、住民

や学生は単なるコミュニティ活動への参加ではなく、参

加を通じて学習が行われる「サービス・ラーニング」の

よる経験教育型とした。すなわち、健康長寿な集落にし

たいというニーズに対応すべく大学と集落は連携し、地

域づくりのコミュニティ活動を通して自尊感情や社会認

識（自己理解・他者理解・サービス精神、コミュニケー

ション能力）の涵養に努めた。活動後には省察の機会を

設け、交流人口を増やすための試行錯誤の体験を通して

地域活性化の手法を学ぶというプログラムを構築した。 

 コミュニティ活動を円滑に進めるため、表 3 に示すよ

うに、実行チームは毎回住民の興味のあるテーマと取り

上げ一緒に活動した。活動後は参加者の反応や取組状況

を振り返り、討論し合意しながら、次の活動の進め方、

時間配分、役割分担を話しあった。その結果、「住民の主

体的な参加がコミュニティを活性化させる」ことを発見

し、学生は住民の意見や気づきを引き出すと共にやりが

いや達成感を感じてもらえる企画内容に練り直した。そ

1. 実際のコミュニティの中で行われ、コミュニティのニーズに応える

活動であること 
 

2. 教育機関やコミュニティ活動組織とコミュニティとの連携によって

実施されること。 
 

3. 市民教育に寄与すること。 
 

4. 構成化された「振り返り」の機会を持つこと。 
 

5. 体験を通じて学ぶ経験教育の手法であること。 

表2 サービス・ラーニングの概要 



図 4. コミュニティ活動

を通した看護学生の心の

リラクゼーションの変化 

図3. 誕生したコミュニティ 

れを運営チームの会議で諮り、全員で知恵を出し合いな

がら、住民主体の活動になるよう試行錯誤を重ねた。 

７．活動の評価指標 

 活動のアウトカム評価を、研究協力の同意が得られた

住民（男性13名、平均年齢67.2歳；女性14名、平均年

齢69.6歳）に対して行った。体組成計を用いて形態を調

べると共に、主観的健康感や活動能力指標の質問紙を用

いて心身の健康度を調べた。併せて、活動のプロセス評

価を行うため、「食と地域の交流促進対策交付金事業実施

評価書」（農林水産省編）を用いて住民の参加の度合いや

活動に対する反応を調べた。 

 

【結果】 

 地域づくり活動を継続

した結果、活動に参加した

住民、学生、一般の数は昨

年度より増えると共に、図

3に示すように、住民と学

生のコミュニティが誕生

した。このような成果は、

住民と学生の健康の増進を伴った。住民のこころの健康

度では、主観的健康感は有意な改善が認められ、活動能

力指標は向上する傾向が見られた。学生の心のストレス

は、図 4 に示すように、有意に低下した。このような結

果、住民は棚田オーナー制度の規模を拡大すると共に、

地場農産物を活かした特産品の開発に着手し始めた。学

生は住民と協働した課題解決学習の成果をまちの行政や

大学関係者に報告した。このような活動に対する農林水

産省の評価は「A」であった。 

 

 【今後の展開】 

 地域の暮らしの課題解決型研究は、研究者主導のプロ

グラムに対する住民参加型から、住民によるプログラム

作成を研究者は支援する型へとシフトしている。このよ

うな背景には、所得や学歴による健康問題の複雑化・多

様化の問題がある。したがって、本研究は今後、地域の

健康課題を医療、社会、経済、文化等の環境との関わり

合いで捉える生態学的視点に立ち、長期的に段階を追っ

て変化を分析することが重要であると考えられる。 
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月 テーマ 主な内容 
人

数 

６ ため池の活用 マイクロ水力発電用水車の設置検討 17 

６ 

健康チェック 体力・形態の測定及び結果のフォード

バック 38 

６ 

懐かしい遊び

体験 

コップ、はし、鉄砲などの竹細工 
65 

７ 

トレードマー

クづくり 

米やかぼちゃのキャラクターの考案 
20 

８ 

棚田景観促進 懐かしい棚田風景を再現するための

彼岸花の植栽 
48 

８ 

アウトドア 

フィットネス 

起伏の激しい地形を活かしたウォー

キングコースづくり 
16 

10 

ハロウィンの

開催 

仮想コンテスト、かぼちゃランタンづ

くり、ウォークラリー 
73 

12 

地場作物の 

有効活用 

そば打ちの体験やそば菓子の創作 
28 

表3 コミュニティ活動の内容 



Ｂ－２ まちづくりプラットフォームとしてのコミュニティ・レストランの可能性 

片山めぐみ（札幌市立大学） 

Keyword： コミュニティ・レストラン，まちづくり，福祉コミュニティ，ソーシャルキャピタル 

 

 

【はじめに】 

 昨今、自治体や住民が地元の大学や企業などの支援を得

ながら取組む地域起こしが全国的に注目されている。地域

資源を活用し、地域課題に継続的に対策を講じる主体的な

活動が期待されている。北海道西岸に位置する寿都町は、

漁業を基幹産業とする人口約3000人の町である。筆者は、

平成22年から町のニーズや資源を明らかにした上で活性

化につなげる町からの受託研究に取組んで来た。初年度は、

町内会ごとの座談会を開催し、地域の資源とニーズを収集

した後、住民を対象としたワークショップやフォーラムを

開催した。次年度は、振る舞い料理の慣習および当地域の

豊かな食材を資源とするコミュニティ・レストラン（以降、

コミレスと称する）を企画・提案した。３年目以降は運営

組織を整え、社会実験を実施してきた。 

 本稿では、寿都町において地域起こしを担うコミュニテ

ィを創出するためのプラットフォームとして開設したコ

ミュニティ・レストラン「風のごはんや」の運営状況と現

時点での効果について報告する。 

 

【コミレスにおけるソーシャルキャピタルの形成】 

  地域起こしが住民によって継続的に取組まれる背景に

は、ソーシャルキャピタル注１）の形成が重要である。自助

コミュニティの形成基盤を研究する金子文２）によると、良

好なソーシャルキャピタルが築かれるためには、共通の目

的、ともに働く環境、モチベーションが必要と説いている。

地域課題に主体的に取組むNPOや任意団体が存在しなかっ

た寿都町においては、住民が共通の目的をもって共に働く

モチベーションを醸成する段階から計画が始まった。当該

地域は、高齢化が進み（高齢化率33％）、町内会や老人会

活動が比較的活発ではあるものの、気軽に出歩く先や社会

的役割をもって生き甲斐を得るボランティアなどの機会

がなかった。また、わずかではあるが孤独死も見られるこ

とが問題視されていた。 

 筆者らは、高齢者が慣れ親しんだ地域で最後まで安心し

て生活できるしくみや、地域のなかに居場所や役割、頼る

ことができる仲間をもち健康に暮らすことのできる仕掛

けとして福祉系NPO法人注２）による「縁側サービス」を提唱

している文３）。なかでも、地域に開かれた縁側として、コ

ミレスを人々の居場所や活動の場所とすることに注目し

てきた。高齢者や地域住民がサービス提供者にも受給者に

もなりうること、食事や調理という気軽で日常的なことが

らゆえに参画しやすく、回数を重ねることによるソーシャ

ルキャピタル形成が期待できることを明らかにしてきた。

寿都町においても高齢者福祉施設内にコミレスを設置し、

主に高齢者を運営者とサービス対象とすることを提案し

た。また、サービス拠点が福祉施設にあることで、以下の

条件が整うと考えた。①気軽に立寄りやすく、食事目的以

外の施設利用者の目にとまる（活動がより町民に認識され

やすい）。②社会福祉協議会や介護サービス業者などの組

織と交流できる（住民有志によるインフォーマルの活動を

フォーマルな組織と連携させていくきっかけを得やすい）。

③福祉に関するニーズやまちの情報が集まる。④地域交流

スペースがあり、食事提供に乗じてイベントを開催しやす

い。 

 以上のように、本研究では、高齢者福祉施設内にコミレ

スを設置することによって、初期段階には福祉コミュニテ

ィとして場が形成され、徐々に地域起こしを担うコミュニ

ティを創出するためのプラットフォームとなると考えた

（図1）。 

 

【「風のごはんや」の運営概要】 

 寿都町地域密着型センターは、旧道立病院を改修し、グ

ループホーム・デイサービスセンター・高齢者専用賃貸住

宅・社会福祉協議会事務所を併設して建設中であった（図

２）。コミレスは、施設に入ってすぐの地域交流スペース

内に設置することとした。スタッフが施設に入って来た人

に声をかけられる位置関係とするため、玄関脇にオープン

キッチンを配置することとした。子ども連れの家族が床に

座って食事できる場所や、イベント開催時のステージに利

用できるような小上がりスペースも取り入れた。 

 運営主体は、フォーラムやワークショップに参加してき

た有志５名を中心に、これに賛同する住民によって任意団

体「未来の里―寿の都」が立ち上がった文４）。名称を「風

のごはんや」とし、週１回（月曜日11:00～14:00）の開店 



とし、ワンディ・シェフ方式により毎回異なるスタッフが

調理を担当し、ボランティアが配膳や会計をサポートする。

昔から半農半漁を営む町民が多い寿都町には、魚介類や野

菜類が豊富なため、地産地消の定食を500円（原価率50%）

で提供することとし、平成24年６月に開店を迎えた（写真

１）。「町の元気交付金事業」から補助金（200万円）を

得てキッチン用品などの準備や運営資金にあてた。平成26

年6月現在、シェフ５名、ボランティアスタッフ10名の構

成で取組んでいる。一日の平均事業収入は2万8千円、平均

客数は51名である。シェフには時給750円が支給されてい

る。 

 利用者の傾向は、年齢に偏りなく幅広い年齢層がみられ

る（図３）。当初、主な利用者として想定していた高齢者

は１／４に留まり、年代に偏りがないことがわかる。子育

て中の若い母親や家族の利用が多いことから、未就学児の

存在も特徴のひとつとなっている。地元高校のボランティ

ア部の協力も10代の利用者獲得につながった。また、２階

の高齢者専用賃貸住宅の住人が定期的に食事やイベント

に参加している。グループホーム入所者は施設から昼食が

提供されるため通常営業時には来店しないが、イベントに

は観客として参加する姿が見られた。 

 食後のイベント企画としては、ハンドリフレクソロジー

講座、お楽しみ食事会iPadを用いた町民の写真作品などの

展示、高校生や歯科スタッフによるワンデイシェフ、世代

間交流を目的とする思い出のファッションショー、コミレ

ス先進事例運営者を招致しての勉強会などが開催された

（表１）。また、町内歴史的建造物を観覧に訪れた観光客

や寿都町新年交礼会への食事提供も行った。新聞や雑誌等

のメディア掲載文５、６）、および取り組みや運営方法を紹介

する講演等の依頼を受けるようになっている。 

 

【ソーシャルキャピタルに関する調査結果】 

 シェフとボランティアスタッフを対象に、ソーシャルキ

ャピタル形成に関するアンケート調査を平成24年10月に

実施した（表２）。 

①役割・生き甲斐の獲得：８割のスタッフが「お客さんに

喜んでもらっている実感がある」と答えているほか、半数

が「目標にむかって人と協力して活動ができる」、「自己

実現につながっている実感がある」としている。その他の

自由記述欄でこの項目に当てはまる内容としては、「スタ

ッフが一緒に働いた後に食事することでチームとしての

一体感が生まれ、週を重ねるごとに意味のある場所になっ

ていく実感がある」との回答があった。 

②新しい人間関係の構築：7割のスタッフが、「今まで知

らなかった町の人と知り合いになれる」「困ったときに頼

れると思える人間関係ができた」と答えている。その他の

欄には、「自宅が本町と離れているので、この仕事をし始

めて今まで知らなかった町民と知り合いになれて嬉しい」

「町村合併でできた親の代から続くしこりをこえて、本町

と郡部が一体となれるきっかけができつつある」という回

答があった。 

③居場所の獲得：４割のスタッフが、「料理の腕やまとめ

役、サポート役としてなど、自分の能力をいかす場ができ

た」と回答している。「町のなかに自分の居場所ができた」

と答えるスタッフは1割に留まるが、これを選択したのは

転勤などで移り住んできたばかりのスタッフのみである

ことから、町に長く居住している他のスタッフの中にはす

でに居場所があった人も多いと推測される。 

図２ 総合福祉施設の間取り 

図１ 福祉施設のコミレスを拠点とした 



 今後取組むべき方向性については、「食を介して、福祉

拠点としての子どもや高齢者の集う場をつくる」という方

向性を見いだしている。 

 来店者に対しては平成24年10月および平成25年10月に

アンケート調査を実施した（表３）。表中の色付部分は回

答の割合が増加した項目である。特に変化が大きいのは、

「子どもや若者、高齢者などあらゆる世代が集まっていて

楽しい」「誰かに会える」「ほどよい人間関係が築ける」

「週１回来ることによって生活のリズムができる」であっ

た。開店４ヶ月後の第１回目調査では、来店者同士の認識

や来店者らがつくり出す場の雰囲気が形成されていなか

ったと考えられる。図４のアンケートの主な結果から利用

の傾向を読み取ると、月２回以上来店している人が８割以

上、毎回が４割近くいる。また、滞在時間は30分以上が９

割以上、60分以上が２割近くに達する。また、４割近い人

が利用者同士の知り合いができたと回答している。以上の

結果より、昼食をとる目的だけでなく、定期的に顔を会わ

せて同じ空間に滞在するという行動がなじみの関係を醸

成し、それがさらなる来店の目的となっていると考えられ

る。また、来店者同士だけでなく、「スタッフがいきいき

していて元気をもらえる」といった回答も多い。来店理由

には、以上のほかに、「メニューや栄養バランスなどの食

事内容が良い」「家が近所にある」「値段が安い」といっ

た食事内容や利便性があげられている。 

 

【考察】 

 明確な目標を描いて積極性に実行に移す主体（イニシエ

ーター）があまり見られないことが、プロジェクト発足当

時から問題視されていたのは先述のとおりである。したが

って、「それほど積極的に活動をするつもりはないが、手

伝いや自分の特技を活かすことならやってみてもよい」と

いう人々を集めていかに自助コミュニティとして醸成し

ていくかが課題であった。本研究では、福祉施設での食事

提供を通して、運営メンバーや来店者が町のニーズに気付

き、自身の役割・生き甲斐を感じる、そして一緒に働いた

り、楽しい場を形成することによって自分の居場所や人間

関係の発展をはかるという状況をつくりだすことを目指

してきた。高齢化や健康問題に対する地域の取り組みを全

国規模で調査している研究では、必ずしもイニシエーター

ばかりがまちづくりを押し進めるわけではないと述べて

いる。今村ら文７）は、手伝いや自分の特技を活かすことな

らやってみてもよいという主体を、「遠慮がちなソーシャ

ルキャピタル」と称し、その存在をフィールドワークを通

して明らかにしている。また、地域で継続されてきた活動

写真１ 「風のごはんや」の様子 

 

表１ 通常営業以外の企画イベント 

図３ 利用者を対象としたアンケートの主な結果 



や共有された価値観を背景として、「何か手伝ってもいい」

というフォロアーの参画が期待できるとしている。コミュ

ニティ創出について研究する金子文１）は、コミュニティ形

成の法則として、地域に感心を傾けるきっかけがあり、そ

れぞれが役割をもち、共通の目的のもとに協同できる場が

あることとしている。「風のごはんや」は発展途中ではあ

るが、遠慮がちなソーシャルキャピタルが初段階の目的を

達成し、自身の役割や生き甲斐を得ながら、次の目標に足

を踏み出そうとしていると理解でき、今後が期待される。 

 今後は、グループホームやデイサービスを運営する福祉

法人や社会福祉協議会との連携による情報発信やイベン

ト開催など、施設の特徴を活かした活動を検討する必要が

ある。また、地域おこしという視点では、観光客を対象と

した食の提供のように、コミレス外での活動の広がりが肝

心である。 

 

【まとめ】 

 本稿では、地域起こしを担うコミュニティを創出するた

めのプラットフォームとして開設したコミュニティ・レス

トラン「風のごはんや」の運営状況および現時点での効果、

課題について報告した。 

 

【注】 

1)人々が持つ信頼関係や人間関係（社会的ネットワーク）

を活発にすることによって社会の効率性を高めること

ができる。また、「信頼」「規範」「ネットワーク」

といった社会的仕組みがソーシャル・キャピタルの成

立の条件である文２）。 

2)社会福祉法人や福祉系NPO法人、社会福祉協議会 
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サード プレイ スを運営する活動への参加
→⑥人々の地域に対する愛着やソ ーシャ ル・ キャ ピタ ルの向上

サード プレイ スを媒介と し た
運営者と 利用者のコ ミ ュ ニティ 形成

①期間限定である非常設型カ フ ェ の設計

・ なじ みが形成さ れていない入り やすい

環境の実現
・ 運営コ スト の削減

②多様な利用者の滞在満足度を高める
環境の設計

・ 交流の場であるこ と を謳いすぎない

・ マイ プレ イ ス志向と 交流志向の共存

若年者を中心に多様な目的を持っ た利用者が集まる場所の形成

③社会的環境に対する評価
知ら ない他者と のコ ミ ュ ニケー
ショ ンの発生
・ 相席やイ ベント などの仕掛け
・ スタ ッ フ から の声かけ

③地域に関する物質的評価
地元の魅力的な資源の提供

・ 九谷焼のカ ッ プや器

・ 地元の特産品を使っ たメ ニュ ー
・ 市内公共施設の魅力や価値発見

④地域に対する愛着の高まり

⑤地域に対する協力意向の形成

Ｂ－３ 地域のサードプレイスにおける利用者の協力意向の形成に関する研究 

〇小林重人・山田広明（北陸先端科学技術大学院大学） 

Keyword：サードプレイス、非常設型カフェ、地域愛着 

 

【背景】 

サードプレイスとは、自宅（ファーストプレイス）や

職場・学校（セカンドプレイス）以外で、居心地が良く

多様な利用者と交流のできる場所のことを指す

（Oldenburg 1989）。カフェやパブ、公民館などがサー

ドプレイスの例として挙げられ、サードプレイスはイン

フォーマルな公共生活の中核的環境として地域コミュニ

ティの拠点としての機能を有する。 

しかしながら、若者を中心に「自分ひとりの時間を過

ごせる」といったマイプレイス型のサードプレイスが求

められているという社会背景もあり、必ずしもサードプ

レイスが多世代の交流の拠点になっているわけではない。

このように失われつつある地域の交流拠点となるサード

プレイスを地域の住民自身が作りだそうとする試みが近

年活発に行われている。それらの多くはまちの縁側やま

ちの居場所、コミュニティカフェという形で取り組まれ、

一定の成果を収めている（大分大学福祉科学研究センタ

ー 2011） 

石川県能美市でも同様の目的から地域関与の低い若年

者を主なターゲットに、居心地が良く、かつ多様な価値

観を持つ人々が共存できるサードプレイスとしてカフェ

の創出に取り組んでいる（能美市 2014）。このカフェの

主な特徴は、1）期間限定の非常設型、2）交流の場であ

ることを謳いすぎない、3）メニューや器、カップに地域

の資源を使う、という3点である。1）と2）のような場

として設計した意図は、多くのコミュニティカフェが抱

える運営コストの負担増と利用者の固定化という問題に

対処するためである。期間限定の非常設型にすることに

より施設運営費と人件費を抑え、交流の場であることを

強調しないことによって誰もが気軽に利用できる雰囲気

を作り出すことにした。しかし、非常設型であるがゆえ

にサードプレイスにおける連続的で濃密なコミュニケー

ションが実現しにくいという欠点も生じた。 

上記の問題を解決するため、我々はこのカフェの利用

者に対して質問紙調査を実施した。主にカフェが利用者

に与える影響の分析とそこで実現されるコミュニケーシ

ョンについて検討を行い、結果としてサードプレイスを

媒介としたコミュニティ形成モデルを構築した（図1）。 

図 1 サードプレイスを媒介とした運営者と利用者の 

コミュニティ形成モデル：小林・山田（2014）より引用 

 

提示したモデルでは、カフェの利用者同士で交流を実

現するというよりは、利用者がカフェの運営側に回るこ

とで既存の運営者と利用者が協働するコミュニティの実

現に主眼を置いている。特に地域社会と接点のない若年

者の利用者に注目し、いかに彼らの地域への愛着と関与

を高め，彼らの社会関係資本を形成するかということが

本研究の大きな関心である。利用者からカフェの運営に

協力してくれる者が現れれば、カフェの活動の持続性や

広がりという点でも大いに寄与するものである。 

しかし、このモデルはまだ一部が仮説に留まっており、

1）カフェで提供される地域資源や発生するコミュニケー

ションが利用者の地域に対する愛着を高めているのか、

2）地域に対する愛着の高まりが地域に対する協力意向を

形成するのか、という部分については実証的に確かめら

れていない。そこで上記 2 点を明らかにすることを目的

に当該カフェの利用者に対し調査を実施することとした。 

 

【調査方法】 

本研究では能美市で開設された非常設型カフェ（ひょ

っこりカフェ）の利用者に対して質問紙調査を実施した。

調査は2013年7月28日（以降、パート4と表記）と11

月3、4日（以降、パート5と表記）の2回実施された。

調査票は中学生以上のすべての利用者に配布された．パ

ート4の調査票は89名に配布され、そのうち87名から



の回答を得た。調査票の回収率は97.8%である。パート5

の調査表は162名に配布され、全員からの回答を得た。 

各回における回収標本を表1に示した．パート5は九

谷陶芸村まつりとの共催であったため、市外や県外に居

住する利用者が半数を超えたが、パート 4 は特に他のイ

ベントとの共催ということがなかったため、市内に居住

する利用者の割合が61.9％であった。 

 

表 1 各回における回収標本の概要 

人数 (有効%)

パート4 パート5
性別

男 35 (40.7) 62 (43.7)
女 51 (59.3) 79 (55.6)

年齢
10歳代 6 (7.0) 2 (1.4)
20歳代 10 (11.6) 8 (5.5)
30歳代 27 (31.4) 29 (20.0)
40歳代 20 (23.3) 26 (17.9)
50歳代 13 (14.6) 28 (19.3)
60歳代以上 10 (11.6) 52 (35.9)

居住地
石川県能美市内 52 (61.9) 67 (48.6)
石川県内の能美
市以外の市町村

30 (35.7) 46 (28.4)

石川県外 2 (2.4) 24 (14.8)
職業

会社員 37 (44.0) 41 (29.1)
公務員 11 (13.1) 22 (15.6)
自営業 4 (4.8) 9 (6.4)
主婦 16 (19.0) 33 (23.4)
学生 6 (7.1) 8 (5.7)
その他 10 (12.1) 11 (7.8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ひょっこりカフェの様子と会場外観1 

上図：パート4（こくぞう里山公園交流館）、 

下図：パート5（石川県立九谷焼技術研修所） 

                                                        
1 ひょっこりカフェは、普段カフェとして利用されない公
共施設で開催されている。それにより通常とは異なる方
法で公共施設を利用してもらうことで、カフェ利用者が
当該施設及び地域の新しい魅力を発見すること期待して
いる。 

【調査結果】 

 まずは提案したモデルに従って、カフェ利用者の中に

地域への協力意向を持つ者が存在するか確かめる。ひょ

っこりパート4と 5の利用者に対して「機会があればこ

のようなカフェに企画・協力したいか」と尋ねたところ、

パート4では回答者の74％（50名）、パート5では回答

者の 36%（45 名）が「はい」と回答した。各回において

協力意向を持つ利用者の割合には大きな差異があった。

この差異は利用者の居住地（市内／市外）の違いに起因

する可能性が考えられるため、市内居住の利用者と市外

居住の利用者で協力意向の差を調べた。その結果、パー

ト 4 では両者とも半数以上が協力意向を示し、パート 5

では両者ともに半数以上が協力意向を示さなかった。居

住地と協力意向の有無の連関性を見るためにχ2 検定を

行ったところ、表2に示したようにパート4と5共に有

意ではなかった（パート4：χ2=.852, df=2, n.s.，パー

ト5：χ2=4.099, df=2, n.s.）。つまり，協力意向の有無

は利用者の居住地によるものではないと言える。 

 

表 2 利用者の居住地別の協力意向の有無 

はい いいえ 合計 χ2検定

市内 30 10 40
県内 17 7 24
県外 2 0 2
合計 49 17 66

はい いいえ 合計 χ2検定

市内 26 32 58
県内 12 27 39
県外 5 17 22
合計 43 76 119

表中の数値は度数 n.s. : 非有意

利用者の
居住地

パート5

パート4

あなたは機会があれば，このようなカフェを企画したり，
運営に協力したいと思いますか？

利用者の
居住地

n.s.

n.s.

あなたは機会があれば，このようなカフェを企画したり，
運営に協力したいと思いますか？

 

 

それでは、協力意向は何によって生み出されたもので

あろうか。可能性として利用者が元より互酬的な価値観

を持っていることやカフェにおける居心地の良さが愛着

を生み出したこと等が考えられる。そこで我々は協力意

向と，利用者の社会関係資本，カフェにおける滞在満足

度、滞在時間の関連を分析した。社会関係資本は「社会

ネットワーク」に関わる3問と「信頼」に関わる2問か

ら計算される社会関係資本指数（SCI）として指標化した。

居心地満足度はカフェにおける居心地の良さについて 7

段階のリッカート尺度を用いて尋ねた。 



カフェの企画・運営・
協力をしたいか？

はい
（n=49）

いいえ
（n=18）

はい
（n=50）

いいえ
（n=18）

はい
（n=46）

いいえ
（n=16）

平均値 5.59 5.28 34分 33分 3.15 3.1

標準偏差 .89 .75 33分 26分 .82 .71

カフェの企画・運営・
協力をしたいか？

はい
（n=44）

いいえ
（n=76）

はい
（n=43）

いいえ
（n=77）

はい
（n=40）

いいえ
（n=69）

平均値 5.61 5.43 31分 24分 3.34 3.18

標準偏差 .90 1.04 21分 16分 .75 .68

パート4

パート5
居心地満足度 滞在時間 SCI

居心地満足度 滞在時間 SCI

表 3 は、各回における協力意向の有無別の居心地満足

度と滞在時間、そしてSCIの平均値を示したものである。

パート4，5共にいずれの項目の平均値も協力意向を示し

た利用者の方が高いが，すべての項目で両者に有意な差

は認められなかった。すなわち居心地満足度や滞在時間

といったカフェの経験や時間，利用者の社会関係資本が

協力意向の有無を左右しているのではなく，それ以外の

要素が協力意向に寄与している可能性が高い。 

 

表 3 協力意向の有無別の居心地満足度、 

滞在時間、SCIの平均値 

 

では，上述した以外のどのような要素が協力意向の形

成に寄与していると考えられるか。我々が図 1 で提案し

たモデルに従って地域に対する物質的評価と社会的環境

に対する評価の順で検証していくことにする。 

 「地域に対する物質的評価」に関する質問として、ひ

ょっこりカフェにおいて「地域の魅力と感じたメニュー

があったか」と尋ねたところ，パート4で 94%（80 名）、

パート 5：81%（111 名）の回答者が「はい」と答えた．

しかし，ひょっこりカフェで良かったものとして「カッ

プや皿などの器（九谷焼）」を挙げた回答者は、パート4

で13.3％（13名）であったのに対し、パート5で33.1％

（46 名）と違いが見られた。この理由として、パート 4

の利用者の97％が石川県内の居住者であり、九谷焼のカ

ップや皿などの器は、主に石川県外からの利用者に支持

されていたためであると考えられる。続いて、協力意向

の有無で地域の魅力と感じたメニューについて連関性を

調べるためにFisherの直接確率検定を行った。表4から

パート4は有意差がなく、パート5では有意差が確認さ

れた。パート 5 ではメニューの中で魅力と感じたものが

あった利用者のほとんどが協力意向を示したが、パート4

ではメニューの中で魅力と感じたものの有無に関わらず

協力意向を示していることがわかる。 

表 4 協力意向の有無と地域の魅力と 

感じたメニューの有無との関係 

はい いいえ 合計 直接確率検定
はい 47 3 50

いいえ 15 2 17
合計 62 5 67

はい いいえ 合計 直接確率検定
はい 42 2 44

いいえ 53 21 77
合計 95 23 118

表中の数値は度数 n.s. : 非有意

パート4

カフェの運営・企画・
協力をしたいですか

メニューの中で地域の魅力
と感じたものはありましたか

メニューの中で地域の魅力
と感じたものはありましたか

カフェの運営・企画・
協力をしたいですか

n.s.

パート5

p <.01

 

 

「社会的環境に対する評価」に関する質問として，カ

フェにおける「他人とのコミュニケーション」と「スタ

ッフとの交流」の2つについて尋ねた。「知らない人とコ

ミュニケーションをしましたか」という質問では、パー

ト4で35％（29名）、パート5で14％（9名）が「はい」

と回答し、カフェで出来たこととして「スタッフとの交

流」と回答した利用者はパート4で 34％（28 名）、パー

ト5で16％（23名）であった。すなわち同伴者以外との

交流についてはパート5に比べてパート4での発生割合

が高いと言える。 

 表 5 は協力意向の有無と知らない他人とのコミュニケ

ーションの関係を示したものである。両者の連関性につ

いて各回で検定を行ったところ、パート 4 では有意差が

なく、パート5では有意差が確認された（χ2=4.688, df=1, 

p <.05）。パート4では知らない他者とのコミュニケーシ

ョンとは関連なく協力意向が示されているが，パート 5

では知らない他者とのコミュニケーションを行った利用

者が協力意向を示す割合が高いと言える。この結果の違

いについては考察で検討を行う。 

表 5 協力意向の有無と知らない他人との 

コミュニケーションの有無との関係 

はい いいえ 合計 直接確率検定
はい 20 28 48

いいえ 4 14 18
合計 24 42 66

はい いいえ 合計 χ2検定

はい 10 34 44
いいえ 7 73 80

合計 17 107 124

表中の数値は度数 n.s. : 非有意

知らない人とコミュニケーション
をしましたか

カフェの運営・企画・
協力をしたいですか

p <.05

パート4
知らない人とコミュニケーション
をしましたか

カフェの運営・企画・
協力をしたいですか

n.s.

パート5

 

それでは最終的に地域への愛着の高まりと協力意向に



関連はあるのだろうか。利用者に「カフェに来ることで

能美市への親しみは増しましたか」と尋ね、「とても増し

た」から「とても減った」までの 7 段階で回答してもら

った上で1－7点の範囲で点数化した（この質問はパート

5でのみ実施）。協力意向の有無別でこの点数の比較をす

るために t 検定を行ったところ、協力意向のある利用者

の方がない利用者と比べて平均点が高かったが、両者の

平均値に有意な差は確認されなかった。 

 次に利用者の居住地を市内と市外に分けて協力意向の

有無による能美市への親しみの増加を調べた（表6）。す

ると、市外居住者では協力意向のある人の方がない人に

比べて平均点が高く、両者には有意差が確認された。一

方で市内居住者では両者の間に有意差はなかった。 

 

表 6 協力意向の有無による 

能美市への親しみの増加の違い（パート5のみ） 

カフェの企画・運営・
協力をしたいか？

はい
（n=17）

いいえ
（n=42）

平均値 5.71 5.02
標準偏差 .98 .92

カフェの企画・運営・
協力をしたいか？

はい
（n=27）

いいえ
（n=33）

平均値 5.26 5.27
標準偏差 1.13 .98

能美市への親しみの増加

能美市への親しみの増加

市外居住者

市内居住者

 

【考察】 

まず協力意向の有無で能美市の親しみの増加に有意差

がなかったことは、親しみ（愛着）そのものではなく、

親しみの増減を問うていることに注意を払わなくてはな

らない。ゆえに利用者がもともと強い愛着を有している

場合には、カフェの利用とは関係なく変化しない可能性

が高い。このような愛着は居住地に大きく依存すること

が考えられるため、利用者の居住地を市内と市外に分類

した上で、表 6 の分析を行った。市外居住者で協力意向

を示した利用者は、カフェを通じた能美市への親しみの

増加が大きいことがわかる。つまり、カフェにおける愛

着の形成が市外居住者の協力意向に寄与している可能性

が高い。パート5はパート4と比べて市外居住者の利用

割合が多いため、地域に関する物質的評価と社会的環境

に対する評価と協力意向の有無に関して有意な関連性が

表れたと考えられる（表4、5）。逆にパート4では、市

内居住者の割合が高く、既に地域への愛着が形成されて

いるため2、2 つの評価と協力意向の有無で連関性に有意

な差が見られなかったと考えられる。ただし、パート 4

には県内在住の利用者も一定数いたことから、すべてを

このロジックで説明することはできない。 

これらの考察を踏まえて冒頭で提示したモデルとその

効果について再検討する。地域への愛着がニュートラル

な利用者ほど、地域への愛着が高まり、地域への協力意

向も示されることが示唆された。また、地域資源を使っ

たメニューの魅力や知らない他者との交流が協力意向の

有無と関連していることも一部示されたことから、図 1

で提示したモデルの③④⑤の妥当性は高いと言える。こ

のモデルでは地域関与の低い若年者をターゲットとして

きたが、今回の結果を受け、市外の居住者にも積極的に

カフェを利用してもらうことによって、カフェの企画・

運営に関する協力者を増やすことができると考えられる。

ひいてはそれがカフェの利用者とそこで発生するコミュ

ニケーションの多様性を高めることにも繋がるであろう。 

 

【今後の展開・課題】 

居住地に関わらずある一定数の利用者がカフェの企

画・運営に関する協力意向を示すことはわかったが、こ

の意向が必ずしも実際の協働に繋がっているわけではな

い。図 1 のモデルにおける⑥の運営活動への参加を増や

すためには、協力意向から参加に至るプロセスや参加を

阻害する要因を明らかにする必要がある。その第一段階

として、現状でカフェの運営に協力している複数名のス

タッフに対して上記のプロセスや要因に関するインタビ

ュー調査を行う予定である。  

 

【引用・参考文献】 

・Oldenburg, R.,1989, The great good place. New York: 

Marlowe & Company. 

・大分大学福祉科学研究センター, 2011,「コミュニティ

カフェの実態に関する調査結果」. 

・小林重人・山田広明，2014，「マイプレイス志向と交流

志向が共存するサードプレイス形成モデルの研究－石

川県能美市の非常設型「ひょっこりカフェ」を事例とし

て－」，『地域活性研究』，Vol. 5，pp. 3-12． 

・能美市市民生活部地域振興課，2014，「第3の生活拠点

創出事業 3カ年事業成果報告書」，46p. 

                                                        
2 平成25年度の能美市民満足度調査からは、能美市民の
8割以上が能美市に愛着を持っているという結果が得ら
れている。 



C-1 ワイン・クラスター研究の変遷と国内への応用可能性 

長村 知幸（小樽商科大学） 

Keyword：ワイン・クラスター，比較分析 

 

【はじめに】 

クラスター研究は，世界各国の研究者によって地域の

競争優位の観点から膨大な研究蓄積がなされてきた

（Giblin,2011;Giuliani,2013）．クラスター研究は，ハイテ

ク産業に関する事例研究が多く蓄積されている一方で，

ワイン・クラスターに関する事例研究は多くない．本報

告では，ワイン・クラスター研究の変遷を整理し，国内

のワイン・クラスター形成への応用可能性を模索する． 

本報告の意義としては，ワイン・クラスター研究とい

うテーマの特殊性にある．わが国のワイン・クラスター

に関する研究は限定的であるため，未解明な部分が多い．

こうした問題点を解決するため，詳細かつ広範なインタ

ビュー調査に基づいて事例研究を行った点に特色を持つ． 

 

【先行研究レビュー】 

1. ワイン・クラスター研究の概要 

近年，世界各国でワイン・クラスターに関する研究が

行われている．例えば，チリ（Giuliani & Bell,2005;Visser & 

Langen,2006;Giuliani et al.,2008;Kunc & Bas,2009），イタリ

ア（Morrison & Rabellotti,2007），カリフォルニア

（Porter,1998），カナダ（Donald,2009;Voronov et al.,2013），

南アフリカ（Ponte & Ewert,2009），オーストラリア

（Aylward,2004）などが有名である．以下では，これらの

ワイン・クラスターを整理し，共通項を導出する．  

 

(1) チリのワイン・クラスター 

チリは，世界第 7 位のワイン生産国（2013 年度）であ

る．コルチャグア・バレーは，チリで もワイン生産が

盛んな地域の1つであり，300社以上の小規模ワイナリー，

業界団体や大学・研究機関が集積している（Kunc & 

Bas,2009）．この地域では，優れた要素条件が存在し，技

術移転インフラ，醸造コンサルタント，原材料や機械の

サプライヤー，タルカ大学（University of Talca）との協働

が顕著である． 

コルチャグア・バレーでは，1870 年頃に，ボルドー

（Bordeaux）から苗木が植樹されたことによってワイン

生産が開始された．1980 年代には，関連技術の充実に伴

って，海外市場の需要に応じた製造が行われるようにな

った．その後，1990 年初頭には，高品質ワインを製造す

るワイナリーが急増し，輸出に重点をおいた近代化と技

術改良によって，劇的な成長を遂げた．特に，大規模な

ワイナリーは，タルカ大学と協働するとともに，

CONICYT，CORFO（Corporacion de Fomento）やFIAな

どの公的基金の財政援助を受けた形で，数多くの研究プ

ロジェクトを推進している（Giuliani et al.,2008;Giuliani et 

al.,2010）．このように，コルチャグア・バレーのワイン・

クラスター形成プロセスでは，大学や研究機関を中心と

して科学的研究を推進することで，小規模ワイナリーの

技術力向上を実現してきた． 

また，海外から移住してきた醸造学者が，先端的な知

識や技術を移転することで，ワイナリーの技術力向上を

実現したことも成功要因の 1 つである．こうした移民の

存在は，先進的な機械・技術を輸入し，新しい生産方法

を普及させることで，コルチャグア・バレーの発展に大

きな影響を及ぼしている． 

 

(2) イタリアのワイン・クラスター 

イタリアは，全世界の 2 割以上のワインを生産する世

界一のワイン先進国（2013年度）である．ピエモンテは，

300社以上のワイナリーが集積し，世界的に著名なイタリ

ア・ワイン（バルベーラ，バローロなど）を生産する地

域である．ピエモンテでは，ワイン生産者の業界団体が

大きな影響力を持っている．ピエモンテのワイン生産者，

ブドウ栽培者および組合などの関係者が 8,000 名以上加

入する も大きな協会であるヴィニャイオーリ・ピエモ

ンテーズィ（Vignaioli Piemontesi）は，ブドウ栽培に関連

した技術的知識や技術的サポートを提供する役割を持つ

（Morrison & Rabellotti,2007）．この業界団体では，農学者

を中心とした小規模ワイナリーと，大学の研究者との緊

密な協働を促進し，研究開発プロジェクトを実施してい

る．また，季刊誌，農家へのコンサルティング活動を通

じて技術的助言を提供している．これによって，ヴィニ

ャイオーリ・ピエモンテーズィは，ピエモンテにおける

新の技術情報を提供する科学的機関としての役割を果

たしている（Giuliani et al.,2010）． 

このように，ピエモンテでは，醸造学やブドウ栽培学

に関する研究開発プロジェクトを実施し，ワイナリー間

で知識移転を実現している点に大きな特徴を持つ． 

 

(3) カリフォルニアのワイン・クラスター 

カリフォルニア州ナパ・バレーは，科学的な研究に基

づいた技術革新と製品開発が行われており，科学的方法

でワイン製造を行う新世界 1)のパイオニアである

（Giuliani et al.,2008）．ナパ・バレーにおけるブドウ栽培

は，1700 年代後半に開始され，2013 年度には，1,000 以

上のワイナリーが存在し，世界第 4 位のワイン生産量を



誇っている．また，ナパ・バレーには，ワイン造りに関

する世界有数の研究機関であるカリフォルニア大学デー

ビス校が存在する．カリフォルニア大学デービス校では，

新種ブドウ種子の技術開発や灌漑施設の現代化などの研

究が行われ，ブドウ栽培やワイン製造に関する高度な教

育を提供している．こうした教育を通じて，栽培学や醸

造学の専門家を育成している． 

このように，ワイン関連の科学的研究を推進する研究

者や大学間で密接な相互作用を行うことで，ワイン生産

の近代化を実現し，ナパ・バレーとしての競争優位を達

成してきた．そして，ワイナリーとヴィンヤードの協調

関係を基盤として，観光や加工食品などの関連・支援産

業と連携を図ることで，ワイン・クラスターとしての技

術革新と集積の効果を実現している． 

 

(4) カナダのワイン・クラスター 

オンタリオ州ナイアガラ・ペニンシュラでは，多くの

小規模なワイナリーが，多様なワインを製造し，個性を

争う競争を展開することで発展してきた．オンタリオは，

カナダワインの約 8 割が生産され，アイスワインの製造

で世界的に有名である（Voronov et al.,2013）． 

1980 年代になると，旧世界 2)から欧州系ブドウを持っ

てきて国内の古樹を植え替えることで，徐々に変化を遂

げ，1980 年代後半には，オンタリオのワイナリーが急激

に増加した（Donald,2009）．しかしながら，1988年のFTA

によって，オンタリオのワイナリーはグローバル化の影

響を強く受け，外国との競争にさらされるようになった．

このような状況に陥ったため，政府は，高品質なブドウ

へと植え替えるための財政支援プログラムを実施した． 

政府は，財政支援プログラムに加えて，VQA（Vintners 

Quality Alliance）の設立支援を行った．VQA とは，ワイ

ン品質管理同盟の名称である．その目的としては，州産

ワインの品質を保つために，ブドウの育成やワイン造り

に至る項目に関して，厳しいワイン品質認証基準を設け

て監督することにある．VQAは，2000年にオンタリオで

法的に守られるように基準として定められるようになり，

地元の生産者にとっても地元産の VQA 基準を満たすこ

とで品質が向上した． 

また，オンタリオにおけるワインの革新は，移民の技

術者によってもたらされた（Donald,2009）．具体的には，

移民として参入後，本国から技術・知識を持って来てワ

イナリーを設立し，長年，ワイン製造に携わることで製

品の品質を高め，国際コンクールで数々の賞を受賞して

きた．このように，カナダでは，自由貿易に伴う政府介

入や高品質ワインを生み出す企業家的移民の流入によっ

て国際的な名声を獲得してきた． 

 

(5) 南アフリカのワイン・クラスター 

南アフリカは，世界第8位のワイン生産国（2013年度）

である．南アフリカのワイン・クラスターは，アパルト

ヘイトが終焉した1994年以降，ヴィンヤードやセラーの

品質管理を重点的に行うとともに，研究機関等のインフ

ラ整備が急速に進展した．具体的には，1996年から2004

年に至る期間までに，南アフリカにおけるヴィンヤード

の面積が，大幅に拡張したことで，ワイン生産が大きく

伸張した（Ponte & Ewert,2009）． 

こうしたポスト・アパルトヘイト体制への移行に伴っ

て，同国では，国際的な需要パターンに準拠した形で海

外市場への展開が開始された．また， 新の醸造学やブ

ドウ栽培学の知識やノウハウを活用し，主要品種を栽培

することで，先進国へと躍り出た．その後，南アフリカ

では，プレミアムワインを重点的に生産し，それらを積

極的に輸出することで国際的な名声を獲得してきた． 

さらに，南アフリカでは，南アフリカワイン醸造者協

同組合連合（KWV）は，同国のワイン・クラスターの発

展に重要な役割を担ってきた．KWVは，ケープワインを

管理・総括する巨大組織であり，高品質ワインの安定的

な生産・流通に重要な役割を果たしている．その他にも，

農業研究委員会（ARC: the Agriculture Research Council）や

ストレンボッシュ大学は， 新の醸造学・ブドウ栽培学

に関する科学的な研究が遂行することで，制度的な変容

を遂げてきた．このように，国際需要に適合した研究開

発プロジェクトを遂行することで，南アフリカのワイ

ン・クラスターが発展してきた（Giuliani et al.,2010）． 

 

(6) オーストラリアのワイン・クラスター 

オーストラリアは，世界第 6 位のワイン生産国（2013

年度）である．同国は，ブドウ栽培に 適な気候や土壌

に恵まれていることに起因して，2,000社以上のワイナリ

ーが存在し，海外市場への輸出政策によって国際競争力

を獲得した．特に，サウス・オーストラリア州（中心都

市：アデレード）は，同国のワイン生産量の40％を誇る．

この地域には，醸造学の分野で世界 高峰の名門校であ

るアデレード大学が存在し，多くの業界団体，規制業者，

サプライヤー・グループ，輸出の協議会，研究機関が地

理的に集中している（Aylward,2004）． 

そして，ヨーロッパ各地から熟練技術者を引きつける

と同時に， 先端のR&D活動を通じて，技術革新を積極

的に展開することで，高い国際競争力を持っている． 

 

2. 旧世界と新世界との相互作用 

旧世界と新世界のワイン・クラスターは，ワイン生産

に関連した長い歴史を有する．1970 年後半まで，新世界

ではバルクワインの生産が中心であったが，1980 年代以

降，高品質ワインの消費増に伴って旧世界へのキャッチ

アップを実現してきた（Giuliani & Arza,2009）． 



Cusmano et al.（2010）は，南アフリカやチリのワイン

産業に焦点を当て，イタリアのワイン産業に競争力の側

面でキャッチアップした現象を考察している．新世界で

は，積極的な研究開発による醸造技術・ブドウ栽培技術

の進化が顕著である．海外市場の需要に合わせた形で，

研究ベースによる技術の近代化（製品の標準化，持続的

な投資や科学的研究の推進など）を実現し，旧世界に対

するキャッチアップを実現してきた（Cusmano et al,2010）． 

また，1990 年代初頭における新世界のキャッチアップ

は，大学・研究機関，行政機関との協働によって実現さ

れてきた（Giuliani et al.,2008）．海外市場の需要変動に伴

い，新世界でワイナリーの技術革新が進展することによ

って，世界各国での市場拡大とワイン製造の質的向上の

側面で劇的な変貌を遂げてきた．  

以上で論じたように，新世界のワイナリーは，旧世界

の模倣を行い，高い品質でリーズナブルな価格な競争力

のあるワインを製造することで海外市場を開拓してきた．

そのために，R&Dなどの研究機関の整備，サプライチェ

ーンの発達や生産者とブドウ栽培者のアライアンスを積

極的に行うことで，競争力を獲得してきた（Aylward,2004）． 

 

3. ワイン産業における研究開発の重要性 

新世界では，ブドウ栽培や醸造学に関係した民間ベー

スの研究機関は，ワイン産業における技術改良プロセス

の中心的役割を担ってきた．1980 年代中期には，新世界

でワイン醸造学の名門校（カリフォルニア大学デービス

校やアデレード大学）がイノベーションの担い手として

台頭してきたことで，海外市場での新世界の競争力獲得

に貢献してきた． 

例えば，チリでは，首都圏を中心として，ワイン生産

に関連した 20 以上の研究機関が存在し，U-I Linkages に

よって技術革新と近代化を実現した．そのため，ワイン

に関連した研究開発は，現場の問題解決や市場環境への

適応につながるため，産業の成功に直結すると考えられ

る（Giuliani et al.,2010）． 

また，大学の醸造学者はフォーマルまたはインフォー

マルな技術的助言をワイナリーに行っている．具体的に

は，大学や研究機関から得られた研究成果を現場に還元

することで，ワイン品質の向上や技術の近代化を遂げた

（Giuliani & Arza,2009;Morrison & Rabellotti,2007）． 

 

4. 先行研究レビューのまとめ 

上記の論点をまとめると，ワイン・クラスターでは，

①技術者を輩出する大学，②ワイナリーの技術革新，③

初期段階における行政の支援，④業界団体の存在，⑤高

度な研究機関の存在，⑥技術者ネットワークの存在，⑦

研究機関による技術移転，⑧高度技術者としての移民の

流入，という8点が観察された． 

 

【研究方法・研究内容】 

以上の先行研究レビューを踏まえて，本報告では，ワ

イン・クラスター形成プロセスに関する「仮説発見型の

研究」を行った．分析結果で得られた発見事実は，理論

を開発する際の出発点としての意味を持つ． 

本報告では，事例研究法を採用した．事例研究の方法

としては，文献サーベイとインタビュー調査を用いた．

まず，文献サーベイは，クラスター関係の公表資料，歴

史的資料および調査報告書を収集し，多くのデータを収

集することで，事実関係を整理した． 

一方，インタビュー調査としては，クラスター形成プ

ロセスに関わる調査対象者に実施した．2011 年 5 月～

2013 年 9 月の期間，北海道と山梨県のワイナリー（計 5

社），業界団体・行政機関（計 22 団体），の関係者 40 名

を対象としてインデプス・インタビュー調査を実施した．

クラスター研究では，クラスターの構成員に対するイン

デプス・インタビューを実施し，事例研究を行うことが

一般的な研究方法である．インタビュー調査内容は，①

ワイナリーと業界団体の基礎データ（設立年度，主な業

務内容など），②行政機関の政策（食クラスター政策，特

区制度など）である．これらの調査内容を詳細な記録を

取り，調査対象者の証言を重要なデータとして扱い，ワ

イン・クラスター形成プロセスで生じた事象を動態的に

考察することで，クラスター形成要因の解明を試みた． 

 

【発見事実】 

先行研究レビューを踏まえた上で，北海道と山梨県の

ワイン産業の比較事例研究を行い，クラスター形成プロ

セスを考察した結果，次の 3 点を発見した．以下では，

各々の要因について言及する． 

 

1. 技術者の非公式なつながりが知識移転をもたらす 

北海道や山梨県では，「専門性と地理的な近さ」に依拠

したワイナリーの技術者の情報交換が顕著である．技術

者・栽培農家は，地域社会におけるパーソナルなネット

ワークに根ざした要因（地域独特の制度や慣行など）に

よって支えられている．北海道では，独自の問題（冬季

期間の積雪問題）が，技術者同士の協力関係を高め，共

同体としての協働システムを構築している． 

また，山梨県では，歴史的背景から，ワイナリーと栽

培農家の分業体制が顕著である．技術者や栽培農家同士

が地理的近接性に依拠した形で，頻繁な交流が行われて

おり，長期的協力規範が構築されている．そして，相互

監視を前提とした技術者同士の非公式で日常的な情報交

換や相談（知識交流）が，他技術者の技術を模倣する役

割を持ち，当該地域におけるブドウ栽培やワイン製造の

質的向上に貢献していることが明らかになった．そのた



め，地縁関係による非公式な顔の見える関係が様々な形

で知識の流れにプラスの影響を与えていると言えよう． 

 
2. 業界団体の存在は，集団的学習効果をもたらす 

業界団体（山梨県ワイン酒造組合，道産ワイン懇談会

やそらちワイナリー・ヴィンヤード連絡会議など）は，

ワイン造りに関連した問題を相談する機会やお互いの課

題を共有し，職業上の意識を高めている．技術者同士の

パーソナルな体験談を交換するとともに，若手技術者同

士の交流やベテラン技術者による若手技術者に対する助

言を促す役割を持っている．特に，道産ワイン懇談会で

は， 新の醸造設備のデモンストレーションや他のワイ

ナリーへの視察を行うことで，道内の同業者ネットワー

クを形成するという利点がある． 

このように，栽培・醸造技術に関する問題意識や課題

を抱える技術者同士が意見を交換することで，同業者の

集団的学習を促進し，知識移転や産業全体のレベルアッ

プに有効な機能を果たしていることが明らかになった． 

 
3. 中核企業の戦略が要素条件を創造する 

ワイン・クラスターには，中核となるワイナリーが存

在し，これを中心としたネットワークがクラスター形成

に寄与している．特に，中核企業がネットワーキングを

展開したことで，ワイン・クラスターの初期段階に影響

を与えていることが明らかになった．ワイン・クラスタ

ー形成プロセスでは，先駆的な企業が生まれ，当該地域

の自然資源を活用した形で中核企業へと成長を遂げる． 

つまり，特定の中核企業というサクセス・ストーリー

が存在したことで，当該地域への新規参入者の促進，サ

プライヤーの育成や要素条件（熟練労働者のプールなど）

を創造するため，ワイン・クラスター形成に影響を与え

ると言えよう． 

 
【今後の課題】 

本報告では，ワイン・クラスター研究を整理し，日本

国内におけるワイン産業のクラスター形成プロセスを解

明することを試みた．しかしながら，クラスター形成プ

ロセスの萌芽的研究であったため，次のような問題が残

されている．今後の研究では，日本国内でワイン・クラ

スター形成が顕著になっている地域（山梨県，長野県，

山形県，栃木県，新潟県のワイナリー（約30社）や関連

団体（約20機関））の100名以上の調査対象者に対して，

インタビュー調査を実施する．これは，日本国内のクラ

スター研究で も多く，調査結果，作成された事例研究

論文は当該研究領域で大きな特色を持つと考えられる． 

 

註 
1) 新世界とは，オーストラリア，アメリカなどを指す． 

2) 旧世界とは，イタリア，フランス，スペインなどを指す． 

 

【参考文献】 

Aylward,D.K. (2004).Working Together: Innovation and Export Links 

within Highly Developed and Embryonic Wine Clusters. Strategic 

Change, 13(8), 429-439. 

Cusmano,L., A.Morrison & R.Rabellotti (2010). Catching up 

Trajectories in the Wine Sector: A Comparative Study of Chile, Italy 

and South Africa. World Development, 38(11), 1588-1602.  

Donald,B. (2009). Contested Notions of Quality in a Buyer-Driven 

Commodity Cluster: The Case of Food and Wine in Canada. 

European Planning Studies, 17(2), 263-280. 

Giblin,M. (2011). Managing the Global-Local Dimensions of Clusters 

and the Role of “Lead” Organizations: The Constracting Cases of the 

Software and Medical Technology Clusters in the West of Ireland. 

European and Planning Studies, 19(1), 23-42. 

Giuliani,E. & M.Bell (2005). The Micro-Determinants of Meso-Level 

Learning and Innovation: Evidence from a Chilean Wine Cluster. 

Research Policy, 34(1), 47-68. 

Giuliani,E. & V.Arza (2009). What Drives the Formation of ‘Valuable’ 

University-Industry Linkages? Insight from the Wine Industry.  

Research Policy, 38(8), 906-921. 

Giuliani,E., A.Morrison, C.Pietrobelli & R.Rabellotti (2010). Who are 

the Researchers that are Collaborating with Industry? An Analysis of 

the Wine Sectors in Chile, South Africa and Italy. Research Policy, 

39(6), 748-761. 

Giuliani,E. (2013). Network Dynamics in Regional Clusters: Evidence 

from Chile. Research Policy, 42(8), 1406-1419. 

Kunc,M. & T.G.Bas (2009). Innovation in the Chilean Wine Industry: 

The Impact of Foreign Direct Investments and Entrepreneurship on 

Competitiveness. AAWE Working Paper, No.46, 1-25. 

Morrison,A. & R.Rabellotti (2009). Knowledge and Information 

Networks in an Italian Wine Cluster. European and Planning Studies, 

17(7), 983-1006. 

Ponte,S. & J.Ewert (2009). Which Way is “Up” in Upgrading? 

Trajectories of Change in Value Chain for South African Wine. World 

Development, 37(10), 1637-1650.  

Porter,M.E. (1998). On Competition, Harvard Business School Press. 

Visser,E-J. & P.D.Langen (2006). The Importance and Quality of 

Governance in the Chilean Wine Industry. GeoJournal, 65(3), 

177-197. 

Voronov,M., D.D.Clercq & C.R.Hinings (2013). Conformity and 

Distinctiveness in a Global Institutional Framework: The 

Legitimation of Ontario Fine Wine. Journal of Management Studies, 

50(4), 607-645. 



Ｃ－２ 日本における有機農産物産地の地理的分布とその規定要因 

 

河本大地（神戸夙川学院大学） 

Keyword：有機農業、環境保全型農業、認証制度 

 

【問題・目的・背景】 

本報告は、日本における有機農産物産地の地理的分布と

その規定要因を明らかにすることを目的とする。 

日本では、1970年代初頭から、フードシステムのグロー

バル化・産業化等を背景に、食物の安全性低下や環境問題

の深刻化、農村地域の疲弊等に問題意識を抱いた人々が、

社会運動として有機農業を推進してきた。日本有機農業研

究会を中心に、生産者と消費者との間の信頼関係を重視す

る「産消提携」を軸とした有機農業運動が展開され、それ

を原型として徐々に有機農産物の専門流通事業体、生協等

を経由する流通体系が発展してきた。また、農村地域の構

造的問題を背景に、農協や自治体が地域振興策の一環とし

て有機農業を推進する事例も、同じ時期から増えてきた。 

一方、農林水産省は、1992年に減農薬・減化学肥料等の

技術を中心とする環境保全型農業の推進を開始した。また、

「有機」食品表示の氾濫や国際的な表示・規制の影響を受

けて、有機農産物等の基準・認証制度として、2001年に有

機JAS検査認証制度を発足させた。結果として、有機農業

を実施する農家に対する政策は表示規制に偏向し、他方で

経営重視の事業体による有機農業の導入や「有機ビジネス」

が成長している。有機食品の輸入増加も顕著である。 

その後、2006年に制定された「有機農業の推進に関する

法律」に基づく同省の推進計画により、自治体が有機農業

推進の責務を有したり、国の事業仕分けの影響を受けたり

と、有機農業をめぐる状況は大きく変化している。 

 

【研究方法・研究内容】 

 各種統計から有機農業が盛んにおこなわれている地域

を見いだし、その類型化を立地と主要作物によって行い、

その結果に有機認証の取得および有機農産物流通の状況

を関連づけて分析・考察する。 

使用した統計は、2000 年の世界農林業センサスで調査

された「環境保全型農業取組み農家」項目（無農薬・減

農薬・無化学肥料・減化学肥料・堆肥使用）、農林水産省

が公表している2005年および2013年の有機JAS認定事

業者一覧である。2000 年時の市区町村単位で各地域の特

徴を分析した。 

【研究・調査･分析結果】 

 有機農業をめぐる状況は、時間的に大きく変化してき

たが、空間的な違いも大きい。 

環境保全型農業一般の実施が盛んな地域と、有機農業

の盛んな地域とでは、地理的分布が大きく異なっている

ことが明らかになった。また、有機農産物産地の地理的

分布は、有機 JAS 認証の取得が多いか（認証型）少ない

か（非認証型）で様式が異なることも判明した。これら

の地域は、立地および主要な有機栽培作目の2点により、

都市の野菜産地、平地の野菜・果実産地、平地の米産地、

中山間の野菜・果実産地、中山間の米産地、茶産地、島

嶼・沿海の果実等産地の7つに類型化された。 

さらに、各産地の主要な有機農産物出荷先を調査し、

有機農産物流通の空間的パターンの概況を明らかにした。 

 

【考察・今後の展開】 

以下の点が、主な特徴として見いだされた。 

＊有機農業は、所与の地域的条件に適合する形で展開し

てきた。多くの有機農産物産地において、農業産出額 1

位作目と主な有機農産物が同一である。 

＊有機農業の展開を強く規定してきたのは、①産消提携

を中心とした有機農業運動、②地域振興策としての推進、

③有機JAS検査認証制度のビジネス活用の3つである。 

＊流通については、東日本の産地からは東京圏へ、西日

本の産地からは県都や近隣都市への傾向が顕著である。 

＊有機 JAS 認証制度等によって市場主義的色彩が濃くな

り分布が変化している。第一に、新たな産地形成が、特

に南九州（かごしま有機生産組合による普及）と、東京

圏への出荷を志向する東・北日本の平地農業地域で顕著

である。これは、個別経営の大規模化・企業化を伴って

いる。第二に、西日本の中山間地域を中心に、上記の①

②が産地形成に大きく寄与してきたが、そこでは認証型

産地は2005 から 2013 年にかけて激減している。これに

は、高齢化した家族農業経営と生産者グループが有機認

証から、あるいは農業経営そのものからリタイアしてい

ることや、バイヤー側が安定的な取引を求めていること

などが、大きく関係していると考えられる。 



Ｃ－３ 日韓の地域・観光政策の比較考察 

新井 直樹（鳥取環境大学） 

Keyword： 日韓、地域政策、観光政策 

 

１．はじめに 

日本と韓国は、産業、社会、地域の構造において類似

している側面が強いとされる。それらの要因としては、

日韓両国が、共に、戦後の工業化に伴う急速な経済発展

を経験し、その成長のひずみとして、人口、産業、経済

などの首都圏への一極集中が進行したことなどが挙げら

れている（１）。このため、両国では地域間格差を是正する

ため、国土の均衡な発展を基調とした地域政策に取り組

む必要性に迫られた（２）。その結果、両国の地域政策の基

調をなす国土政策の動向は、日本が先行する型で1990代

までは極めて類似していた（３）。 

しかし、2000 年代以降の日本と韓国の地域政策の動向

においては、大きな違いが見られる様になった。それは、

韓国の地域政策の潮流が、大きく変化したことによる。 

まず、第一に、韓国においては、わが国よりも深刻な

首都圏一極集中の是正を図るために、首都機能の地方へ

の移転分散が強力に推進されている。 

さらに、朝鮮戦争以来、最大の国難と称される1997年

のアジア通貨危機後の韓国の地域政策においては、同国

の国家、企業戦略と同様に、グローバル化に対応した展

開が急速に進んでおり、わが国とは大きく異なる様相を

呈している。具体的には、2000 年代以降、規制緩和や制

度改革を伴う経済特区等の導入によって外国資本を含め

た企業誘致などアジアの経済活力の導入を行うのと同時

に製造業企業の輸出競争力を高め、地域産業経済の国際

競争力を向上させる取り組みが、推進されている。 

他方で、日本と韓国における国際観光の状況を見ると、 

両国共に、アウトバンドがインバウンドを大きく上回り、

国際観光収支の赤字国となっている。また、両国のイン

バウンドを構成する国、地域においては、約８割がアジ

アからの外客となっており、近年では両国共に、アジア

からのインバウンド誘致を積極的に推進し、地域の振興

に取り組んでいる。 

一方で、両国は地理的に近接することからも、アジア

のインバウンド市場においては、旅行先として競合関係

にある（４）。こうした中、近年の両国のインバウンドにお

いては、韓国が日本より先行して、1,000万人を突破する

など、わが国を上回る状況（2013年・日本1036万人・韓

国1218万人）が続いており、韓国のインバウンドの増加

や国際観光収支の改善が著しい。 

この要因として、経済、安全などに関わる両国をめぐ

る外部環境の変化が指摘されるが、筆者は、両国の政府・

地域レベルの国際観光政策の体制や取り組みの差異から

生じる側面も大きいと考えている。 

そこで、本報告では、まず、日韓両国の地域政策の基

調をなす国土政策の1990 年代までの類似性と2000 年代

以降の相違点について指摘する。その上で、2000 年代以

降の韓国の国土・地域政策の変化と特徴について、首都

機能の移転分散とグローバル化に対応した動向について

具体的に述べるとともに、わが国の首都機能移転の議論

や経済特区制度や産業政策などの地域政策と比較考察す

る。 

次に、日韓の観光政策の比較考察に関しては、両国政

府の国際観光政策の体制や取り組みを比較考察する。さ

らに、両国の地域における国際観光政策について、九州

と済州島の取り組みについて比較考察する。その上で、

わが国の地域・観光政策の取り組みに与える示唆につい

て指摘する。 

 

２．日韓の地域政策の比較考察 

２．１．日韓の首都機能移転に関する比較考察 

1990 年代までの韓国の地域政策の基調をなす国土政策

は、時期的には先行した日本の「全国総合開発計画」（第

１次・1962年～第４次・1987年）と極めて類似した「国

土総合開発計画」（第１次・1972 年～第３次・1992 年）

を基本に、均衡な国土の発展や、地域間格差の是正を基

調として推進されてきた。    

日韓の国土政策に大きな相違点が見られる様になった

のは、2000年に韓国が打ち出した第４次計画以降である。

同計画では、わが国より深刻な首都圏への人口、経済等

の一極中集中を是正するため新行政首都建設の必要性が

示された。同計画に基づき盧武鉉政権（2003～2008 年）

が正式に首都移転を打ち出すのと共に、2007 年には「革

新都市」への中央政府機関への地方分散を決定した。同

政権は当初は全面的な首都移転の計画を立案したが、裁

判所の違憲判決や政権交代等により紆余曲折を経た上で、



現在、大規模な首都行政機能の移転分散が推進されてい

る。 

具体的には、2012 年より、既に、一部の首都機能が移

転し、現在も建設が進む「行政中心複合都市・世宗市」

への中央省庁、９部２処２庁（全15部２処18庁のうち）

の移転と、2007 年に「革新都市」として指定された 10

都市への政府関連公共機関の首都からの移転分散が実施

されている。 

これら首都機能の移転分散は、軍事的な理由ではなく、

首都圏過密化の経済的損失低減とともに、ICT と高速交

通のNW網の充実によって首都に所在する必要がない行政

機能は、地方に移転分散させても問題ないと捉えている

ことによるものだが、計画としては開発志向が強く、地

方分権ではなく地方分散を目的としたものとなっている。 

一方で、わが国の首都機能移転に関しては、1980 年代

から、東京一極集中是正、政治・行政・経済改革、災害

による首都機能麻痺の危険性等の視点から、様々な議論

がなされてきた。1990 年には国会において「国会等の移

転に関する決議」を議決し、首都機能移転を検討すると

いう基本方針を確認した上で、1992 年には「国会等の移

転に関する法律」が成立し、1999年には同法に基づき「国

会等移転審議会」が候補地として３地域を選定したが構

想のみに終始した。さらに、2011年の東日本大震災後は、

災害時のバックアップ含めた首都機能移転の議論が提起

されたものの、実際には具体的な進捗が見られないのに

比べて、極めて対照的である。 

 

２．２．日韓のグローバル化に対応した地域政策・産業

政策に関する比較考察 

次に、2000 年代以降の、グローバル化に対応した韓国

の地域政策について述べたい。1997 年のアジア通貨危機

後の韓国においては、IMF 管理下において触発された金

大中政権（1998～2003 年）の「第２の建国運動」とも称

される国家的構造改革を迫られた。その結果、韓国政府

は国家運営、産業経済のモデルを、それまでの日本を手

本としたものから、通商貿易の自由化や外国資本誘致等

のための規制緩和の推進など、米国型の国際スタンダー

ド、グローバル化に対応した制度、システムにチェンジ

せざるを得なかった（５）。 

これらの理由から、2000 年に打ち出された第４次計画

では、新首都建設と共に開放的な国土の形成が基本目標

として示されている。同計画では、グローバル化に伴う

国際競争力の激化、アジアの経済成長と国土の地政学的

状況を戦略的にふまえ、東アジアの窓口・交流センター

としての国家的役割を増進するために、国際ハブ空港・

港湾と、新産業用地・経済特区を生産流通の基盤として

整備し開放的な国土を創造するとしている。 

これら計画に基づき、2000 年代以降、指定地域におい

て減税、規制緩和等によって外国資本、企業を誘致し、

地域産業経済の国際競争力の向上を主な目的とする、

様々な特区制度が導入されている。代表的なものでは、

国際空港・港湾を含めた指定地域において、減税、規制

緩和を行い、外国資本を含めた企業誘致を図る「FEZ」

（Free Economic Zone：経済自由区域）として、2004年に

は「仁川」、「釜山・鎮海」、「光陽湾圏」、2008年には「黄

海」、「大邱・慶北」、「セマングム・群山」、2013 年には、

「忠北」、「東海岸圏」の８地域が指定されている。 

FEZ 指定地域に進出する企業、特に、外国資本企業に

対しては、業種や投資規模に応じて、地方税（取得税、

登録税、財産税）が、全額減免されるのみならず、国税(所

得税・法人税)が、５年間減免（３年間100％、２年間50％）、

関税（資本輸入材）が５年間、全額減免されるほか、賃

貸料減免、現金支援、教育訓練補助金、雇用補助金など

の財政支援も手厚いものとなっている。 

さらに、2008年に発足した李明博政権（～2013年）の

「第４次修正計画」（2010年）においては、韓国の新たな

飛躍のための、グローバルな国土形成をビジョンとして、

世界への開放性と国際競争力強化が強調されている。同

計画は、盧政権の地方分散型の政策よりも広域経済圏の

設定によるグローバル化への対応が、重視された政策と

なっている。 

李政権のグローバル化に対応した地域政策の中心とし

ては「超広域経済圏」、「５＋２の広域経済圏」構想が推

進されている。同構想では国土が大陸、海洋に面する地

域を超広域経済圏域と捉えるのと同時に、国内16の広域

地方自治体を、５広域経済圏と２特別広域経済圏に再編

し、既存の行政枠を超えた各広域圏において主要先導産

業のクラスターを生成強化し、地域産業経済の国際競争

力の向上を図るとしている。 

 わが国においても、2008 年に策定された全総に代わる

「国土形成計画」の中で、グローバル化の進展と東アジ

アの経済成長の活力の導入に対応するため、アジアに開

かれた国土形成の必要性が構想としては打ち出されては

いる。しかしながら、前述した国際空港・港湾を含めた

経済特区の指定など韓国のグローバル化に対応した地域

政策の変化や動向に比べ、大幅に遅れを取っていると言



わざるを得ない。例えば、わが国においても、韓国に遅

れたものの、2011 年から、指定地域に外国資本を含めた

企業を誘致し、地域産業経済の国際競争力の向上を主な

目的とする「国際戦略総合特区」制度が導入され、特定

の産業、業種分野別の特区として「北海道」、「茨城県」、

「東京都」、「京浜臨海部」、「愛知県・岐阜県」、「京都府・

大阪府・兵庫県」、「福岡県」の全国７ヵ所指定されてい

る。同特区においては、誘致、立地する企業に対して減

税、財政上の支援が行われているものの、地方税（不動

産取得税、固定資産税、都市計画税）は全額減免される

ものの、国税に関しては、僅かな税控除の措置しかとら

れておらず、財政的支援も、韓国の同制度に比べ僅かな

ものとなっている。 

 また、わが国においては「国土形成計画」に基き、各

広域ブロックが特色ある独自の地域戦略を広域地方計画

として描き、アジアと直接、交流連携を進め、アジアの

成長活力を取り込み、自立的に発展する国土構造への転

換を目指すことが示されてはいる。しかしながら、実態

において広域経済圏の設定や、そこでの自立的な発展を

志向する独自の地域戦略策定のための、広域ブロックへ

の権限移譲や制度改革に関しては、道州制の導入を含め、

かねてより様々に議論はなされているものの、その全体

像や実現、運用の見通しや展望は、未だ見えてこないの

が現状と言わざるを得ない。 

また、日韓両国共に、2000 年代初頭から地域産業の国

際競争力強化のため産業クラスター政策に取り組んでい

るが、わが国の政策に比べ、韓国の広域経済圏クラスタ

ー政策の方が、対象地域、事業・予算、規制緩和、財政

支援等において、遥かに大規模なものとなっている。 

 

３．日韓の観光政策の比較考察 

次に、日韓の観光政策について、両国の国際観光政策

の取り組みを中心に比較考察したい。 

まず、両国政府の国際観光政策においては、日本にお

いては国土交通省観光庁、韓国においては文化観光体育

部と所管省庁の性質が異なっている。また、両国のイン

バウンドを主管する政府観光組織の日本政府観光局

（JNTO）と韓国観光公社（KTO）の規模や予算を比較

（2010年）すると、職員数は５倍弱（日本 138 人・韓国

613人）、海外事務所数は３倍弱（日本13カ所・韓国・31

カ所）、総予算に至っては、JNTOが28億円（内訳・国費

19億円、その他9億円）に過ぎないのに対して、KTOは

485億円（内訳・国費97億円、その他388億円）と約17

倍も上回っている。特に国費以外のその他の財源につい

て、大きな違いがあり、KTO の活動予算の財源として、

韓国国内のカジノ運営会社の配当収入や免税店の運営収

入が財源として充当されている。 

これらのことから両国政府観光組織の体制や予算の規

模においては韓国が日本を遥かに上回り、文化、コンテ

ンツ産業と合わせた海外でのプロモーションやマーケテ

ィング、MICE、ASEAN 外客誘致などにおいて、大きな

差異が生じ、韓国のインバウンドが日本を上回る状況に

影響していることがわかる。 

次に、日韓両国の地域における国際観光政策の比較考

察に関しては、九州と済州島を事例として取り上げ、比

較考察する。九州、済州島は、共に、両国の地域の中で

は、地理的に近接するのとともに、アジアを中心とした

インバウンド誘致に積極的に取り組んでいる。 

九州（面積約4.2 万 km２・人口約1,300 万人）と済州

島（面積約２千 km２ ・人口約 56 万人）は、その規模に

おいて面積で約21 倍、人口で約23 倍、九州が上回って

いるが、両島とも地理的には東シナ海に接し、ほぼ同緯

度の福岡市と済州島の距離は、約 300km ほどの距離とな

っている。図表１は、近年の九州と済州島の外国人入国

者数の推移を示したものである。 

 

図表１．九州・済州島の入国外国人者数の推移 

                （単位：万人） 

 2009 2010 2011 2012 2013 

九州 87 60 100 114 125 

済州島 63 78 105 168 233 

（出所）済州特別自治道・九州運輸局資料より作成 

 

図表１の通り、規模において、圧倒的に上回る九州の

入国外国人者数が、済州島の入国人外国者数を2012年以

降、大きく下回る状況が続いており、済州島のインバウ

ンド拡大が著しいものとなっている。この様な状況につ

いて、筆者は前述した日韓両国をめぐる外部環境の変化

の影響もあるものの、九州、済州島、両地域の国際観光

政策の取り組みの差異から生じている側面が大きいと見

ている。以下、九州と済州島の国際観光政策に関する取

り組みに関して、主に観光行政に関する国からの権限委

譲や規制緩和を含めた特区指定等の視点から、比較考察

してみた。 

九州においては、既に政府に対して、地域の実情やニ

ーズをふまえた規制緩和や制度改革を伴う国際観光政策



の提案、要望が多数なされている。具体的に言えば、2010

年以降、政府の新成長戦略に基き指定地域において規制

緩和や制度改革を進め、地域経済の活性化、国際競争力

の向上を図る「総合特区制度」の提案募集において九州

からはアジアからのインバウンド拡大を図るための規制

緩和、制度改革等の要望が、政府に対して様々に提案、

申請されている。 

このうち代表的なものとしては、九州７県や経済界で

つくられた九州観光推進機構によって2010年に、政府に

提案された「九州アジア観光戦略特区」がある。同特区

提案の主な内容は下記の通りである。 

①外国人観光客の条件付マルチビザ化・ノービザ化 

②国際クルーズ船を利用した外国人観光客の出入国手

続き簡素化、日本領海内での船上カジノの営業許可 

③外国人富裕層のコンドミニアム取得に対する特例 

④医療観光の推進 

これらの特区の提案、要望は、不採択とされてきたが、

2013 年２月に、ようやく、上述した特区提案の範囲、内

容を縮小した「九州アジア観光アイランド総合特区」が

認定された。しかし、同特区認定内容は、出入国管理の

円滑化や特区ガイドの養成支援、クルーズ船受入環境整

備の内容にとどまり、権限委譲や規制緩和の範囲、規模

は、ごく僅かに止まっている。 

次に、済州島の国際観光政策について述べたい。韓国

政府は2002年、済州島を北東アジアの観光ハブに発展さ

せるため国際自由都市に指定したが、法制度の不備のた

め成果を生み出せなかった。これら経緯をふまえ、政府

は2006年に地方分権・地域振興を目的として、済州島を

国防、外交、司法等国家中枢に関わる権限を除いた高度

な自治権を付与したモデル地域とし、人、物、資本が自

由に移動できる国際自由地地域とする特別法を施行し、

同島は国内唯一の特別自治道となった。  

同特別道では同法施行後、政府の様々な権限、1,700

件余りが段階的に委譲され、独自の国際観光政策を展開

し、前述した様にインバウンドの拡大に短期間で着実に

成果を示している。 

済州島の国際観光政策において、まず、大きな効果を

示したのが、道が委譲された権限をもとに、2008 年から

中国人を含めた大規模な外国人観光客の無査証化 

拡大への規制緩和に踏み切ったことである。無査証化 

と共に、規制緩和、権限移譲に伴うLCCの済州航空の開

設や国際クルーズ船、MICE誘致を積極的に行ったことに

より、インバウンドが急拡大する結果となった。 

また、観光産業への投資企業に対して租税減免措置等

の規制緩和を講じ、国内からの投資が 3.5 倍増の３兆

KRW、これまでになかった海外５カ国、地域の企業から、

４兆 KRW の観光投資事業が進められているほか、外国

人投資家に対する永住権取得規準の規制緩和によって約

1,000 億 KRW の海外からの不動産投資がなされている。

さらに、外国人医師や株式会社の病院経営参入を認める

医療観光や、介護福祉分野の外国人労働者の認可と共に、

アジアの富裕層を取り込んだ「要介護高齢者向けタウン」

の実現に向けて取り組んでおり、規制緩和による医療福

祉と融合した独自の国際観光政策を推進している。 

 

４．おわりに 

1990 年代まで、類似していた日韓両国の地域政策にお

いては、2000 年代以降、韓国における首都機能移転や経

済特区の導入、国際観光政策においては、体制、規模、

予算、規制緩和の進捗状況など、主に、韓国においてグ

ローバル化への対応が急速に進展したと言う理由から、

大きな違いや差異が見られる様になった。 

これら取り組みの差異が、今後の両国の地域や内政に

如何なる影響や効果を及ぼすかについては、より中長期

なスパンで検証することが必要と思われるが、アジアの

経済活力導入などグローバル経済社会への対応と言う視

点から見ると、韓国の地域・観光政策が、わが国の取り

組みと比べて、遥かに先行しているのが現状である。 

 

【注】 
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後、韓国は、1950～1953年の朝鮮戦争後を指す。 

(2) NIRA （1999）「国際協力時代の日韓国土政策」『NIRA

政策研究』 Vol.12 No.4等を参照。 

(3) 矢田俊文・朴仁鎬（1996）「国土構造の日韓比較研究」

九州大学出版会等を参照。 
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Ｄ－１ 地域金融機関による 6次産業化支援の課題 

○高屋聡・小野浩幸・柊紫乃（山形大学） 

Keyword： 地域密着型金融、6次産業化、地域金融機関 

 

【研究背景】 

近年、地域金融機関は競争が激化し、金融庁の地域密着

型金融推進施策に基づいた活動を積極的に行っている。そ

の中でも 6次産業化への取り組みは重点項目に位置付けら

れ、地域の 6次産業化活動に対して、地方銀行や信用金庫

等の地域金融機関による支援活動が活発化している。従来、

農業経営体が受けられる金融機関によるサービスは政府系

金融機関の制度資金か農業協同組合からの融資及び販売等

支援がほとんどであった。このように民間金融機関から多

様なサービスが提供されることは、6 次産業化を考える農

業経営者にとっては歓迎すべき状況にあると言える。 

しかし、6 次産業化に対する地域金融機関の積極的関与

にも関わらず、6 次産業の市場が必ずしも成長していると

は言えない状況にある。 

その原因の一つとして、地域金融機関の積極的関与があ

るにも関わらず、農業経営者が 6次産業化を進めるにあた

って資金調達が円滑に行われていないという課題があげら

れている1。本稿では、地域金融機関の活動が円滑な資金供

給に繋がっていないとすれば、どこに問題があるのかを明

らかにする。ある地域金融機関の事例分析等を元に、6 次

産業化に取組む事業体と地域金融機関との間に横たわる課

題について考察を行う。 

 

【研究目的】 

 地域金融機関は地域密着型金融の実現に向けて、マッチ

ングイベントの開催や産学連携活動など様々な活動を積極

的に行っている。その中で、農業に関わるイベントや商談

会を行うことで、6 次産業化支援を通じた地域活性のため

の取り組みは全国で行われている2。山形県の地域金融機関

であるA銀行では、6次産業人材の育成支援を大学、行政、

産業団体などと連携して行っている（以下、「6次スクール」

という）3。 

 この事例の様に、多くの地域金融機関では貸出にとらわ

れない 6次産業化支援を展開している。しかし、前述の指

摘の通り、必ずしもこれらの支援活動が農業経営者への円

滑な資金供給に結びついていないという懸念がある。そこ

で、A銀行の 6次スクール受講者を対象に調査を行った。

事例分析の成果を踏まえた上で、地域金融機関が行うべき

6 次産業化推進に向けた支援策の展開方向をまとめる。事

例分析により以下の二点を明らかにすることを目的とする。 

① 6 次産業化の進行状況や規模、ライフサイクル、展開

方向と外部資金利用傾向との相関関係 

② A 銀行が実施する活動が収益モデルとして成立してい

るか 

 

【研究方法】 

6次スクールの受講者は2013年度で178名に達している。

調査では受講者の外部資金調達状況と方法、6 次産業化へ

の取組状況、事業規模、事業化プロセスについてヒアリン

グを行った。ヒアリングの結果、6 次スクールを実施する

地域金融機関から資金供給が円滑に行われていないとすれ

ば、その要因を明らかにする。 

A 銀行は融資という直接的な方法以外に、人材育成とい

う方法で 6次産業化支援を行っている。実施から6年が経

過する 6次スクールは果たして融資という直接的な利益に

繋がっているのかを検証する。6 次産業は黎明期であり、

行政の支援も手厚い。6 次産業を実施しようとする農業者

は事業規模が小さいことが多く、借入は大きなリスクであ

る。補助金やファンドなどの融資以外の資金調達方法も現

在は充実していることから、それらの利用状況等から外部

資金調達方法の変化を検証する。 

 

【6次産業市場の現状】 

6 次産業という言葉は今村奈良臣氏による「地域に活力

を生む、農業の 6次産業化」において 1998年に提唱され

た4。その後、農林水産省と経済産業省を中心に6次産業推

進のための事業が行われ、2011年3月に6次産業化法が成

立する。様々なサポートを受けることが出来る「6 次産業

化事業計画」の認定数は1,916件（2014年5月末現在）と

なり、金融面では 2013年 1月に農林漁業産業化支援機構

（農林漁業成長産業ファンド）が発足した。 

2014 年度は農林漁業成長産業ファンドの本格展開が掲

げられており、今後は 6次産業化が総合計画の認定とファ

ンドを中心とするスキームで展開されていくものと思われ

る。 

 このように 6 次産業化に対する国の支援は厚く、各都



道府県も独自の支援を行っている。政府は 6 次産業の市

場規模を現状の1兆円程度から、2020年に10兆円とする

ことを目標として掲げている5。しかし、農林水産省の「6

次産業化総合調査報告」によると成長のペースはやや遅

いように思われる。平成23年度の全国の農業生産関連事

業による年間総販売金額は1兆6,368億円と、平成22年

度の 1兆 6,552億円に比べ 1.1％減少している。これは、

農産物直売所において野菜等の価格が低下した事に加え、

東日本大震災の影響等によるものであると思われる。平

成24年度の年間総販売金額は1兆7,451億円で、前年度

に比べ6.6％増加している（表1）。 

 

 

 

 年間総販売金額と地場産割合の積で算出される 6 次産

業市場規模は平成 23年度の 1兆 2,102億円と、平成 22

年度の 1兆 2,104億円に比べ 1％減少している。平成 24

年度は年間総販売金額が増加していることから、市場規

模は増加していると思われる（図1）。 

 農林水産省の目指す 6 次産業化は農林漁業者主導で行

われるものであるが、農林漁業者には財務上の問題点が

散見される。財務総合政策研究所の24年度「財務金融統

計」によれば、農林業の自己資本比率は 17.3％と食品業

38.8％、全産業 37.3％に比べ低い傾向にある。また、借

入依存度についても農林業54.1％と全産業33.5％に比べ

て高くなっている。6次産業化に取り組む農林漁業者は、

加工・販売設備等の資金需要が大きくなるとともに対外

的な信用力の確保が必要となるが、一般的に資本力が弱

く、借入依存度が高い傾向にあるため新規事業拡大が困

難となっていると推測される。 

 一方、農林業の現預金平均は 26 百万円となっている。

これは食品業の 72百万円、全産業の 61百万円に比べる

と著しく低い。6次産業化を進めるためには、加工、流通、

マーケティング、経理管理等のノウハウが必要であるが、

農林漁業者は事業規模や手元資金の制約・不足から、そ

のような人材を確保することが困難である（表2）。 

 このように、6次産業化に取り組む農林漁業者には金融

面の課題が多く、そのために農林漁業成長産業化ファン

ドが創設されている6。 

 

 

 

 

 

 

 

【地域金融機関の現状】 

 地域金融機関の多くは地域資源に注目している。特に

農林水産業、観光、再生可能エネルギーを成長産業と捉

え、積極的に関与している。農林水産業への支援につい

ては、地域ファンドの組成やマッチングイベントの開催、

経営支援など従来の融資等とは異なり、経営自体を支援

する活動を行っている。しかし、地域金融機関にとって

利益の源泉である貸出に繋がっているかは定かではない。

日本銀行の「貸出先別貸出金」によれば、農林業への貸

出は減少傾向にあり、特に設備資金の減少が大きい。償

還による減少が要因であると考えられるが、新規での設

備資金貸出が伸びていない事も考えられる（図2）。 

 

 
 

 

 金融機関による農業融資の実態調査を農林水産省が行

っている。農林水産省が平成20年に実施した「農業法人

向け融資における実態調査」では地域金融機関の農業融

資の状況と今後の取り組み方針が明らかとなっている。 

まず、金融機関が行う農業向け設備資金の対応金額を

見てみると、農協は500万円未満の融資対応が58.8％で

あるのに対し、地方銀行による500万円未満の融資は2％

に留まっている。信用金庫を含む地域金融機関は 1,000

表1 年間総販売金額の推移 

出典：農林水産省「6次産業化総合調査報告」より作成 

図1 6次産業市場規模 

出典：農林水産省「6次産業化総合調査報告」より作成 

表2 財務内容比較 

出典：財務総合政策研究所「財務金融統計」より作成 

図2 農林漁業への貸出金残高推移 

出典：日本銀行「貸出先別貸出金」より作成 



万以上の金額の融資に対応している傾向にある（図3）。 

 また、農業融資に対する今後の取り組みについては、

地方銀行の 57.1％が「積極的に取り組む」と回答してお

り、現在行われている 6 次産業化支援活動に繋がってい

ると考えられる。しかしながら、「当面は現状維持」の回

答が地方銀行で42.9％、信用金庫55.2％、農協で75.1％

となっており、各機関とも農業融資については慎重な意

見もあるのではないかと思われる（図4）。 

 

 

 

 

 
 

 

 

【地域金融機関の取り組み】 

 地域金融機関が重点施策として 6 次産業化支援に取り

組む中、山形県の地域金融機関である A銀行は 6次産業

化人材の育成を通して支援を行っている。この「やまが

た 6次産業ビジネス・スクール」は 2009年に開校し、A

銀行シンクタンクを中心に、大学、県農業団体、産業界、

行政とコンソーシアムを形成している。カリキュラムは6

次産業の基礎知識を学ぶものから、食農ビジネス管理コ

ース、食品ビジネス管理コース、交流・観光コースに分

かれ、より専門的な内容を学ぶ事が出来る。受講者はビ

ジネスプランの作成・発表が修了要件となっており、修

了者には大学から修了書が授与される。スクールの受講

者は 178名となり、そのうち修了者は 133名となってい

る。受講者の年齢構成は30歳代が中心で、職業別に見る

と、農業者や企業が中心だが、行政などの支援機関の受

講もみられる（図5・6）。 

 このようにA銀行では6次産業化人材の育成を行い、6

次産業の事業化を支援している。事業化の際の資金需要

に対しては A 銀行が対応するものと推測する。スクール

修了生から8社が農林水産省の「6次産業総合計画」の認

定を受けている。 

 

 
 

 

 

 

 

【考察・今後の展開】 

 A銀行は人材育成を通して、6次産業の事業化支援を行

っている。事業化の支援は 6 次産業市場の育成や地域活

性に繋がり、地域の成長が利益に繋がる地域金融機関に

とって重要な活動である。この人材育成支援によって、

修了生の 55％が 6 次産業ビジネスに取り組んでおり、

28％が現在取り組む準備を進めている状況である（図7）。 

 

 

 

修了生の半数以上が 6 次産業化に積極的に取り組んで

おり、8 社は「6 次産業総合計画」の認定を受けるなど、

スクール自体は一定の成果をあげている。しかし、スク

ールを実施する A 銀行の農林漁業者向けの融資残高に伸

びは見られない。A銀行と金融グループを形成するB銀行、

山形県の地域金融機関であるC銀行と比べると、A銀行の

図3 設備資金 対応金額 

出典：農林水産省「農業法人向け融資における実態調査」より作成 

図4 農業融資今後の取り組み 

図5 スクール受講者 年代別 

図6 スクール受講者 職業別 

出典：「やまがた6次産業ビジネス・スクール活動報告書」より作成 

図7 6次産業化ビジネスへの取り組み状況 

出典：「やまがた6次産業ビジネス・スクール活動報告書」より作成 



農林漁業者向け融資残高はむしろ減少している（図8）。 

 

 

 

 

 事業化を支援する人材育成を行う以上、地域金融機関

の最終的な目的は融資を行い、利益を得ることである。

スクールは開校から 6 年が経過しており、事業化に成功

した企業も多いが、A銀行の農林漁業者向けの貸出金増加

に寄与していないものと思われる。 

 しかし、図 7 で示した有価証券報告書による資料には

問題点がある。ひとつは有価証券報告書の農業融資残高

には農家個人の住宅ローンなど、事業性以外の融資が含

まれるため個人向けの融資を分離しなければならない。

また、6次産業に取り組む事業体は農林漁業者に限らない。

むしろ食品加工などを行う企業の方が現在は多いと思わ

れる。有価証券報告書の貸出先別貸出金では、食品加工

業などの企業は製造業に分類されるため、6次産業事業体

に対する正確な融資残高を把握できない。今後は貸出先

別貸出金から 6 次産業事業体に対する貸出を把握しなけ

ればならない。 

6次産業化に対する資金供給は何も融資だけではない。

政府の支援も厚く、補助金やファンドなどが充実してい

る。融資は事業規模の小さい農林漁業者や 6 次産業事業

体にとって大きなリスクでもある。スクールの修了生に

よる 6 次産業ビジネスの年間売上を見てみると、半数以

上の60％が200万未満であると回答している（図8）。 

売上200万円の事業規模に対しての融資は、6次産業事

業体にとって、また金融機関にとってもリスクである。

融資ではリスクが大きい場合、補助金を利用するなど、

よりリスクの少ない方法を選択することが考えられる。

このように 6 次産業化を行う事業体の規模、展開状況、

企業ライフサイクル、事業展開方向によって融資を含む

外部資金の選択に変化があると推測される。特に地方銀

行は図3で示したように、1,000万円以上の融資に多く対

応している傾向にある。売上 200 万円規模の事業に対し

て円滑に資金供給を行っているとは考えにくい。 

 

 

 

 

今後はスクール修了生のうち、「6次産業総合計画」の

認定を受けた8社と、6次産業化を行っている企業数者か

らヒアリングを行い、これら企業の事業規模、事業展開

方向等と外部資金調達動向との関係性を明らかにしなか

ればならない。 

6次産業が今後持続的に発展していくためには、政策に

頼らない自立した経営と民間による支援が必要になると

考える。6次産業は地域の活性化といった側面を持ちあわ

せており、地域金融機関の成長は地域の活性化と密接に

関係している。地域活性に向けた地域金融機関の 6 次産

業化への取り組みに期待が寄せられている。 
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Ｄ－２ 大都市の創業支援現場における創業者と支援者の実践コミュニティ形成プロセス 

○柴田 仁夫（埼玉大学経済学部非常勤講師）・井手美由樹（井手コンサルティングオフィス） 

Keyword：創業支援，パートナーシップ，実践コミュニティ 

 

1．はじめに 

(1)背景 

アベノミクスにおける成長戦略（日本再興戦略）で2020

年までに開廃業率を米英並みの 10％台にすることを示し

たことにより，改めて創業支援に注目が集まっている。

創業は産業の新陳代謝を促進し，雇用を創出する等によ

り経済を活性化させる。なかでも起業の 4 割を占める地

域需要創出型の創業は，地域の需要や雇用を支え，地域

住民の生活基盤を支えている。この地域需要創出型の創

業は，その名称から大都市には少ないように感じられる

が，実際には大都市においてもグローバル成長型の創業

よりその数は多い。つまり大都市でも地域需要創出型の

創業はそこに住む人々の生活基盤を支えていると考えら

れる。 

創業を志す人に焦点をあててみると，彼らは必ずしも

経営に関する情報に精通しているわけではない。彼らは

起こした事業で提供しようと考えている製品・サービス

については豊富な知見を有しているものの，経営に関す

る知識は乏しく，実際にはそうした人が大多数を占めて

いる。 

国や地方自治体の施策を実行する公的支援機関は，こ

れまでにハードやソフト，具体的にはインキュベーショ

ンの提供や創業セミナーなどさまざまな創業支援等を提

供してきたが，これらの中でも創業相談は前述したよう

な経営に関する知識を持たない人達に対して，経営に関

するさまざまな知識や手順，気づき，個々の環境に応じ

た悩みを解決すべく 1 対 1 の面談という形で提供してい

る。 

しかし，個々の相談者の特性を踏まえた創業相談とは

実際にはどのようなものであろうか。 

 (2)都市部における創業支援の課題 

都市部において創業相談の中で支援者が相談者とパー

トナーシップを構築するのは容易なことではない。一般

的には大都市における創業支援は，多種多様なノウハウ

を有する豊富な支援者がいること，充実した支援施策や

支援資金があること，起業に関する情報提供機関が多く，

それに接しやすい等の理由から地方に比べ容易だと考え

られることが多い。しかし現実には創業者予備軍は人口

に比例して非常に多く，彼らの要望に細かく対応してい

くための支援資金は相談者 1 人当たりに換算すれば決し

て多くはない。また中小企業診断士等の資格をもった人

材は豊富でも，創業者（あるいは創業者予備軍。以下，

両者を含んで創業者等という）とのパートナーシップ構

築を主眼とした支援ノウハウを有した支援者は存外に少

ない。支援者の多くは専門知識が豊富で講演ノウハウ等

は持っていても，個人の人生を左右するようなパートナ

ーシップの構築が必要な個別事例に対応した経験が非常

に乏しいのが現状である。 

 (3)研究の目的 

そこで本稿では，こうした都市部の公的支援機関が抱

える特有の現状において，支援者がどのように創業者等

と信頼関係を結び，創業支援に繋げているのか，すなわ

ちどのようなコミュニケーションにより支援者と創業者

等の間にパートナーシップを構築しているのか，支援を

実践している現場の支援者の視点からその特徴を事例に

より明らかにし，都市部における支援者の在り方を探る。

そしてパートナーシップの構築プロセスをモデル化する

ことで都市部の創業活性化の一助となることを目的とす

る1。 

 

2.先行研究 

(1)起業研究の分類 

起業に関する研究の多くは，主に創業者自身に関する

研究と起業プロセスに関する研究とに分けられる。前者

には企業者（アントレプレナー）と企業者機能（アント

レプレナーシップ）の研究者の系譜をまとめたR. ヘバー

ト・A. リンク［1984］や日本の明治期のアントレプレナ

ーシップを研究した J. ヒルシュマイア［1965］，主に1970

年代から1990年代の日本のベンチャー企業及び起業家を

紹介した松田・大江他［1996］等があり，後者には米国

ビジネススクールにおける起業家教育の基本書といわれ

る J. ティモンズ［1997］やW. バイグレイブ他［2009］，

日本のベンチャー教育の基本書である松田他［2000］，起

業家教育を評価・研究した河野［2013］といった研究が

ある。これらの研究はどれも創業者の研究がその中核と

なっているが，これは J. シュンペーター以来，「企業家
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（Entrepreneur）はマクロ経済動態を説明するためのコン

セプト」として扱われ，彼らが起こした「ベンチャー企

業が産業の新陳代謝を促進し，高い経済成長を実現」し

てきたことに由来すると考えられる。それ故日本ではこ

れまでも何度かベンチャー支援政策を掲げ創業を後押し

しており，現在は2000年前後の第三次ベンチャーブーム

以来のブームが起きているといわれている。こうしたベ

ンチャー支援政策は，本来一部のベンチャー企業が既存

産業の新陳代謝を促し，高成長，雇用，富を生み出すこ

とを期待され実施されてきたが，実際にはベンチャー企

業創造のプロセスの中で，政策的な意図とは異なる多く

のSOHO 創業者や既存産業の延長となる中小企業経営者

を生み出してきた。金井［2013］はこうした企業家が増

え開業率が高まることは失業者の自立支援策としては意

味があるものの，「多くの開業は一般に考えられているよ

りもはるかに少ない雇用と経済成長しか生み出していな

い」ため，「成長戦略として必ずしも的を得た政策とはい

えない」2と指摘しており，D. ストーリー［2004］も開業

率とGDP成長率の間には相関がないと述べている。                                                                                                                                                                                                       

(2)支援者と創業者等のパートナーシップに関する研

究 

しかし，成長戦略に関係ないからといって，ベンチャ

ー企業の創業者以外を無視することはできない。実際に

はこうした創業者等への支援は，公的支援機関があたっ

ていることが多いと考えられる。ところが先述した通り，

こうした創業者等に対し，彼らと接する支援者が彼らと

どのようにパートナーシップを構築し，どのように創業

を支えているのか，支援現場を踏まえた研究は一部を除

けばほとんど見られない。その一方で，民間の経営コン

サルタントの記す起業ノウハウ本は片桐［2014］等，枚

挙に暇がない。唯一中小企業庁が2002年に刊行した小冊

子『企業支援のエッセンス』の中で，石川［2002］が「支

援人材の基本姿勢」としてこのことに触れているに過ぎ

ない。支援者が創業者等とのパートナーシップを構築す

るプロセスは各支援者のノウハウであり，また，仮にそ

れをマニュアル化しても容易に真似できるものではない。

加えて本多［2013］が指摘するように，大都市自治体に

は中小企業が膨大に存在しているため，自治体は中小企

業支援を支援機能ごとに各機関に委ねた分業体制をとっ

て質を担保しながら量への対応を行っているものの，そ

の一方で「職員の移動は大体3～4年おきに行われるのが

一般的」であるため，公務員の企業支援人材の育成が困

難となっている現状がある。 

(3)支援者の立場からの創業支援－吉田雅紀氏と小出

宗昭氏を例に－ 

こうした中で，支援機関における支援者の立場から創

業支援ついて語っているのが，株式会社あきない総合研

究所の吉田雅紀氏と株式会社イドムの小出宗昭氏である。

公的支援機関で働く者にとって両名の知名度は群を抜い

て高いが，それは彼らが公的支援機関において創業支援

における実績をあげてきたからである。そこで彼等の著

作物から彼等がどのように創業者等と向き合ってきたか

を確認してみる。 

 

3.事例研究 

(1)研究方法 

吉田氏や小出氏の先行研究等を踏まえ，創業者等との

パートナーシップの構築が難しいと考えられる都市部に

ある公的支援機関において，窓口相談を行う支援者が，

来所した創業者等とどのようにコミュニケーションをと

りパートナーシップを構築しているのか，実際の事例か

らその特徴を定性的に明らかにする。事例は支援者X の

支援記録とヒアリングを元にまとめ，X が創業者等との

ファースト・コンタクトから現在まで，どのように関係

性を築き，パートナーシップを構築するに至ったのか，

すなわち山田［2005］のいうネットワークの伸縮から強

連結に至るプロセスについて検証する。ここで重要なの

は，事例に取り上げる企業が，現在においても操業を続

けているという事実である。創業時の支援も重要である

が，支援した企業の操業がその後も続いているというこ

とは，支援者が安易な創業を促しているのではなく，創

業者と構築したパートナーシップの結果であると考えら

れる。 

(2)調査対象 

 本稿の調査対象は，都市部の公的支援機関Y において

窓口相談員を務める支援者X が，創業以前から公的支援

機関Y の支援メニューを通じて創業支援を開始し，原稿

執筆時点においても支援を継続中である表 1 の 2 人の創

業者である。 

(3)事例研究1 

S 株式会社は 2010 年に創業し，6 種類の簡易型特殊ベ

ッドの販売を行っている 1 人会社である。商品の核とな

表1 事例企業2社の概要 
2014年4月末現在

企業名 業　種 創業年 所在地区 従業員数 代表者

1 S株式会社 家具販売 2010年 横浜市 1名 A

2 株式会社R チラシデザイン 2007年 横浜市 4名 B
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る部品はドイツ製で，これについてはメーカーと販売特

約店契約を結んでいる。 

 (4)事例研究2 

株式会社Rは2007年に創業し，音楽家をターゲットと

した演奏会チラシの制作やWebサイトの運営・制作等を

行っている。従業員は 4 名，創業者B は音楽の道を志し

てイタリアに留学し，帰国後Web制作会社を設立してい

る。 

 

4.分析と考察 

(1)事例に対する分析と考察 

2 つの事例のポイントは次の 3 点に集約されると考え

られる。これらを心がけることで創業者等との関係性が

構築しやすくなり，パートナーシップに繋がるといえる

だろう。 

まず1つめは，「課題の見極め」である。窓口の現場で，

今現在，創業者等にとって何が最も大きな課題かを見極

め，それを明確に言語化することが支援者にとって必須

の能力であると考えられる。課題の共有ができないと，

両者の間に信頼は生まれない。山岸［1998］によれば，

信頼は信頼する側の特性であり，「相手の内面にある人間

性や自分に対する感情などの判断にもとづいてなされる，

相手の意図についての期待」3であり，支援者は窓口相談

という極めて偶然性の高い出会いの中で，短時間で相談

者に公的支援機関の支援者としての社会関係的信頼では

なく，支援者個人としての人間関係的信頼を抱かせる必

要がある。まずは両者の関係が弱連結であっても，限ら

れた相談時間の中で相談者の話を傾聴し，創業者等自身

でも理解していない彼らの課題を支援者が認識し理解し

ていることを言語化して伝達することが大切であると考

えられる。 

2 つめは，「タイムリーな支援策情報の提供」である。

窓口相談の場合は先に指摘したとおり支援者はまずは創

業者等の課題を見極める必要があり，それが確認できて

から自身が持つ支援策等を開示し提供していくことが必

要であると考えられる。しかし，事例にもあるように相

談者は常に窓口に来所するわけではない。個々の創業者

等によっても当然異なるが，それぞれの事情によって来

所したくともできない場合も多い。こうした点を鑑みる

と，創業者等の課題を見極めながら，併せて彼等の事業

に対して共感を抱くことで，相談対応しているときだけ

でなく、過去の相談者であっても課題解決にマッチした

支援策があれば，支援者は彼らにコンタクトを取って積

極的に情報提供を行うことが有効であると考えられる。

実際，事例のように電話によるこうしたフォローをきっ

かけにして，再度窓口相談に来られることも少なくない。 

 そして最後は，「定期的なコンタクト」である。これは

正に“言うは易く行うは難し”で，都市部では創業相談

件数自体が多いため目先の相談に追われてしまい，追跡

すべき相談者は毎日のように増えていくので相談者の追

跡調査を継続的に行っていくのは容易ではない。しかし，

容易ではないからこそ支援者から相談者へのコンタクト

は両者の切れかかっていた弱連結のネットワークを強連

結に変える可能性を秘めており，こうした積み重ねが信

頼に繋がっていくと考えらえる。 

 (2)実践コミュニティの形成プロセスに関する考察 

このように支援者と創業者等の間でパートナーシップ

が構築できるかどうかは，支援者の学習に対する考え方

に影響されると考えられる。学習というと情報を有する

者がそれを持たない者にその知識を伝達する非対称な学

習モデルである「導管メタファ」をイメージすることが

多いが，ここでいう学習とはLave and Wenger ［1991］の

いう実践への「参加」である。現在の教育学においては，

学習は「個人の頭の中」で行われるものではなく，実践

への参加，すなわち実践コミュニティ4において展開され

ている学習プロセスの体験5であると捉えられることがあ

る。これは人の理解とコミュニケーションが状況に埋め

込まれているという状況的学習論に基づいており，こう

した知識は個別具体的な実践の中から獲得されるもので，

本やセミナー等で簡単に得られるものではない。しかし

従来の創業支援の場合，創業を希望する相談者に対し支

援者は旧来の学習観，すなわち先述した「導管メタファ」

や「学習者個人が，頭の中に，特定のまとまりをもった

知識や技能を獲得すること」6という認識で臨んでいたと

考えられる。ところが創業者はそうしたポータブルな一

般知識ではなく，自らにあった支援を望んでいる。それ

は当然の如く，創業者1人ひとりが置かれている状況が

異なっているためである。そのため支援者が創業者等の

実践に寄り添うカタチで支援するということは，公的支

援機関の相談窓口という実践コミュニティにおいて，図1

のように創業者等がブローカーとして支援者の実践コミ

ュニティに徐々に正統的に周辺から参加していきやすい

状態をつくることであり，創業者等の実践コミュニティ

への十全的参加7がパートナーシップの構築である考えら

れる。 

このように相談窓口の現場で起こっていることを実践
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コミュニティの形成プロセスと捉えると，支援者が相談

者等に対し行っている課題の見極めは，実践コミュニテ

ィ形成のきっかけをつくり（相互関与），タイムリーな支

援情報の提供でそこに実践コミュニティが存在すること

を説明可能とし（共同の企画），定期的なコンタクトによ

り実践コミュニティの共有資源となるパートナーシップ

を構築すること（共有領域）になると考えられる。 

 

5.今後の展開 

本稿の事例からも分かるように，創業相談はソフト事

業であるがノウハウは相談に取り組んだ個々の支援者に

取り込まれ，公的支援機関自体はそれがインキュベーシ

ョンであっても箱物のハード事業に過ぎない。企業経営

にはハードとソフトの一体的取組みが必要であると述べ

られることが多いが，ソフトの支援を行うためには，人

材育成，それも豊富な経験を持つ支援者のノウハウを継

続的に継承していくシステムを構築する必要がある。近

年製造業ではノウハウを持った熟練技術者の退職に備え，

それを継承するためにマニュアル化やビデオ録画など

様々な方法に取り組んできたが，創業相談や経営相談の

現場ではすぐそこに相手がいるため，ノウハウの継承は

現場における実践の中でしか取り組むことが難しい。そ

こで，人材は豊富であるが支援経験がすくない支援者が

多い都市部においてこそ，公的支援機関が経験豊かな支

援者のOJT によって場数を踏む機会を与え，支援者育成

のための Eco-system の中核となる施策が必要なのではな

いだろうか。 

                                                        
1）  本稿における大都市とは人口50万人以上の20ある

政令指定都市のうち，人口が200万人を超える都市

（横浜市，大阪市，名古屋市）を指す。 

 
2） 金井［2013］2頁。 
3） 山岸［1998］47-48頁。 
4） Lave and Wenger (1991)は実践コミュニティを，「人と活

動と世界の間の時間を通しての関係の集合」（p.98）

であると述べ，薄井［2010］はWengerの博士論文を

踏まえ，これを「実践を共有する人間の集団」（105

頁）と述べた。 
5） 木村［2010］90頁。Wenger (1998), pp.55-57. 
6） 佐伯［1995］2頁。 
7） 十全的参加（full participation）とは「共同体の成員性

の多様に異なる形態に含まれる多様な関係を正当に

扱おうと意図したもの」であり，「周辺的参加が向か

っていくところ」をいう。Lave and Wenger (1991)，

pp.36-37. 
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Ｄ－３ 農林水産業の6次産業化推進における「6次産業化ファンド」の役割 

○小川繁幸（東京農業大学）・原田雄太郎（東京農業大学）・田中俊次（東京農業大学） 

Keyword： 地域活性、6次産業化、地域ファンド 

 

【背景・目的】 

今日、日本の地域経済や基幹産業である農林水産業をめ

ぐる経営環境は、TPP（環太平洋連携協定）への交渉参加を

はじめ、国際競争の波に晒されており、国際競争力の高い

農林水産業＝“強い農林水産業”への転換が求められてい

る。こうした経営環境の変化に対応すべく、日本では従来

の原料供給体制の農林水産業から地域資源の有効活用や高

付加価値型のビジネス・モデルの構築を目指した6次産業

化に関する施策によって各地で新商品開発や新事業創出が

行われている。特に、この6次産業化推進の核となってい

るのが、6 次産業化を支援する農林漁業成長産業化ファン

ドのサブファンドとして、㈱農林漁業成長産業化支援機構

と民間事業者の共同出資により組成されている地域ファン

ド＝「6次産業化ファンド」である。「6次産業化ファンド」

は農林水産業者、食品企業などの6次産業化パートナー、

サブファンドの3者が共同出資という協力関係を構築する

ため、従来の補助金や融資制度とは異なり、経営を支援す

る具体的な取り組みとして評価できる。この「6 次産業化

ファンド」を核に、地域内の様々な経営資源（ヒト・モノ・

カネ）を域内循環させることができれば、地域の内発的発

展や自立的発展が可能となる。ゆえに、昨今では各地で「6

次産業化ファンド」が展開されているわけだが、この「6

次産業化ファンド」を担う地方金融機関おいては、これま

での不動産担保を中心とする金融手法には限界が生じてお

り、新たなビジネス・モデルが求められている。 

そこで、本研究では、今日各地で展開されている「6 次

産業化ファンド」に関する先行研究の整理と「6 次産業化

ファンド」モデルの分析を通じて、地域活性化に向けた農

林水産業の6次産業化の展開方向について論じる。 

 

【研究方法・研究内容】 

 第 1 に、農林水産業の6次産業化に関する文献サーベ

イを実施し、6次産業化の理論的系譜や経済学的・政策論

的位置づけを整理する。 

第2に、「6次産業化ファンド」の先行事例として、み

ちのく銀行の「とうほくのみらい応援ファンド」に着目し、

経営組織や人材育成、マーケティング手法の観点から事業

の実態把握と金融手法のしくみを明らかにする。 

第 3 に理論研究と事例分析の成果を踏まえ、6 次産業

化を核とする“強い農林水産業”推進にむけた「6次産業

化ファンド」の展開方向をまとめる。 

 

【研究・調査･分析結果】 

１）6次産業化の展開の現状と本来的あり方 

 昨今、農林水産業者の所得向上による地域活性化を目

指す活動として「6次産業化」が注目され、国も関連法を

整備するなど、「6次産業化」が日本全体として推し進め

られている。 

 そもそも「6次産業化」という言葉は、今村奈良臣が提

唱したこと論理であり、農林水産業の新たな展開として、

「1 次産業×2 次産業×3 次産業＝6 次産業」を「6 次産

業化」と捉えている。その意味するところは、近年の農

業が「農業生産、食料の原料生産のみを担当するように

されてきていて、2次産業的な分野である農産物加工や食

品加工は、食品製造関係の企業に取り込まれ、さらに 3

次産業的分野である農産物の流通や販売、あるいは農

業・農村にかかわる情報やサービス、観光などもそのほ

とんどは卸・小売業や情報・サービス産業、観光業に取

り込まれているのであるが、これらを農業、農村の分野

に取り戻そうではないかという提案である 」ということ

である。さらに具体的な課題として以下 5 点を列挙して

いる（強調は筆者による） 。 

 

①消費者に喜ばれ愛されるものを供給することを通して

販路の確保を着実に伸ばしつつ、所得と雇用の場を増

やし、それを通して農漁村の活力を取り戻すことであ

る。 

②さまざまな農畜産物（林・水産物も含む、以下同じ）

を加工し、販売するにあたり、安全、安心、健康、新

鮮、個性などをキーワードとし、消費者に信頼される

食料品などを供給することである。 

③農畜産物の生産ならびにその加工、食料品の製造にあ

たり、あくまでも企業性を追求し可能なかぎり生産性

を高め、コストの低減をはかり、競争条件の厳しいな

かで収益の確保をはかることである。 

④新たなビジネスの追求にのみ終わるのではなく、農村



地域環境の維持・保全・創造、とくに緑資源や水資源

への配慮、美しい農村景観の創造などに努めつつ、都

市住民の農村へのアクセス、新しい時代のグリーン・

ツーリズムの道を切り開くことに努めることである。 

⑤農業・農村の持つ教育力に着目し、農産物や加工食料

品の販売を通し、また、都市・農村交流を通し、先人

の培った知恵の蓄積、つまり「むらのいのち」を都市

に吹き込むという、都市農村交流の新しい姿を創りあ

げることである。 

 

以上の今村の列挙した課題をみると、5課題のうち3課

題に「加工」や「販売」といったキーワードが並んでい

る。同時に「販路の確保」、「企業性を追求」、「競争条件

の厳しいなかで収益の確保をはかる」という言葉もみら

れる。このことから想定される「6次産業化」像は、単な

る農林水産物の生産に留まらず、生産した農林水産物の

加工から販売まで展開することで、しかもそれが企業的

に営まれることにあるように思われる。 

 他方、国もこの「6次産業化」を核とした地域産業振興

を図るべく、「地域資源を活用した農林漁業者等による新

事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する

法律」を2011年に制定した（以下、「6次産業化法」と呼

称）。同法における「6次化」の概念について、室屋有宏

は、その前文と本文で若干の違いがあると指摘してきし

ている。それは「前文では 6 次化は地域水平的な連携の

色彩が濃いのに対して、本文では外部の協力を活用しな

がらも、農業者の垂直的多角化の指向性が強く出てい

る )」というものである。ただし、前文および本文とも

に「6次化」が新事業の創出を目標とする点で共通である

ことも併せて指摘されている )。 

 では、実際に農林水産業における「6次化」はどのよう

に展開されているのか。室屋によれば、農林水産省の総

合化事業計画に認定された事業において「加工」が含ま

れており、6次化の取り組みとして多様性の少なさが指摘

されている )。農林水産省の「6次産業化の取り組み100

事例（2010 年、2011 年）」や農林水産省と経済産業省が

選定した「農商工連携88選（2008年）」を見ても、やは

り「加工」に取り組む事業体が多いことがわかる（図1）。 
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究成果

数 295 204 83 14 68

 

図１ ６次産業化の取り組み内容 

出所：「農商工連携88選（2008年）」、「６次産業化の取り

組み100事例（2010年、2011年）」 

※取り組み事例は重複あり。 

 

また、それら事例において資本金がわかる範囲では、

「加工」に取り組む事業体の約75％は資本金1,000万円

以上となっている（図2）。 

 

 

図２ 資本金別事業体数 

出所：図１に同じ 

 

 このように、実際に展開されている「6次化」は「加工」

や「販売」（輸出も含め）が中心となっている。今村が指

摘した課題においても、「加工」や「販売」が大きな位置

を占めていたが、現実的にもそうした方向で「6次化」が

展開されている。確かに、1次産業従事者が、生産した農

林水産物を自ら加工することによって付加価値を高めた

商品を販売することができれば、彼らの所得は向上する

可能性は高く、国の施策からしても、それこそが現在推

し進められている「6次産業化」が目指すところなのであ

ろう。それは「6次産業化法」の認定事業の多くが「加工」

を含んでいることからも明らかであろう。しかしながら、

現在進められている「加工」および「販売」を中心とす

る「6次産業化」がどういう意味を持っているのか、今一

度考えてみたい。それは市場を中心とした資本主義経済



社会において農業をどう捉えるのかという本質的な問い

を含むものである。 

 経済学的見地から農業を捉えるとき、玉野井芳郎が重

要な指摘をしている。玉野井いわく「資本主義経済とは、

農業ではなく、農業から分断された工業をベースとして

確立した市場経済の体制である。そのような市場経済を

対象に、経済学の理論は、ペティ以降3世紀にわたって、

主として“市場と工業の世界”を拡大し一般化する方向

で、その体系化を進めてきた 」という。すなわち、資本

主義経済の展開は 2 次産業、つまり工業の本格的はじま

りとともにはじまったわけであり、経済学はそうした工

業と市場を中心とした世界を究明してきた。したがって

主流経済学においては、農業が捨象されているというの

である 。 

 また、実際に資本主義経済においては、農林水産物も

含めて生産物は商品として市場に登場する。それは農業

と工業との差異、つまり有機的生産としての「生命ある

ものの展開」と機械的生産としての「死んだ物体の加工」

という違いを無視して、等しく市場に登場するというこ

とである。玉野井は、農産品は「生命あるものの展開」

であり、工業＝「死んだ物体の加工」を前提とした市場

にそぐわないと指摘する 。 

 ゆえに、昨今の「6次産業化」が特に「加工」を中心と

して進んでいくことは、そうした性格を有する市場での

競争力を高めようとすることであり、工業的な社会へと

より一層農業を従順させることになりかねないのではな

いだろうか。それは資本主義経済において、生命を対象

として展開される農業の独自性を無視したまま、より工

業的、より市場に強く依存した社会へと進んでいくので

はないだろうか。市場が本来期待されている機能を果た

しているとは言いがたい状況もみられる現在、「加工」を

中心として工業的な農業が展開されるとすれば、生命を

支えるという農業の本来の役割を果たすことが難しくな

る可能性も否めないであろう 。 

 農林水産業者、延いては農林水産業を主幹とする地域

経済の安定・発展のためには、確かに「6次産業化」を推

進し、「加工」などを用いて付加価値の高い商品を作るこ

とは有効であろう。しかしながら、それは工業をベース

とした現在のグローバルな市場に打って出ることではな

く、グローバルな市場とは別に地域の市場で農林水産品

が回るようになる方向＝地産地消を目指すことが求めら

れるのではないだろうか。 

 

2）「6次産業化ファンド」の役割 

 地域の市場で農林水産品が回るようなしくみを展望す

るうえで、「6次産業化ファンド」の役割は非常に大きい。

地域内の様々な経営資源（ヒト・モノ・カネ）を域内循

環させることが、地域の内発的発展や自立的発展を可能

とするわけだが、特に 6 次産業化を推進していくうえで

は、経営資源のなかでも“カネ”を地域内でいかに円滑

に循環させていくことが重要となる。その点では、地方

金融機関の機能が問われる。 

これまで日本の金融機関は資金の貸し手と借り手の間

における情報の非対称性による様々な問題に対して、不

動産担保を活用することで解決を図ってきた。しかしな

がら、バブル崩壊後、不動産担保の価値が下落したこと

を皮切りに、今日においては不動産担保のみによる金融

手法に限界が生じており、金融機関においては、新たな

ビジネス・モデルの確立が求められている。 

特に、地域ベンチャーファンドとして位置づけられる

「6次産業化ファンド」については、新たな金融手法で地

域内の 6 次産業化の取り組みを積極的に支援し、資金を

円滑に循環させていくことが求められるが、現状として

は、「6次産業化ファンド」が設けられたものの、具体的

な案件を確保することに苦労している状況にある。 

現在、日本においては今村が提案した「農業の 6 次産

業化」の論理をベースに、各地で農林水産業の活性化策

として 6 次産業化構想が描かれているわけであるが、ど

ちらかといえば、地域の素材で特産品をつくれば売れる

ような錯覚を抱いている地域が多い。この点は、中村剛

治郎も中山間地域の内発的発展論をめぐる理論的諸問題

を提示するなかで、今日の農林水産業の 6 次産業化の問

題点として、以下のように指摘する。 

「農業は、機械化など生産性の向上とともに農地集約に

よる規模拡大を求める。結果として、剰余労働を生み出

すので、農村の発展は、通勤可能な場所に、非農業の産

業や仕事を集約する都市の発展を不可欠とする。中山間

地域の人口減少を農林業の就業人口の縮小から説く議論

があるが、現実は、近くの都市で製造業その他非農業の

雇用が縮小した側面が大きい。農林業の生産活動だけで

は、所得増を実現できないので、地域特産品に加工し、

ブランド化して販売するという 6 次産業化の構想は、か

つての一村一品運動の反省に立って、流通まで一体化し

て地域を取り組むことを目指すものであろう。この取り

組みに賛成であるが、どの地域でも画一的に 6 次産業化

構想を掲げているのを見ると、結局は、かつての一村一



品運動と同じく、地域運動であっても、地域政策になっ

ていないのではと危惧する。地域間の競合の中で地域特

産品づくりを流通段階まで取り組んだとして、はたして

地域経済は全体として発展するのか、そこに持続可能性

はあるのか、という疑問をぬぐえないからである」。 

以上、中村が指摘するように、かつての一村一品運動

と同じように、現在の6次産業化の取り組みにおいては、

類似商品が各地で散見され、将来的な農畜産加工品市場

の飽和が懸念される。ゆえに、農林水産業の 6 次産業化

においては、プロダクトアウトからマーケットインの新

商品開発・付加価値創造が重要となり、販売促進や販路

拡大等のマーケティングを重視した経営戦略・事業戦略

の明確化が求められる。特に、経営戦略・事業戦略を検

討するうえでは、小林茂典が指摘するように、「プロフィ

ットセンター」（利益が上がる事業部門・領域）として期

待される2次、3次産業部門で収益を上げ、その収益を利

益が出にくい１次産業部門等に再配分することによる事

業全体の体質強化と、経営資源等の相互補完を図るため

の各部門間の協力関係の構築が必要である。 

加えて、特に留意しなければならないのは、地産地消

の論理であり、資金循環と地域経済循環が生じるしくみ

づくりが意識的に設けていかなければならない。 

 

3）みちのく銀行「とうほくのみらい応援ファンド」 

 さて、この「6次産業化ファンド」の役割を検討してい

くにあたり着目したいのが、みちのく銀行「とうほくの

みらい応援ファンド」である。 

 アグリビジネス（農林水産業から農産物加工、流通・

ビジネス、観光まで含めた「食」に関する産業）を成長

産業と捉えるみちのく銀行では、「とうほくのみらい応援

ファンド」を展開するにあたり、本部・営業店一体の相

談受付体制の構築と収益強化に繋がる提案の実施に向け

て、社内の農業経営アドバイザー、6次産業化各プランナ

ーを据えたアグリビジネス推進チームを設置した。ここ

には、外部専門機関として、大学や自治体、農協、㈱日

本政策金融公庫、みちのく銀行の取引先（卸売・加工・

流通・小売・飲食店・サービス業）も参画しており、相

談・支援体制の強化、ビジネスマッチング推進の体制が

構築されている。しかしながら、どの地域も画一的に 6

次産業化構想を掲げているため、各地で類似商品が散見

しており、将来的な農畜産加工品市場の飽和が懸念され

ている。そのため、みちのく銀行も新たな融資に慎重に

ならざるを得ない状況にあり、よりアグリビジネス推進

チームの機能性を高める必要がある。それは、これまで

の創業や事業化におけるコンサルティングという枠を超

え、6次産業化のキーマンとなる地域内外の有力な取引先

（加工業者、卸売・販売業者など）を積極的に結びつけ

るハンズオンでの経営支援のしくみづくりがカギとなる。 

 

【考察・今後の展開】 

 農林漁業者が 6 次産業化を展開するにあたり、大きな

壁となるのが、ファンドレイジングである。今後、この6

次産業化を通じて農林水産業を成長産業へと展開させて

いくためには、「6次産業化ファンド」を積極的に活用し、

地域内の経営資源を循環させるしくみが必要である。そ

の一つの方法として、地方金融機関が有する情報をもと

にハンズオンでの経営支援を担う人材の育成・集積があ

げられる。 
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Ｅ-１ 徳島県神山町 地域事例研究報告 

佐伯悠（青山学院大学大学院） 

Keyword：第3セクター、グリーンバレー、SROI 

 

【背景】 

地域活性化に関する事例は数多く存在する中、本研究で

取り上げる徳島県神山町は特異な事例として数えられる。 

第1に、昨今一過性に終わる場合が散見される地域活性

施策の中で、徳島県神山町の事例はその発端は遡るに1992

年から開始されており、その持続性は注目に値する点。  

第2に、地域各地で行われているI・Uターン促進施策の

中で、「逆指名」という手法を独自に開発し、若者の定住促

進を促している点。結果、2011年には神山町発足以来の社

会動態人口増加現象を呼んだ。  

第3に、持続的な地域活性施策の旗手が民間でも無く、

行政でも無い第3セクターによる展開である点。清成

（2010）が云う政府と市場の失敗を補完する第3セクター

の存在が今後の地域活性に関する重要なキーマンとなると

いう主張を見事に体現している稀有な存在であると云える。  

以上の理由から神山町を国内における特異事例であると

見なし、新たな理論の構築に向けた初歩として個別事例研

究を行い、その差異化された要因を抽出することを試みた。 

 

【研究方法】 

 前述の通り、徳島県神山町における地域活性の旗手は

民間でも行政でも無い第3セクター、NPO法人グリーンバ

レー（代表理事：大南信也氏）が担っている。そのため

第3セクターを明確に評価するフレームが必要との観点

から、第3セクターがもたらす社会的価値を測定する分

析手法SROI（Social Return On Investment・社会的投資

収益率）を本研究では取り入れた。SROIは1990年代後半

に米国で生まれ、近年では英国にて実用化に向けた取り

組みが進んでいる分析手法である。 

 SROIは1990年代にアメリカのファンドであるREDF

（Robert Enterprise Development Fund）が非営利組織

によって創出される社会的価値を貨幣換算するための手

法として開発した。そして1999年以降、REDFは組織全体

の社会的価値や事業的価値を含むより総合的、社会的経

営情報手法としての活用を開始する。一方、イギリスで

は内閣府が公共サービス提供における公共契約改革を進

める中で、NPO等が創出した成果や社会的価値を把握する

必要性が高まり、結果SROIに注目が集まった。近年では

2012年3月に成立した公共サービス法で社会的価値へ重

点が一層置かれることになり、行政支援申請の際には、

SROIでの価値予測の提出が一部義務付けられている。現

在、非営利系シンクタンクNef（New Economic Foundation）

やSROI Networkによって実用化が進んでいる。 

 上述のような流れを受け、今後社会的価値の可視化の

動き、SROIの活用はグローバルに一層加速するものと考

えられる。 

 現地調査に関しては、昨年2013年の9月と11月の2

回に分けて実施した。グリーンバレー関係者や近年I・U

ターンをした者、神山町に根を下ろしたアントレプレナ

ー、更には自治体関係者など総勢13名に対し取材を行い、

実像を理解すると共に質的データを採取した。 

 以上の現地調査にて得たデータに加え、既存文献から

のデータも活用し、SROIを用いることで神山町の差異化

要因を特定した。 

 

【SROI算出方法】 

 SROIの算出方法は友田（2013）を参考に以下のように

定める。 

SROI ＝ 貨幣換算された社会的価値 / 投入された費用 

[図表1] SROIとは 

4

ＳＲＯＩ とは

� 「Social Return On Investment」（社会的投資収益率）の略称で、
社会的なインパクトを測る新しい手法である。

■プロジェクト（組織）によって創出された経済的価値、社会的価値につ
いて測定し、報告するプロセス
■分析プロセスにおける「事業関係者（ステークホルダー）の参加」「変化
の価値化」「社会的価値の貨幣化」が基本
■貨幣的価値への換算が困難な場合も含む、幅広い社会的価値を扱う
■「アウトプット」（活動）だけでなく、「アウトカム」（活動の結果生じた効
果）も考慮し、インパクトを貨幣価値化する

貨幣換算された社会的価値

投入された費用
SROI =

【出典】友田景（2013）「社会貢献活動 評価の仕組み」ABS「地域活性化のマーケティング」授業内講演配布資料より抜粋。

 

 また貨幣換算化される社会的価値を抽出する上で前提

となるのが、以下の2点である。 

・ 最終成果のみならず、そこに至るプロセスにおいて

生じる変化にも着目し、その変化の価値も含む。 

・ 直接的ステークホルダーだけでなく、間接的ステー

クホルダーにも着目する。  

 例えば、就労支援プログラムにてITに関する講座を受

講した結果、就職に見事結び付いた人のみに着目するの



ではなく、その講座を受講することでITスキルを体得し

た人、更にはITスキルを体得したことで自らの未来に対

し肯定的な見解を抱くようになった人までも社会的変化

としてSROIでは認識する。またステークホルダーに関し

ても、上述の例を用いた場合通常想定されるのが受講者

や講座の運営団体、事務局などが該当するものと考えら

れるが、SROIでは間接的なステークホルダーとしてその

周辺地域、具体的には民間企業や自治体、小売店、更に

は地域住民までその分析対象として捉える点が特徴的で

ある。 

 

【神山町概要】 

 徳島県神山町は、吉野川支流、鮎喰川の畔、徳島市か

ら内陸へ車で40分程の場所に位置し、町の総面積173.31

平方Kmのうち、83％が山林で占められた典型的な地方中

山間地域である。 

同町ではお遍路さんへの接待文化が古くから土地に根

付き、江戸時代は阿波人形浄瑠璃が盛んに上演された芸

能の町であった。戦後は杉や檜など林業で栄えた時期も

あったが、安い外国産木材の輸入増加の結果、基幹産業

であった林業は衰退。昭和30年以降、他地域同様に労働

力として若者が大量に流出する事態となり、1955年には

2万人を超えていた人口が、2010年時点で6038人まで減

少した（野田 2012）。また老齢人口比率は46.4％（2010

年時点）となっている。 

国勢調査によれば、同町の主力産業（就業者ベース）

は農業（32.8％）であり、以下建設業（13.4％）、卸・小

売業（10.5％）、製造業（10.3％）、サービス業（8.3％）

と続く（2005年時点）。ちなみに林業は僅か0.5％である。 

また2012年、国立社会保障・人口問題研究所が発表し

た「日本の地域別将来推計人口」では四国全域、徳島県

全域が其々、2010年から30年後の人口推移予測が、397

万人から295万人（3割減）、78.5万人から57.1万人（3

割減）であるのに対し、6038人から1963人と約7割の減

少が報告されている。 

 更に自治体の財務的健全性を示す財政力指数でも全国

平均が全国で0.53であるのに対し、その半分以下の0.22

（2011年度）であり、過疎地域の平均（0.28）より下回

る。まさに神山町は条件不利地域と呼ぶに相応しい地域

である。 

このような典型的な条件不利地域、過疎地域でありな

がら、2010年10月より東京に本社のあるクラウド名刺管

理サービス企業のSansanがサテライトオフィスを同町に

構えたことを皮切りに、2013年2月時点までには計11

社（うち2社は2012年10月に閉鎖、2社が開設予定）が

サテライトオフィスを持つに至った。また同町には毎年

多くのアーティストがその豊かな自然環境からインスピ

レーションを得るために、滞在型創作活動を目的として

訪れている。そして、同町が持つ稀有な魅力に惹かれて

か、2010年からの3年間で世帯数38世帯、人数で71名

が移住し、平均すると30歳以下、その中には外国人もい

るという。その結果、2011年度には神山町誕生（1955年）

以来初となる転入超過（12人）となった。 

 この現象を創造したのがNPO法人グリーンバレーであ

る。以下ではその活動の経緯を概観する。 

 

【グリーンバレーの成り立ちと活動概要】 

米国への留学経験後、故郷に戻った大南氏は家業の建

設業に従事していた。当時、行政主導のインフラ整備が

盛んであった関係から大量の業務に追われていたという。

しかしながら自らが造った道路が結果、都市部への人口

流出の一役を担ってしまった事実を目の当たりにしてか

ら、徐々に地域に対し関心を抱いていくようになる。同

氏は『数年経つとぽつりぽつりと空き家が増えた。地域

のためにと思いやってきた仕事が、結果的に過疎を助長

する。こんな状況でいいのかとだんだん地域づくりに軸

足が移っていった』と当時を振り返っている（大南 

2010）。 

1990年、神領小学校のPTA役員であった大南氏が、戦

前に米国から贈られた「青い目の人形アリスちゃん」の

里帰り運動を始める。無事に里帰りを成功させたことが

きっかけとなり、国際交流活動が頻繁に行われるように

なった。そして1992年には「神山町国際交流協会」が起

ち上がった。 

1996年、県が「国際芸術家村づくり構想」を草案する。

その事実を知った同氏は、行政主導の企画ではハコモノ

に陥り易く、また助成金などの財政支援に頼った運営体

制ではその財源が枯渇した場合、運営自体が危うくなる

と考え、民間主導での企画、行政からの後方支援という

体制を構築することを県に依頼した（平野 2011）。 そ

の際に設立されたのが「国際文化村委員会」であり、後

のグリーンバレーの前身となる組織であった。 

1999年、同委員会の活動の一環として「神山アーティ

スト・イン・レジデンス（以下、KAIR）」事業を開始する。

毎年9月に海外から2人、国内から１人のアーティスト

を招いて2か月間地域に滞在しながら（また住民の支援



を受けながら）創作を支援する事業である。事業開始当

初は交通費、材料費、生活費などの経費は全額補助であ

ったが、今では作品の地元還元義務の破棄と引き換えに、

宿舎とアトリエを無料提供する仕組みを一部開始してい

る。この活動の評判が国内外に口コミで広がった結果、

現在では毎年100人を超える応募があるという。 

2004年、同事業を本格的に軌道に乗せるためにNPO法

人グリーンバレーを起ち上げた。その中で大南氏は過去

のハード面への拒絶からKAIRを始めた経緯もあり、改め

て焦点をヒトに絞ったミッションを構想した。そのミッ

ションとは「日本の田舎をステキに変える」であり、具

体的には、①「人」をコンテンツとしたクリエイティブ

な田舎づくり、②多様な人の知恵が融合する「せかいの

かみやま」づくり、③「創造的過疎」による持続可能な

地域づくり、以上3つのビジョンを掲げた。 

2007年、空き家管理と移住希望者の接触を主業務とす

る神山町移住交流センターの業務委託とWebサイト「イ

ン神山」の立ち上げがグリーンバレーを更に飛躍させる

ことになる。それが今までのノウハウを活用し、対象を

アーティストだけでなく、一般人にも拡大させた事業、

「神山ワーク・イン・レジデンス（以下、KWIR）」であり、

自治体経由とWeb経由、双方からの移住希望者情報を一

元管理し、グリーンバレー側から移住者を選抜する「逆

指名」方式を採用したのである。これは自治体が行うに

は公平性の観点から不可能な取組みであり、民間だから

こそ出来る手法であった。そしてこの方式を取り入れた

ことで自主的な地域開発、つまりは目標達成のための適

正人材の選出が可能となった。 

このノウハウの蓄積は更なる飛躍を呼んだ。2010年に

は前述したよう、東京に本社のあるクラウド名刺管理サ

ービス企業のSansanがその活力ある地域に惹かれ、サテ

ライトオフィスを構えることになる。これには県が構築

した地上デジタル放送の難視聴対策のための県全域、20

万ｋｍを超える光ファイバー網によって、都心に比べか

なりの低コストで利用出来るIT環境も後押しした（加え

て、利用者数、人口密度の関係から処理速度は同じく都

心と比較して、倍近く速まるという利点もあった）。現在

ではSansan含め、計9社のサテライトオフィスが同町に

設置され、多様なクリエイティブな人材の交流が営まれ

ている（2013年10月時点）。 

時を同じくして2010年12月、厚生労働省の求職者支

援制度を利用した民間の職業訓練が神山町で実施される

ことになった（運営・実施：株式会社リレイション）。約

4割が学科、約6割が実技で構成されており、卒塾生約

60人、5期目となる神山塾が開催された（2013年10月時

点）。そして卒塾生の約30％（18名）が神山町を中心に

徳島県内で就職、起業。 更にそのうちの一部の卒業生が

グリーンバレーに勤務し、重要なポストを担っている。  

神山塾の機能はグリーンバレー、ひいては神山町に多

大な貢献をしていると考えられる。１つにクリエイティ

ブ人材のインキュベーター機能。2つ目に成長する神山町、

グリーンバレーに対する人材プール機能。更には知識伝

達による知識の形式化に伴うノウハウの集積機能。以上3

点の機能が有機的に絡み合い、人材面でのフォローを可

能にしている。 

 

【研究結果】 

 グリーンバレーの活動を俯瞰し、主な事業であるKAIR、

KWIR、サテライトオフィス誘致、神山塾に絞りSROIにて

その社会的価値を測定した結果が以下の図表2、3である。

加えて、測定結果の小括を列挙する。 

[図表2] 主力事業別SROI測定結果 
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グリーンバレー各事業の集計結果

インプット総額 アウトカム総額 インパクト
（SROI）

KAIR 51.9万円 1,235万円 23.8
神山アート 0.8万円 198万円 247.5
KWIR 215.8万円 2,356万円 10.92
サテライト・オフィス 1,604.3万円 3,540万円 2.21
神山塾 688.5万円 2,252万円 3.27
(グリーンバレー管理費) 2400万円
全事業のシナジー 9,411万円
総計 4961.3万円 18,992万円 3.83

3.83グリーンバレー事業全体：
グリーンバレーに対し1万円を投資すれば、
社会的価値として3.83万円を創出する

 

[図表3] ステークホルダー別SROI測定結果 
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ステークホルダー別の集計結果
ステークホルダー 事業 アウトカム小計（円） アウトカム合計（円）

グリーンバレー

全体 3510万円

4,470万
KAIR 150万
KWIR 180万
サテライト・オフィス 30万
神山塾 400万+200万*

地元自治体（神山町）

全体 1,100万

3,309万
KAIR 300万
KWIR 600万
サテライト・オフィス 1,300万
神山塾 9万円

地域住⺠

全体 1,100万

3,239万

KAIR 121万
神山アート 51万
KWIR 104万
サテライト・オフィス 1,820万
神山塾 43万

移住者、SO駐在者 全体 3,600万 5,000万KWIR 1,400万
招聘アーティスト KAIR 664万 664万
武蔵野美術大学学生 神山アート 60万 60万
武蔵野美術大学・教職員 神山アート 87万 87万
参加企業 サテライト・オフィス 190万+600万** 790万
塾生・卒業生 神山塾 1,200万+20万*** 1,220万

* サテライト・オ
フィスから得る
価値
** 神山塾から
得る価値
***サテライト・
オフィスから得
る価値

1

2

4

3

 

① グリーンバレーの活動によりSROIの数値が3.83と

いう高い社会的価値が生まれている。  

② グリーンバレーの活動は、移住者、地域住民、地元

自治体に特に多くの利益がもたらされる仕組みにな

っている。  



③ インパクトはアート事業が高いものの、地域に落と

される利益の多くは、KWIRやサテライトオフィスか

ら生まれていることから、各活動の相乗効果が発揮

されている可能性が指摘される。  

④ 利益の大部分がKWIR、サテライトオフィス、及び神

山塾からもたらされている一方で、投資収益率はそ

れ以外の事業が際立っており、且つその事業群が発

足時から永らく続く事業であることから、効率的運

営による土壌の形成が先んじて行われた可能性が指

摘される。  

 

【仮説導出】 

 上記検証から得たグリーンバレーの差異化要因の仮説

は以下の3種である。以後引き続き、以下の仮説に対す

る個別検証を進めていく予定である。 

仮説1：アクターネットワーク理論からの読解 

NPO法人グリーンバレーの特徴は、事業間シナジー効果

の影響で説明出来る。  

仮説2：クリエイティブ資本理論からの読解 

NPO法人グリーンバレーの特徴は、投資効率性の高いア

ート関連事業から始まった地域キャパシティの拡張現象

の影響で説明出来る（結果、多様な人材が寛容性の高い

土地に集まった）。 

仮説3：坂本理論からの読解 

NPO法人グリーンバレーの特徴は、ステークホルダーに

与える利益の殆どが地域に限定されている事象で説明出

来る。  

 

【今後の課題】 

 前述した仮説の検証を進めていく上で想定される課題

は以下の3点である。以後の活動はこの点に留意し、進

行していくことが必要になるものと考える。 

 第1に、グリーンバレーの特徴を検証するためには（仮

説を検証するためには）、比較事例研究法を以後行う必要

があること。 

 第2に、その際には、SROIのスコアラーを同一人物に

固定した上で、同事例に類似するサンプルを用意し、比

較検証を行うことが求められること。 

 第3に、ソーシャル領域も分析対象に含めるため、今

回の分析結果自体の整合性や精緻化を目指すべく、広く

そして深い追跡調査が不可欠となること。 
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Ｅ－２ 空き家活用意思決定モデル構築に向けた空き家活用の事例調査 

○山下幸裕（北陸先端科学技術大学院大学）・中森義輝（北陸先端科学技術大学院大学） 

Keyword：空き家活用、事例調査、地域資源 

 

【問題・目的・背景】 

 昨今の日本において、全国的に空き家が問題になってき

ている。総務省による平成 20 年住宅・土地統計調査[1]の

結果では、平成20年10月1日における全国の総住宅数は

5,759万戸となっており、前回調査の平成15年から370万

戸増加している。一方で、総住宅数5,759万戸のうち、空

き家は 756 万戸となっており、前回調査の平成 15 年から

97万戸増加している。 

 空き家問題は、地域活性化に大きな影響をもたらす。放

置された空き家は、廃墟化し、倒壊や火災の危険はもちろ

んのこと、地域の景観にも良い印象を与えない[2]。いわゆ

る空き家の外部不経済である。一方で、空き家は重要な地

域資源でもある。空き家の活用次第では、地域活性化の資

源にも成り得る[3] [4] [5]。すなわち、空き家をいかにマネ

ジメントしていくかが重要なのである。 

 筆者らが所属する北陸先端科学技術大学院大学で開講

した「地域活性化システム論」において、本学が位置する

石川県能美市が抱える問題の一つとして、空き家が挙げら

れたことをきっかけに、筆者らは空き家問題の研究に着手

している[6][7]。 

 筆者らは、空き家に関する研究の動向調査[7]によって、

空き家の研究領域を把握した。空き家研究は、空き家の調

査、空き家の対策、空き家の支援に重きが置かれている傾

向があるが、空き家問題の根本には、空き家所有者の関心

の低さにあると思われる。 

 空き家所有者が能動的に所有する空き家に関心を持つ

ような仕組み必要であり、その一つに空き家バンクがある

が、一般的に空き家バンクは、空き家所有者が空き家を登

録し、空き家を使用したい人（借りたい人）を募集するサ

ービスである。より能動的に、空き家所有者が、空き家の

活用方法を第3者に頼るのではなく、自ら所有する空き家

の対策（活用、維持、除去）を考えらえる仕組み（モデル）

があれば、空き家への関心が高まると思われる（図 1）。

そして、そのためには、実際に活用された空き家の状態（築

年数、床面積、電気・ガス・水道や水回りの状態、老朽度、

改修費用、周辺環境など）と何に活用（カフェ・飲食店、

集会所、宿泊施設、福祉施設など）されたのかの対応関係

の情報が必要になる。 

 

 

 

 本研究の目的は、空き家の活用等の意思決定を支援する

ためのモデル構築を目指し、空き家の対策（活用、維持、

除去）の事例調査をし、どのような空き家対策が実施され

ているのかを把握する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 本研究の目的を達成するために、インターネットを用

いて、空き家の対策（活用、維持、除去）の事例（報告

書、ホームページ等）を収集し整理する。 

 特に今回は、空き家の活用方法に主眼を置き、実際に

空き家が何に活用されているのかを把握する。その後、

把握した活用方法を基に個別に検索していき、空き家の

状態等を調査し、空き家活用のデータベースを構築する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

 今回は、空き家対策に取り組む団体や調査機関の報告

書等を調査し、空き家活用の事例を収集・整理する。 

 

1. 空き家対策に取り組む団体や調査機関 

一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 

 東京都世田谷区にある世田谷トラストまちづくりは、

空き屋や空き家部屋を開放する「地域共生のいえ」に取

り組んでいる。（http://www.setagayatm.or.jp/） 

空き家A 
・古い 
・改修必要 
・助成なし 

モデル 

空き家B 
・古い 
・改修必要 
・伝統的建造物群 

空き家C 
・新しい 
・改修なし 
・商業施設あり 

空き家A 
「除去」 

空き家B 
「店舗」 
「イベント施設」 

空き家C 
「賃貸」 

図 1 空き家活用意思決定モデルのイメージ 



店舗・施設名 活用方法 活用前の家屋 家屋種類・構造 敷地面積 築年数・建築年
改修・状態

（費用：万円）
最寄交通機関 助成 支援 環境

岡さんのいえTOMO コミュニティカフェ 戸建 築60年 改修 徒歩5分 あり あり

シカトキノコ サロン 戸建 約21㎡ 40万円 徒歩8分

奈良阪の家 住宅 青果問屋 戸建 築152年 構造補強・修復

たてがみ 滞在施設 戸建 ５DK 改修 徒歩59分 あり

笛吹川芸術文庫 ギャラリー 酒屋 戸建 200㎡ 江戸末期 あり 登録有形文化財

尾道ガウディハウス まちづくりセンター 離れ・別宅 木造２階建 10坪 昭和8年 改修 徒歩3分 あり

旧笠井邸 まちづくりセンター 戸建 明治５年 改修 徒歩20分 あり

田中さんち 高齢者自立支援所 別荘 日本家屋 昭和８年築 あり あり

農文塾プロジェクト アート拠点 茅葺き民家 平屋建 163㎡ 築250年 事業費：2,000万円 車で40分 あり あり

角屋 アート 家屋 戸建 築200年 改修 あり

旧小林写真館 店舗 写真館 木造2階建 明治40年 改修 徒歩3分 あり あり 景観指定建築物

古民家の宿「荒蒔邸」 宿泊施設 古民家 平屋 約８０坪 約１５０年 改修 バスで50分 あり あり

脱皮する家 複合施設 古民家 築150年 あり

Ｌａ ｍｉａ ｃａｓａ 飲食店 古民家 築60年 改修 徒歩45分 あり あり 歴史建造物地域

ＯＡＳＩ　オアジ 飲食店 旧家御屋敷 築130年 徒歩7分 あり 伝統的建造物群

さんコープ河村邸 福祉施設 戸建 木造平屋建 200㎡ 築80年 改修 徒歩10分 あり あり

がーぺーちん 宿泊施設 古民家 平屋戸建 築50年 改修 あり

まちの縁側～糸家～ 賃貸 薬局兼住宅 76㎡ 築30年 改修 徒歩12分 あり

ゆめ本陣 まちづくりセンター 古民家 205.11㎡ 大正時代以前 改装 徒歩78分 あり あり

さんちゃKAI 飲食店 三軒続き長屋 改修 徒歩5分 あり あり

御坂の家 体験宿泊施設 小林邸 木造平屋建 33㎡ 昭和初期 修理（１千万） 徒歩15分 あり あり 伝統的建造物群

アトリエめいぷる 店舗 古民家 100年以上 改修 徒歩9分 あり あり

御舟宿いろは　 宿泊施設 町役人魚屋萬蔵宅 築300年 改修 あり あり

古民家・源七 レンタルオフィス 老舗旅館の別館 伝統木構造 築150年 あり

コスモスはうす 福祉施設 商家（薬） あり

上田邸 専用住宅 １１３㎡ 昭和４７年 改修 あり あり

SUUMO（スーモ） 

 リクルート社の住宅・不動産購入情報サイトSUUMO

では、自宅の空き部屋を開放し交流空間を提供している

事例を掲載している。（http://suumo.jp/edit/iewohiraku/） 

津屋崎千軒賑わいづくり計画（福岡県福津市） 

 福岡県福津市の津屋崎千軒賑わいづくり計画では、他

県での空き家の活用事例が紹介されている。 

（ww.city.fukutsu.lg.jp/pdf/shisei/koubo_nigiwai1.pdf） 

空き家利活用調査事業（先進地視察）報告 

 富山県の砺波市空き家利活用委員会では、富山県内で

先進的に空き家利活用に取り組んでいる射水市と氷見市

の空き家活用事例を報告している。 

（http://tonamino.jp/akiya/） 

空家等に対する課題認識と対応方策 

 みいしょ計画研究所が地域住宅計画推進協議会の委託

を受けて、空や家や廃校等に対する課題認識と対応方策

調査を取りまとめている。（http://misio-tt.jp/misio.tt_list.html） 

NPO法人 尾道空き家再生プロジェクト 

 広島県の尾道市で活動している NPO 法人で、この活

動によって再生された空き家をホームページに掲載して

いる。（http://www.onomichisaisei.com/） 

NPO法人 ネットワーク竹原 

 広島県竹原市で地域活性化の活動している NPO 法人

で、街並み再生活用の一環で空き家を活用している。 

（http://www.i-love-takehara.jp/） 

空き家の利活用による地域の活性化にむけて 

 特定非営利活動法人地域再生研究センターによって、

空き家利活用の手引き案と空き家活用の事例が掲載され

ている。 

（www.hyogo-ctc.or.jp/machicen/machicen/annai/annai1/19/19-1-3.pdf） 

一般社団法人 ノオト 

 兵庫県篠山市にある法人で、古民家の再生および活用

をはじめ地域の活性化に取り組んでいる。 

（http://plus-note.jp/note/） 

ベネッセアートサイト直島 

 香川県香川郡直島では、直島・本村地区にある空き家

をアートとして改修している。（http://www.benesse-artsite.jp/） 

ＮＰＯ法人  はこだて街なかプロジェクト 

 函館市西部地区における空き家活用についてという発

表資料において、ＮＰＯ法人はこだて街なかプロジェク

トが関与した空き家活用事例が報告されている。 

（http://www.h-machi.com/） 

「二地域居住」促進等のための「空き家」の活用に関す

る調査結果 

 国土交通省国土計画局は、都市と農山漁村の「二地域

居住」等を促進するために空き家の活用事例を調査して

いる。（http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/02/020707_.html） 

越後妻有 大地の芸術祭の里 

 越後妻有は、新潟県十日町市と津南町からなる自然と

人間が共に暮らす里山で、3年に1度、「大地の芸術祭」

が開催されており、空き家を活用した宿泊施設やアート

が展示されている。（http://tsumari-artfield.com/akiya/） 

神河町空き家等利活用再生事業 

 兵庫県神崎郡神河町の役場のホームページでは、空き

表 1 空き家活用事例を整理した結果の一部 



家利活用再生事業による神河町内の空き家を改修した店

舗が紹介されている。 

（http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=30073） 

LLP まちかつ 

 大阪府富田林市にある有限責任事業組合富田林町家利

活用促進機構（LLPまちかつ）は、空家等利活用情報の

発信および広報普及に取り組んでおり、ホームページに

は LLP まちかつによる空き家活用事例が掲載されてい

る。（http://machikatsu.jp/） 

個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会資料 

 国土交通省の個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討

会資料の中で、個人住宅の活用事例について紹介されて

いる。 

（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000024.html） 

沖縄古民家.com 

 沖縄県土木建築部住宅課では、沖縄の古民家保全・再

生・活用調査事業を行っており、そこでの古民家の活用

事例が報告されている。 

（http://www.pref.okinawa.jp/kominka/contents06.html） 

糸島空き家プロジェクト 

 糸島空き家プロジェクトは、九州大学の学生の手によ

る糸島の空き家再生サークルで、そこでの活動による空

き家の活用事例が報告されている。 

（https://sites.google.com/site/itoyaproject2011） 

NPO法人 いんしゅう鹿野まちづくり協議会 

 鳥取県鳥取市鹿野町で活動している NPO 法人で、空

き家を用いた地域活性化に取り組んでいる。 

（http://www.shikano.org/） 

空き家再生等推進事業 

 国土交通省による空き家再生等推進事業において、空

き家の活用事例が紹介されている。 

（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000011.html） 

NPO法人 倉敷町家トラスト 

 岡山県倉敷市で活動する NPO 法人で、町家の再生・

利活用を通じて、地域の生活文化の継承、育成と創造、

景観の保全を目的として活動しており、空き家の活用事

例を報告している。 

（http://kurashiki-machiya-trust.jp/shisetsu/01onsaka.html） 

NPO法人 今井まちなみ再生ネットワーク 

 奈良県橿原市で活動する NPO 法人で、空家、空き地

の再生・活用というテーマに取り組んでおり、空き家の

活用事例を報告している。（http://imaisaiseinet.web.fc2.com/） 

 

NPO法人 鞆まちづくり工房 

 広島県福山市で活動する NPO 法人で、鞆の浦の歴史

的環境を次代に引き継ぎ、町並みや港湾施設、伝統的な

産業など歴史的遺産を活用したまちづくりを提案・実践

しており、空き家の活用事例を報告している。 

（http://www.vesta.dti.ne.jp/~npo-tomo/top/index.html） 

飛騨里山オフィスプロジェクト 

 (株)柳組と(株) 美ら地球の共同プロジェクトで、住ま

い手のない飛騨の民家を維持管理し、短期利用に向けて

貸し出している。（http://www.satoyama-office.com/） 

NPO法人 空き家バンクで福祉のまちづくりを考える会 

 徳島県鳴門市で活動している NPO 法人で、空き家で

展開されている福祉のまちづくり活動の事例を紹介して

いる。（http://e-social.jci-tn.jp/n-akiya/index.php） 

金沢まちなか住宅再生バンク 

 空地・空家等を有効活用し住環境の向上を図るため、

空地・空家・空住戸・町家の流通促進を図るための情報

提供サイトで、空き家の活用事例が紹介されている。 

（http://www.kanazawa-sumai.net/saisei/jirei.html） 

 これらの空き家対策に取り組む団体や調査機関の報告

書やホームページから収集した空き家活用の事例を整理

した結果の一部を表1に示す。 

 

2. 調査によって得られた空き家の活用用途 

 空き家対策に取り組む団体や調査機関の報告書やホー

ムページから収集した空き家活用の事例から空き家の活

用用途を整理した結果を表2に示す。 

 

表 2 空き家の活用用途 

カテゴリ1 カテゴリ2 

アート アート、ギャラリー、アトリエ、工房 

イベント施設 

企画スペース、交流スペース、コミュニティ施

設、娯楽施設、ハーブガーデン・植物園、まち

づくりセンター、発信拠点、ミュージアム 

店舗 

カフェ、サロン、酒屋、チャレンジショップ、

複合施設、ネイルサロン、本屋、マッサージ、

雑貨屋、産地直売施設 

学習施設 
塾、カルチャースクール、図書室、茶道教室、

生涯学習施設、研修所、料理教室 

宿泊施設 
ゲストハウス、シェアハウス、体験宿泊施設、

生活体験施設、レジデンスルーム 

福祉施設 
教育・子育て支援施設、高齢者自立支援通所宅

老所、保育所 

住宅 賃貸、専用住宅 

事務所 レンタルオフィス、倉庫 

 



3. 調査によって得られた活用された空き家の状態情報 

 空き家活用意思決定モデル構築のためには、空き家活

用用途を説明する情報が必要である。すなわち、空き家

活用用途は目的変数（外的基準、従属変数）となり、空

き家の情報は説明変数（独立変数）となる。 

 空き家対策に取り組む団体や調査機関の報告書やホー

ムページから収集した空き家活用の事例調査の結果から、

説明変数（独立変数）と成り得そうな変数を表3に示す。 

 今回の調査方法では、空き家だったときの状態（電気・

ガス・水道、水回り、老朽具合など）を得ることができ

なかった。また、事例によって、得られた情報（説明変

数）もあれば得られなかった情報（説明変数）もあった。 

 

表 3 空き家の活用要件（説明変数） 

目的変数（活用用途） 説明変数（活用要件） 

アート 

イベント施設 

店舗 

学習施設 

宿泊施設 

福祉施設 

住宅 

事務所 

活用前の家屋 

家屋種類・構造 

敷地面積 

築年数・建築年 

改修・状態（改修費用） 

最寄交通機関 

助成金 

支援団体 

周辺環境 

 

【考察・今後の展開】 

 空き家対策に取り組む団体や調査機関の報告書やホー

ムページを調査し、空き家活用の事例を収集・整理した

結果、空き家の活用用途に関する情報はある程度収集で

きたと思われる。空き家の活用用途は、空き家活用意思

決定モデルの目的変数（外的基準、従属変数）となるの

で、分類の仕方・基準を更に吟味する必要がある。 

 また、空き家活用意思決定モデルの説明変数（独立変

数）となる実際に活用された空き家の状態（築年数、床

面積、電気・ガス・水道や水回りの状態、老朽度、改修

費用、周辺環境など）は、今回の調査から得られた情報

では十分とは言い難く、今回の結果からでは精度の高い

空き家活用意思決定モデルを構築することは難しいと思

われる。 

 特に不足な情報としては、空き家の状態と改修の費用

である。なぜなら空き家の活用用途を考える上で、まず

考えることが、空き家を活用できるか否かを判断するこ

とであり、これらの大きな判断材料となるのが、空き家

の詳細な状態であると考えられるからである。 

 更に今回の調査結果は、特定の団体が関与するケース

や特別な空き家（国指定重要文化財、歴史的価値を有す

る空き家など）、特別な地域にある空き家（重要伝統的建

造物郡保存地区、観光地など）が多く、情報に偏りがあ

る。現在の日本で問題となっているのは、そのような空

き家ではなく、より一般的な空き家を対象とした調査が

必要になる。 

 今後の展開としては、更に空き家の活用事例の調査を

進めるが、インターネットから得られる情報には限界も

あるため、空き家活用者へのアンケート調査を検討する。

今回は、空き家の周辺環境（商業施設、公共機関、世帯

数・構成など）は調査していないので、地図サービス等

から空き家の周辺環境を収集する。そして空き家活用意

思決定モデルの手法を検討する。 
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Ｅ-３ 川崎市における市民のコミュニティ意識 

-web 調査と自主防災組織への調査から- 

神原理（専修大学） 

Keyword： 川崎市民アンケート、コミュニティ（地域）意識、ソーシャル・キャピタル 

 

【目的】 

本研究の目的は、川崎市民を対象としたWebアンケート

と、川崎市内の自主防災組織へのアンケートの結果から、

市民のコミュニティに対する意識を定量的に把握すると

ともに、コミュニティ意識とソーシャル・キャピタルと

の関係について論じていくことにある。 

 

【問題の背景】 

 川崎市は、政令指定都市として社会・経済的な発展を遂

げてはいるものの、年間約10万人が転出／転入しており、

住民の入れ替わりが非常に激しい都市でもある。そうした

なか、地域意識を醸成し、さまざまな地域活動への参加者

を増やしていくことが課題となっている。こうした背景の

もと、アンケート調査によって市民のコミュニティ意識を

明らかにし、今後の政策的、実務的な課題を示していく。 

なお、本研究は、文部科学省私立大学戦略的基盤形成

支援事業（平成 21 年度～平成 25 年度）「社会関係資本

の多様な構築－東アジアの持続的発展に向けて－」の研

究成果の一部である。 

 

【研究方法】 

川崎市民へのwebアンケートと自主防災組織へのアンケ

ート調査は、専修大学社会知性開発センター／社会関係資

本研究センターが主体となって行った。Webアンケートは、

2012年12月3日から6日まで行い、調査対象は神奈川県

川崎市在住の成人男女で、標本サイズは 1000 人（2011 年

度の川崎市年齢別人口に基づく人口構成比に可能な限り準

拠するようにした）。 

自主防災組織へのアンケートは、川崎市自主防災組織連

絡協議会と川崎市総務局危機管理室による協力のもと、

2013 年５月７日から５月 31 日まで行った。調査対象は川

崎市の自主防災組織（町内会・自治会）の構成員を中心と

した市民で、調査方法は郵送法である。配布サンプル数は

4260（市内の自主防災組織710団体に各６枚ずつ配布）、

回収数と回収率は1949（45.8%）である。 

両調査ともに、調査内容は、１.回答者の属性、２.地域

防災力、３.社会的信頼、４.生活運営・向上の５項目であ

る。調査データは、単純集計、クロス集計、非階層クラス

タ分析、因子分析、パス解析による分析を行った。 

 

【調査･分析結果】 

1.Web調査の結果 

web 調査から得られた主な結果として、①年齢、性別、

職業、同居の家族数、持ち家率、居住地区、居住意向、

生活満足度、近所づきあいの程度や割合、自主防災活動

や市民活動への参加状況では有意差はみられなかった。

②近所の人々や町内会・自治会に対する信頼は、学校・

病院、警察・消防、職場の同僚への信頼よりも低く、宗

教団体や政党・政治家、国、ボランティア組織・ＮＰＯ

などと並んで過半数が「頼りにできない」と考えている。

③回答者は、身近な知人・友人や同僚を中心とした「近

親者との信頼関係」が基盤となっており、それが「一般

的信頼」と共変しながら「共助への評価」や「生活満足」

へとつながっている。 

単純集計のデータをもとに非階層クラスタ分析を行っ

た結果、４つのクラスタを得た（図表１）。第１クラスタ

は 162 名、第２クラスタは 259 名、第３クラスタは 307

名、第４クラスタは 272 名である。人数比の偏りを検討

するためにχ2検定を行ったところ、有意な人数比率の偏

りがみられた（χ2＝46.23、df=3、p<.000）。第1クラス

タは、特定化信頼が高く居住歴が20年〜30年未満である

ことから「高信頼・長期定住層」とした（図表１の破線）。

 
図表1：クラスタ分析の結果（web調査） 



第２クラスタは、特定化信頼が平均的で居住歴が30年以

上であることから「中信頼・長期定住層」とした（図表

１の点線）。第３クラスタは、特定化信頼が平均的で居住

歴が５〜10年未満であることから「中信頼・短期定住層」

とした（図表１の実線）。第４クラスタは、特定化信頼が

低く居住歴が10〜20年未満であることから「低信頼・中

期定住層」とした（図表１の中心部の破線）。 

次に、一般的信頼やネットワークに関する尺度20項目

に対して、SPSS22.0 を用いて主因子法・バリマックス回

転による因子分析を行い、固有値１以上で６因子構造を

抽出した。累積寄与率は57.6％。第１因子は、神奈川県

や市役所・区役所といった公的機関への特定化信頼を示

す項目が高い正の負荷量を示していたため「公助」とし

た。第２因子は、近所づきあいの程度や割合、居住歴、

居住形態（持ち家率の高さ）といった近隣との関係や地

域への定着を示す項目が高い正の負荷量を示していたた

め「定着性」とした。以下同様に、第３因子は、知人・

友人への信頼やつきあいといった身近な人との交流に関

する項目から「近親者への信頼」とした。第４因子は「一

般的信頼」。第５因子は、地縁団体や自主防災組織への評

価項目から「共助への評価」とした。第６因子は、５年

前の生活状況比較と５年後の生活予測に関する項目から

「生活満足」とした。各因子のクロンバック係数は因子

１でα=.936、因子２でα=.711、因子３でα=.700、因子

４でα=.844、因子５でα=738、因子６でα=.718 である

ことから内的整合性は確保されている。６因子の相関分

布によると、近所づきあいや居住歴といった地域への「定

着性」と、地縁団体の活動といった「共助」との間には

正の相関があり、知人・友人などの「近親者との交流」

と「一般的信頼」との間にも正の相関がみられる。 

上記の６因子をもとに Amos18.0 を用いてパス解析を

行ったところ、図表２の結果が出た。適合度指標は0.1%

水準で有意、GFIは.983、AGFIは.969、RMRは.042、RMSEA

は.045 と、非常に適合度の高いモデルとなった（χ

2=90.66、df=30、p<.000）。 

これによると、社会への一般的信頼や旅先での信頼と

いった「一般的信頼」と、知人・友人や同僚、親戚とい

った「近親者への信頼」は、相互に影響を及ぼし合う共

分散の関係にあり、この関係がベースとなって「共助へ

の評価」や「生活満足」に影響を及ぼしていると考えら

れる。「一般的信頼」の高さは、自主防災活動への評価や

地縁団体への評価といった「共助への評価」の高さに直

接つながっており、５年前との生活比較や５年後の生活

予測といった「生活満足」の高さにも弱いながらつなが

っている。「近親者への信頼」の高さは「生活満足」と弱

い関係にある。また、「一般的信頼」は「近親者への信頼」

を経由して「生活満足」へと間接的な影響を及ぼしてい

る。逆に、「近親者への信頼」は、「一般的信頼」を経由

して「共助への評価」と「生活満足」へと間接的な影響

を及ぼしていると考えられる。 

 

図表２：パス解析の結果（web調査） 

回答者の生活は、身近な知人・友人や同僚を中心とし

た「近親者との信頼関係」が基盤となっており、それが

「一般的信頼」と共変しながら「共助への評価」や「生

活満足」へとつながっていると考えられる。こうしたこ

とからも、地縁関係の希薄化とソーシャル・キャピタル

の減退について推測することができる。 

こうした状況にあっては、クラスタ分析で明らかになっ

た「高信頼・長期定住層」「中信頼・長期定住層」が地域

の市民活動に積極的に関わっていけるような仕組みづく

りが必要になるだろう。近所づきあいや地域活動に消極

的な高-中信頼型の長期定住者と、既存の地域活動とを結

びつける橋渡し型のソーシャル・キャピタルを醸成し、

そこから「中信頼・短期定住層」や「低信頼・中期定住

層」へと広げていくことが効果的な方策だと考えられる。 

 

2.自主防災組織への調査結果 

 自主防災組織への調査から得られた主な結果としては、

①回答者の大多数（79％）は比較的親密な近所づきあい

をしており、かなりの人との面識・交流を深めており

（76％）、自主防災活動や地縁活動への参加率も高い。

自治会におけるソーシャル・キャピタルは同質的な結び

つき（結束型、ボンディング型）と考えられる。②コミ

ュニティ（近所や町内会・自治会）への信頼は「共助（自

主防災活動）」だけでなく「一般的信頼」や「生活満足」

といった他の変数に対しても直接的な影響関係にある重



要な変数となっている。反面、「高信頼・結束層」は、

自主防災組織という結束型の地縁活動には深い関与を示

すが、近所づきあいや地縁団体の活動、知人・友人との

つきあいの頻度は低い。 

 単純集計のデータにもとづいて非階層クラスタ分析を

行った結果、２つのクラスタを得た（図表３）。第１クラ

スタは479 名、第２クラスタは653 名である。人数比の

偏りを検討するためにχ2検定を行ったところ、有意な人

数比率の偏りがみられた（χ2＝26.75、df=１、p<.000）。

第１クラスタは、一般的信頼と特定化信頼、自主防災組

織への参加と関与、知人・友人づきあいや近所づきあい

のどれにおいても平均をやや上回る値を示していること

から、「中信頼・中間層」とした（図表３の実線）。この

層は、川崎市での居住歴が10〜20年未満の中年層で、ソ

ーシャル・キャピタルの信頼、規範（共助の互酬）、ネッ

トワークのどれも平均以上にバランスよく備えている層

といえる。第２クラスタは、特定化信頼と自主防災活動

への参加・関与・評価が高いことから「高信頼・結束層」

とした（図表３の破線）。この層の特徴は、居住歴が 30

年以上の中高年で、自主防災活動には非常に積極的であ

ることから、結束型のソーシャル・キャピタルを豊富に

有している可能性がある。反面、知人・友人とのつきあ

いの頻度や近所づきあいの割合が低く、地縁団体の活動

状況にはやや否定的である。 

 次に、一般的信頼やネットワークに関する尺度23項目

に対して SPSS 22.0 を用いて主因子法・バリマックス回

転による因子分析を行い、固有値１以上で４因子構造を

抽出した（図表４）。年齢と居住歴、自主防災活動への参

加といった項目では天井効果がみられたので分析対象か

ら除いた。第１因子は、神奈川県や市役所・区役所とい

った公的機関への信頼を示す項目が高い正の負荷量を示

していたため「公助」とした。第２因子は社会への一般

的信頼と旅先での信頼に高い正の負荷量がみられたので

「一般的信頼」とした。第３因子は町内会・自治会や近

隣への特定化された信頼を示す項目が高い正の負荷量を

示していたため「近隣への信頼」とした。第４因子は、

５年前との生活比較と５年後の生活予測に関する項目が

高い正の負荷量を示していたので「生活満足」とした。

各因子のクロンバック係数は因子１でα=.90、因子２で

α=.78、因子３でα=.74、因子４でα=.72 であることか

ら内的整合性は確保されている。４因子の相関分布によ

ると、行政機関や学校・病院、警察・消防署といった公

的機関に対する信頼を示す「公助」と、町内会・自治会

や近所への信頼を示す「近隣への信頼」との間には正の

相関がみられる。また、「一般的信頼」と「近隣への信頼」、

「近隣への信頼」と「生活満足」との間にも正の相関が

みられる。 

上記の4因子をもとにAmos 18.0 を用いてパス解析を

行ったところ、図表４に示す結果が出た。適合度指標は

χ2=96.19、df=24、p<.000（0.1%水準で有意）、GFIは.983、

AGFI は.969、RMR は.037、RMSEA は.049 と適合度の高い

モデルとなった。 

 

図表４：パス解析の結果（自主防災組織への調査） 

これによると、社会への一般的信頼や旅先での信頼と

いった「一般的信頼」と、近所や町内会・自治会といっ

た特定化された「コミュニティへの信頼」は共分散の関

係にあり、この関係がベースとなって「共助」や「生活

満足」に直接的な影響を及ぼしていると考えられる。と

りわけ「コミュニティへの信頼」は他のすべての変数に

対して直接的な影響関係にあることから、最も重要な変

数になっていると考えられる。「コミュニティへの信頼」

は、「自主防災活動への参加状況」「自主防災組織との関

係」「自主防災活動への評価」の潜在変数である「共助」

と直接的な因果関係にある。また、「５年前との生活比較」

 
図表３：クラスタ分析の結果（自主防災組織への調査） 



や「５年後の生活予測」の潜在変数である「生活満足」

とも直接的な因果関係にある。 

つまり、「コミュニティへの信頼」は「一般的な信頼」

との共変関係から「共助」と「生活満足」に直接影響を

及ぼし、「一般的信頼」は「コミュニティへの信頼」との

共変関係を経由して「共助」と「生活満足」に間接的な

影響をもたらしていると考えられる。 

 辻中らによる「全国の自治会調査」では、自治会によ

る取り組みや住民のつきあいが活発化しているほどソー

シャル・キャピタルが高いことが示されている。本調査

では、回答者の大多数（79％）が比較的親密な近所づき

あいをしており、かなりの人との面識・交流を深めてい

る人が多数（76％）を占めていた。また、自主防災活動

や地縁活動への参加率も高いことから、回答者を中心と

する住民同士のつきあいは活発で、彼らの間には一定の

ソーシャル・キャピタルが醸成されていると推測できる。 

 自治会におけるソーシャル・キャピタルは、人々の同

質的な結びつき（ボンディング型）で、それが活動参加

に結びついていることが全国自治会調査では指摘されて

いた。同様の点は本調査におけるパス解析でも明らかに

なった。近所や町内会・自治会といった特定化された「コ

ミュニティへの信頼」は、「自主防災活動への参加状況」

「自主防災組織との関係」「自主防災活動への評価」の潜

在変数である「共助」への関与を高めるだけでなく、「一

般的信頼」や「生活満足」といった他のすべての変数に

対しても直接的な影響関係にある重要な変数になってい

る。反面、クラスタ分析で明らかになった「高信頼・結

束層」は、自主防災組織という結束型（ボンディング型）

の地縁活動には深く関与しているが、近所づきあいや地

縁団体の活動にはあまり関与しておらず、知人・友人と

のつきあいの頻度も低い。つまり、結束型のソーシャル・

キャピタルは十分に醸成されているものの、他の団体や

市民との橋渡し型（ブリッジング型）のソーシャル・キ

ャピタルは十分に醸成されていないように思われる。こ

の点が、自主防災組織を中心とするコミュニティにおけ

るソーシャル・キャピタル醸成の課題といえる。 

 

【考察】 

本調査からは、川崎市民のコミュニティ意識の温度差

が明らかになった。地縁活動を活性化するためには、結

合型と橋渡し型の双方のソーシャル・キャピタルが重要

であることから、多様な組織や世代間交流の重要性を改

めて認識する結果となった。 

コミュニティとソーシャル・キャピタルに関する先行

研究では、ソーシャル・キャピタルの構成要素−社会的信

頼、互酬性の規範（社会参加）、ネットワーク（つきあい・

交流）−は、相互波及的に影響を及ぼし高め合う可能性が

あると指摘されていた。今回の Web 調査では、回答者の

生活は、地域住民との関係ではなく、身近な知人・友人

や同僚を中心とした「近親者との信頼関係」が基盤とな

っており、それが「一般的信頼」と共変しながら「共助

への評価」や「生活満足」へとつながっていることが明

らかになった。こうした点からも、地縁関係の希薄化と

ソーシャル・キャピタルの減退について推測することが

できる。こうした状況にあっては、クラスタ分析で明ら

かになった「高信頼・長期定住層」「中信頼・長期定住層」

が地域の市民活動に積極的に関わっていけるような仕組

みづくりが必要になるだろう。近所づきあいや地域活動

に消極的な高-中信頼型の長期定住者と、既存の地域活動

とを結びつける橋渡し型のソーシャル・キャピタルを醸

成し、そこから「中信頼・短期定住層」や「低信頼・中

期定住層」へと広げていくことが効果的な方策だと考え

られる。 

 一方、自主防災組織で醸成されたソーシャル・キャピ

タルをより広範な市民層にまで広げ、地域活性化につな

げていくためには、自主防災組織における結束型の関係

を維持しながらも、他の地縁団体や市民との橋渡し的（ブ

リッジング）機能を高めることで、「高信頼・結束層」と

「中信頼層」との交流を図る仕組みが望まれる。「全国の

自治会調査」では、住民のつきあいの変化に異なる要因

が寄与することで、その様相が変化していく可能性が指

摘されていた。この点からすれば、自主防災組織に関す

るつきあいに、他の地縁団体やＮＰＯとの交流や、新旧

住民との交流（世代間交流）などを取り入れていくこと

で、自主防災組織が醸成してきたソーシャル・キャピタ

ルが新たな方向へと広がっていくことが期待できる。 
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したアンケート調査の結果—」社会関係資本研究論集第

５号、79-98頁。 



・ 辻中豊・ロバート・ペッカネン・山本英弘（2009）

『現代日本の自治会・町内会−第1回全国調査にみる

自治力・ネットワーク・ガバナンス−』木鐸社。 



【人口】 人口13.1万人（2014.6.1現在） （平均年齢39.7歳（県内一位），高齢者人口：
1.98万人：15.1%） 人口・世帯ともにゆるやかな増加傾向にある 

【産業】 印刷関連業，流通産業等   【市制】1966年市制施行 
【地理】 埼玉県東南部・荒川を挟んで東京都板橋区・北区と接している 
【将来都市像】 「みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち とだ」 
【基本理念】「市民が安心して暮らせるまち」「市民が主体的にまちづくりに参画できるまち」

「市民が誇れる郷土を実現できるまち」 
【基本目標】「子供の成長と生涯にわたる学びのまち」「誰もが健康でいきいきと生活できる

まち」「安心して安全に暮らせるまち」「緑と潤いのあるまち」「快適で過ごしやすいまち」
「活力と賑わいを創出できるまち」「人が集い心ふれあうまち」の７項目を設定 

表2 戸田市の地域的特性 

F－１生涯学習サポーター養成講座におけるまちづくり学習スキームの試験的導入に関する基礎研究 
－実際の地域活動への接続を意識した学習プログラムの設計・運用を対象に－ 

○富澤浩樹（岩手県立大学）・大西律子（目白大学）・津々見崇（東京工業大学） 

Keyword：生涯学習サポーター養成，地域・まちづくり学習，官学協働，合意形成，地域へのフィードバック 

【１．研究の背景・目的】 

近年，福祉，教育，子育て支援，地域活性・まちづく

り，防犯・防災，環境といった地域に根差した各領域に

おいて，当事者意識をもって問題を捉え，多様な主体と

協働してその解決を担う人材をいかに育成していくかは

大きな課題となっており，その育成に向けた学習機会が

各所で盛んに設けられている1。しかし，そこでの個々の

学習体験が，前述の，地域に根差した各領域での活動を

効果的に誘引し，学習と活動が相互連動できているかに

ついては疑問視する向きもあり，地域・まちづくり活動

との接続を意識した学習のあり方の検討は，地域の現場

や学習者からの強い要請事項ともなっている2。 

他方，実際の地域活動への接続を意識した地域・まち

づくり学習のあり方に着眼した研究知見は，拙稿3の他に

はほとんど見受けられず，地域での実証実験等による基

礎研究の積み上げが急がれるところである。 

そこで本稿は，以上の問題意識を踏まえ，筆者らが埼

玉県戸田市生涯学習課と協働で取り組んだ，生涯学習サ

ポーター養成講座（戸田市民大学枠の一講座）において，

まちづくり学習スキームを試験的に導入・実施した“戸

田版地域活動担い手養成プログラム”を対象に，１）そ

の実際の設計から運用までの工程を体系的に明らかにし，

２）その評価及び課題について検討することを目的とし

ている。 

【２．研究方法】 

研究方法は，１）関連分野の既往研究の精査及び戸田

市生涯学習課へのヒアリング，２）学習プログラムの設

計・運用工程における筆者らのアクションリサーチや，

受講生に課した課題・ヒアリングから得たデータ（表 1）

の分析，が中心である。 

【３．戸田市及び生涯学習サポーター養成講座の特徴】 

（１）戸田市の地域特性 

 表2は戸田市の地域特性をまとめたものである4。戸田

市は埼玉県の南東部に位置しており，荒川を挟んで東京

都板橋区・北区と接している。1985年に埼京線が開通し

て都内への通勤の利便性が高まるなどしたことから，我

が国では珍しく，人口・世帯ともに緩やかな増加傾向に

ある。また，高齢化が進む一方で子育て世代が比較的多

く，多世代間の交流・連携，地域コミュニティの醸成が

課題5でもあり，それらの動きを主体的に担っていく市民

層の育成が求められている。 

（２）生涯学習サポーター養成講座の特徴及び位置づけ 

上記を踏まえ，『第 3 次戸田市生涯学習推進計画6』の

基本施策7の中では「まちづくり学習等の充実」が掲げら

れ，コミュニティ・まちづくり・協働・市民参加・ボラ

ンティア・NPOといった地域活動に繋がる学習機会の拡

充が図られてきた8。「生涯学習サポーター養成講座」（以

下，サポーター講座）は，その一環として，地域の「学

びの場」を企画・運営する生涯学習サポーター9を養成す

べく，戸田市民大学10において設けられている。 

【４．戸田版地域活動担い手養成プログラムの設計】 

（１）戸田市生涯学習課との合意形成プロセス 

本節では，筆者ら（以下，研究チーム11）と戸田市生涯

学習課（以下，生涯学習課）が協働で取り組んだ，戸田

版地域活動担い手養成プログラム（以下，本プログラム）

の策定プロセスを，図1の①～③段階に分けて詳述する。 

１）従来のサポーター講座の課題共有段階 

当初，生涯学習課は，サポーター講座の既存の枠組み

表1 分析対象とする主なデータリスト 

記録データ 
①講座設計プロセスにおける音声データ 

②講座運用プロセスにおける音声データ（第１～4回講座） 

③講座運用プロセスにおける映像データ（第１～4回講座） 

受講生作業課題データ ④学習ノート（第1～4回講座） 

受講生成果品データ 
⑤テーマ案シート（第3回講座） 

⑥企画書シート（第3回講座） 

アンケートデータ 
⑦事前アンケート 

⑧受講してみてのご感想・ご意見〈アンケート〉（第１～4回講座） 

 

  

 
①従来の講座

課題共有 

②知見の提供 

③実施条件・方針の合意 

研究 

チーム 

（学） 

） 

戸田市 

生涯学習課 

（官） 

図1 官学協働による 
地域活動担い手養成プログラムの設計プロセス 



（9 月から 11 月の間に全 5 回構成）の 1 回分の講師を，

研究チームに対して依頼して来た。それを契機に両者間

で数度にわたる意見交換が図られ，現況として，サポー

ター講座の修了生の多くが講座での学びに一定の満足度

を得ていること，他方，修了生が個々の学習体験を新た

な地域活動の始動や既に関わっている活動の深化・充実

へどのように役立てているのかについてはやや不透明で

あること，関連して，修了生に対する学習効果の把握の

あり方に検討の余地があること等の状況が共有された。

その上で，本プログラムにおいては，受講生の学習体験

への満足度の向上に加えて，学習体験を実際の地域活動

への動き出し，あるいは深化・充実にどのように連動さ

せるかについて議論された。 

２）本プログラムの設計に資する知見の提供段階 

従来の当該講座の現状と課題を共有できたと判断した

研究チームは，これまでの研究成果である，まちづくり

学習対象層５段階モデル12（図2）や，学習と活動の接続

性を担保した学習プログラムの枠組み・イメージ13を生涯

学習課に対して提示した。その上で，前者の５段階モデ

ルを用い，受講生の地域活動習熟度に応じて学習プログ

ラムを設計することで，受講生を現状のレベルから段階

的かつ着実に引き上げることが可能になるとともに，プ

ログラムの目標が明確となるため学習課題や指導法が設

定しやすい，また，それに付随して学習効果も把握しや

すくなるといったメリットについて説明した。次に，学

習プログラムの設計時に，実際の地域活動との接続性を

担保した学習課題や指導法を組み込むことによる受講生

に期待される効果を伝えた上で，本プログラムにおける

対象層の特定と最終目標について議論した。その結果，

本プログラムでは，５段階モデルでいう，主に初級者を

対象層として想定し，その対象層が，最終的には，中級

者へステップアップするよう促し，具体的には，「地域活

動を多様な主体と協働で担うようになること（例：当該

講座の運営等への主体的・協働的参画，新規の講座の企

画・運営等への主体的・協働的参画）」が目標として設定

された。 

３）本プログラムの実施条件及び方針の合意段階 

 最終段階では，改めて，全 4 回の講座（1 回 90 分），

定員 30 名を実施条件下において，前述の１），２）で示

した両者間の合意ポイントを基本方針とした新規プログ

ラムの設計・運用が図られる方向が確認された。 

（２）本プログラムの基本フレーム及び学習課題 

１）本プログラムの基本フレーム 

研究チームでは，生涯学習課との合意形成を踏まえ，

これまでのまちづくり学習スキーム14を用いて，本プログ

ラムの基本フレーム（図3）を，実在する地域活動の担い

手に関するケーススタディを軸とする前編と，地域活動

を受講生自身が企画する演習を軸とする後編から構成し

た。また，その運用体制は表3の通りである。 

以上の基本フレームと運用体制が決まった後，本プログ

ラムは生涯学習課によって戸田市広報及び Web ページ

等によって告知され，受講生が募集された。 図2 まちづくり学習でターゲットとする５段階の市民像モデル 
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表3 本プログラムの運用体制 

メンバー 講座での主な役割／専門 

研究者A 主講師・参与観察／都市計画・まちづくり学習 

研究者B 副講師・参与観察／観光計画・まちづくり学習 

研究者C 副講師・会場設営・参与観察／情報システム・メディア開発 

運営スタッフ（補助3名） 全体アシスト，タイムキーパー，音声記録 

※戸田市役所生涯学習課職員３名がオブザーバーとして参加 

 

図3 本プログラムの基本フレーム 

ケーススタディプログラム① 

【内容】まちづくり人のケーススタディ１ 
【狙い】まちづくり人に求められる機能・能力を知る 
【課題】演習「ケーススタディから得た情報をまとめる」 

ケーススタディプログラム② 

企画トレーニング① 

企画トレーニング② 

【内容】まちづくり人のケーススタディ２ 
【狙い】まちづくり人を探る見方・捉え方を知る 
【課題】学習ノート 「まちづくり人への質問を考える」 

【内容】ティームティーチングによる講義① 
【狙い】企画の基本及び立案手順を知る 
【課題】企画書トレーニング（作成編） 

【内容】ティームティーチングによる講義② 
【狙い】企画の論理性・説得性について学ぶ 
【課題】企画書トレーニング（講評編） 

【内容】 任意参加による座談会（アフター講座） 
【目的】講座内容についてのヒアリング／戸田市生涯学習課による

新講座企画会議の案内 

 多様な関わり 

方への気付き 

事例調査の

方法を学ぶ 

企画実現の

道筋を知る 

振り返りに

よる内省 

 

【期待される効果】 
 

【期待される効果】 
 

【期待される効果】 
 

【期待される効果】 
 

【質問項目】年齢／職業／講座を知った媒体／パソコン所有／講座に期待
していること／日頃興味のある分野／学びのサークルへの参加／コミ
ュニティ活動への参加／講座の運営に協力できるか／ご意見ご要望 

第1回講座 
9月21日 

 
 

第2回講座 
10月19日 

 

第3回講座 
11月2日 

第4回講座 
11月23日 

座談会 
11月23日 

事前アンケート 



表5 講座各回の内容 

回次 ケース／教材 設定意図 主要キーワード メディア※ 

第１回講座 
ケース１ 

50代女性（近隣市の地域
イベントで活躍する市民
ボランティア） 

主婦，市民ボランティ
ア等，様々な側面を持
ちながら地域で活躍す
るロールモデルとして 

地域活動に求められる役
割・機能，５W１H，地域活
動へのステップ，リカレン
ト教育・学びの機会，ワー
クライフバランス 

ビデオ 
スライド 
学習ノート 

第２回講座 

ケース２ 

70代男性（シニア向けサ
ロンの運営者，サロン経
営者，NPO法人代表） 

先行的に活躍する人物
として／情報収集対象
として 

情報収集の種類と方法，刺
激語法，文献調査，フィー
ルドワーク，観察，インタ
ビュー調査 

ビデオ 
スライド 
学習ノート 

第３回講座 
企画案作成 

テーマ案シート 
企画案シート 

マーケティングプラン
ナー（ゲスト講師）の
視点からの講評 

問題関心の広げ方，第三者
への伝え方，アイデア出し
と絞り込み 

スライド 
学習ノート 

第４回講座 
企画案講評 

受講生の企画案（講評は
個別返却。講座では 4企
画を指摘の多様性の観点
から選抜） 

具体的な講座設計に向
けてのアドバイス 

裏付けのための情報収集，
対象層の設定，講師の想
定，留意点の洗い出し，周
知方法等 

スライド 
学習ノート 
講評レター 

※その他，専用Webサイトに会員制電子掲示板を準備したが受講生に積極的に用いられなかった 

 

表4 事前アンケートに基づく受講生のプロフィールと段階ならびに出席状況 

受
講
生 

事前 
アン
ケ 

受講生のプロフィール 講座お手
伝いの 
可否 

段階 
※4 

戸田版地域活動担い手養成プログラム 第４回 
講座後 
懇談会 

新講座 
企画 
会議※5 属性※1 職業※2 まちづくり活動経験※3 第1回 第2回 第3回 第4回 

1 有 

３０代 
～５０代 

 
男2 
女4 

1 ボランティア活動参加 可 ○ ○ － ○ ○ 出席 参加 

2 有 1 あまり参加していない 可 △ ○ ○ － ○ 出席 参加 

3 有 9 学校行事参加 可 △ ○ － － ○ 出席 参加 

4 有 1 まったく参加していない 可 △ ○ ○ － － － － 

5 有 1 まったく参加していない 可 △ ○ － ○ ○ 出席 参加 

6 有 1 まちづくり活動参加 可 ○ － ○ ○ ○ 出席 参加 

7 有 

６０代 
 
男7 
女3 

1 まちづくり活動参加 可 ○ ○ ○ ○ ○ － 参加 

8 有 3 あまり参加していない 可 △ ○ ○ ○ ○ 出席 参加 

9 有 3 あまり参加していない 可 △ ○  ○ ○ 出席 参加 

10 有 1 行政との協働 可 ◎ ○ ○ ○ ○ 出席 参加 

11 有 2 あまり参加していない 可 △ ○ ○ － － 出席 参加 

12 有 2 まったく参加していない 可 △ － － － － － － 

13 有 1 ボランティア活動参加 否 ○ － － － － － － 

14 有 1 NPO活動参加 可 ◎ ○ ○ ○ ○ 出席 参加 

15 有 1 まったく参加していない 可 △ ○ ○ ○ ○ 出席 参加 

16 有 2 ボランティア活動参加 可 ○ ○ － － － － － 

17 有 

７０代 
 
男7 
女3 

9 町会活動参加 否 ○ ○ ○ ○ ○ 出席 参加 

18 有 3 ボランティア活動参加 否 ○ ○ ○ ○ ○ 出席 参加 

19 有 1 あまり参加していない 可 △ ○ － ○ ○ 出席 参加 

20 有 2 ボランティア活動参加 可 ○ ○ － ○ － ― － 

21 有 2 あまり参加していない 可 △ ○ － － ○ 出席 参加 

22 有 2 あまり参加していない 可 △ ○ ○ ○ ○ 出席 参加 

23 有 2 あまり参加していない 可 △ ○ ○ － － 出席 参加 

24 有 2 町会活動参加 可 ○ ○ ○ － － 出席 参加 

25 有 9 あまり参加していない 可 △ ○ － － － － － 

26 有 1 ボランティア活動参加 可 ◎ ○ ○ ○ ○ 出席 参加 

27※6 無 － － － － － ○ ○ － － － － 

28※6 無 － － － － － ○ ○ － － － － 

29※6 無 － － － － － ○ ○ － － － － 

※1 年代・性別毎の人数を表す．※2 「1」は「有職（会社員・役員・公務員・アルバイト等）」，「2」は「無職・定年退職」，「3」は「専業主婦・主夫」，「9」は「未記入・そ

の他」 ※3 まちづくり活動経験は事前アンケート記載内容に基づく．※4 「段階」は，「◎」は「中級」，「○」は「中級に近い初級」，「△」は「初心者に近い初級」

を指す（図1参照）．※5 生涯学習課主催により 後日行われた. ※6 受講生27,28,29は事前アンケート未提出のためプロフィール不明．（注：本表は個人情報

保護の観点から表記に工夫を施している） 

写真1 第3回講座の様子 

２）本プログラムにおける学習課題と各回講座

の位置づけ 

本プログラムの学習課題や各回講座の位置づ

けをより明確化するために，講座へ応募して来

た受講生に対して，生涯学習課の協力を得て事

前アンケートを実施した（表4左部分）。回答者

26 名中の 22名が，何らかの地域活動への参加

経験があり「地域で動き始めている」状態にあ

ることが分かった。また地域活動に「まったく

参加していない」人でも，生涯学習講座の手伝

いを拒否した受講生はいなかった。以上及び４

（１）を踏まえ，本プログラムの学習課題を，

最終的には，地域活動の企画，具体的には，「戸

田市民大学の一つの講座を自ら考え，企画する」

とし，前編のケーススタディで受講生の地域活

動主体としての意識を育成し，後編での企画立

案演習で市民大学の一つの講座を自ら企画し，

その企画を実現・運用するための各種スキルの

初歩的習得を目指すこととした。これらの学習

課題を，図 3の基本フレームに沿って総合的に

検討し，各回の講座内容を表5のように設定した。 

【５．戸田版地域活動担い手養成プログラムの運用】 

 本プログラムは前述の通り，4回の講座から構成され，

各回は研究チームによって準備された進行表15に沿って

進められた。以下に各回の実施概要を記す。 

＜第１回講座（9月21日14:00-15:30）＞ 

 最初に，プログラム全体の最終目標・学習課題及び各

講座での学習内容が示された。次に，50代女性の地域活

動事例に関する紹介及び解説を行った上で，本講座用に

研究チームで開発した「学習ノート（講話内容の要点と

演習問題・メモ欄から構成）」を用いて，当該事例を参考

にしながら，受講生が，①地域活動で自らが担いうる役

割，②地域活動へ関わる動機や期待，③地域活動に向け

て自らに必要な学習，④地域活動上の障壁と感じている

こと，についてまとめる作業を行った。  

＜第２回講座（10月19日14:00-15:30）＞ 

 最初に，前回提出してもらった学習ノートの講師らに

よる分析結果について説明し，受講生の気づき及び関心

の方向性を全員で共有した。 

その後，前回とは異なる70代男性の地域活動事例に関

する紹介及び解説と，地域活動を企画することを前提と

した情報収集のあり方について講義を行った上で，①当

該事例や講義から気づいたこと・関心を持ったことのま

とめ，②受講生自らが地域活動を企画する観点から，当

該男性から情報収集を行う想定でインタビュー項目を考

案する演習を，前述の学習ノートを用いて実施した。 

＜第３回講座（11月2日14:00-15:30）＞ 

前半では，主講師とゲス

ト講師（マーケティング・

プランナー）が対談形式で，

本プログラムでの学習課

題である，戸田市民大学で

の一講座を企画するため

の手順及びポイントについて解説した。その際，副講師

が要点をホワイトボードに板書し，受講生の理解をサポ

ートした（写真1）。 

その後，①受講生それぞれが講座企画を検討し，テーマ

案シートに記入した。さらに，②企画案シートを用いて，



表6 講座終了後アンケート結果（n=17） 

Q 本講座の内容は分かりやすかったですか？(SA) 

とても分かりやすかった 11 65% 

まあまあ分かりやすかった 5 29% 

少し分かりにくかった 1 6% 

とても分かりにくかった 0 0% 

Q 中級・上級の講座が開講されたら受講しますか？(SA) 

必ず受講する 6 35% 

たぶん受講する 10 59% 

未記入 1 6% 
※「たぶん受講しない」「受講しない」「わからない」は0件 

Q 講座の内容に満足できましたか？(SA) 

とても満足した 9 53% 

まあまあ満足した 8 47% 

※「どちらでもない」「あまり満足できなかった」「全く満足できなかった」は0件 

 

テーマ案の絞り込みと企画の詳細（テーマと選定理由，

参加対象者の想定，講座内容の概要・イメージ）を考案

する演習を行った。適宜，講師 3 名とゲスト講師が各受

講生を補助するとともに，必要に応じて主講師が追加解

説を行った。最終的に受講生全員が講座時間内に両シー

トを作成し終えることができた。図 4 は受講生の考えた

企画タイトル一覧である。 

＜第４回講座（11月23日14:00-15:30）＞ 

はじめに，受講生個々に，前回作成した企画案に対する

講評をフィードバックした。その上で，全企画案の中か

ら，学習教材として適する 4 案を選び，各々の企画案に

対する説明と講評を行った上で，実現に向けた課題等を

解説した。また，講座終了後には，本プログラム全体に

対するアンケートを実施した（参加・回答者17名）。 

＜懇談会の実施（11月23日16:00-17:00）＞ 

最終講座終了後，研究チームでは，本プログラムでの

受講生個々の学習体験を実際の地域活動（今回は，戸田

市民大学の新講座の企画に向けた協働の場を予め用意）

へ接続させる補助的なアプローチとして，本プログラム

の関連主体である，受講生，研究チーム及び生涯学習課

が，講座での気づきや今後の展開の有り様について自在

に懇談する機会を設けた。その機会を通じて，最終的に

は生涯学習課から，次年度の戸田市民大学の一講座を，

今回の受講生と協働で企画する方向性が提案され，受講

生からも，それに対して要望や期待が語られ，活動への

意識づけが図られたといえる。 

【６．結論：戸田版地域活動担い手養成プログラムの評価

と課題】 

 本章では，本プログラムの評価及び今後の課題につい

て論じる。 

先ず，本プログラムでは，表4（右部分）の通り，半数

以上の受講生が受講を継続させ，学習意欲を維持してい

た様子が窺える。また，講座終了後のアンケート（表 6）

によれば，「わかりやすさ」と「満足度」において殆どの

受講生が肯定的な回答を寄せており，本プログラムは，

受講生の要求にある程度応えていたと評価できる。次に，

本プログラムにおける「学び」と「活動」（戸田市民講座

の企画活動

への主体的

協働的参画）

の接続性に

着目してみ

ると，全講

座終了後の

懇談会に受

講生のほぼ 7 割が主体的に参加し，後日開催された戸田

市民大学新講座への企画会議には，その全員が参加して

いることから（表4最右列），本プログラムは，地域活動

へのいわば橋渡しとして機能したと評価できる。 

なお，上述の評価となった要因としては，図 1（既出）

に示す合意形成プロセスを踏まえて企画・運営主体間で

従来のサポーター講座の課題を共有し，それらを克服す

る観点から，想定される受講者層，学習目標・課題・内

容を明確化しプログラムの設計を試みたこと，また，講

座終了後の実際の地域活動イメージ（新講座の企画に向

けた協働の場）を学習段階で提示したことで，受講生の

活動への接続準備が，技術面・心理面ともに比較的早い

段階から誘導されたことが挙げられよう。 

今後は，本研究過程で入手した多様なデータのさらな

る分析を通じて，本プログラムの精緻化・汎用化を図る

ことが課題である。 
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Ｆ－２ふるさとの“意思ある学び”; 地域の次世代リーダー育成のための教育支援事業 10年の試みから 

藤 沢 重 徳（長野県飯山北高等学校桂蔭会） 

Keyword： 長野県飯山北高等学校桂蔭会  ふるさとの“意思ある学び”  地域の高校の「魅力づくり」 

 

【同窓会によるユニークな「ひとづくり」事業】 

飯山北高等学校の同窓会である桂蔭会は、2007年から

(「“田舎ブランド”を創っちゃおぅ会」という学習サー

クルの活動も含めると 2003 年から)「ふるさとの“意思

ある学び”」と称する地域の次世代リーダー育成の試みに

とりくんでいる。私共としては、この特別な学びの場で

成長した生徒が大学でまちづくり(地域活性化)に関する

専門的な学びを修め、大学卒業後は公務員やまちづくり

(地域活性化)に関わるＮＰＯ職員、さらには社会起業家

(地域起業家)などの形で地域に戻って活躍をしてもらう

ことを最終的な目標としている。このため、飯山地域の

４市村(飯山市、木島平村、野沢温泉村、栄村)の活性化

のとりくみを「生きた教材」としながら、５～10年後の

飯山地域のまちづくり(地域活性化)を担える人材に育て

あげるための基礎・基本を習得させる課題解決型の学習

(アクティブ・ラーニング)にとりくんでいる。すなわち、

飯山地域が直面しているリアルな問題を調査・研究する

課題解決型の学びにチャレンジさせながら、まちづくり

(地域活性化)を学ぶ上で必須の「意思」(意欲×考え方・

学び方)を体得させ、地域政策や社会起業(地域起業)など

まちづくり(地域活性化)に関するさまざまなことがらを

専門的に学べる「まちづくり系大学」への進学をめざす

生徒を組織的、戦略的に育てようとする試みだ。 

このような試みは、全国的にもそれほど例のない高校

同窓会による教育支援のとりくみではないかと考える

(2008年の公益法人制度改革により、公益事業への一定額

の支出が求められるようになった高校同窓会の中には、

特定の有名大学に進学する少数の優秀な生徒に対して

「奨学金」を支給するような例は見られるようである)。 

新幹線の北陸延伸(新幹線飯山駅の開業)をテーマとして

観光・まちづくり政策のあり方を学んだ「意思ある学び 

2012」を主な紹介事例として、飯山北高等学校桂蔭会が

10年にわたってとりくんできた「ふるさとの“意思ある

学び”」の試みを報告する。 

 

【まちづくりの学習サークルを立ち上げる】 

「ふるさとの“意思ある学び”」の前身となったのは、

2003年に有志生徒と立ちあげた学習サークル「“田舎ブラ

ンド”を創っちゃおぅ会(地域研究同好会)」による調査・

研究活動である。生徒会執行部の生徒が文化祭での討論

企画として開催した飯山地域の未来について考えるシン

ポジウムの場で結論のような形で出された「飯山は好き

だけど魅力がない。だから、若者は皆出ていく」という

執行部生徒からの発言に疑問を持った私は、当時２年生

だった私の学年の生徒らに呼びかけ、古民家や伝統食、

ローカル線(飯山線)、魅力的な移住者(アーティスト)と

いった８つの観点から飯山地域の魅力発掘にとりくみ、

併せてそれら地域資源をコーディネートする役割を担う

行政の地域政策(文化政策)の重要性についても学んだ。

こうして10年後の飯山地域のまちづくり(地域活性化)に

関する「グランドデザイン」のようなものとして調査・

研究活動の成果をまとめた生徒は、当時の長野県でとり

くまれていた「県民参加の政策づくり推進事業」に参加

する形で長野県や飯山市に政策提言した。なお、この時

まとめた提言は10年を経過した今日でも有効性を失って

おらず、逆にいうとこの10年間、飯山市では有効なまち

づくり(地域活性化)の施策が展開できず、年に1.3％程度

の人口減少が続いたことになる(2003 年に 7,768 世帯、

25,468人だった飯山市の人口は、2013年には7,599世帯、

22,252人に減少した)。 

ところで、この有志生徒の学習サークルによる調査・

研究活動は、素晴らしい「ポジティブ・サプライズ」を

私共にもたらしてくれることになった。学習サークルの

中心的存在であったＵさん(女子)が信州大学に推薦入試

(面接ＡＯ型)で、またＦくん(男子)が新潟大学に小論文

オンリーの二次試験を突破して合格したのだ。２人とも

自己推薦書や小論文で自らとりくんだ調査・研究活動を

しっかりアピールしての合格だったが、模試データには

現れない(センター試験では測れない)ような「実力」を

評価していただいた結果であると理解した(信州大学に

進学したＵさんは、アクティブに活躍するその姿が大学

広報誌にもとりあげられるなど、大学からは高い評価を

得ることになった)。大学からも評価される水準の調査・

研究活動にとりくむことで、これまでとは異なる方法で

生徒の進路実現を図ることが可能になる。進路指導(キャ

リア教育)の観点からしてもこの試みは大切なとりくみ

になり得ることを実感し、ＵさんやＦくんに続くような

意欲のある生徒を募って活動を継続することにした。 



【同窓会の教育支援事業としてとりくむ】 

ＵさんやＦくんのようにまちづくり(地域活性化)の

面白さにめざめた生徒が大学に進学し、専門的に学んだ

ことがらを後輩に伝授してくれるようになったことで、

後輩の中からも調査・研究活動にとりくもうという生徒

が現れた。しばらくは学習サークル「“田舎ブランド”を

創っちゃおぅ会(地域研究同好会)」の継続として活動を

展開したが、次第に活動費を工面するのが困難となり、

2007 年からは同窓会の教育支援事業として展開すること

になった。これが今日まで続く「ふるさとの“意思ある

学び”」の始まりである。 

しかしながら、同窓会の公認事業になったとはいえ、

実際のところは同窓会の事務局を預かっていた私が責任

をもってとりくむ「社内ベンチャー」的な事業であった。

同窓会の事業として認定されたことで活動資金の確保は

可能になったが、代わりに「出資」に見合う成果(「進学

実績だけではない地域などに対する貢献」または「地域

などに対する貢献に止まらない進学実績」)を出すことが

必要であり、生徒の指導のあり方にも工夫が求められる

ようになった。知名度も高まってきた「“田舎ブランド”

を創っちゃおぅ会(地域研究同好会)」という名称を捨て、

「ふるさとの“意思ある学び”」という名称を使うように

したのも、そうした指導の工夫からである。「まちづくり

ごっこ」のような感覚で活動に参加しようという生徒も

見受けられるようになってきていただけに(加えて、活動

に参加していれば推薦入試で大学に合格できるという、

推薦入試の実態をよく知らない「安易な推薦受験生」も

出現し始めていた)、よくある「まちづくりごっこ」とは

異なる調査・研究活動としての「ふるさとの“意思ある

学び”」に大切なものは何よりも「意思」、すなわちまち

づくり(地域活性化)に対する深甚なる意欲とまちづくり

(地域活性化)を成功へ導くための考え方・学び方である

ことを強調するようにした。 

「ふるさとの“意思ある学び”」は有志生徒を募って

実施するため、生徒が集まらず実施できない年もあるが、

うまく展開できた年は「まちづくり系大学」への進学に

結びつく成果を得ている(2007 年は２名が金沢大学に、

2009年も２名が都留文科大学に進学した)。 

 

【高校再編(統廃合)と「魅力づくり」】 

ところで、このように飯山地域４市村のまちづくり

(地域活性化)を担う次世代リーダーを育成する「ひとづ

くり」のための教育支援事業に私共がとりくみ始めた

2007 年は、飯山地域の人口減少がいよいよ深刻な「危険

水域」に突入をし、それに伴って飯山地域の高校の再編

(統廃合)が本格的に動き始めた年でもあった。このため、

高校進学を機に一気に進みかねない若者の地域外流出を

どのように防止したらよいのか、次世代の地域の担い手

となる若者(高校生)を飯山地域に留めるための具体的な

手立て、つまり流出先と想定される長野地域の進学校に

十分に対抗できる統合飯山高校の「魅力づくり」が模索

され始めた時期でもあった。 

というのも、幅広い学力層の、多様な進路希望をもつ

生徒が入学する、長野県教育委員会の表現では「オール

マイティーな学校」となることで、100余年にわたる実績

の上に構築された「伝統ある進学校」という飯山北高等

学校のブランド・イメージが損なわれるのは確実であり、

「統合すれば難関国公立大学への進学は難しくなる」と

いうマイナス・イメージでのみ、受け止められてしまう

心配があった。このため、高校再編(統廃合)が議論され

始めた当初は、再編(統廃合)は不可避であることを理解

しつつも、「飯山北高等学校を除く飯山地域３高校(飯山

照丘高等学校、飯山南高等学校、下高井農林高等学校)を

統合すべき」という声や「生徒の流出先となる長野地域

の高校を潰せばよい」といった実態を無視した暴論まで

同窓生の間から飛び出す状況だった。同窓会の事務局を

預かる私共としては再編(統廃合)をやむなく受け入れは

したものの、長野地域の進学校に十分に対抗できる統合

飯山高校の「魅力づくり」を具体的にすすめることが、

再編(統廃合)に同意する絶対条件であった。 

このような私共の条件に対して、長野県教育委員会が

用意してくれた答えが「飯山北高等学校に長野県下初の

探究科を開設する」というものであった。併せて、後に

探究科へ移行する理数科の当面の「魅力づくり」として

スーパー・サイエンス・ハイスクール(ＳＳＨ)の指定が

受けられるように支援もいただいた。こうして「オール

マイティーな学校」でありながらも難関国公立大学への

進学にも十分に対応できる、統合飯山高校となった後も

「伝統ある進学校」として生き残れる方向性が示された

(探究科は2012年４月に理数科を改組する形で開設され、

来春にその第１期生が卒業をすることになる)。 

こうした経過を経るうちに、「社内ベンチャー」的な

事業として始まった「ふるさとの“意思ある学び”」は、

再編(統廃合)へのカウントダウンを開始した飯山北高等

学校の「魅力づくり」に不可欠の教育支援事業となり、

その「魅力づくり」の中核を担うことになる探究科の、

主として文系生徒の調査・研究活動をサポートする役割

を担うことになった(理系の生徒はＳＳＨによる支援を

受けることができるが、文系生徒に対する特別な支援の

措置は現在までのところ、とられていない)。 



【新幹線の北陸延伸をテーマに学ぶ】 

飯山北高等学校、そして再編(統廃合)により誕生する

統合飯山高校の「魅力づくり」に不可欠の事業となった

「ふるさとの“意思ある学び”」は、実際に探究科が開設

された 2012 年からは新幹線の北陸延伸(新幹線飯山駅の

開業)をメリットとして活かす観光・まちづくりをテーマ

とする３ヶ年にわたる調査・研究活動にとりくむことに

なった(この事業は「ふるさとの“意思ある学び”で拓く

北信州の未来プロジェクト」と称している)。「意思ある

学び 2012」と称した初年度は観光・まちづくり政策を、

翌年の「意思ある学び 2013」は観光・まちづくりプラン

ニングを、そして今年の「意思ある学び 2014」は観光・

まちづくりプロモーションをそれぞれの年度のテーマと

して展開している。このプロジェクトも同窓会の事業で

あるが、統合飯山高校への移行(飯山北高等学校の閉校)

に際して多額の支出が予想されるため、活動資金は公的

団体からの助成金をいただいて実施してきた(「意思ある

学び 2012」「意思ある学び 2014」は一般社団法人 北陸

地域づくり協会の「「北陸地域の活性化」に関する研究

助成」を、「意思ある学び 2013」は飯山市の「輝く地域

づくり支援金」をいただいて実施した)。プロジェクトは

統合飯山高校への移行が現実に始まることを踏まえて、

探究科文系生徒に対する指導のあり方を研究するモデル

ケースと位置づけて実施を試みた。 

このため、初年度の「意思ある学び 2012」では有志の

大学生を募集して調査・研究活動を行う「ローレル夏期

大学」と飯山北高等学校の有志生徒を対象とする「ロー

レル文化講座」の２編成でプロジェクトを展開し(大学生

は 2009 年の「ふるさとの“意思ある学び”」に参加した

生徒で都留文科大学に進学したＨくん(男子)をリーダー

とする３名が、また高校生は１・２年生７名が参加した)、

まちづくり(地域活性化)の先進事例から学ぶ見学研修

(スタディーツアー)を合同の学習の場として設定して、

一緒にフィールドワークにとりくんだ [写真①]。 

見学研修(スタディーツアー)は飯山市から２時間弱の

距離にある新潟県十日町市(越後妻有地域)で開催されて

いた大地の芸術祭というアートイベントを見学し、現代

アートを軸にしたこの地域のまちづくり(地域活性化)が

どのような成果を生み出しつつあるのかを学んだ。また、

十日町市役所も訪問し、新幹線北陸延伸で北陸方面への

利用客の大幅減少が想定される北越急行(ほくほく線)の

問題やＪＲ飯山線の利用促進に対するとりくみについて

お聞きした。大地の芸術祭というユニークなまちづくり

(地域活性化)で成功しつつある一方、新幹線北陸延伸が

飯山地域とは逆にデメリットになりかねない十日町市

(越後妻有地域)との地域間連携は、ＪＲ飯山線で繋がる

飯山地域としても検討すべきことがらであると学んだ。

見学研修(スタディーツアー)の終了後、大学生はさらに

新潟県の湯沢町、上越市にまで足を延ばして十日町市と

同様のヒアリング調査を行ない、さらに３日間をかけて

飯山市がすすめる広域観光連携(新幹線飯山駅に関わる

９市町村の連携により「信越自然郷」と称する観光圏が

誕生した)に参加をする市町村を訪問し、広域観光連携に

対する姿勢などをお聞きした(９市町村のうち、飯山市と

木島平村、野沢温泉村、また広域観光連携の成否を握る

山ノ内町と新潟県の妙高市を訪問した)。こうした調査・

研究の結果を一晩でまとめた大学生は、高校生との学習

交流会の場である「ローレル夏期大学」の成果報告会で

発表し、「まちづくりごっこ」とは異なる調査・研究活動

のあるべき姿を手本として示して、高校生による調査・

研究活動を促した [写真②]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[図①] 

[写真①] 

[写真②] 



【効果的な高大連携の試みとしての学習交流】 

高校生の調査・研究活動では、高大連携にどのように

とりくむかが成否を大きく左右するように感じており、

その点では年齢的にも近い大学生(できれば高校の先輩

がよい)との学習交流会が効果的だろうと考えた。 

そこで、高校生のモチベーション向上を企図して開催

した学習交流会(「ローレル夏期大学」成果報告会)では、

広域観光連携のあり方を調査・研究した大学生の方から

「飯山市がすすめる広域観光連携は連携する市町村間の

思惑(観光戦略)の違いがあり容易ではない」とする報告

があり、またそれを受けて「新幹線の北陸延伸で打撃を

受ける十日町市や湯沢町との広域観光連携(地域間連携)

にとりくむ必要がある」として、「現代アートで魅力的

な観光エリアとして注目される越後妻有地域と連携して

新幹線飯山駅を起点に越後妻有地域へ誘客し、十日町駅

からほくほく線で越後湯沢駅に抜ける観光ルートを開発

した方がよい」という提案がなされた [図①]。 

こうして「まちづくりごっこ」とは異なる調査・研究

活動のあるべき姿を教えられた高校生は、今度は自らの

調査・研究活動として旅行プランの立案にとりくむこと

になり、首都圏からの誘客を図る大学生の案とは異なる

ルートでプランを考えることにした(新幹線の時間短縮

効果が最大なのは上越～長野間であることを考えると、

北陸地方から誘客を図るルートの方が新幹線北陸延伸の

メリットを活かすことになるのではないかと発想した)。

そこで、じゃらんリサーチセンターより提供していただ

いたデータ(「じゃらん宿泊旅行調査2012 長野県」)の

分析を基に「北陸地方から延伸新幹線を使って軽井沢を

訪れる旅行客を、ワインを始めとする北信州の酒造場を

めぐるＳＡＫＥツアーにより飯山地域まで誘客する」と

する独自の旅行プランをまとめた [図②]。 

こうして考案されたＳＡＫＥツアーは「意思ある学び 

2013」に参加した新２年生(「意思ある学び 2012」にも

参加していた１年生)の手で信州いいやま観光局の旅行

商品として改案され、「飯山駅発着！ 酒蔵・ワイナリー

めぐりバスツアー」として実際に販売された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【志を育てる「魅力的な仕事人」と出会って】 

「意思ある学び 2012」の調査・研究活動にとりくみ、

まちづくり(地域活性化)の魅力を知った２年生は、参加

生徒５名のうち３名が「まちづくり系大学」に進学した

(慶応義塾大学、信州大学、兵庫県立大学にそれぞれ進学

した)。とりわけ慶応義塾大学に進んだＹさん(女子)は、

若者によるまちづくり(地域活性化)の新たな試みとして

注目される「信州若者1000人会議」の場で活動の成果を

発表したことで湘南・藤沢キャンパス(ＳＦＣ)の先生や

学生と交流する機会に恵まれ、難関とされるＡＯ入試を

突破して進学を決めた。社会起業家(地域起業家)が夢と

いう彼女は進学後は「信州若者1000人会議」のスタッフ

となり、やはり社会起業家(地域起業家)をめざす湘南・

藤沢キャンパス(ＳＦＣ)の先輩に師事している。 

また、兵庫県立大学に進学したＦくん(男子)も「信州

若者1000人会議」で出会った小布施町の学生まちづくり

研究員の方から多くのことを学び、自らは起業はしない

ものの、社会起業家(地域起業家)を育てるインキュベー

ターのような仕事がしたいと考えて、ＮＰＯを支援する

ソーシャルファンドの代表が顧問を務める学生支援組織

をもつ兵庫県立大学に敢えて進学して、１年次より新規

プロジェクトを立ちあげてとりくもうとしている。 

このように「ふるさとの“意思ある学び”」でまちづ

くり(地域活性化)の基礎・基本を習得した生徒は、それ

ぞれに目標とする「魅力的な仕事人」(キャリア教育では、

このような存在を「メンター」と呼んでいる)に出会い、

その志をより太く、大きくしようとしている。「意思」を

鍛えることで生徒の志を育てる役割を担ってきた私共と

しては、大学生となった彼らの今後に期待したい。 

 

【さらなる「魅力づくり」の体制構築が必要に】 

10年にわたりとりくんできた私共の教育支援活動は、

飯山北高等学校が閉校する２年後を待たずに、今年度で

終了する予定である。私共のこうした試みが、統合飯山

高校にどのように継承されるか(あるいは継承されない

のか)、まだ何も決まっていない。こうした中、県立長野

高等学校がスーパー・グローバル・ハイスクール(ＳＧＨ)

に指定されることが決まり、生徒の流出先と想定される

長野地域の進学校に対抗できるとした統合飯山高校の

「魅力づくり」は新たな難題に直面することになった。

この難題に対抗するには同窓会の力だけでは限界があり、

島根県海士町の隠岐島前高校のように、高校に関係する

市町村による支援体制の構築が必要である。 

[図②] 



Ｆ－３ 統合型グループウェアを用いて行う地域活性化をテーマにした協働学習の成果と課題 
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【問題・目的・背景】 

 デジタル技術、ICT が高度化、普及する中で、それら技

術を用いた協働技術（コラボレーションスキル）や協働学

習（コラボレーティブラーニング）が注目されている

(Iinuma et al.,2014)。 

地域活性化やまちづくりの領域でも同様に、実行性を伴

うコミュニティの形成には、現実空間としてのつながりに

加えて、合わせ鏡としてのICTを基盤とした情報空間を構

築し、それらを融合し、相乗効果を高める「複合型コミュ

ニティ」の形成が求められている(金子など,2009)。「複合

型コミュニティ」では、デジタル技術・ICT を基盤とした

情報空間のつながりが、現実空間のつながりを補完・促進

させることになり、その逆に、現実空間のつながりが情報

空間のつながりを促進することになる。結果的に、うまく

いけば、ソーシャルキャピタルを蓄積することにつながる

ことにもつながる。 

 本研究では、実行性のある「複合型コミュニティ」を大

学教育の講義中に構築し、協働学習を促すことによって、

「複合型コミュニティ」形成の意義を学生が実感し、その

運用スキルを習得することを目指すと共に、学生が社会や

地域の課題を理解し、その解決のための方法論を検討し、

理解することを目指す。そして、「複合型コミュニティ」の

形成による協働学習が地域活性化教育に与える影響と課題

を把握することを目的とする。 

研究の背景には、第1に、習得した技術や経験を用いて、

地域活性化やまちづくりに貢献できる人材育成の重要性が

高まっていることが挙げられ、工学系学部においても同様

の流れがある。第2に、従来、大学教育（授業）では、協

働学習の手段として対面形式のグループワークが用いられ

てきた。しかし、実際にどの程度、協働が行われ、成果を

挙げるのかについては学生の取り組みや個性に委ねられる

ことが多く、協働やそのことによる学習の質を担保するこ

とが容易ではなかったと考えられる。「複合型コミュニテ

ィ」の観点から考えた場合、現実空間での協働に重きが置

かれてきた、ということである。 

本研究では、ICT を基盤とした情報空間における協働を

実現するグループウェアを導入し、学生間、グループ間の

相互参照を促すことで、「複合型コミュニティ」の形成によ

って、協働やそのことによる学習の質を高めることを目指

す。 

 

【研究方法・研究内容】 

東京工科大学メディア学部では、学部2年生全員（480

名）を対象に実施するメディア基礎演習Ⅱの一部を利用

し、国内外の社会課題を発見し、理解を深め、それを解

決しようとする取り組みを調べ、考えることを目的とす

る「ソーシャルデザイン」というプログラムを提供して

いる。メディア基礎演習は1週3コマ連続（計約5時間）

を利用して実施する授業である。ソーシャルデザインは、

その中の3週（計約15時間）を利用して実施する。 

3週にわたり実施するソーシャルデザインの演習は、毎

回、講義、個人課題、グループ課題の 3 部から構成され

る。 

個人課題とグループ課題において協働学習を支援する

統合型グループウェアを導入する。Microsoft Sharepoint

（以下、Sharepoint）をプラットフォームとし、個人間、

グループメンバー間の課題回答の相互参照支援機能やグ

ループワークを促進する協働作業支援機能を付加した、

Microsoft Excel（以下、エクセル）やMicrosoft PPT(以

下、PPT)を用いて、グループワークを実施する。以下、

詳細に説明する。 

 

1．システム環境 

授業は、1人1台にPCが提供できる実習室で実施する。

授業の進行にはマイクロソフトが提供するグループウェ

アソフト「Sharepoint」を利用する。受講生は授業で提

供する授業サイトに各自のアカウントでログインし、そ

の中で授業資料や課題提出、グループワークを行う。 

Sharepoint が提供するシステムでは、エクセルシートや

PPTを複数人で同時編集できる。この機能を用いて、個人

課題は共通の 1 つのエクセルシートに記入してもらうこ

とで、自分の回答と他人の回答が相互に閲覧可能になり、

かつ、教員も各回答にコメントすることができる（図1）。

グループ課題では、同時に PPT を編集することが可能と



なり、自らの書き込みやグループメンバーの書き込みを

共有しながら編集作業が進む。 

 個人課題は同一のエクセルファイルに全員が書き込む

形式と個人 1 つのエクセルファイルに書き込む形式があ

る。個人 1 つのエクセルファイルに回答する課題で、他

の学生との共有が可能な内容は、全学生の回答を 1 つの

エクセルファイルに集約して共有することができる仕組

みをエクセルのマクロの機能を利用して構築し、利用し

た。同様の方法で、各グループが作成する PPT ファイル

を集約し、全学生が共有できる仕組みを構築し、グルー

プ間の相互参照を可能にした（図2）。 

 グループワーク時に、メンバーは図 3 の通り着席し、

振り替えると他のメンバーとディスカッションをしたり、

モニタを見ることができるように配置した。 

 

2．授業内容の概要 

3週間に分けて進められる授業では、第1週目では、国

際的な課題を扱い、国際的に活躍している NGO,NPO の取

り組み、ソーシャルアントレプレナーの取り組みを扱う。

最終的にグーグルアースを用いて、グループで 1 つの団

体と、その団体の活動をグーグルアース上（レイヤから

グローバルアウェアネスにチェックを入れる）で検索し、

各国の課題を複数選び、英語のHPに基づいて課題とその

解決策の整理を行う。 

第 2 週目では、国内の社会問題を扱う。地域活性化に

関連する問題背景や、地域資源を活用した地域活性化事

例、メディア技術やメディアコンテンツを用いた地域活

性化の事例を中心に調査を行い、地域活性化の方法論を

抽出する。 

第 3 週目ではソーシャルデザインの考え方を学び、そ

の考え方に沿って、第1週目、第2週目で学んだ特定の

国際的、ないしは国内の社会問題を対象に、その解決を

図るための新しい解決策を検討し、最後にグループ発表

を行う。 

 5時間連続の授業の中で1時間強が個人課題回答、2時

間から2時間30分がグループワークとなる。 

個人課題回答時やグループワーク作業中に教員は適宜、

各学生／グループの作成資料を集約し、学生間／グルー

プ間での相互参照を促し、タイミングに見計らって適宜

アドバイスすることとした。 

 

【研究・調査･分析結果】 

「複合型コミュニティ」の形成が協働学習を促し、学

生成果に結びついているかどうかを把握するために、プ

ログラム開始の事前事後にアンケート調査を実施した。 

 6 月中旬時点で、事前事後のアンケート調査に回答し，

事前事後で欠損値が2つ以下だった159 名の学生の結果

を分析し、結果を得た。 

 

図1 個人課題回答時の相互参照 

学生：課題の 

提出と回答内容 

の共有 

教員：回答内容への 

コメントと参照促進 

SP 

図2 グループ課題回答時の相互参照 

青矢印は情報空間での相互参照 

黄色矢印は現実空間でのディスカッション 

教員：他のグループの 

資料の参照促進 

閲覧とコメント 

 SP 

図3 グループワークの席配置 



 分析に用いる変数は、表 1 が示す項目内容の通りであ

る。11、12 が地域活性化に関連する講義の成果に関連す

る変数である。21 から 24 が個人課題の回答時に

Sharepoint を介して行われる相互参照に関連する変数で

ある。31から35がグループワークで行われる各種取り組

みに関連する変数である。41 は、ICT を効果的に利用す

ることに関連する変数である。 

 回答の選択肢には4パターンあり、いずれも4択であ

る。関心度とは「関心がある／あるていど関心がある／

あまり関心がない／関心がない」の 4 択、重要度は「重

要である／あるていど重要である／あまり重要でない／

重要でない」の4択、などとなっている。分析では、“関

心がある”を3、“ある程度関心がある”を2、“あまり関

心がない”を1、“関心がない”を0に置き換え、分析を

行った。 

 

1． 各変数の前後の値の変化とその理由 

 表1は各変数の事前、事後、前後の記述統計量を示し

ている。欠損値がある場合は、前後の計算に含めていな

い。 

 表 1 から把握できることは次の通りである。グループ

ワークの各種取り組み（変数31-35）の重要度を除き、事

前、事後で比較すると平均値が高まっている。 

グループワークはそれまでの授業で幾度か体験し、ど

のように取り組むべきかの規範を理解している学生が多

いため、グループワークの各種取り組み（変数31-35）の

重要度は事前の段階で高い平均値を示していることが前

後の比較で平均値が変化しない要因だと考えられる。 

一方、グループワークの各種取り組み（変数31-35）の

実現度は前後で平均値が高まっており、本研究で構築し

たプログラムがグループワークの各種取り組みを促した

傾向にあると言えるだろう。 

個人課題の回答時の相互参照に関連する変数（変数

21-24）は、前後で平均値が高まっている。理由は、これ

までの授業でグループウェアを用いて個人課題の相互参

照を取り組んでこなかったためであると同時に、プログ

ラム中にグループウェアを用いて行った個人課題実施時

の相互参照が回答内容を改善するにあたって重要だと学

生が実感したからだと考えらえる。 

 地域活性化に関連する変数（変数11,12）の平均値は前

表1 分析に用いる各変数の事前、事後、前後の記述統計量 

変数番号 項目内容
回答選

択肢 mean sd min max mean sd min max mean sd min max

11
地域振興や地域活性化に関心があります

か
関心度 1.59 0.72 0 3 2.22 0.64 0 3 0.63 0.77 -1 3

12
今後の授業や研究活動を通じて、地域振

興や地域活性化に貢献することに関心が

ありますか

関心度 1.58 0.69 0 3 2.00 0.67 0 3 0.41 0.78 -2 2

21
個人課題に回答する時に、他の学生の回

答を参照すること
重要度 2.11 0.70 0 3 2.42 0.59 1 3 0.31 0.87 -2 3

22
個人課題に回答する時に、他の学生の回

答を参照し、自らの回答内容を改善するこ

と

重要度 2.15 0.75 0 3 2.42 0.64 0 3 0.27 0.80 -2 3

23
個人課題に回答する時に、自らの回答が

他の学生から参照されること
重要度 1.91 0.73 0 3 2.31 0.65 0 3 0.41 0.79 -1 3

24
個人課題に回答する時に、自らの回答が

他の学生から参照されることで、自らの回

答内容を改善すること

重要度 2.09 0.72 0 3 2.39 0.65 0 3 0.30 0.79 -2 3

重要度 2.73 0.46 1 3 2.68 0.49 1 3 -0.04 0.58 -2 2

実現度 1.91 0.60 0 3 2.29 0.63 1 3 0.38 0.76 -2 3

重要度 2.49 0.63 0 3 2.51 0.61 1 3 0.02 0.76 -2 3

実現度 1.72 0.68 0 3 2.14 0.66 0 3 0.43 0.86 -2 3

重要度 2.36 0.64 0 3 2.45 0.61 1 3 0.08 0.80 -2 3

実現度 1.57 0.69 0 3 1.99 0.73 0 3 0.43 0.94 -2 3

重要度 2.70 0.47 1 3 2.60 0.52 1 3 -0.10 0.55 -1 1

実現度 1.93 0.62 0 3 2.16 0.66 1 3 0.23 0.74 -2 2

重要度 2.35 0.62 1 3 2.47 0.58 1 3 0.12 0.68 -1 2

実現度 1.58 0.76 0 3 2.08 0.75 0 3 0.50 0.92 -2 3

41
より良い成果を挙げるためには、ICTを効

果的に使う必要があると思いますか

そう思う

かどうか
2.04 0.69 0 3 2.46 0.60 1 3 0.43 0.76 -2 3

33
グループワークにおいて他のグループの

作業内容を参照して、グループワークの成

果を高めること

34

35

グループワークにおいて自らの役割を考え

て、グループワークの成果向上に貢献す

ること

グループワークにおいて、他のグループメ

ンバーの作業内容に関してコメントし、作

業成果を高めようとすること

31
グループワークにおいて、テーマや内容に

関してグループメンバー間でディスカッショ

ンすること

32
グループワークにおいて、他のグループメ

ンバーの作業を参照し、理解すること

事後 前後事前



後で高まっている。本学部では地域活性化を扱う講義が

多くないため、授業で事例を紹介し、自ら事例を調べ、

グループで地域活性化のための方法の検討を行ったこと

が平均値の上昇に貢献したと考えられる。 

最後に ITC を効果的に利用することに関連する変数

（41）も前後で平均値が上昇している。個人課題回答や

グループ課題回答においてグループウェアが有効だった

と感じる学生が多かったためであと考えられる。 

 

2． 学習成果への影響 

 学習成果への影響を把握するために、地域活性化に関

連する変数（11、12）と他の変数間の相関分析を 2 つの

視点から行う。 

まず、グループワークや相互参照に対する重要性や実

現性の認識と地域活性化への関心との関係である。表 2

は事後の 11-12 とそれ以外の変数の相関係数を示してい

る。重要性を“i”実現度を”o”として示し表の横軸／

縦軸の数値 21 などは変数の番号を示している。全相関

係数が正の相関を示し、21、22、23、33i、35i、31oから

35o は 5%水準で有意な相関関係を示している。つまり、

事後の調査において地域活性化に関心があると回答する

学生は、個人課題回答時の相互参照やグループワークの

各種取り組みに対する重要性と実現性も高い値を示して

いるということである。 

次に、学習成果にグループワークや相互参照の重要度

や実現度の値の変化（理解とスキルの向上）が与えた影

響についてである。表3は、前後の11-12 の値と、それ

以外の変数の値の相関係数を示している。なお、前後の

11 と 12 は高まる傾向にあるため、事前アンケートで11

と12で“関心がある”と回答した学生を除外して分析を

行う。11 で関心があると回答した学生は17 名、12 で関

心があると回答した学生は11名である。表3では、第1

に、11,12と21から24の変数がいずれも有意な正の相関

関係を示している。個人課題の回答において学生間の相

互参照の重要性を認識することと学習成果の向上（地域

活性化に関心を持つこと）の間には正の相関関係がある。

第 2 に、グループワークの各種取り組みの変数では、11

が33i、33oと有意な正の相関関係を示している。33（グ

ループワークにおいて他のグループの作業内容を参照し

て、グループワークの成果を高めること）に対する重要

度と実現度を認識することと、学習成果の向上の間に正

の相関関係がある。表記はしていないが、前後の32i、32o

と33i、33oは互いに高い相関係数を示している（32iと

33o、r=.31、p<.01；33iと32o、r=.27、p<.01）。前後の

31iから35i、31oから35oの各相関係数も有意で高い正

の相関関係を示している。 

つまり、表3は、グループ課題回答時のメンバー間/グ

ループ間の相互参照がグループワーク全体の活性化に貢

献し、同時に、個人課題／グループ課題の回答時の学生

間／グループ間の相互参照が学習成果を高めている可能

性を示唆している。これは、グループウェア（ITC）によ

って活性化される情報空間の作用が現実空間の作用に、

相互に影響を与え、「複合型コミュニティ」の形成が学習

成果を高めることに寄与し、実際にそのことを学生が実

感している可能性を示唆している。 

表3において12はグループワークの各種取り組みとの

明確な相関関係が見られなかった。学習成果を規定する

要因は他にあると考えられ、プログラムの改善と共に、

要因の探究が求められる。 
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11 12

21 0.31 ** 0.26 **

22 0.18 * 0.16 *

23 0.28 ** 0.31 **

24 0.07 0.18 *

31i 0.10 0.14

32i 0.15 0.27 **

33i 0.26 ** 0.30 **

34i 0.17 * 0.07

35i 0.21 ** 0.26 **

31o 0.18 * 0.24 **

32o 0.19 * 0.24 **

33o 0.25 ** 0.20 *

34o 0.22 ** 0.25 **

35o 0.20 * 0.26 **

41 0.23 ** 0.09

** p < 0.01　* p < 0.05

11 12

21 0.21 * 0.20 *

22 0.18 * 0.18 *

23 0.29 ** 0.21 *

24 0.25 ** 0.23 *

31i 0.09 0.11

32i 0.14 0.04

33i 0.21 * 0.14

34i 0.08 0.03

35i 0.21 * 0.11

31o 0.10 0.06

32o 0.07 0.00

33o 0.22 * 0.06

34o -0.01 -0.07

35o -0.01 0.09

41 0.23 * 0.02

** p < 0.01　* p < 0.05

表2 グループワークや相

互参照に対する重要性や

実現性の認識と地域活性

化への関心との関係 

表3 学習成果にグループ

ワークや相互参照の重要

度や実現度の値の変化が

与えた影響 



Ｇ－１ 顧客視点による地域ブランド化段階モデル 

村中 均（常磐大学） 

Keyword： 地域ブランド、価値共創、顧客視点による地域ブランド化段階モデル 

 

【背景・問題・目的】 

2000 年代以降、日本ではバブル崩壊後の長引く不況そ

して少子高齢化、人口の都市への集中と地方の過疎化に

よって、地方自治体の多くが財政危機に陥っている。そ

の再建や地域の活性化の鍵となるコンセプトとして登場

したのが「地域ブランド」（Place Branding）である。 

元来、ブランドの視点は顧客との価値共創による相互

作用関係の構築に重点を置くが、地域ブランドという場

合、いわゆる顧客のみならず、住民と行政や企業といっ

た地域のステークホルダーとの価値共創による関係構築

という側面も非常に重要となる。具体的にいえば、地域

ブランド構築に向けて、それらの協働的な活動等が挙げ

られ、これは資源や活動といった組織的な基盤をいかに

構築するかに関連している。 

しかし、地域ブランドについての研究は緒に就いたば

かりであり、理論モデル構築が十分なされているとはい

い難い（Morgan, Pritchard and Pride 2011）。様々な地域が

地域ブランド構築に向けて様々な取組みを実践している

のが現状であり、地域ブランド構築に資する理論モデル

の提示が求められている。 

そこで本研究では、顧客との共創による地域ブランド

化という点に着目し、顧客視点による地域ブランド構築

のメカニズムに関する理論（概念）モデルについて分析

を行うこととする。 

 

【研究対象】 

本研究ではまず、対象となる「地域ブランド」につい

て整理を行い、それを構築する条件を明らかにする。 

青木（2004）は、地域の特産品、観光地、環境と文化

といった地域資源のブランド（佐々木 2011）と、地域そ

のもの（自体）のブランドとの相互関係から地域ブラン

ドを捉えている。地域資源ブランドとは、いわば狭義の

地域ブランドであり、地域そのもののブランド化のこと

を広義の地域ブランドという（村山 2007）。 

地域資源はコンテンツであり、地域そのものをコンテ

クスト（地域のストーリーや文脈）として捉えたり（原

田・三浦 2011）、また地域ブランドはマスターブランド

であり、地域資源ブランドをそのサブブランドとして捉

えることができる（Aaker 2004）。そして、地域資源ブラ

ンドと地域ブランドの間の相互作用つまりフィードバッ

ク・ループを創り出すことが地域ブランド構築のステッ

プであるという。 

これが図 1 の「傘としての地域ブランドモデル」であ

り、（1）地域資源ブランドとしての製品やサービスが存

在し、（2）傘としての地域がある程度のブランド価値を

もっていることが、このフィードバック・ループ、具体

的にいえば、図 1 上の①と②の関係を生じさせるために

必要な条件となる（村山 2007）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 傘としての地域ブランドモデル 

 

村山（2007）は、地域資源ブランドと地域ブランドの

関係について、次の四つに分類する（図2参照）。 

一つ目は地域ブランド力があり、地域資源ブランド力

がある場合である。このような場合はフィードバック・

ループが存在しており、この関係の維持・強化が今後の

課題となる。二つ目は地域ブランド力があり、地域資源

ブランド力がない場合である。この場合は地域ブランド

力があるので、ブランドとなりうる地域資源を地域の傘

と結び付け、地域資源のブランド力を高めることが重要

となる。三つ目に地域にブランド力がなく、地域資源ブ

ランド力がある場合である。この場合は地域資源のブラ

ンド力によって、いかに地域ブランド力の傘を創ること

ができるかが課題となる。四つ目に地域ブランド力がな

く、地域資源ブランド力もない場合である。いうまでも

なく、この場合は、地域資源のブランド力を高め、さら

に地域ブランド力を高めることが課題となる。 

 いずれにしても、地域資源ブランドを前提とし、地域
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②地域ブランドによる地域資源ブランドの強化

①

出典：青木（2004）、村山（2007）より作成。



ブランド力の向上を目指していくことが、基本的な地域

ブランド構築の方法といえよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 地域資源ブランドと地域ブランド 

 

【研究内容・研究方法】 

本研究では、地域ブランドを、地域に人を引き寄せ、

地域の持続的な発展・成長につながることに寄与するも

のとして考える。つまり、地域ブランドの目的とは、購

買や観光といった経済的側面の拡大だけではなく、さら

に地域への愛着・誇りを生み出し、地域の持続的な発展・

成長につなげることである（電通 abic project 2009）。具体

的には、顧客が地域に対して関係性を深めるにしたがい、

特産品を①「買いたい」、観光地を②「訪れたい」、それ

らと③「交流したい」（また買いたい、また訪れたい、つ

まり継続的に関係をもちたい）、環境と文化を愛し誇り④

「住みたい」という段階を経ていくと考える（電通 abic 

project 2009）。これを地域ブランドの四段階と呼ぶことに

する。こういった地域ブランドの育成を目指していくこ

とが地域ブランド化であり、さらにこのことは地域ブラ

ンド力（価値）の向上を意味する。 

前述の「傘としての地域ブランドモデル」では、顧客

との関係構築すなわちブランドそのものをいかに構築す

べきかについての視点が欠如している。本来、地域ブラ

ンドとは、地域らしさをもった地域の資源を、顧客との

経験の場を通じて、意味的な価値（ブランド価値）に結

び付け（このことから経験価値を含む地域ブランドのコ

ンセプトが必要となる）、地域の活性化につなげることで

ある。つまり、地域ブランドの構築には、その地域の歴

史や自然そして文化に根差した「地域らしさ」の源泉と

なる地域資源（特産品、観光地、環境と文化）が必要で

あり、その価値提案（Value Proposition）を行い、顧客に

経験してもらうことで地域のブランド力を高め、そのフ

ィードバック・ループを強化することが重要となる。 

このように考えれば、顧客との関係性という観点から

みた地域ブランド構築のための条件としては、（1）その

地域らしさのある価値と（2）経験価値による関係性が挙

げられる。 

（1）その地域らしさのある価値とは、顧客価値となる

製品やサービスに、地域らしさを付与し、さらにその地

域らしさと同一であると顧客に認知され、また知覚され

るイメージを確立する必要がある。その中では、高いレ

ベルでの認知と、強く、好ましく、独自性のあるイメー

ジの確立こそ、より高いブランドを構築することにつな

がっている（Keller 2008）。このことを前提とし、単純に

いえば、地域の認知度そして地域のイメージ度が地域ブ

ランド構築の基盤となるということである。そして、（2）

経験価値による関係性とは、顧客の認知とイメージの確

立は顧客との接点（顧客接点）、つまり顧客の経験を通じ

て、相互作用的な関係性（価値共創）を構築することか

らブランドが生まれるということである。顧客接点とは

具体的にいえば、マーケティング・プログラムを構成す

るマーケティング・ミックス（4P）によって実行される

ことになる（青木 2011）。 

以上のことから、ブランド構築のためには「価値」と

「関係性」の二つが基軸となることが分かり、それらは

「顧客」の認知・イメージによって結び付いていること

が分かる（青木 2011）。つまり、ブランドとは顧客の頭

（記憶）の中での位置付けということであり（このこと

をブランド知識構造という）、ポジショニング（差別化）

をいかに確立するかが肝要となる 1）。 

Keller（2008）は、このような顧客の視点に立ったブラ

ンド構築の段階を、①アイデンティティ②ミーニング③

レスポンス④リレーションシップの四段階として捉えて

いる。これを、顧客の視点に立つブランド構築の四段階

と呼ぶことにする。 

第一段階のアイデンティティとは、深くて広いブラン

ド認知（セイリエンス）を創り出し、顧客がどれくらい

容易にブランドを思い出すことができるかということで

ある。第二段階のミーニングとは、ブランドの機能的な

性質（パフォーマンス）と連想（イメージ）を創り出す

ことであり、顧客のブランドについての理解や印象を深

めることである。第三段階のレスポンスは第一段階と第

二段階によって起きる反応であり、顧客の評価・判断（ジ

ャッジメント）と感情（フィーリング）として表わされ、

ポジティブな評価や意見そして感情を抱くようになるこ

とである。そして、第四段階のリレーションシップとは、

地域ブランド力
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ラ
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１．地域ブランドと地域資源
の間にフィードバック・ルー
プが存在しており、この関係
の維持・強化が今後の課題
となる。

２．地域ブランド力があるの

で、ブランドとなりうる地域
資源を地域の傘と結び付け、

地域資源のブランド力を高
めることが重要となる。

３．地域資源のブランド力
によって、いかに地域ブラ
ンド力の傘をつくることが
できるかが課題となる。

４．地域資源のブランド力

を高め、さらに地域ブラン
ド力を高めることが課題と
なる。

出典：村山（2007）より作成。



それまでの段階を統合し、顧客のブランドへの強い忠誠

心や愛着そしてコミュニティ意識を意味する共鳴・調和

（レゾナンス）として関係性を深めていくことである。

以上のことを前提とすれば、それぞれの段階で顧客接点

における重要あるいは目標となる施策が明確化されるこ

とになる。 

そこで、各段階の重点課題を挙げてみると、第一段階

（アイデンティティ）ではまず深く幅広い認知を得るた

めの施策、第二段階（ミーニング）では強く、好ましく、

独自性のあるイメージを確立することが課題となる。つ

まり類似化のポイントと差別化のポイントを確立する重

要性があり、そのための施策が必要となる。そして、第

三段階（レスポンス）では顧客がブランドについて何を

思い感じるのか、つまり顧客の頭と心と反応がどれだけ

好意的であるのか、どれだけポジティブな反応を得られ

るかが重要となる。最後に、第四段階（リレーションシ

ップ）では忠誠心や愛着そしてコミュニティ意識をいか

に高めるのかが課題となる。 

 

【研究・分析結果】 

本研究では、顧客視点による地域ブランド構築段階説

の立場をとる。 

先に説明した（1）地域ブランドの四段階は、どのよう

な地域ブランドになっていくのかという段階を顧客との

関係性の強さあるいは深さの段階として捉えている。ま

た（2）顧客の視点に立つブランド構築の四段階は、顧客

とブランドとの間でどのような関係を構築すればよいか

という段階を意味する。したがって、この二つを統合す

ることで顧客視点による地域ブランド構築に向けて、指

針を与えてくれることになる。さらにいえば、このこと

で顧客視点による地域ブランド構築のモデル化が可能と

なる。そこで、（1）を縦軸に、（2）を横軸にとって、こ

れを図式化してみる。 

図3は縦軸（下方向）に地域ブランドの四段階を示し、

横軸（右方向）に顧客視点に立つブランド構築の四段階

を並べてある。これを「顧客視点による地域ブランド化

（Customer-Based Place Branding：CBPB）段階モデル」と

呼ぶことにする。 

図 3 上の右下方向の対角線は、地域ブランドを構築す

る上で、重点的に顧客とどのような関係を構築すればよ

いかを示しており、均衡型の地域ブランド化段階を示し

ている。つまり、「買いたい」地域ブランドになるために

は、認知の拡大が重要となり、「訪れたい」地域ブランド

になるためには、類似化と差別化のポイントの確立によ

る独自性のあるイメージの確立が課題となる。特に「買

いたい」、「訪れたい」地域ブランドはその後の「交流し

たい」そして「住みたい」地域ブランドの基盤となるた

め、これらの段階で認知・イメージを構築することが重

要であり、このことを目的とした統合的なマーケティン

グ・プログラムが必須となることが分かる。そうした後

に、さらに「交流したい」地域ブランドになるためには、

ポジティブな反応を得られることが必要であり、「住みた

い」地域ブランドになるためには、さらに愛着やコミュ

ニティ意識を高めることが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 顧客視点による地域ブランド化段階モデル 

 

また、縦軸（下方向）はブランドとしての多様化の度

合い、横軸（右方向）はブランドとしての意味の深化の

度合いを示しており、図 3 上の点線のエリアは、地域ブ

ランドの段階と顧客視点のブランドの段階どちらかが不

適合な段階に止まっているという意味合いで、地域ブラ

ンド化の不均衡エリアといえよう。 

現在の日本の多くの地域が行っている地域ブランド化

への取組みは、このエリア内に止まっているといえるの

かもしれない。たとえば、現在、顧客の認知向上に資す

るものとして、多くの地域で積極的に「ご当地・ゆるキ

ャラ」が開発され、PR活動等行われているが、はたして

これのみによって「交流したい」、「住みたい」地域ブラ

ンドになるには十分であろうか。均衡型の地域ブランド

化段階の進展を目指した有効的な取組みが求められてい

るといえるのではないだろうか。 

地域ブランド構築に近道はなく、顧客のブランド知識

構造と結び付いている一連の段階を進展させていくこと

が、実は最も近道となる地域ブランド化の方法である。

本研究で示した「顧客視点による地域ブランド化段階モ

デル」（CBPB段階モデル）によって、目指すべき地域ブ
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ランド化に向けた「重点課題」や「指標」を明らかにす

ることができ、その実行に向けて適切な努力を傾注する

ことが可能となる。重点課題や指標が明示できれば、具

体的な地域ブランド構築の取組みに対する PDCA サイク

ルの実施も可能となってくる。 

 

【考察・今後の展開】 

本理論モデルによって、地域ブランド構築のための一

つの動態的な分析フレームワークとして、顧客視点によ

る地域ブランド構築の段階が明らかにされ、その構築に

向けて段階的に重要となる課題が特定化できる 2）。その

ことで地域ブランド構築のための具体的な施策・戦略・

シナリオ等、提言することができよう。 

ただし、本稿では、地域ブランド化の段階進展につい

ての概念モデルを提示したのみである。今後の展開とし

て、実際にどのように機能するかについては、事例分析

等、実証的な分析をもとに、モデルを説明していく必要

がある。 

 また、本稿のはじめに説明したように、地域ブランド

構築の活動そのものは、地域一体となった取組みを実践

していくことが肝要となる。現在、地域が抱える社会的

問題に対して、地域・社会の多様な主体の協働によって、

新たな仕組みを創造し、解決することを「社会イノベー

ション（Social Innovation）」あるいは「地域イノベーショ

ン（Regional Innovation）」というようになってきている。

このことは、地域活性化を目的とする地域連携によるイ

ノベーション・エコシステム（生態系）を構築すること

を意味する。イノベーション・エコシステムとは、ある

共通の目的のもと、諸組織等が連携・協力し、知識等の

資源を柔軟に融合させてイノベーションを行うことであ

り、「オープン・コラボレーション」あるいは「オープン・

イノベーション」といったコンセプトとも関係する。地

域ブランド構築は、こういったコンセプトとも関係して

おり、いわば、地域ブランドのイノベーションをどのよ

うに行っていくのか、その組織的な在り方やプロセス 3）

等の分析については今後の課題としたい。 

 

【註】 

1）このことは、ブランドらしさを意味する「ブランド・

アイデンティティ」（始点）を、顧客がブランドに対し

て感じる価値である「ブランド・エクイティ」（成果）

に変換するプロセスと同義であるといえる。 

2）著者が、地域ブランドに関する本理論モデルを構築す

るきっかけは、2011 年度に水戸市と常磐大学国際学部

経営学科・村中ゼミナールが連携して行った「水戸ブ

ランド構築事業」プロジェクトの経験が大きい。プロ

ジェクトの具体的な内容については、『水戸ブランド構

築事業報告書』（2012年3月）や村中（2013）を参照さ

れたい。水戸市・水戸ブランド構築事業プロジェクト

チーム（事務局：水戸市産業経済部農業技術センター）

の関係各位に大変お世話になった。ここに記して謝意

を表したい。 

3）地域（社会）のイノベーション・プロセスは、関係者

（ステークホルダー）を巻き込みながら、地域（社会）

の課題の解決に向けて具体的に実践していく、また試

行錯誤していくという側面が特に重要であり、その基

本的なプロセスとして、たとえば、①調査（Investigation）

→②着想・アイデア化（Ideation）→③解決策（プロト

タイプ）の考案（Invention）→④実現（Implementation）

のデザイン思考の四段階が有効であることが分かって

きている（村中 2013）。これを各段階の英語の頭文字

をとり、「4Iモデル」と呼ぶが、これと地域ブランドと

の関連については、別稿にて論じることにしたい。 
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Ｇ－２ 地域の食のブランディング～和歌山県の最新事例をベースに～ 

岩本隆（慶應義塾大学）、高明恵（高電社）、高橋美寿（ヴィアウィルトゥス） 

 

Keyword： まちづくり、ブランディング、戦略PR 

 

【問題・目的・背景】 

人口減少社会におけるまちづくりは日本の国家的課題と

なっている[1]。加えて、これまで日本の産業を支えてきた

エレクトロニクス産業が衰退している中で、産業構造の変

革がどの地域にも求められており、今後の社会のあり方を

鑑み、産業がサステイナブルに回ることを視野に入れた上

で産業構造を変革していく必要性が、どの地域のまちづく

りにおいても高まっている。 

どのような産業を成長させるべきかについては地域によ

り違いがあるが、農林水産業をベースとした食に関わる分

野はアベノミクスでも重点分野に指定されており[2]、農林

水産業に強い地域では食分野の産業活性化は重要課題とな

っている。 

食分野の産業活性化に向けて重要なことは、ビジネスモ

デルを成立させることであり、その方向性は、一つは食の

付加価値を高める、平たく表現すると、価格を高く維持す

ること、であり、もう一つは、展開する市場を、地域から

全国へ、国内から海外へと拡げることである。 

 

【研究方法・研究内容】 

 「おいしい！健康わかやま」イメージ定着PR戦略企画

運営事業[3]の実施を通して、効果的な地域の食のブラン

ディングのあり方について体系化した。和歌山県には食

関連資源は豊富に存在するが、これまでは、それぞれの

食関連資源が断片的に世の中に発信されてきたものの、

和歌山県の「県としてのブランド」は構築されていなか

った。本事業では、和歌山県の食関連資源を統一的にブ

ランディングすることを試みた。 

図 1 に地域のブランドポジションマップと本研究の取

組みの方向性を示す。横軸に「地域全体がブランディン

グできているか」を取り、縦軸に「地域にある個別商材

がブランディングできているか」を取っている。理想はA

のポジションであり、北海道などはここにポジショニン

グされていると言える。Bのポジションは、地域全体はブ

ランディングできているが個別商材がブランディングで

きていない、というポジションであり、熊本県などはこ

こにポジショニングされていると言える。くまモンは全

国に加え海外でも有名になりつつあり、熊本県の認知度 

 

図1.ブランドポジションと本研究の方向性 

 

は高まっているが、熊本県の食の個別商材についてはそ

れほど知られていない。和歌山県は C にポジショニング

される。梅干しやみかんなど有名な個別商材は豊富にあ

るが、「和歌山県」という名前はあまり知られていない。

むしろ、「紀州」の方が有名なぐらいである。 

 そのため、本事業では、和歌山県を C のポジションか

らAのポジションにもってくるための活動を実施し、 

 

「和歌山県の食」＝「おいしい」×「健康」 

 

というイメージが定着することを目標とした。 

ブランディングの手法としては戦略 PR（Public 

Relations）の手法[4]を用い、投資対効果が最も高くな

るブランディング手法のあり方を導くべく研究を進めた。

PRという言葉は、日本では「宣伝」と同義のように使わ

れることが多いが、本来の意味は、「パブリックとの関係

性をどのように構築・維持するか」ということであり、

宣伝とは全く違うものである。また、日本では、戦略的

にPRを実施している企業・団体がまだ少ないが、メディ

アの多様化やSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス）の台頭によるインフルエンサーの多様化などによ

り、PRのあり方の違いによる業績の違いが顕著になって

きており、企業の戦略と連動した「戦略PR」の重要性が

にわかに高まっている。 

 

 



【研究・調査･分析結果】 

 「おいしい！健康わかやま」という和歌山県の食のイ

メージを定着させるべく戦略PRを実行した。実行期間は

2013年4月～2014年3月（2013年度）である。2013年

度の和歌山県農水産物・加工食品の販売促進戦略[3]は、

以下の3つが大枠として設定されている。 

 

1. おいしい！健康わかやまの魅力発信 

2. 有利な販路の開拓 

3. 売れるモノづくりへの支援 

 

本事業は上記の販売促進戦略の1に基づいた活動であり、

1の活動の内訳は以下である。 

 

1. 『おいしい！健康わかやま』のイメージ定着戦略 

2. 大手企業とのコラボレーション 

3. JAグループとの協働事業展開 

4. トップセールス 

5. 県産食材の機能性情報の発信 

6. わかやま紀州館から「おいしい！健康わかやま」を

情報発信 

7. わかやまファンのネットワークづくり 

8. 大型イベントでの情報発信 

9. ご当地スイーツ「わかやまポンチ」の展開 

 

 本事業では、2013 年度の販売促進戦略実行プラン基づ

いて活動プランを策定したが、上記の1～9の活動がばら

ばらと実行されるのではなく、全てが連動して、「和歌山

の食」＝「おいしい」×「健康」という一つのメッセー

ジに集約されて伝わることを強く意識し、以下のポイン

トに重点を置いて戦略的にPRを実行した。 

 

1. ターゲットとする消費者セグメントを明確にする 

2. ブランディングのための効果的なメッセージを開発

する 

3. メッセージが効果的に伝わるメディアを抽出する 

4. 和歌山県の食に触れるための効果的なイベントをプ

ロデュースする 

5. メディアが興味をもつように仕掛ける 

6. 自分でも情報発信のメディアをもち、効果的に発信

する 

 

活動は大きく、「イベントプロデュース」、「自分からの

情報発信」、「他人による情報発信」の 3 つに分類できる

が、これらをうまく組み合わせ、上記の戦略PRの6つの

ポイントを押さえた。3つの分類の活動の主なものを以下

に記す。 

 

1. イベントプロデュース 

� 2013年9月～： 

「おいしい！健康わかやま」ノベルティグッズ開発

し、各イベントで配布 

� 2013年9月23日～10月6日： 

「ダイナースクラブ フランスレストランウイーク 

2013」の協賛参加をプロデュース 

� 2013年11月20日： 

官学連携プロジェクト 立教大学×和歌山県「食の

機能性に関するフォーラム」をプロデュース 

� 2014年2月25日～3月16日： 

「おいしい！健康わかやま」レシピコンテストをプ

ロデュース 

 

2. 自分からの情報発信 

� 2013年10月17日： 

フェースブックページ「～おいしい！健康わかやま

～」[5]を立ち上げ 

� 2013年12月2日： 

「食の機能性に関するフォーラム」まとめ[6]を

NAVERまとめで発信 

 

3. 他人による情報発信 

� 2013年8月24日： 

GOETHE[ゲーテ]2013年10月号に取材記事[7]を掲載

してもらう 

� 2013年9月6日： 

danchu2013年10月号に取材記事[8]を掲載してもら

う 

� 2013年11月30日： 

BSフジ「Table of Dreams」で特集番組[9]を放送し

てもらう 

� 2014年3月21日： 

週刊ホテルレストランでの対談企画[10]をプロデュ

ースし、掲載してもらう 

 

一般に活用されている広告効果試算方法で広告効果を

計算すると、事業予算を大幅に上回る効果を発揮したが、



それ以上に、ブランドイメージの高いイベントやメディ

ア等を通して、集中的に和歌山県の「おいしい」、「健康」

のイメージが発信されたことが大きく、さまざまな消費

者の声から、特に首都圏でのブランドイメージは一気に

向上したと考えられる。いくつかの活動の結果について

以下に記す。 

 

ダイナースクラブ フランスレストランウイーク 2013 

� 「レセプション」や「ガラパーティー」では、来場

したお客様に対し、和歌山県産食材やフルーツを使

用したメニューを実際に楽しんで頂く機会をもつこ

とで、和歌山県産食材を「高級フランス料理に相応

しい素材」としてアピールすることができた。 

� 料理教室においては、和歌山県産食材を使用したク

ッキング・デモを行い、シェフの卵達に和歌山県産

食材を印象付けることができた。 

� 「首都圏10店舗：和歌山県特別メニュー展開」にお

いては、都内有名フレンチレストランのシェフ達に

和歌山県産食材を使った特別メニューを考案頂き、

「食の宝庫：和歌山」の認知促進を図る機会となっ

た。 

 

官民連携プロジェクト 立教大学×和歌山県「食の機能性

に関するフォーラム」 

� 自治体のイベントでは最大級の参加者数であったが、

ほぼ全ての参加者に満足頂いた。 

� 参加者の8割が「和歌山には機能性に優れた食材が

豊富であることが理解できた」と回答した。 

 

雑誌・テレビへの露出 

� 雑誌では、各ジャンルのリーディングマガジンをピ

ックアップし、「おいしい！健康わかやま」をアピー

ルするタイアップ記事を複数掲載してもらった。 

� テレビでは、BS放送に取り上げてもらった。プロジ

ェクト期間の制約があり、地上放送での番組を実現

するところまではもっていけなかったが、こちらも

無料で放送してもらった。 

� 雑誌、テレビともに、先方が興味をもつ仕掛けをし

たため掲載料・製作費は無料であり、広告料金に換

算すると、合計数千万円のレベルになると推定され

る。 

 

 

【考察・今後の展開】 

 地域の食のブランディングの手法として戦略PRは効果

的な手法であることがわかった。本事業では、食分野で

のさまざまな有力メディアとのネットワークがある（株）

高電社がPR 会社としての役割を担ったが、戦略PR は、

地方自治体、PR会社、メディアなどさまざまなステーク

ホルダーが絡んでおり、全体として以下の条件が整うこ

とが戦略PRを成功させるポイントであると言える。 

 

1. そもそも、地域の食自体が消費者にとって良いもの

である。 

 「良い」の評価基準はさまざまに定義することは可能

であるが、「おいしい」、「健康に良い」といった、何らか

の基準で良いことが担保されていることが前提である。 

 

2. PR 会社が戦略PR を実行するアセットを保有してい

る。 

 戦略PRを実行するアセットとは、具体的には、以下で

あり、これらをPR会社の社内に保有できていることが必

要条件となる。 

 

� 良質なメディアとのネットワーク・信頼関係 

� メディアネットワークのメンテナンス体制 

� 各メディアの各個人の異動情報等まで常時把

握する 

� 各メディアの特徴把握力 

� どのメディアがどの分野に強く、どういう効果

を発揮できるか等 

� メディアに発信するメッセージの開発力 

� PR戦略・戦術の立案・実行力 

� 何にリソースをはって、どのタイミングで、ど

ういうアクションを取るか 

 

3. イベントや自己メディアのプロデュース力がある。 

 地方自治体とPR会社がタイアップをして、良質なイベ

ントや自分から発信するメディアのプロデュースができ

ることが必要である。 

 

 勿論、必ずしもPR会社を活用しなければ上記3つの条

件を整えられないということではない。各地方自治体が

自治体の中に上記の機能を保有して実行することも可能

であるが、PR会社を専業とする企業にはスキルやケイパ

ビリティの面で総合的には一日の長があり、PR会社と組



んで進めるのか、地方自治体が自分達の力で進めるのか、

はテーマに応じて検討すればいい。 

 課題としては、行政機関での事業はどうしても単年度

主義になり事業が単発で終わることが多い。一方、産業

がサステイナブルに回る産業構造を構築するには、中長

期的、かつ、継続的な活動が必要であり、これまでのよ

うな単年度主義の考え方では実効性がない。最近は、国

の産業政策に基づくプロジェクトは長期のものが増えて

きたが、地方自治体でも産業を創造するためのプロジェ

クトは可能な限り長期で予算をつけるべきである。 

 今後の展開としては、1点目は、和歌山県が2014年度

以降も、中長期的な視野に立って戦略実行を継続するこ

とを期待するということであり、2点目は、本研究成果で

導き出したフレームワークをベースに、和歌山県以外の

地域の食のブランディングにも展開していきたい。 
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Ｇ－３ 我が国における地域ブランディングの現状と課題、地域づくりとの関係性をめぐる考察 

桃井 謙祐（経済産業省・長崎大学） 

Keyword：地域ブランド、地域デザイン、官民連携 

 

【問題・目的・背景】 

人口減少や高齢化が進展するとともに、地域間競争も一

層進展する中、我が国地域の活性化を図るための取組みと

して、我が国においても地域のブランディングということ

が注目されており、実際の取組み事例も増えつつあるとと

もに、またそれに関する研究も進みつつある。 

その中で、地域ブランディングの目的や、地域ブランド

の構築主体、ブランディングを図る際の地域のゾーニング

のあり方などについても様々な議論がある。しかしながら、

管見の限り、これまでの我が国における地域ブランドに関

する研究の多くは事例研究にとどまり、我が国全体での地

域ブランディングの現状等について、定量的なデータに基

づき分析した研究はほとんど見られない。 

 このため、筆者の勤務先である経済産業省では、筆者が

主導し、地域ブランディングとそれに関連する地域づくり

のあり方についての現状や課題等を全国的に把握すべく、

全国各地の自治体や地域づくりに関わる団体等を対象にア

ンケート調査を行い、1,400 弱もの回答を得た（経済産業

省委託調査報告書(2014)）。本研究ではその回答を分析し、

さらにそこから得た問題意識に基づき事例研究を行い、我

が国における地域ブランディングとそれに関連する地域づ

くりの現状やそのあり方、課題等について考察する。 

 

【研究方法・研究内容】 

今回、地域ブランディングの目的や実施主体、課題、ゾ

ーニングのあり方等についての先行研究における議論も踏

まえつつ、全国の地域を対象に、それらも含めたアンケー

ト調査を行った。また、その結果ももとに、さらに事例研

究を行うことで考察を進めた。 

 

【研究・調査･分析結果】 

１．アンケートの回答結果と分析 

 今回、地域ブランディングに関するアンケート調査を、

全国の自治体（都道府県、市町村、政令指定都市の区）、商

工団体、観光協会、NPO法人、観光圏認定地域の協議会等、

地域ブランディングや地域づくりに関連のありそうな団体

に対し行った。配布先合計 3,334に対し、1,377の回答が

得られた（経済産業省委託調査報告書(2014)。以下本節の

データはこれに基づく）。なお、「地域そのもの」のブラン

ディングを行なっているとする回答は289(21.0％)、「地域

そのもの」のブランディングは行なっていないが、地域資

源を活用し、地域に一定の貢献をもたらす取組みを行なっ

ているとする回答は566(41.1％)であった(n=1,377)。 

 

(1)地域ブランディングの目的 

 地域ブランディングの目的として特に重要と考える点を

重要度順に 3つまで挙げてもらったところ、重要度 1位で

も重要度3位までの合計でも、『地域住民が地域に誇りや愛

着、アイデンティティを持てるようになること』が圧倒的

多数に挙げられ、観光客や居住者の増加、雇用創出・拡大

等、他の目的を大きく上回った。 

 

＜地域ブランディングの目的（ヴィジョン）として重要だ

と考えるのはどのような点か＞(n=289) 

・ 地域住民が地域に誇りや愛着、アイデンティティを持て

るようになること…重要度1位61.2％（3位までの合計

84.4％） 

・ 日本人来訪者や観光消費の増加…重要度1位14.9％（3

位までの合計56.1％） 

・ 雇用の創出・拡大…重要度1位 4.2％（3位までの合計

31.5％） 

・ 地域への居住者増加…重要度 1位 4.2％（3位までの合

計26.6％） 

 

(2)地域ブランディングの実施主体 

 地域ブランディングを実施するコミュニティのメンバー

構成について尋ねたところ、自治体職員が含まれる地域が

最も多く(64.7％)、実質的に中心となっている人物・組織

としては自治体職員が他の各主体（地元企業、一般住民な

ど）を大きく上回っていた(28.7％)。 

 

＜地域ブランディングを構築・運営するコミュニティのメ

ンバー構成はどのようなものか＞(n=289) 



 

【出所：経済産業省委託調査報告書(2014)】 

 しかしながら、地域ブランディングの目的・目標の達成

度合いで見ると、自治体職員が中心となっている場合には、

地元企業・団体が中心となっている場合よりも順調に進ん

でいるとは言い難いようにも見受けられる（なお、ここで

の達成度合いは自己評価であることに注意が必要）。 

＜地域ブランディングを運営するコミュニティの中で中心

となっている人物と成果のクロス集計＞ 

 

【出所：経済産業省委託調査報告書(2014)】 

 これに関しχ2検定を行ってみたところ、自治体職員が中

心の場合と地元企業・団体が中心の場合とで目的・目標の

達成度合いを比較した場合、5％の水準で有意差が生じた。 

(3)地域ブランディングの体制づくりに関する問題点等 

 地域ブランディングを行っている団体の47.4％が、その

体制づくりにあたり問題点、課題、障害があったと回答し

た。その具体的な問題点等としては、「目標や認識、価値観

の共有(55.5％)」、「地域内部での連携・協力の難しさ

(48.9％)」、「住民を幅広く巻き込むことができない

(42.3％)」の順に多く挙げられた。 

＜体制づくりにおける問題点や課題、障害とはどのような

ことか＞(n=137) 

 
【出所：経済産業省委託調査報告書(2014)】 

(4)他地域との広域連携による地域ブランディング 

地域ブランディングの地域の枠組みとしては、最も多い

のは一自治体単位（市区町村）内での取組みであり 

(75.4％)、最も注力している枠組みで見ても同様 (63.9％)。

他方、隣接地域との連携による取組みは25.6％、ある共通

のコンセプトに基づく連携による取組みは 19.7％であっ

た。地域ブランディングにおける広域連携、あるいは戦略

的ゾーニングの重要性は指摘されているものの、実際の取

組みにおいては、未だそれほど重視されていない地域が多

いとも言えよう。検討したことのない理由についての設問

には、自地域内の取組みを優先するとの回答が多かった。 

広域連携の課題としては『目標や認識、価値観の共有』

（48.1％）、『役割や機能分担の明確化』(40.8％)、『他自治

体・組織との意思疎通に懸念がある』(36.0％)、といった

ものが多く挙げられ、特に『目標や認識、価値観の共有』

は最も大きな課題としても認識されていた(25.6％)。 

 また、実際の広域的な取組みの内容について集計したと

ころ、広域観光に関するものが最も多かった。 

＜地域ブランディングにおける他自治体や他組織との広域

的な連携の内容（フリーアンサーより集計）＞ 

 



【出所：経済産業省委託調査報告書(2014)】 

２．事例研究による分析 

 上記の結果も踏まえ、さらに各地の事例研究も行いその

要因・メカニズムを検討した。 

(1)地域ブランディングの目的について 

 地域ブランディングの目的に関しては、和田(2009)のよ

うに「その最終的な目的とは、モノが売れ、人が訪れるだ

けでなく、地域に関わる人々が、地域に誇りと愛着、そし

てアイデンティティを持てることなのではないだろうか」

と述べる研究もあるが、他方、実際にそれを実施する地域

の主体は、住民の増加等、具体的な目的を持って行うこと

も多いのではないかとも考えられた。しかし今回、実際に

行われている地域ブランディングの目的に関しては、『地域

住民が地域に誇りや愛着、アイデンティティを持てるよう

になること』が最も多く挙げられ、重要度で見ても、最重

要の目的として挙げる回答が最も多かった。 

 これに関し、実際に複数の自治体や地域団体にヒアリン

グを行ったところ、 

「まず住民自身が、自らの地域のことを好きにならなけれ

ばブランディングは始まらない」 

「地域の住民自身が地域のよいことを語れてこそ、地域外

からの来訪者もその地域のファンになる」 

「地方自治体としては、住民が幸せに暮らせる地域づくり

が基本であり、地域ブランディングの目的もまずそこにあ

るべき」 

「住民自身がその地域らしさを感じられなければ、結局大

都市に人は流れ、訪れる人もいなくなってしまう」 

「市内に魅力ある地域資源はあっても、市町村合併の中で

住民自身が市に対する愛着を感じなくなっている」 

などの見解が聞かれた。また、かかる観点から、市民教育

の重要性などを述べる地域もあった。 

 これまでの研究でも、地域ブランディングにおいては、

ブランド・アイデンティティの形成はその出発点であり、

またその成功のためには地域内部のマネジメントも重要で

あることは指摘されているが、現在、我が国の多くの地域

ブランディングへの取組みにおいては、まずそもそも地域

住民の地域に対する誇りや愛着・アイデンティティの形成

こそが最重要目的とされている。人口減少や高齢化に悩む

地域にとっては、これだけで地域の課題が解決する訳では

なかろうが、まず地域ブランディングの出発点として最重

視されていることが窺える。 

また、地域ブランディングに先進的な取り組む地域にお

いては、具体的な定住人口・交流人口の増大等についても、

直接目的とするよりこうした取組みで結果がついてくると

考えるもの、という考え方も聞かれた。また他方で、近年

の市町村合併により、そもそも新しい市町などへの住民の

誇りや愛着、アイデンティティが見失われ、その醸成が地

域ブランディングの目的になる場合もあることが窺われた。 

 

(2)地域ブランディングの実施主体と地域づくりについて 

地域ブランドの構築には、自治体の積極的役割を期待す

る声もある。しかし自治体職員主導では現状地域ブランデ

ィングはうまくいくことは、地元企業・団体主導の取組み

より少ないことがアンケートの回答結果から示された。 

これに関し、先進事例を中心に地域ブランディングに取

り組む地域にヒアリングしたところ、地域の魅力は、自治

体が積極的に作り上げるというよりも、地元企業・経済界

等のまちづくりへの取組みや、地元企業・団体の商品・サ

ービス（おもてなしなど）によって感じてもらえるところ

が大きい、という考え方も聞かれた。つまり、地域ブラン

ディングには、地元企業・団体がブランドの受け手への体

験価値の提供や関係性の構築に重要な役割を果たす一方、

自治体職員主導で地域ブランディングへの取組みを進めて

も、なかなかこうした地元企業・団体等の有機的に連関し

た取組みを誘発しにくい問題もあることが示唆される。 

ただし、一般に自治体主導では地域ブランディングはう

まくいかないとまで言うものではない。実際、町などが主

導することで地域ブランディングが進み、成果をあげる自

治体も存在する。特に、自治体規模が小さくなればなるほ

ど、職員と地域企業・団体等との距離は小さくなり、両者

間での一体感が生まれることで、自治体職員主導でも成果

をあげやすくなる場合もある。また、地域ブランディング

を主導する主体が自治体職員以外になかなか出てこない地

域も多いことも考えられる。こうした地域では、もともと

地域内の関係者がまとまらず、地域ブランディングを進め

るのに初めから難しい条件に直面している可能性がある。 

 

(3)広域連携による地域ブランディングについて 

 アンケートの結果からも示されるように、地域ブランデ

ィングにおいては、単なる行政単位を越えた戦略的なゾー

ニングの重要性について述べる研究も以前からあるものの、

実際に広域連携による地域ブランディングはそれほど行わ

れていない（なお、単なる地域資源活用まで含めても同様）。

そうした広域連携の課題としては、先述のように『目標や

認識、価値観の共有』、『役割や機能分担の明確化』、『他自

治体・組織との意思疎通に懸念がある』等が挙がっている。 



 これに関し、広域連携による地域ブランディングに積極

的に取り組んでいる地域にヒアリングを行ったところ、例

えば北海道の十勝地域では、観光客が道内他地域に比べ近

年唯一増加傾向にあり、また帯広市の働きかけで19市町村

が連携して「フードバレーとかち」の形成に取り組んでい

るが、同地域内では、農業生産に大きな強みがあるといっ

た共通点のみならず、各地の特徴が活かせるととともに、

基本的に民間主導で開拓が行われた地域という一体感・共

通のアイデンティティがあるということが、十勝としてま

とまりやすい要因として大きいとのコメントも聴かれた。

また、北陸飛騨３つ星街道誘客推進協議会では、北陸新幹

線開業を契機に、金沢市・高山市・白川村・南砺市（五箇

山）において連携が進められているが、未だ取組みが始ま

ったばかりであるものの、観光客誘致を進める上で、お互

いの強み弱みを補完しながら相互にメリットを享受できる

ことが連携が進みやすい要因の一つとのことであった。 

 つまり、地域ブランディングには他との差別化を図るた

めにゾーンとコンテクストのデザインが重要であるとの議

論があるが（例えば原田(2013)）、地域住民のアイデンティ

ティや価値観、あるいは相互の独自性・補完性等への配慮

なくして戦略的ゾーニングによる広域連携を構想しても実

際にはうまくいかない可能性があり、その成功のためには、

地元住民の意識やアイデンティティへの配慮、彼らが納得

できるコンセプトの形成・浸透、地域間相互のメリット等

を考えたゾーニングの検討なども重要と考えられる。 

 

(4)広域連携によるブランディングの目的と重層的地域ブ

ランディングについて 

 先述のように、地域ブランディングにおいて広域連携を

行う取組内容は様々あるものの、『広域観光』の推進といっ

た要素が最も多く挙げられていた。これは、地域ブランデ

ィングの目的として多くの地域が『住民の誇りや愛着、ア

イデンティティの醸成』について挙げていたことと対比す

ると興味深いが、これに関し、自地域と広域連携による地

域ブランディングの両方に取り組む地方自治体にヒアリン

グを行ったところ、広域連携による地域ブランディングは、

人に認知してもらう、来訪してもらうきっかけとしては重

要であるが、その地域に暮らしたい、住み続けたい人を増

やすには、広域連携だけでなく、より狭い地域範囲でのブ

ランド化も進めることが重要ではないかとの見解も聞かれ

た。つまり、地域ブランディングとは、単にコンテクスト

を工夫して戦略的にゾーニングするだけでなく、そもそも

地域ブランディングを行う目的や受け手の導線設計も考え

た上で、広域連携での地域ブランディングと、より狭い市

町村単位やコミュニティ単位での地域ブランディングの双

方を重層的に検討・実施していくことも重要と考えられる。 

 

【考察・今後の展開】 

 地域ブランディングは、これまで地域外の人や資金をい

かに惹きつけるかという点で語られることも多いが、実際

に地域ブランディングに取り組む主体の目的として、住民

の誇りや愛着、アイデンティティの醸成が多くの地域で挙

がっている。これは、多くの地域が課題として認識してい

ることが示唆される一方、人口減少に悩む現在、住み続け

たい地域づくりという意味では意義があろう。ただ、単に

かかる精神的価値の追求にとどまっては、地域ブランディ

ングは人口減少等地域の現実の課題解決には至らない可能

性もある。そこからいかに居住者の増加等の具体的成果に

つなげられるかといったメカニズムやプロセスを含めた取

組みやその研究の深化・具体化が重要であろう。 

また地域ブランディングは自治体中心の場合順調にいく

ケースが相対的に少ないとも見られる中で、有効な官民連

携・住民参加の進め方や、自治体主導で進める場合の方策、

広域連携のあり方につき、さらに研究の深化が重要であろ

う。さらに、地域ブランディングにも地域外の人の重要性

が増す中で、彼らとどう地域ブランドを共創していくかに

ついても今後検討を深めていくことが重要と思われる。 

 

※なお、本発表中、意見にわたる部分は筆者個人の見解で

あり、筆者の所属する組織の見解ではない。 

また、事実関係の誤りがあれば、筆者に帰するものである。 
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Ｈ－１ 地方自治体の「株主制度」の参加者プロファイル調査を通じた共感型投資の可能性 

～北海道東川町のケース分析～ 

保田隆明（昭和女子大学） 

Keyword： ふるさと納税、株主制度、資金調達 

 

【問題意識】 

人口8,000人弱の北海道東川町はユニークな「株主制

度」のもと、5 年 4 か月間で累計 7,500 万円以上の資金

調達に成功している。資金提供者のうち半分以上は北海

道以外、特に3分の1は関東圏の在住者である。本事例

の成功要因、資金提供者の属性を分析することで、日本

における地方の資金調達の可能性について検討する。 

 

【概要】 

 北海道東川町は、鉄道、国道、上水道の3つの道のな

い町である。人口約 35 万人を抱える北海道第 2 の都市

である旭川市の JR旭川駅から車で30分程度、また旭川

空港からも車で 15 分程度の場所に位置している。写真

の町として知られており、写真甲子園開催は 20 回を数

え、全国の高校の写真部の学生が応募してくる。また、

ロケーション的には、国立公園に指定されている大雪山

への入り口にあたるため、登山客の来訪もあり、町にあ

る道の駅にはアウトドア用品店の Montbell が隣接して

出店している。その他、複写式の婚姻届を作成し、町外

からも多くの新婚夫婦がわざわざ東川町に婚姻届を提

出しにやってくるなど、写真甲子園をはじめとして、交

流人口の増加を地域活性化の一つの柱として据えてい

る。結果として、定住人口も過去 10 年間で約 5％増加

している。この東川町で株主制度という名称のもとでふ

るさと納税制度が開始されたのは2008年7月である。 

 申込はウェブ（東川町、 Yahoo!のふるさと納税サイ

ト）、またはFAXで可能であり、払込は振込（郵貯、JA）、

クレジットカード（2011年12月開始）、窓口現金払いと

なっている。同制度は寄付金控除の対象となり、優遇税

制が受けられる。確定申告をすれば株主には所得税、住

民税が一部還付される。東川町は植林事業など 6 つの

「投資」事業を用意しており、株主はその中から自分の

投資したい事業を選択する。それら投資事業はどれも東

川町が自らのアピールポイントとしている、写真の町、

大雪山国立公園の存在、上水道のない水のきれいな町と

いう特性を生かした事業となっており、資金使途のスト

ーリーが明確である。また、植林事業への投資の場合は、

株主はお金を出すだけではなく東川町を訪問し町の人

と一緒に植樹を行うことができる。そしてその場所には

「株主の森」という看板が立てかけられる。自らの支払

った税金の見える化が株主に与える心理的満足度は高

いと想像される。株主の投資金額（寄付金額）と享受で

きる特典とを整理すると表1のようになる。 

 

表1 東川町の株主制度における投資金額と特典 

1口 2～9口
10～29

口

30～49

口

50口
以上

寄付金控

除の有無
なし あり あり あり あり

特典① あり あり あり あり あり

特典② なし なし
希望者

のみ

希望者

のみ

希望者

のみ

特典③ なし なし
2,500円
相当

5,000円
相当

7,500円
相当

特典④ なし なし あり あり あり

年間投資金額

注：著者作成。1口は1,000円。各特典内容は以下の通り。
特典①：町のコテージの宿泊料（15～25千円）半額。特典②：初年
度5,000円相当東川町土産。特典③：翌年度株主優待品。相当金
額は著者見積もり。特典④：町営宿泊施設無料（年間6泊まで）。  

 

 1 口 1,000 円からこのふるさと納税のもと株主になる

ことができるが、10口1万円以上を寄付した株主には、

初年度に東川町土産が送られてきて（希望者のみ）、翌

年度には株主優待制度のもと東川町の特産品が全員に

送付される。東川町土産も株主優待制度での特産品も、

中身は株主側で選ぶことはできないが、お米、水、トマ

トジュース、味噌の他、時期によってアスパラガス、ピ

ーマン、とうもろこし、にんじん、きくらげなどから構

成され、時期に応じた旬なものが送られてくる。初年度

の東川町土産は約5,000円相当、翌年度の株主優待は株

主の投資額（納税額）によって変わるが、1万円以上の

寄付で2,500円相当、3万円以上の寄付で約5,000円相当、

5 万円以上の寄付で約 7,500 円相当の特産品が送られて

くる。東川町の株主の投資金額別の分布を確認すると、

特産品を受け取ることができない投資額が 1 万円未満

の株主は全体の8.46%しかいない。その他、株主にはい



くつかの優待制度が設けられている。東川町役場に隣接

する「ふるさと交流センター」という場所での無料宿泊、

キトウシ森林公園という大自然あふれる公園内のコテ

ージでの半額宿泊などがある。 

 

【研究内容と分析結果】 

 本研究では、株主の属性データを東川町より提供して

もらい。また、2013 年 9 月に同町が株主に対して実施

したアンケートの集計結果も提供してもらい、その内容

（主に株主となったモチベーション）の分析を実施した。

まず、属性分析の内容であるが、2013年9月25日時点

で株主は2,027人存在する。男女比は3対1であり、う

ち投資回数1回の人が1,493人、2回以上（リピーター）

の人が534人おり、最大9回投資をした株主が存在する。

株主になってからの長さ（株主歴）は中央値で1.46年、

平均値で1.98年であり、全体像は図1（略）の通りであ

る。2013 年はメディアによる報道が増えた影響で株主

数が増加したため、株主歴が半年以内の株主が多くなっ

ているが、それ以外はバランスがとれており、毎年安定

的に新たに株主となっている人が存在する。 

 

図1東川町の株主制度における株主の株主歴（略） 

 

株主の投資時点の年齢分布は図 2 の通りである。60 歳

前後と 40 歳前後の多くなっているが、比較的若い世代

からも支持を集めていることが分かる。 

 

図2東川町の株主制度における株主の年齢分布 

 
注：東川町のデータをもとに著者作成。横軸年齢、縦軸株主数。 

 

 次に、地域別の分布を見たものが表2（略）である。

北海道が44%、それ以外の地域で半分以上を占めてお

り、特に関東では3分の1に上る。インターネットを

通じた小口資金を広く調達するクラウドファンディン

グにおける海外の先行研究では、資金調達者と資金提

供者が地理的に近い距離にあることが報告されている

が、日本では首都圏のお金をいかに引っ張ってこられ

るかが重要だと示唆される。なお、東川町は国内では

姉妹都市は有していない。 

 

表2東川町の株主制度における株主の居住地（略） 

 

 町にとっての資金調達額の推移は表3のとおりであ

る。毎年 1,000 万円以上の資金調達に成功しており、

これは他のふるさと納税を実施している多くの市町村

に比べても大きい金額となっている。1 回当たりの投

資金額の平均値は22,835円であるが、中央値は10,000

円であり、やはり東川町土産と株主優待を受けられる

10 口 10,000 円というのが株主にとっての一つの投資

金額の目安になっている様子がうかがえる。また、リ

ピート案件の方が投資金額が大きいという特徴を有す

る。なお、サンプルのうち投資金額の上位 1%を除い

た全期間の 1回当たりの平均投資額は、初回で 14,087

円、リピート案件で19,264円となり、初回金額とリピ

ート案件の金額の間には t 検定で 1％水準の有意差が

存在する。 

 

表3 東川町の株主制度による資金調達額の推移 

2008 2009 2010 2011 2012
2013

(9mo.) 期間計

総額（千円） 7,273 12,894 8,380 11,364 14,337 17,295 71,543
件数 287 493 425 427 715 786 3,133
平均投資額（円） 25,341 26,154 19,718 26,614 20,052 22,004 22,835

初回投資

総額（千円） 3,502 7,383 3,430 7,730 8,683 9,064 39,792
件数 176 274 221 256 521 579 2,027
平均投資額（円） 19,898 26,945 15,520 30,195 16,666 15,655 19,631

リピート案件

総額（千円） 3,771 5,511 4,950 3,634 5,654 8,231 31,751
件数 111 219 204 171 194 207 1,106
平均投資額（円） 33,973 25,164 24,265 21,251 29,144 39,763 28,708  

 

注：東川町のデータをもとに著者作成。2013年は1月～9月25日まで。 

 

3.4 投資金額の分析 

 株主の投資金額の分布は表 4（略）の通りである。

累計の振込件数としては3,133件、うち、2,027件が初

回投資案件である。特徴の一つは、1,000円の1口株主

が多いことであるが、これは町のコテージ利用料が半

額になることを求めた人たちの行為であると考えられ

る。ただし、1,000 円の株主のうち北海道在住者は

47.3%でしかなく、関東が 40.8%を占めていることは、

寄付金控除やコテージ利用などの有形のメリットがな



くとも、純粋に寄付をする人が北海道外在住者でも少

なくないことを意味する。次に、1万円、3万円、5万

円で山が存在するが、1 万円以上で東川町土産、株主

優待をもらうことができ、株主優待の中身が3万円、5

万円でグレードアップすることに呼応する。 

 なお、初回投資2,027件のうち、1,132件が北海道外

からであり、そのうち216件が現金支払い（東川町役

場の窓口での支払い）である。東川町へのヒアリング

によると、本州から写真甲子園、クロスカントリー、

婚姻届提出、道の駅訪問など、何らかの理由で東川町

を訪問したついでに株主になっているケースも多いこ

とがその要因である。これはついで買いならぬ、つい

で投資を誘発している可能性であり、多様な顧客との

リアルでの接点ポイントを有することが重要であると

の政策的な示唆に富む結果である。 

 

表4 株主の1回当たり投資金額の分布（略） 

 

表5 株主の初回投資金額のカテゴリー別平均値 

投資金額 標準偏差 件数

北海道 15,643 19,082 876
それ以外地域 12,883 11,539 1,132
（1％水準有意差）

性別 投資金額 標準偏差 件数

女性 11,659 12,269 511
男性 14,916 16,191 1497
（1％有意水準差）

支払方法別 投資金額 標準偏差 件数

現金 13,237 19,340 583
振込（郵貯、JA） 15,387 15,159 973
カード（yahoo） 12,410 7,944 451
（カードとそれ以外の差：1％有意水準）

投資金額 標準偏差 件数

東川土産アリ 14,807 13,153 1,511
東川土産ナシ 20,943 24,900 263
（1％有意水準差）  
注：東川町のデータをもとに著者作成。差の検定は t検定による。金額の

単位は円。 

 

 初回投資金額を地域別や性別などで見たものが表 5

である。北海道在住者の方が他の地域より投資金額が

大きい。北海道在住者の方が東川町に対してより応援

したいという気持ちが強いのかもしれない。性別では、

男性の方が女性よりも投資金額は高く、支払い手段別

ではYahooによるクレジットカード払いの方が他の手

段（現金や振込）よりも投資金額は低くなっている。

東川町土産の投資金額への影響を見ると、東川町土産

を受け取らないと選択した人の方が、受け取る人より

も投資金額は高い。モノ（土産）目的よりも、町の発

展に対して思い入れの強い人の方が寄付金額が大きい

ことを示唆する。これらはすべて t 検定において 1％

水準で有意差が存在する。なお、表は省略するが、こ

れら傾向はリピート案件に関しても同様の結果である。 

次に、どのような要因が投資金額の大きさに影響を

与えるかの分析を行った。株主優待によるモノを受け

取る人たちを対象として、投資金額を被説明変数とす

る回帰分析を実施した。具体的には、投資金額におい

て、全体の上位 1％と投資金額 1 万円未満を除外した

サンプルを対象として、投資金額を被説明変数として

最小二乗法で投資金額の決定要因を分析した。説明変

数は先ほどの表5で見た各カテゴリーであるが、地域

に関しては北海道以外では関東在住者の投資金額が大

きかったので、そのダミー変数も入れてある。結果は、

表6の通りである。 

 

表 6 株主の投資金額を被説明変数とする回帰分析

結果 

説明変数 係数 t値
年齢 132 5.897 ***
北海道ダミー 1,208 1.678
関東ダミー 1,366 2.178 **
クレジット支払(yahoo）ダミー -1,740 -2.816 ***
窓口現金支払ダミー 1,054 1.227
東川土産受取ダミー -4,279 -3.563 ***
男性ダミー 2,173 3.225 ***
法人株主ダミー -8,986 -9.555 ***
リピート案件ダミー 1,870 2.706 ***
定数項 9,695 5.818 ***

調整済R2 0.047
N 2,644  
注： t値はwhite修正済みのもの。***、**、*はそれぞれ1％、5％、10％

有意水準。 

 

高年齢、関東在住、男性、リピート案件で投資金額

は大きくなり、yahoo クレジットカード支払、東川町

土産を受け取るケース、法人株主で投資金額は小さく

なることが分かった。その他は、表5で見られた傾向

と同様である。この分析結果は、他の自治体がふるさ

と納税を実施する際のアプローチすべき個人プロフィ

ールとして参考になろう。 

次にアンケート調査の結果は以下の通りである。海

道東川町では、2013年9月に株主に対して初めてのア

ンケート調査を実施した。アンケートは 1,850 人の株

主に対して2013年9月13日に発送し、回答期限を2013

年9月末として実施した。10月7日にアンケートの回

答を取りまとめ、合計で823人から回答があった（回



収率：44.5％）。アンケート回答者の属性は、年代では

40代の割合がやや高いものの、おおむね母集団を代表

するサンプルとなっている。まず、東川町の株主が株

主制度を知ったきっかけは表7の通りである。 

 

表7 株主制度を知ったきっかけ 

クチコミ メディア

町民
から

町民以外
から

TV・
ラジオ

新聞・
雑誌

ウェブ
東川町
ウェブ

ふるさと納税
特集サイト

その他

回答数 115 97 52 56 79 114 154 156
割合 14.0% 11.8% 6.3% 6.8% 9.6% 13.9% 18.7% 19.0%

25.8% 22.7% 13.9% 18.7% 19.0%  
 

注：東川町のアンケート調査結果をもとに著者作成。 

 

 これを見ると、13.9％の株主は東川町のウェブサイ

トで株主制度を知ったということであり、他の用事で

町のウェブサイトを訪問した人が、偶然ついでに株主

制度を知ったということである。これは、町や企業が

ウェブを通じて資金調達をしたい場合は、他の施策で

人々と町や企業のサイトに誘引することの重要性を意

味する。また、町のウェブサイトに外部メディアのウ

ェブ（9.6%）とふるさと納税特集ウェブサイト（18.7%）

を合わせると、4 割強の株主の人たちはなんらかのウ

ェブサイトを通じて株主制度を認知したことが分かる。

なお、アンケート回答者を本州在住かつ東川町を訪問

したことのない株主（264 名）に限定すると、株主制

度を知った経緯は、外部メディアのウェブ経由が

18.1%に、ふるさと納税特集サイト経由が33.6%に上昇

する。逆にクチコミ経由は 13.2%に低下する。地域外

の人たちに存在を認知してもらうには、ウェブの活用

が非常に重要であることが示唆される。 

 次に、株主になった目的は表8のとおりである。株

主になった最大の理由を一つだけ選択してもらう質問

と、最大の理由を含めて複数回答ですべての理由を挙

げてもらう質問の二つの結果である。これを見ると、

株主になった最大の理由では、2 割の人たちは東川町

のファン、他の2割は支援事業に惹かれており（広義

の意味では東川町のファンと言えよう）、何らかの理由

で東川町に対しての思い入れのある人たちであること

が分かる。町が実施している他の施策が遠因になって

いる可能性がある。また、最大の理由の4割弱、複数

回答可からは約6割の株主が東川町土産や株主優待制

度に惹かれて株主になっていることが分かる。これは

モノに惹かれている人たちであり、以上からは町のフ

ァンや共感する人たちとモノ目当ての人たちの、大き

くふたつの層が混在することが分かる。 

 

表8 株主になった目的 

株主になった最大の理由

回答数
回答者に
占める割合

東川町民だから 44 5.3%
北海道民（東川町以外）だから 20 2.4%
東川町のファンだから 183 22.2%
支援事業内容に惹かれて 150 18.2%
東川町土産や株主優待制度 301 36.6%
税制優遇 34 4.1%
その他 91 11.1%
計 823 100.0%

株主になった理由（複数回答可）

回答数
回答者に
占める割合

東川町民だから 69 8.4%
北海道民（東川町以外）だから 79 9.6%
東川町のファンだから 360 43.7%
支援事業内容に惹かれて 364 44.2%
東川町土産や株主優待制度 497 60.4%
税制優遇 194 23.6%
その他 169 20.5%  
注：東川町のアンケート調査結果をもとに著者作成。複数回答の回答数

には最大の理由の回答数を含む。 

 

 なお、寄付金控除を最大の理由として挙げる人は少

なく、複数回答可の方では 23.6%の人たちが理由にし

ているが、これは意外に低い印象だ。東川町のファン

層にとっては金額はあまり関係ないということかもし

れないし、特産品目当ての人にとっては、寄付金控除

がなくとも特産品の提供で相応のものがあれば満足を

するということかもしれない。 

その他の質問項目の結果からは、他の地域へのふる

さと納税経験者は33.0%（3人に1人）、通常の株式投

資経験者は 46.5％（2 人に 1 人）存在することが分か

った。逆に、他の地域へのふるさと納税も通常の株式

投資も行っていない人は 43.4%存在する。この層に限

定すると、東川町の株主制度を知ったきっかけとして

はクチコミ経由が 52.4%と非常に高い。この層の取り

込みも東川町の株主制度の成功要因の一つだと思われ

る。その背景の一つはFAXでの申し込みも可能である

こと、また、上でも触れた東川町の町役場を訪問した

際についでに株主制度に申し込んでいく人の存在があ

り、ウェブ以外の申込窓口の重要性が示唆される。な

お、本州在住者の8割程度が今後東川町を訪問したい

と考えており、今後交流施策が重要になる可能性を示

唆する。 

分析結果からは以下のことが示唆される。モノでは



なく思想や理念に共感する人の方がより多い金額を拠

出する可能性、多面的に自治体と消費者とのコンタク

トポイントを作ることの必要性、調達資金の使途の見

える化、資金調達のストーリー性の重要性である。 



Ｈ－２ 観光振興による地域活性化における産業連携に関する研究～北海道小樽市の事例を交えて

～ 

木村俊昭（東京農業大学生物産業学部教授） 

Keyword：観光振興、地域活性化、産業振興、ブランド化 

【問題・目的・背景】 

今、地域においては、少子高齢化が進むなか、財政

再建や財政の健全化等を図るため、地域経済の再生な

ど、課題が山積している現状にある。北海道小樽市は、

北海道開拓の歴史上、特に江戸末期から、明治、大正

期、昭和中期にかけて、北海道の経済産業の中心地で

あった。ニシン漁、日本で三番目に開設した鉄道、港

湾整備が行われ発展した。小樽運河埋立論争を経て、

臨港道路や小樽運河整備がなされ、観光客入込数の増

を図った。残された歴史的建造物群など、文化遺産が

豊富にあるのは北海道内では小樽市と函館市、江差町

といえる。まちなかを散歩すると、歴史の足跡が残さ

れており、ほっとする佇まいが残っている。昭和にな

って、人口流出による過疎化、高齢化が進行し、経済

は衰退していった。過疎地域としての人口減少率が

21.34％と該当要件の17％を超え、財政力要件も下回っ

たため、平成22年4月に過疎地域に指定された。（平

成26年4月末人口126,344人、66,215世帯）） 

本研究では、そうした厳しい現状のなか、6 年前か

ら取組を始めた小樽市の客船誘致促進政策に着目し、

①その取組は具体的にどのようなものであるのか、②

その取組はどのようにして可能になったのか、③これ

からの真の地域活性化とは、どのようなことか、何が、

今、まちに必要なのかを、Ｖ字モデル（システムデザ

イン・マネジメント）を活用しつつ検証したい。 

【研究方法・研究内容】 

上記、3 点を明らかにするために、まず、小樽市の

客船誘致促進政策の取組、地域経済力（費用対効果等）、

および関係者へのヒアリング調査内容を分析する。 

平成20年からのクルーズ客船の入港は、本年39隻と

なっている。港湾収入のほか、乗船客の観光消費、関

連産業への経済効果が期待できる。全国各地の港湾で

寄港誘致への取組が活発化しているが、国内外の船社

や旅行業者などに積極的なプロモーション活動の実施、

市民の歓迎行事への参加など寄港地としての特色ある

魅力づくりを推進し、まちのブランド化を図っている。

これらの結果を基に、Ｖ字モデルにより、社会システム

デザインとして①要求分析（商店間連携、産業間連携、

商店と市民との連携：多様な価値を調査・分析）、②ア

ーキテクティング（多視点からトータルとして産業連携

の提言の骨格を構築）、③詳細デザイン（消費者の視点、

カスタマー、経済的視点など、多様な視点から提言の詳

細をデザイン、ステークホルダーの分析・必要であれば

その解決策）、④要素評価（其々の視点から提言のフィ

ージビリティを詳細評価）、⑤全体評価（提言全体の可

能性を評価）を検証する。 

産業連携を通じて、いかに地域内の企業等との連携を

高め、特に地場産業との連携による相互間の向上（所得・

売上拡大等）を実践できたのかが重要である。また、小

樽市の地域活性化の最適化のための戦略的アプローチと

しての産業連携を事後評価を行う。 

【考察・今後の展開】 

地域活性化と称しつつも、全国の各地域では中心市街

地、温泉地振興など、その地域の一部の活性化の域を出

ない政策が個別に実践されている現状がある。 

ここで重要なのは、地域活性化においても、当初に地

域のシステムデザイン・マネジメントを行うことであり、

最適化のための戦略的アプローチが必要であるといえる。 

地域内だけでなく、どの地域と産業連携することが、

そのまち（ここでは小樽市）の現在の人口確保（または

最適な人口規模）、世帯の所得向上や快適な生活環境など

が保障されるのか、その最適化を考察する必要がある。

核となる（今回の場合は商業連携）事象を地域資源（ヒ

ト・モノ・カネ）と関連付けて、地域ブランド化するこ

とが重要である。また、行政による広く議論し、課題整

理、政策策定などを行う場づくりやタイミング良い協

力・支援体制も重要となろう。 

本研究では、①産業振興による地域活性化、②地域活

性化のための産業クラスター構築を論じている先行研究

をサーベイし、小樽市の観光振興の地域活性化における

産業連携のあり方について、Ｖ字モデルを活用し、提言

するとともに、地域内の連携をどう加速させるか、約126

千人の所得や税収増に貢献するにはどうするのが最適化

なのかを考察するものである。 

◇連絡先： 木村俊昭  携帯０９０－２０５０－３９２２ 

東京農業大学 〒099-2493 北海道網走市八坂196 番地  



  E-mail ： kimura_toshiaki@i.softbank.jp  

 



Ｈ－３ 地域のデザイナーの活躍の場の拡大による地域活性化に関する研究 

村瀬 博昭（新潟薬科大学） 

Keyword： デザイン、地域企業、付加価値 

 

【目的】 

クリエイティブ系の職業であるデザイナーやアーティス

トは、業務に個性を反映させやすく、仕事を通じて自己実

現を図りやすい側面もあり、特に若者を中心に希望するな

り手が多い。 

しかし、クリエイティブ職を本業として生活することは

難しい。市場の需給バランスが偏っており、多くのデザイ

ナーやアーティストは仕事が少ないため、他に仕事を持ち、

兼業で生計を立てていることが多い。 

特にその傾向は地方に拠点を構える個人デザイナーに多

く見られる。その背景には、クリエイティブ系の仕事のニ

ーズが首都圏等の大都市に集中していることのほか、地方

企業も大都市で活動するデザイナーの方が地元よりも品質

面で高いと考えていることがある。地方のデザイン事務所

も、収入の大半が広告等の印刷代であることが多く、デザ

イン料を無料にして印刷業務を請負う悪循環が目立つ。 

また、地方企業は、商品にデザインを施す付加価値に対

する投資対効果が期待できないと考えている傾向が見られ

る。そのため、クリエイティブ系の職業は、地方では不活

発な状況となっている。地方で活動するデザイナーの活躍

の場が拡大し、デザイン業務だけで生計を立てられるよう

になれば、地域に若者が定着するほか、様々な産業の活性

化にも貢献することができる。現在、地方企業が大都市の

デザイナーに依頼しているデザイン業務を地元で担うこと

ができれば、経済が循環し、地域が活性化すると考えられ

る。 

 本稿では、地方を活動拠点とするデザイナーが、地元で

の活躍の場の拡大を図るために必要な要件について、デザ

イナー及び業務を依頼する企業の両側面から分析を行った。

また、デザイナーと地元企業との業務上のマッチングの促

進策について検討を行った。 

 本研究により、地域で活動するデザイナーが、地元でク

リエイティブ職を専業として続けるための方向性を示唆す

ることができる。企業についても、地元のデザイナーに業

務を依頼することで得られる付加価値を実感できることで、

業務上のマッチングが促進され、地域経済の活性化につな

がることが期待できる。 

 

【研究方法・研究内容】 

 四国 4 県において地域企業のデザインの活用に対する

意識調査及び、デザイナーへの仕事の実態調査を行った。

企業及びデザイン事務所各 400 件（徳島県 100、香川県

100、愛媛県100、高知県100）にアンケート調査の実施

し、現状におけるデザインの活用状況、仕事の状況など

について調査を行った。アンケートは、企業及びデザイ

ン事務所には質問紙を送付して返送してもらう方法で実

施した。回答者の抽出方法は、デザイナーは、NTT 電話

帳のリストを基に単純無作為抽出法で実施した。企業は、

四国 4 県の商工会議所及び商工会の会員である中小企業

を中心に調査対象事業者を 400 以上抽出してリストを作

成したものに、四国経済産業局から提供を受けた四国で

商品開発の実績のある製造業をリストに加え、単純無作

為抽出法にて調査を実施した。 

 調査日は、平成 24 年 8 月から 9 月にかけて実施した。

有効回答率は、デザイン事務所が 35.8％、企業が 46.8％

であった。アンケート設計の詳細は表1の通りである。 

 

表1：四国企業の商品やサービス等へのデザインの 

活用可能性に関するアンケート調査設計 

調査日 平成24年8月29日～9月17日 

調査対象 四国に拠点を置くデザイン事務所及び企

業各400件 

調査方法 質問紙郵送法 

抽出方法 単純無作為抽出法 

質問数 デザイン事務所 12問 

企業 7問 

送付数 各 400 件（徳島県 100、香川県 100、愛媛

県100、高知県100） 

有効回答率 デザイン事務所 143件（35.8％） 

企業 187件（46.8％） 

 

 アンケート結果から導き出された回答を基に、企業と

デザイナーの業務のマッチングを試験的に実施し、一定

期間内で、企業の商品にデザイナーがデザインを施し、

商品に付加価値を付け、企業に経済的及び非経済的な恩

恵をもたらすか実証的実験を行った。 



 本研究では、平成24年度と25年度の2年にわたり、3

組の企業とのデザイナーとの試行的マッチングを行い、

デザインによる付加価値創出の再現性の評価を行った。 

 また、本稿では活動事例を事後調査したのではなく、

アンケート調査の結果を基に仮説を立て、企業とデザイ

ナーとの試行的マッチングを実施して過程を科学的に分

析するプロセス研究を 2 年に及び行った。仮説について

は以下の通りである（表2）。 

 

表2：本研究の仮説 

仮説1 

地域のデザイナーが地元で活躍の場を増やすには、能力

の研鑽のほか、デザインの依頼に関して企業が抱える不

安を払拭する仕組み作りが必要ある。 

仮説2 地域の企業とデザイナーの業務のマッチングは、

コンテスト形式で実施すれば効果的である。 

 

【研究・調査･分析結果】 

1) デザイン事務所へのアンケート調査結果 

デザイン事務所へのアンケート結果は、経営上の課題な

ど、全体的に仮説通りの傾向が見られた。 

 デザイナーとしての経験年数は、5 年未満 2％、5～10

年12％、11～14年12％、15～20％11％、20～29年24％、

30年以上29％、無回答10％という結果となった。これま

でデザイナーとして活動していた地域は、四国のみ50％、

四国以外も含む35％、無回答15％であった。 

 現在の主なデザイン業務は、グラフィックデザインが

最も多かった（図1）。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1.工業デザイン

2.インテリアデザイン

3.グラフィックデザイン

4.パッケージデザイン

5.ファッションデザイン

6.クラフトデザイン

7.テキスタイルデザイン

8.看板・標識デザイン

9.その他

無回答

 

図1：現在の主なデザイン業務の種類（複数可） 

 

 受注した業務の元請、下請の割合は、元受の方が下請

けよりも多かった。約70％程度が元請であり、約20％が

下請が中心である。 

 デザインの提供先企業は、製造業、小売業、サービス

業などでばらつきがみられた。サービス業については広

告・チラシに関する業務が多い傾向が見られた。 

 営業活動の大半は、知人や同業者からの紹介またはリ

ピートオーダーが中心であり、新規顧客が広がる活動に

ついてはあまり実施されていない傾向が見られた。 

 デザイン業務の顧客開拓や営業活動について、実施し

ていることは、ホームページを制作してPRする程度であ

り、上位には「知人、同業者からの紹介」「リピートオー

ダー」といった受けの姿勢が強いことが窺えた（図2）。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1.広告

2.企業訪問

3.知人、同業者からの紹介

4.HP

5.展示会等への出展

6.リピートオーダー

7.その他

無回答

 

図2：実践している顧客開拓や営業活動 

 

 外部のデザイナーとの連携については、ほとんど連携

を図らない31％、時々連携を図る45％、頻繁に連携を図

る11％、無回答13％という結果となった。 

 連携内容は、専門性やノウハウの補完、次いで営業・

共同受注と、一社では請け負うことが難しい業務が発生

した場合などに連携を行う傾向が見られた（図3）。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1.情報交換、勉強会

2.営業、共同受注

3.専門性、ノウハウの補完

4.その他

無回答

 



図3：実践している顧客開拓や営業活動 

 地元企業との業務上のマッチングについては、とても

関心がある 34％、関心がある 26％、あまり関心がない

24％、まったく関心がない 13％、無回答 3％という結果

となった。マッチング事業への関心は、60％のデザイナ

ーが興味を持っていた。 

 デザイン事務所の運営における現状の経営上の課題は、

経営上の課題は、需要低迷を一番大きな課題として挙げ

た事務所が約50％あった。その他の理由については、ば

らつきが見られた（図4）。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1.大手事務所の進出による競争 …

2.同業者との競争激化

3.新規参入業者の増加

4.需要低迷

5.ニーズ変化への対応

6.新規顧客開拓・営業面

7.債務の過剰・金利負担の増加

8.取引条件の悪化

９.代金回収の悪化

10.事業資金の借り入れ難

11.人材の確保難

12.後継者不足

13.その他

無回答

 

図4：デザイン事務所の経営上の課題（3つまで選択） 

 

2) 企業へのアンケート調査結果 

 企業へのアンケート結果は、デザイナーの活用に関し

て不安に感じる点など、いくつか仮説通りの結果が得ら

れたが、地元のデザイナーに依頼をした経験がある企業

が多いなど、いくつか仮説とは異なる点も見られた。 

 回答者の属性は、製造業 60％、小売業・卸売業 20％、

サービス業9％、建設業1％。、その他1％、無回答1％で

あった。デザイナーへの依頼経験は、依頼したことがあ

る60％、依頼したことがない33％、無回答7％であった。 

 四国の地元のデザイナーへの依頼経験は、ある 75％、

ない20％、無回答5％であった。 

 依頼をしたデザインの種類は、パッケージデザインが

70％以上であり、他との大きな差が見られた（図5）。 

企業がデザイナーに支払ったことがある報酬額は、20 万

円未満 50％、20～100 万円未満 30％、100 万円以上 9％、

無回答11％であった（図6）。 

 外部のデザイナーに依頼する場合に不安に感じる点や

課題は回答にばらつきが見られた。傾向としては、報酬

額、投資対効果といった、費用に関する問題が高い状況

である。また、気に入るデザインでなかった場合の対応

について課題に感じている企業も多かった（図7）。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.工業デザイン

2.インテリアデザイン

3.グラフィックデザイン

4.パッケージデザイン

5.ファッションデザイン

6.クラフトデザイン

7.テキスタイルデザイン

8.看板・標識デザイン

9.その他

無回答

 

図5：依頼したことがあるデザインの種類 

1.20万円未満

50%

2.20万～100万

円未満
30%

3.100万円以上

9%

無回答

11%

 

図6：デザイナーに支払ったことがある報酬額 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1.選定方法

2.報酬額

3.コミュニケーション方法

4.投資対効果

5.完成期間

6.気にいるデザインでなかった場合…

7.品質的信用

8.その他

無回答

 

図7：デザイナーへの業務依頼に関する課題 

 

 デザイナーとの業務上のマッチングについては、とて

も関心がある16％、関心がある34％、あまり関心がない

32％、まったく関心がない 16％、無回答 2％という結果

となった。マッチング事業への関心は、50％の企業が興

味を持っていた。 

 企業が興味を有するデザインの専門性は、70％以上の

企業でパッケージデザインとなった。それ以外の分野は、

全体の10％程度ずつのニーズがあった（図8）。 



 デザイナーの業務に対する報酬の支払いは、可能73％、

困難2％、無回答5％であった。現状では、多くの企業が

デザイナーに報酬を支払うことが可能であると回答して

いる。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.工業デザイン

2.インテリアデザイン

3.グラフィックデザイン

4.パッケージデザイン

5.ファッションデザイン

6.クラフトデザイン

7.テキスタイルデザイン

8.看板・標識デザイン

9.その他

無回答

 

図8：企業が興味を持つデザイナーの専門性（複数回答可） 

 3) 企業とデザイナーとのマッチング事業の結果 

企業は、デザイナーに支払う報酬額や、気に入るデザ

インでなかった場合の対応などへの不安を抱いているこ

とがアンケート調査で明らかになった。したがって、最

初に金額を提示し、また、企業が抱くイメージに違いデ

ザインを選べるように複数のデザイナーの実績を確認し

て選択できるコンテスト形式でのマッチング事業を試行

的に実施し、企業の満足度とマッチングの成果について

調査を行った。 

 企業とデザイナーとの業務上のマッチングの成功率を

高めるため、事業者に実施したアンケートの中で、デザ

イナーに報酬を支払う意欲を確認し、積極的な企業とデ

ザイナーとのマッチングを行った。企業がデザイナーを

選定する過程や、企業とデザイナーとの打合せなど、マ

ッチング事業のプロセス研究を行った。平成 24 年度に 1

件、平成25年度に2件、合計3件について詳細な調査を

行った。成立した企業とデザイナーとのマッチング及び

依頼内容は以下の通りである（表3）。 

表3：成立した企業とデザイナーとのマッチング 

 企業 デザイナー 依頼内容 

1 包丁製造販売（高知） 個人（香川） 包丁デザイン 

2 菓子製造販売（愛媛） 事務所（香川） 菓子パッケージ 

3 和紙製造販売（高知） 事務所（徳島） ロゴデザイン 

 

 マッチング事業の 1 では、女性向け包丁のデザインを

施した。これまでの顧客は全て男性であったため、新た

な市場を開拓したいという目的で実施された。デザイン

性の高い包丁は通常の 2 倍の価格であったが、1 年間で

10 丁販売された。購入者は 9 割が女性であり、1 名の男

性も女性への贈答用で購入していた。新たな市場を開拓

できたほか、商品の付加価値も向上させることができた。 

マッチング 2 では、道の駅で販売を行う新たな商品の開

発ができた。マッチング 3 も、海外進出の際に用いる国

際的なロゴの開発により、米国や欧州に事業を展開させ

ている。 

【考察・今後の展開】 

 調査及びマッチング事業の結果、地域におけるデザイ

ン市場の潜在性が高いことを示した。しかし、これまで

業務の依頼に至っていない背景として、投資対効果のほ

か、不透明な報酬額が、依頼の促進を妨げていることも

明らかとなった。一方、デザイナーは、積極的に営業を

行っている事務所や個人は少なく、多くのデザイナーは

自ら活躍の幅を狭めている可能性があることが示された。 

マッチング事業では、3社すべてにおいて企業が満足す

る結果となった。デザインを施したことで、これまで顧

客ではなかった新ターゲットに付加価値の高い商品を販

売できたり、企業ブランドの構築を促進させたりするな

ど、具体的な成果も多く見られた。地域のデザイナーが

地元を拠点として活躍できる可能性及びその市場がある

ことを示すことができた。 

企業に対するデザインの品質を担保するためには、地

元でデザイナーの教育、デザイナー同士の競争により補

完できる。その方法として、コンテスト形式でのデザイ

ナーの募集が有効といえる。また、本稿では触れていな

いが、企業とデザイナーとの事業のマッチングを自律的

に促進させるプラットフォームの構築の検討も実施した。 

本研究では対象をクリエイティブ職の中でも人数の多

いデザイナーに焦点を当てて調査を行ったが、今後は、

画家、音楽家、彫刻家等、他のクリエイティブ職でも同

様のことを実践していく予定である。 
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Ｉ－１ 地域力を結集した地域資源のフル活用により人口減少に立ち向かう 

－東北公益文科大学のチャレンジ－ 

皆川 治（東北公益文科大学） 

 

【はじめに】 

(1)背景 

山形県庄内地方は、県北西部の日本海沿岸に位置し、方

言を含め内陸部とは異なる経済圏・文化圏を形成してきた。

庄内には、先人達が拓いた田畑、脈々と受け継がれてきた

食文化、美しい農山漁村の古民家・風景、豊かな森林資源

や水など、豊富な地域資源がある。 

他方で、庄内地方においても、人口の減少は深刻な課題

となっている。2005年の庄内地方2市3町（鶴岡市、酒田

市、三川町、庄内町、遊佐町）の人口は約30万9千人であ

ったが、2010年には約 29万 4千人に減少しており、その

中でも若者の減少が深刻になっている（国勢調査より）。庄

内地方における若者の減少の背景には、県外への就職志向

が高いことが一因にあると言われている。庄内地方では、

高校卒業者の県内定着率（県内内定者数／全内定者数）が、

県内他地域に比べ10％以上低い状態が継続している（庄内

総合支庁資料より）。関連して、山口ほか(2010)は、「庄内

地域では近年、大学進学率が上昇する傾向にあるものの、U

ターン率の現状、および、U ターン者の就業状況は決して

良好な状態とはいえないため、地域出身者の高学歴化が必

ずしも地域の発展につながっていない可能性が指摘しう

る」としている。 

また、庄内地方の一人当たり市町村民所得（232 万円 3

千円）は、県内市町村平均（240万円 2千円）を下回って

いる（平成 23年度市町村民経済計算推計結果より）。庄内

地方には、若者にとって所得的に魅力的な職場が少ない、

あるいは、魅力ある中小企業があったとしても、その情報

が若者に十分届いていないとの指摘がある。 

 

(2)本研究の目的 

庄内で働く若者を増やしていくためには、地域の中にや

りがいと所得を確保できる職場を継続して創出していくこ

とが必要である。その際、工場の進出に陰り（工場立地動

向調査）が見られる中で、地域にある、そのポテンシャル

が十分に活用されていない様々な資源を磨き、雇用の受け

皿を創出する仕組みを構築することや、所得の増大につな

げていくことが重要である。 

そのためのキーコンセプトは、イノベーション＝新結合

である。最近、山形県庄内沖に、メタンハイドレードが存

在する可能性が高いことが明らかとなり、話題となってい

る。メタンハイドレードは、ヨーゼフ・シュンペーターの

イノベーション理論における「新しい原材料」にあたる。

他方で、“地域で有効活用されていない資源“を活かすこと

を考えた場合、必ずしもこれまで未知の素材や革新的な技

術がイノベーションの必要条件となるものではない。従来

は、別の用途に利用されていたものや、ローテクと思われ

ていたものなどを、組み合わせを変え、新結合させること

により、新たな雇用の芽を生み出すことが可能となる。 

本研究においては、豊富な地域資源が活かされていない

（地域イノベーションが起きにくくなっている）背景につ

いて、国営造成施設である農業水利施設（国営水路）にお

ける小水力発電の事例を基に考察するとともに、今後、地

域資源をフル活用し、来るべき人口減少社会に立ち向かう

には、どのような取組みが必要となっているのか、大学を

含む地域の関係者の連携をどのように進めるべきかを明ら

かにすることを目的とする。 

 

【研究内容】 

(1)小水力発電への着目 

 我が国は、化石燃料等の資源に乏しい国とされている

が、国土の 7 割を森林が占め、そこから生み出される水

資源を利用した水力発電は、明治20年代から行われてき

た。大規模開発に適した地点の建設はほぼ完了しており、

現在は、中小規模の発電の開発が中心となっている。そ

の中でも、最大出力1,000kW以下の水力発電は「小水力

発電」と呼ばれている。 

 庄内平野南部を流れる赤川は、1600年代から農業水利

施設が造られ始めたとされ、昭和39年度から49年度に

は国営赤川土地改良事業が行われている。施設の老朽化

が進んだこと等から、現在、平成22年度から30年度ま

での予定で、赤川二期地区事業（総事業費 149億円）が

行われており、その事業の一環として、国営水路への小

水力発電設備の設置が行われることとなっている。小水

力発電による売電収入は、土地改良区の収支改善に貢献

するもの、ひいては、一人ひとりの組合員農家に裨益す

るものであり、より効率的・効果的な発電方式が採用さ



れることが望ましい。 

 

(2)研究の概要 

本研究においては、庄内赤川に設置された国営水路で

の純民間事業による小水力発電事業の実施検討を事例と

して、事業実施に関係する様々な関係者（民間企業、国、

県、土地改良区）へのヒアリング及び文献調査を行うこ

とにより、①地域の実情に応じた効率的な発電設備導入

に向けた現状と課題を整理するとともに、②地域資源を

活かすための枠組みづくりの重要性について考察を行う。 

 

【研究の結果】 

(1)山形における小水力発電のポテンシャル 

 山形県エネルギー戦略（2012）によれば、山形県にお

ける中小水力エネルギー（中小河川＋農業用水）の発電

量は、現状3,000kWであり、これを2020年までに6,000kW

に、2030年までに20,000kWに高めていくこととされてい

る。 

また、同戦略によれば中小水力エネルギーの発電期待

可採量は、435,535kW であり、そのうち農業用水は

80,291kW（全体の約 18％）とされている。また、山形県

が平成 23年度に県内の 16の土地改良区へ実施した調査

によれば、発電の可能性がある箇所は96箇所であり、発

電量の合計は 7,410kW（うち庄内地域については20箇所

510kW）とされている。 

 農業用水路を活用した小水力発電について、現在、国

内に普及している発電方式は、主に水の落差に着目した

ものであり、農業用水路から水圧管路を分岐させ、適当

な落差（数m～数十m）が得られる長さまで水を導き発電

を行う方式である。この方式は、落差を十分に取るため

の水圧管路を数十～数百 m 設置するなどの初期投資が大

きい一方で、発電量は1箇所当たり数十～数百kWにとど

まっている。 

国営赤川農業用水路については、水路幅が約4mを超え、

水圧管路を利用せずとも落差を 1.5～2m 確保できる箇所

が複数あり、また、夏季においては15㎥／秒程度の恵ま

れた流量があると見込まれる。発電方式については、こ

うした現地の実情を十分に踏まえ、それぞれの水路の形

状に適した水車を選定することが重要である。 

民間企業（JANUS社）によれば、フランス等の海外にお

いて導入されている斜掛カプラン水車（水圧管路を用い

ず開水路に直接設置するタイプの水車。バイパス水路に

設置することを想定。）を導入すれば、水路幅が広く、流

量に恵まれた国営赤川農業用水路の持つ特徴、発電ポテ

ンシャルをもっと活かせると言う。 

この民間企業の試算によれば、国営赤川農業用水路に、

当該方式の水車を８機設置した場合、年間 135 日の農業

用従属発電の場合でも、約 1,600kW の発電が可能と見込

まれている。これは、「山形県エネルギー戦略」の 2020

年の目標値（現状から 3,000kW の増加）の半分超を担う

量である。同目標値は中小河川を含んだものであり、中

小水力の発電期待可採量の 18％に過ぎない農業用水単独

でのポテンシャルとしては、非常に大きな数値と言える。 

なお、環境省の「平成22年度再生可能エネルギー導入

ポテンシャル調査」によれば、農業用水路への小水力発

電導入ポテンシャル（全国）は 298,609kW、地点数 595、

うち山形は 13,000kW（愛知、栃木、富山に次ぎ、大分と

並ぶ全国４位）、地点数40（栃木、富山、愛知に次ぐ全国

４位）とされているが、この環境省のポテンシャル調査

や山形県の各種数値については、水路幅が広く、流量が

多いという庄内赤川型の小水力発電の適地の箇所数を実

地に調査したものではなく、斜掛カプラン水車等の新た

な技術を勘案した「適地」に基づくものではない。また、

資源エネルギー庁の「未利用落差発電包蔵水力調査

(2009)」においても、農業用水路を活用した既開発地点

のほとんどが有効落差 15m 以上の地点であるとされてい

るとおり、これまでの開発の検討においては専ら落差に

注目が集まり、幅が広く、低落差（1.5～2m）、流量が多

い箇所に適した水車を活用した発電の検討は行われてこ

なかった。 

一民間企業における庄内赤川という限られたエリアの

みの実地調査により、「山形県エネルギー戦略」の 2020

年の目標値の半分超を担うポテンシャルが見出されたこ

とは特筆すべきことであり、今後、更なる現地調査を行

うとともに、地域の実情に応じた発電機の選定・導入が

行われることが期待される。 

 

(2)発電設備の導入に向けた現状と課題 

国営水路については、土地改良法第94条の６において、

「都道府県又は土地改良区等に管理させることができ

る」とされている。庄内赤川の国営水路については、基

幹的な施設の管理は県が受託し、実際の管理は、庄内赤

川土地改良区が行っている。庄内赤川において事業化を

検討していた民間企業は、国営水路の多目的利用の申請

を行い、小水力発電を行おうとしていた。これに対し、

民間企業からの聞き取りによれば、多目的利用の許可権



者が誰であるのが、現場レベルで明確にされておらず、

交渉相手を誰にすべきかの調整に時間を要した。庄内赤

川土地改良区は、多目的利用の許可権者は、国から管理

の委託をされている山形県であるとしているが、国営水

路を活用した民間企業による発電は、これまでに例のな

いことであったことから、国、県、土地改良区は、横の

連携を十分にとって対応すべきであった。また、庄内赤

川土地改良区内においても、事務局と理事等の農家の代

表との意思疎通が十分ではなく、農家レベルまで民間事

業のメリット、デメリットを説明する機会が与えられな

かった。 

また、現在は年間 135 日の農業用従属発電のみによる

発電計画となっているが、通年での発電が可能となれば、

事業の採算性が大幅に改善することとなる。そのために

は河川法23条に基づく許可手続き（国土交通省との調整）

が必要となる。更には、発電した電力を系統電源に接続

するための電力会社との調整も必要となる。また、固定

価格買取制度（FIT）に基づく売電収入について、日常的

に水路の管理を行っている土地改良区に対し、どのよう

な方式で配分するのかといった課題もある。 

このように、多くの利害関係者がいる中で、国営水路

の所有と管理を行う国、県、土地改良区の関係・役割分

担に曖昧さがあり、誰を交渉相手とすべきか明確にされ

なかったことから、民間企業と地元関係者との調整が大

幅に遅れることとなった。また、当該民間企業が提案す

る開水路への直接設置方式による発電設備の導入につい

ては、用水が溢れ出す可能性を回避するためのバイパス

水路の設置等をめぐり、これまで前例がなかったことか

ら慎重な検討が行われ、想定される初期投資が膨らんで

いったこともあり、現時点では、当該民間企業は純民間

事業による投資回収が難しいと考え、事業の推進を一旦

断念することを現地関係者に伝達している。 

 

【今後の展開】 

 開水路への直接設置方式の本格的な小水力発電設備の

導入は、庄内地方のみならず、全国的にも例がない取組

みであり、また、国営水路への設置を検討したことから、

官から民まで関係者が多岐に渡り、権利関係も複雑であ

るため、事業推進のための現地側の受け皿が定まらない

状態が続き、投資側との調整に時間を要することとなっ

た。 

来るべき人口減少社会に立ち向かうためには、本事例

に見られるような農家の所得の向上、負担軽減の機会を

できる限り活かし、地域全体の活力を高めていくことが

不可欠である。地方においては、前例のないことへの取

組みにまだまだ二の足を踏む傾向がある。行政側にも、

人口が減少する山形県庄内地域の未利用地域資源に着目

し、投資をしようとした企業に対する対応として、改善

の余地があった。今後は、地域の所得を向上させる機会

を逃しているこのような地方・行政双方の意識、体制を

改善していく必要性がある。 

国と県等の地方、国の行政機関間、官と民の関係を整

理し、事業化を図るためには、大学の有するシンクタン

ク・コーディネイト機能を活用しつつ、関係者が役割分

担の下に、連携して課題の解決に取り組むスキーム作り

が重要である。 

東北公益文科大学では、昨年度、文部科学省の「知の

拠点整備事業」の採択を受けており、地域の複合的な要

因に基づく課題の発見から調査・研究、解決策の立案、

合意形成、実践までを、多様なプレーヤーと連携しつつ

実施していく取組みを開始したところである。また、起

業文化の醸成を含む人材育成の取組みにも同時並行的に

取り組んでいる。 

国営水路での純民間事業による小水力発電の導入検討

の事例に見られるような地域の課題に、大学が「知の拠

点」として向き合い、地域力を結集して多種多様なアク

ションプロジェクトを行っていくこととしている。地域

に眠った資源を活かすことで人口減少に立ち向かう取組

みを進めていく。 
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Ｉ－２ 遠隔地での6次産業化を加速させる大学と中央卸売市場に関する一考察 

－大阪府中央卸売市場と大阪成蹊短期大学の事例を中心に－ 

 

池田千恵子（大阪市立大学・院、大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学 教育研究支援センター） 

 

 

Keyword： 6次産業化、地域活性、産官学連携、中央卸売市場 

 

【問題の所在】 

６次産業化の事例の一つとして高知県馬路村農業協同組

合による農産加工があげられる。小田切（2009）は、ゆず

を中心とする農産加工は、2006 年時点で 33.4 億円以上の

販売額があり、農協、森林組合、第三セクター、個人事業

主、役場などがジョイント・セクターを作りあげた事例と

して報告している。また、斎藤（2012）は、地域の活性化

において6次産業化にクラスターと地域ブランドの戦略を

盛り込むことの重要性、さらに実需者・消費者までつなぐ

にはバリューチェーンとサプライチェーンの統合化の必要

性を提言している。しかし、農山村の多くは、ジョイント・

セクターやバリューチェーンを形成できず、６次産業化す

る戦略を立てられていない。 

本研究では、都心部の卸売市場と大学の機能を用いるこ

とで、新たなジョイント・セクターの可能性について検討

する。 

 

【6次産業化の取組み】 

 大阪成蹊大学、大阪成蹊短期大学は、大阪府中央卸売市

場と2013年1月に包括協定を締結した。大阪府中央卸売市

場は、野菜類の取扱高が年々減少しており、近畿圏におけ

る野菜消費量拡大を推進するために、調理・栄養・フード

ビジネスを所有する同大学・短期大学と協定を締結した。

大阪府中央卸売市場は、協定締結後、地方のＪＡなどから

依頼された野菜の産地フェア用として、同短期大学にレシ

ピの開発を依頼するなど、近畿エリアの野菜の消費流通拡

大に取り組んできた。ＪＡ大浜（熊本）から「トマト酢」

を用いた商品開発の依頼を受けた大阪府中央卸売市場は、

大阪成蹊短期大学と新商品の開発を行った。本報告では、

この商品開発のプロセスをもとに6次産業化を促進するあ

り方について検討する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

1. 大阪府中央卸売市場 

農林水産省（2014）によると、卸売市場の主要な機能を

①集荷（品揃え）、分荷機能、②価格形成機能 ③代金決

済機能 ④情報受発信機能とし、中央卸売市場、地方卸

売市場、その他市場と分類している。大学連携を進めて

いる大阪府中央卸売市場が属する中央卸売市場は、2012

年度末現在で44 都市の72 か所に設置されている。その

取り巻く環境は厳しく、市場外流通の増加や景気低迷に

伴う取扱数量の減少により、中央卸売市場の数は、88

（1988年）から67（2014年）に減少し、取扱い金額も6

兆3902億円（1988年）から3兆9476億円（2011年）と

39％減少した。 

そのなかで、大阪府中央卸売市場は取扱数量の増加と、

従来とは異なる市場の機能の強化を図るために、大学連

携による事業を進めてきた。第5の機能として、出荷者、

卸売業者への「コンサルティング機能」を強化している。 

１） 大学連携における１次産業への関与 

 2013年9月、同短期大学栄養クラスの学生を対象に、

ＪＡ岐阜と共同で１泊２日の農業体験会を開催した。そ

の会では、岐阜産のトマトとホーレン草の収穫体験、Ｊ

Ａでの出荷見学など生産から流通までの流れを理解でき

る企画を実施した。他には、近畿圏の量販店での産地フ

ェア用に野菜のレシピ作成を大学に依頼し、販促ツール

として活用している。 

２） 産官学連携における２次・３次産業への関与 

 阪急沿線の駅内コンビニエンスストア阪急ＡＳＮＡＳ

の商品として「学生企画のお弁当」のレシピを同短期大

学調理クラスが作成し、2014年7月1日より、「からふる

和弁当」「ＯＨ弁当de“洋食”」「焼鯖のあっさりお茶漬け

丼」の 3 種類が販売されはじめた。これは、大阪府中央

卸売市場のコーディネートのもと、弁当を製造するシノ

ブフーズ株式会社と弁当を販売する株式会社エキ・リテ

ール・サービス阪急阪神とのコラボ企画である。 



 さらには、大阪成蹊短期大学でのオープンキャンパス

での産地直材の提供による食育事業、ＪＡ高知、ＪＡ岐

阜、ＪＡ長野などの担当者による学生への授業提供など

を行い、産地の野菜類の特産品の普及活動に努めている。

2013 年度の大阪成蹊短期大学、大阪成蹊大学における共

同事業案件は23案件70回に及んでいる。 

2. ＪＡ大浜 

 ＪＡ大浜（熊本）は、熊本県玉名市大浜町農業協同組合

として、（1959年）に設立され、熊本県の北西部に位置し、

菊池川河口部の有明海干拓地で農業生産活動と農産物加工

を行っていた。ＪＡ大浜（熊本）では、「総合化計画」を農

林水産省に申請し、認定され補助金を活用しながらトマト

の加工食品として「トマト酢」を開発し、歳暮などの贈答

品として販売していたが、高級品のため十分な販売数をあ

げることができず、日常品への転換を探っていた。ＪＡ大

浜は、卸売会社を通じ大阪府中央卸売市場と連携先の大阪

成蹊短期大学と接し、同短期大学総合生活学科食物コース

で商品開発を委託することになった。 

 

3. 商品開発 

商品開発は、写真１から写真４の流れで実施された。 

 

写真１ 関係者による全体打ち合わせ（大阪府中央卸売市場・ＪＡ大

浜・総合生活学科調理クラス） 

 

 

写真２ JＡ大浜の組合長による学生への商品説明会 

 

写真３ 学生による商品開発 

 

 

写真４ 学生による商品説明 

 

 

写真５ 商品サンプル 

 

【表１】トマト酢を用いた新商品ならびにレシピ案 

商品

寿司酢

タルタルソース

かける酢

バーニャカウダー

酢味噌

ディップ（デザート）

漬け酢（南蛮用・野菜用）

二色の胡麻酢

グリッシーニ、パン添え

鳥南蛮、酢の物、野菜のマリネ

豚しゃぶ

派生レシピ

ちらし寿司、かっぱ巻き

海老フライ

とんかつ、からあげ

バーニャカウダーサラダ

イカときゅうりの酢味噌和え、蒸し野菜の酢味噌和え

 

 

表 1 の商品案とそこから派生するレシピが作られた。

例えば、「食べる酢」は、刻んだ香草野菜を加え、とんか



つなどの揚げ物にかけて食べるドレッシングとして使用、

「寿司酢」は、トマト酢の赤い色を活かし、チラシ寿司

用のお酢として小さな子どものいる家庭で喜ばれる商品

として開発された。 

 

【大学と中央卸売市場を用いた地域連携】 

1. 大学開発商のブランド化 

産官学連携の事例として、地場の大学や近隣の大学と

商品開発を行い販売するケースが増えている。新宿高島

屋では、「大学は美味しい!!」のフェアで、大学が地元の

名産品・自慢の食材を新たな視点で製品化したものを「大

学ブランドの食品」としてイベントを実施し、盛況であ

る。また、2013 年度からスタートした「地（知）の拠点

整備事業」に採択された島根大学は、農林水産業の六次

産業化プロジェクトセンターを設置し、出雲地域特産品

の第 6 次産業化に取り組んでいる。すなわち、大学のあ

る地域では、大学のブランドで商品化や共同開発を行っ

ているが、大学のない地域ではそのような機会は限られ

ていた。 

 

２．地元大学との6次産業化 

「6次産業化の実践モデル」での報告によると、高知県

馬路村農業協同組合においては、図 1 のような産官学連

携のもとに事業が進められ、高知大学医学部・農学部と

柚子の種について共同研究を実施している。有機無農薬

栽培の柚子の種から安心・安全を打ち出した化粧品の製

造を行い、柚子の種から抽出したシードオイルの活用に

向けて、アロマテラピー協会とも連携を行うなど、新た

なネットワークを構築している。しかし、販売チャネル

は高知県内に限られている。 

          

 
【図1】馬路村農業共同組合連携の流れ 

<出典：6次産業化の実践モデル（野村アグリプランニング＆アドバイザリー㈱> 

 

 

【図2】大阪府中央卸売市場・大阪成蹊短期大学連携の流れ 

<大阪成蹊短期大学、ＪＡ大浜、大阪府中央卸売市場連携：筆者作成> 

 

３．中央卸売市場を活用した6次産業化 

大阪成蹊短期大学では、2013 年度に熊本県のＪＡ大浜

と連携事業を行った。大阪府中央卸売市場との連携によ

り、大阪府中央卸売市場がハブとなり、図 2 のように遠

方地域のＪＡと接点を持つことができた。熊本県にある

ＪＡが大阪の短期大学に商品開発を依頼する。開発され

た商品は、大阪府中央卸売市場の販売チャネルを用いて、

京浜百貨店で販売することができる。これは、近隣に大

学が存在しない地域においても、大学と共同して商品開

発を行える可能性を示している。今回のケースで得た新

たなジョイント・セクターは下記のようになる。 

１） 商品開発機能の拡充 

各地域のＪＡは、都市部の卸売市場・大学という新た

なジョイントを形成することで、大学の学生や教員の視

点を用いた既存とは異なる商品開発の機会を得ることが

できる。農村部では超高齢化が進み、シニア層が 6 次産

業を担っているケースが多い。学生の視点による商品開

発により、若年層の消費者向けの商品開発の機会を得る

ことができる。 

２）新たな販売チャネルの獲得 

卸売市場や卸会社と連携することで、都心部の新たな

販売チャネルを獲得できる。図２においては、地元の消

費者に商品を提供していたエリアが、近畿圏の京急百貨

店の消費者に及ぶ、新たな購買層の獲得を示した。従来

の 6 次産業化においては、独自で商品開発を行い、直売

所や道の駅など近隣で商品販売を行うケースが多い。イ

ンターネットによる通信販売も容易にできるが、商品の

認知度の形成が重要であり、その後に商品が購入される。 



 6次産業化を進めている農家やＪＡは、商品開発機能や

販売チャネルを地場だけにとどまることなく、都心部の

大学や中央卸売市場などを活用することにより、６次産

業化の可能性を拡げられる。 

 また、これら商品開発の機会を通じ、学生は実践的な

場を得るだけではなく、商品開発を行う上で必要な課題

発見やプレゼンテーションなど、社会人に必要な基礎力

を形成できる。3者にとって有益な関係を構築できる。 

 

【課題】 

 本報告では、大学と中央卸売市場との連携による 6

次産業化の加速性について提言したが、次の 3 点が課題

としてあげられる。 

１）独立採算制のしくみつくり 

地方に無数点在している生産者が独立ちできるしくみ

の欠如が課題としてあげられる。補助金を利用しながら

今回提言したような大学や中央卸売市場と連携し、活路

を見出すことは出来る。一方で、それは立ち上げの段階

での機動力とし、その後、自立していくプロセスが必要

になってくる。そのための人的資源の確保、しくみづく

りなどが課題となる。 

２） 補助事業の計画性 

 ＪＡ大浜は、2011年度の総合化事業計画第1回認定に

採択され、地域の特産品であるイタリアントマト等を利

用した商品の加工・冷凍・販売事業に着手した。2011 年

9月にトマトなどの加工施設のＣＡＳ凍結センター（事業

費約2億2000万円）を、2012年11月に直売所やピザ販

売コーナーからなる複合施設のＴＯＷＡＥ（事業費約

7500万円）を開設したが、採算が合わずに2013年11月

に熊本県から業務改善命令が出され、2013 年度末で同事

業から撤退している。宮地・高柳・中川（2014）も、2011

年から2013年の認定事業者320件中、本事業が想定して

いる他の事業者とネットワークや連携を申請の段階で設

定しているのはわずか34件（10.6％）であることを指摘

している。事業が継続できるビジネスプランならびにプ

ランに基づいたネットワーク作りが課題といえる。 

 大阪成蹊短期大学と大阪府中央卸売市場と共同開発で

行った新商品開発事業は、県の業務改善命令の元に中断

を余儀なくされた。全事業の継続には、事業計画段階で

の適切なジョイント・セクターの形成が必要であった。 

３）大学の研究機能としての役割 

 大阪成蹊短期大学においても、大阪府中央卸売市場か

らの依頼案件を順次受け入れ、一つの生産地を対象とし

て、農業体験、食育事業、レシピ作成、商品開発まで全

てを一貫して実施できていない。部分的な役割を担うの

ではなく、遠隔でありながらも、産地のことを知り、マ

ーケットを把握し、経年計画でかかわっていくことで、

より深い共同事業が可能となる。 

 

【考察・今後の展開】 

 今回は、大阪成蹊短期大学調理クラスの事例で報告を

行ったが、同短期大学には栄養士を目指す栄養クラス、

カフェ経営などを目指すフードコーディネートクラスが

あり、大阪成蹊短期大学マネジメント学部には食ビジネ

スコース、芸術学部を併設している。 

 今後、地方のＪＡなどから商品開発などの依頼があっ

た場合には、栄養クラスが栄養学的な側面で検証を行い、

食ビジネスコースは販促に必要なマーケティングを行い、

芸術学部では広報戦略を立案する、など大学の機能を十

分に活かし取り組んでいくことで、継続的な事業を支援

できる体制つくりが行えると想定される。それを実現す

るための事務局の機能強化も、今後、合わせて検討して

いきたい。 
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Ｉ－３ 農工連携による地域特産品開発を通じた地域活性化 

○横畠康吉（NPO 法人 AUX）・池本未希（同）・池本有里（四国大学）・山本耕司（同） 

Keyword：地域連携，地域産業，地域特産品 

                                                     

【はじめに】 

徳島県の中山間地域は，人口，土地，集落の空洞化

が顕著である．空洞化によって中山間地域の農業集落

は，限界集落から臨界集落へと進行し，集落瓦解の瀬

戸際にたたされている．これらの集落は，高度成長期

に過疎化の波に洗われ，人口を域外に流出させるとい

う経験をした．それは農家の次男・三男といった域内

余剰労働力の流出であった．また，挙家離村の多くも

この時期に見られた．とりわけ，県西部の中山間地域

に位置する自治体では顕著であった． 

しかしながら過疎化の過程にあっても集落の基本

である家には家業後継者が残り，田畑，山林業務に従

事することで集落機能を維持し，地域コミユニティー

を崩壊から守ってきた． 

1990 年後半になると集落機能維持者は高齢となり，

社会的人口減少を引き起こしながら，過疎地域は家業

担い手人口の減少する中で，農林地の放棄，集落の崩

壊による村の空洞化が見られるようになってきた．こ

のような状況下にある徳島県の中山間地域，域内に一

部中山間地域を含む自治体において，住民が農工間連

携により地域特産品を開発し，地域活性化に取り組ん

でいる事例を報告し，地域活性化に必要な因子，要因

を考察すものである． 

 

【問題・目的・背景】 

 事業所の立地する美馬町は 2005(H17)年 3 月に，美

馬郡内の 

４自治体（脇町，美馬町，穴吹町，木屋平村）が合併

してできた美馬市の北西端に位置する．市域面積は，

367.38 ㎢で，人口は 32,416 人(2010 年)となっている．

市域中央部を東流する吉野川の右左岸沿いの平野部

が社会経済活動の中心となっている．吉野川右岸南側

は，急峻な四国山地，左岸北側の讃岐山脈の山麓には

扇状地と河岸段丘が形成されている．讃岐山脈は東西

に連なり，分水嶺が香川との県境を成している．四国

山地，讃岐山地の中山間地域は，市域面積の 80％弱

を占めており，人口減少の続く地区である．市域の可

住地面積は 76.05 ㎢で，市域全体の 20.7％である． 

 吉野川中流域左岸，市域北西端に位置している美馬

町地区は，他の３町村に比べ農業振興の基盤となる平

地部が多いといえるが，山麓扇状地の占める割合も多

く，土地条件が農業的な土地利用の発展を促進する条 

件地区でないと言える． 

また，商業的・工業的な発展を見た場合でも，美馬

町地区の東に接した脇町地区や吉野川に隔てられた

対岸に位置する美馬郡つるぎ町貞光地区には，中心地

機能が集積している．鉄道輸送時代には貞光地区にあ

る貞光駅を利用して徳島市方面，域外への移動に利用

するなど，繋がりが強かった．このような位置条件か

ら地元に雇用の場，雇用の機会が少なかった．この地

区に存在する労働力は，若年者は地区外に雇用機会を

求め移動し，高齢者は地区内にとどまり，農業，土木

建設作業に従事するのが一般的傾向にあった．この年

齢差による人口の流出．滞留は，人口の再生産を弱体

化させ，人口減少から過疎へと進行していった．今，

地区住民の高齢化は進み，地域活力は低下し，雇用機

会はさらに低減しつつ地域活力は衰退するという悪

循環に陥り，地区の社会経済力は低下していったもの

と考えられる．衰退への悪循環から地区に活力再生を

図って行くことが地区振興の目標である． 

 1980 年代は，地方の時代といわれ，国の国土総合

開発構想の具体的振興地域を設定し，一県一地域のモ



デルプランとして，地方定住圏構想に代表されるよう

な地域振興プランが立ち上げられた．これは，全国的

に普遍化した都市生活様式であったが，都市的財・サ

ービスに対する需要の地域的分布を見ると，配分，再

配分歪みが生まれ機能不全をおこしていた．都市部で

は，過密の中の過疎を発生させつつ，都市機能の分化

が進行する中，外部不経済が発生し，生態学的危機，

都市内部の機能不全，中央と地方の経済格差が顕在化

した．この格差是正を図り，人口の均衡分布を求める

方策としてうちだされた．地方の中核都市と周辺の農

山漁村地域の振興計画が策定された．定住圏策定に係

わり商工会地域の地域活性化策定の動きも活発とな

り，旧美馬町でも国・県の予算支援の元に地域振興計

画策が策定されることになった．地域振興の内容は，

都市と農村の人口交流を図り，総合観光地としての機

能を持った地域開発を進める趣旨での方向性であっ

たように考えられる．既存資源や地域産業の活用を図

り，地域の発展を考えるものであったと言える． 

 四国自動車道との関連の上に進められる開発であ

ると位置づけられての開発を進める必要があった．域

内にある観光客体は，歴史的価値のある社寺仏閣跡，

考古学的意味のある遺跡，吉野川と讃岐山脈周辺の自

然環境資源などがある．このような地域の観光資源を

利用する形態の観光は，周遊レジャー，名所旧跡めぐ

り，宗教的祭礼観光が中心となり，流入者の行動タイ

プは，日帰り，一泊滞在旅行者が一般的となる．この

ような流入客を満足させることと地元経済への効果

を考えたものとしなければならない． 

 そのためには，流入客に対して，おもてなしの心で

対応し，地場農産品による味覚サービスを振る舞い，

人間性回帰を強く求める都会人に素朴な田舎を身近

に感じさせる地域サービスを売りとする開発でなけ

ればならなかった． 

上に述べたように，美馬市美馬町の地域振興は，平

成の町村大合併前の 1980 年代に始まる．当時，基幹

産業であった農業は，平地部で水田と野菜，中山間地

で葉たばこ栽培，養鶏業が盛んであった．振興の中心

は交流人口を増加させるために観光産業による地域

活性化を図ろうとするものであった．町おこし事業に

は，100 名の若者が集まり，活性化事業の目的を多く

の若者が集まる町づくりが考えられた．美馬町では，

ハングライダー施設・モトクロス施設，郡里ハイツな

どで，施策の中心に据えられたのは，補助金による箱

物づくりにあった．多くの若者を巻き込んでの町の観

光事業は，観光客体に対する観光主体の動きが読めず

成功したといえなかった．低迷する観光事業から，新

しい方式による起業が求められ，農工連携事業への取

り組みが始まったのは，1990 年代になってからであ

る．1990 年代になるとバブル経済に陰りが見られる

ようになり 1991 年にバブル経済は縮小した．この時

期から美馬町重清地区から 10 名の参加者を持ってイ

ベント関連事業から物づくりへの方向へと転換させ

た．美馬町の地域特産品に付加価値を付けることで，

美馬町らしさを表現した地域産品の模索が始まった． 

当時の美馬町長逢坂氏も加わった開発委員会が設け

られた．強い絆となる標語「いい町には，いい人がい

るから仲間づくり」を掲げて，開発委員会による地域

おこし事業が始まったのは，合併前の 2003 年のこと

であった．2007 年に青唐辛子の農産加工品「みまか

ら」が商品化され，同年の 10 月に販売された．実に

４年間を費やしての特産品が誕生している． 

 

【研究方法・内容】 

地域の伝統野菜である青唐辛子の加工食品「みまか

ら」を取り上げている加工食品「みまから」の生産と

販売による地域活性化の実態の聞き取り調査を中心

に，補足的に文献資料を用いて調査を進めている．加

工材料の生産農家，製品のロゴマークやネット販売の

構築に助力した美馬商業高校の生徒などの協同によ

って構築された６次産業が地域活性化をもたらして

いる事実を明らかにしている． 

「みまから」の事例に見られるように，地元農産物

を加工し販売する一連の経営事業を行う６次産業化

への動きは，畦地和也（畦地和也 2010 年『地域開発』

イチゴの生産・ケーキに加工・カフェレストラン－６

次産業化モデル「風工房」）が指摘するように 2010

年 6 月第 174 回国会における菅首相の所信表明で，農

山漁村が生産，加工，流通までを一体的に担い，付加

価値を創造できることができれば，そこに雇用が生ま

れ，子供を産み，子育てに健全な地域社会が育まれる．



農林水産業を地域の中核産業として発展させ，食糧供

給率への向上も期待できると，６次産業化の推進を強

調したのである．６次産業化の考え方は，１（第１次

産業）×２（第２次産業）×３（第３次産業）を掛け

合わせ，多角的，他業種との連携による経営によって

付加価値を高め，新たなビジネスを創出しようとする

概念である． 

美馬町での商工連携事業は，2000 年代に始まる．

商工会では，地域活性化の方向として地域性のある特

産品開発に取り組める農商工連携事業の可能性を探

っていた．食品に関心のある商工会婦人部が地元食材

である青唐辛子に目を付け，これを使った食品加工の

開発を考え試行した結果，比較的容易に青唐辛子の加

工品ができあがり，商品化を完成することができた．

商品として世に出すためには，原材料の生産や販売体

制の組織立てが必要であった．2007 年になり美馬特

産品生産組合が設立され，加工施設美馬交流館が稼働

するようになり本格的な加工販売が始まった． 

 生産組合の加工販売施設「美馬交流館」の工房では

青唐辛子の加工が行われている．輪切りにされた青唐

辛子をゴマ油で炒め，醬油や味醂などで味付けされた

加工食品「みまから」である． 

 

・栽培農家 

 2007 年には，「みまから」の原材料である青唐辛子

栽培は，7 戸の農家で始まった．2010 年になると 14

戸の農家で栽培されるようになった．栽培地域は，美

馬町田野ノ井地区で，標高 500 メートルの準高冷地に

位置する．平地に比べ気温の日格差が大きく，青唐辛

子の栽培に適した土地で，栽培面積は 1ha である． 

ここの農家は，葉たばこ栽培で現金収入を稼得してき

たが，2010 年で葉たばこの契約栽培が終了し，葉た

ばこに代わる換金作物として青唐辛子の契約栽培に

取り組んでいる．葉たばこと青唐辛子の農家収入を比

較すると，葉たばこでは 10a 当たり 25 万円程度の収

益がもたらされているのに対し，青唐辛子の場合は，

10a 当たり 400 本栽培が可能であり，1 本当たりの収

量は 4 ㎏程度のようである．2010 年度は 1 ㎏当たり

600 円で取引されているので，1 本当たり 2,400 円の

収入が得られるので，10a 当たり 96 万円の土地生産

性となる．この点からすると葉たばこ栽培での収入に

比べ有利に見えるが，１人当たりの栽培本数は 100

本が限界となるので，労働者１人当たりの収益性は

24 万円となる．土地生産性と労働生産性での比較は

尺度がことなり，双方同程度の農家稼得であると言え

ないものの，青唐辛子栽培に従事する方が収益性は高

いと言える． 

 作付けは，4 月末から 5 月初旬にポット仕立ての苗

を本田に移植する．2011 年の作付けの実績は，2,500

ポット苗を移植している．規模の大きい農家では，400

ポット苗を移植し栽培している．収穫は 7 月中旬から

始まり 9 月末まで続く．収穫は濃緑色のものを摘み取

り，加工工房である美馬交流館に出荷する． 

 

・製造販売 

地域特産品「みまから」の製造・販売は，農工商と

教育機関との地域連携によって成立している 

図２ 農工商・教育との地域連携 

 

「みまから」は，2007 年に本格的に製造販売が始

まり，2010 年には美馬交流館の工房で瓶詰め 2 万

個が製造され，徳島あわおどり空港売店，松茂バス

ターミナル店舗，阿波踊り会館物産販売店など 70

に及ぶ土産物販売店や量販店で販売されている．ネ

ットショップでの販売も好調である．工房では，逢

坂組合長とその妻逢坂路子氏，パート従業員３名に

よって手作業で輪切りにされた 4 ㎏の青唐辛子を

ごま油で炒め，調味料を加えて瓶詰めにすると加工

食品「みまから」が完成する．最終的には，「みま

から」のロゴマークが瓶に貼られて商品とした出荷

される． 

 生産工程は，労働集約的であり，一釜分の唐辛子

4 ㎏を 90 分かけて輪切りにする．時間ロス等を

原料栽培  加工・販売  

    

商品ロゴデザ

イン 

ネットショップ 
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農家 
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考え機械化を考えたが，20 ㎝の青唐辛子はすべ 

てが整ったものでなく，歪みがあり，機械カットでは， 

不揃いなものになり商品として使用できないので，今

のところ手作業によるカットである． 

製品は，「みまから」「一味」「いりこみそ」「ガーリ

ックオイル」「コチュジャン」「ちりめん」など，12

種類の製品を加工販売している．2007 年からの販売

実績は，前年度の 5 割増しで推移している．2008 年

度販売額は，1,000 万円，2009 年度は 1,400 万円 

2010 年度は 2,000 万円程度の実績である． 

 

・商品開発支援： 

美馬商業高校の生徒がデザインした商品ロゴ．受注

ウエイトの高いネットショップの作製，新商品開発な

ど販売・開発面での支援がある．卯建のある脇町「道

の駅」藍ランドうだつで，「みまからアイス」「みまか

らせんべい」「みまからハンバーグ」などを販売した

経験もある． 

 商品ロゴマークは，美馬町にある三頭山と吉野川を

デザインしたものであり，ICT の利活用した商業教育

として，2010 年から地元特産品を販売するネットシ

ョップ，「みまからドットコム」を立ち上げ，販売面

で大きな貢献をしている． 

 

【考察・今後の展開】 

 「みまから」は地域特産品として認知度も高くなっ

ているが，現在の生産システムでは，市場要求に応え

られない状況にある．徳島あわおどり空港の売店では，

11 月には「みまから」の供給が終わり，需要に対応

できない．7 月にならないと店舗に並べられないとい

う季節性が強い商品である． 

原料の青唐辛子の収穫は，ハサミ摘み取りで作業効

率が悪い．加工は青唐辛子を 2～3 ㎜の輪切りにし 4

㎏程の量になると鍋で油炒めする．冷えた頃合いを見

ながら瓶詰めにするという手作業が中心である．地域

ブランドに昇格させるには，原料生産量の増強，加工

過程の省力化など，生産者，機械メーカーとの連携の

あり方が問われている． 

原料生産では，高齢者の力を投入することが求めら

れよう．畑の隅，プランターなどで小規模栽培を推進

し，高齢者には年金プラスの収入で元気な高齢者を支

援し，原料の増産を図ることで，特産品づくりに貢献

してもらえるメリットがある．地域活性化には，小さ

な努力と大きい工夫が必要である． 

 

表１ 徳島県下 24 市町村の人口変化と商業力 
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Ｊ－１ 学生と地域社会をつなぐ短大コミュニケーション教育の構想 

中島 智（東京立正短期大学） 

Keyword： 地域づくり、短大コミュニケーション教育、地域公共人材 

 

【はじめに】 

短期大学から 4 年制大学への再編の流れや、専門学校の

役割に対する社会的認識の高まりの中で、地域に根差した

短期大学の存在意義を示すことが求められている。学生の

個性や能力、キャリアの開発によって、時代の転換に対応

しながら自治を担いうる市民を育成し、持続可能な地域づ

くりにつなげるためには、どのような短期高等教育を施す

ことが望ましいのであろうか。 

 本報告では、学生と地域社会をつなぐ短大コミュニケー

ション教育のあり方を包括的に整理する。その際、東京立

正短期大学における取組事例を中心に、地域と大学の連携

の動向を紹介しながら今後のあり方を展望する。 

 

【研究方法・研究内容】 

筆者自身の教育実践（参与観察）と文献調査に基づいて、

短大コミュニケーション教育を取り巻く現状として、以下

の3つのアポリア（前提）を確認した。それらを踏まえて、

学生と地域社会をつなぐ短大コミュニケーション教育を構

想する。 

 

（１）自己の抑圧としてのコミュニケーション能力 

2014年1月に日本経団連が公表した新卒採用に関するア

ンケート調査結果では、企業が採用選考にあたって重視し

た要素として「コミュニケーション能力」が10年連続で第

1 位となっている。その背景には、グローバル化が進み、

サービス産業を中心としたポスト工業社会を迎える中で、

それに対応できるコミュニケーション能力のある自律的な

人材の養成が重要である、とする政府や企業の共通した認

識がある。例えば、2000 年に出された 21 世紀日本の構想

懇談会の最終報告書において、グローバル化に対応するた

めには、「グローバル・リテラシー」（国際対話能力）が不

可欠になるとし、この能力の基本を「コンピュータやイン

ターネットといった情報技術を使いこなせることと、国際

共通語としての英語を使いこなせることである」と説明し

ていた。そして、「こうした「読み書き算盤」に加えて、双

方向かつ多数対多数で論議や対話を行う際の表現力、論旨

の明快さ、内容の豊かさ、説得力といったコミュニケーシ

ョンの能力も大切な要素となる」と謳われていたのである。 

こうしたグローバル・リテラシー、あるいは異文化理解

能力は、短期高等教育及びその養成する半専門職において

も必須の要素であるが、コミュニケーション能力はもちろ

んそれに限らない。内閣府、文部科学省などにおいては

2000 年代以降、「人間力」「社会人基礎力」「就職基礎力」

なる言葉を取り上げているが、いずれもそれらを構成する

重要な要素として対人関係能力を軸としたコミュニケーシ

ョン能力が位置づけられている。 

このように、コミュニケーション能力の育成は、重要な

政策課題として認識されるようになってきたが、こうした

〇〇力なる語をめぐっては、「人格や情動など、人間の内面

のあり方に言及したものであると同時に、個々人がそれら

の「力」さえ身につけていれば、いかに苦しい状況でも乗

り切れるということを含意している」（本田,2011,9頁）と

いう批判的な見方もある。筆者は、こうした言説面での若

者の排除の動きを首肯するつもりは全くない。公教育にと

って重要なのは、〇〇力そのものをスローガン的に賛美し、

その鍛錬を推奨するのではなく、むしろコミュニケーショ

ン能力の伸長を図るための具体的な教育手法を開発し、実

施していくことではないだろうか。 

日本ではコミュニケーション能力を「先天的で決定的な

個人の資質、あるいは本人の努力など人格に関わる深刻な

ものと捉える傾向」（平田,2012,31 頁）があるものの、こ

うした〇〇力なる語の提起自体は、それらを教育可能な対

象と見なし、各人のエンパワメントやキャリアデザインに

繋げようとするものと考えられる。にもかかわらず、学生

たちと討議した結果、それを受け止める若者にとっては、

対人関係というものを能力観点でのみ評価されることによ

る抑圧や不安、不満を感じる者が少なからず存在すること

がうかがわれた。 

ここで確認しておくべきなのは、一般に、日本で「対人

関係能力」というとき、想起されるのは、いわゆる「協調

性」であり、「以心伝心」で「察する文化」を意味するとい

うことである。ここに見えてくるのは、平田オリザ（2012）

が指摘するような「異文化理解能力」と「同調圧力」のダ

ブルバインドにあっている日本の企業、さらには日本社会

の現実である。 

 



（２）地縁コミュニティの弱体化 

ところで、「コミュニケーション」と「コミュニティ」が

語源を同じくしている点についてはしばしば言及されてい

るところであり、コミュニケーション（教育）を考える際

には、コミュニティについても把握しておく必要がある。

しかし、両者の関係を考えることが、英語を母語にする国

の人々には重要であるのに対し、日本では、それぞれ別々

にあつかわれて、「コミュニケーション」だけが身近なもの

になっている。渡辺潤（2010）が述べるように、このこと

が日本人にとっての「コミュニケーション」の特徴と問題

点を解明するひとつの糸口になるといえるかもしれない。

なお、この点についてさらに詳述することは、ここでの直

接の課題ではないので、それは省略する。ただ、日本では、

「地域コミュニティ」という言葉が1970年代に、主に都市

部の自治体の政策論議の中で使われ始め、2000年代以降は

農山村の地域再生の文脈でも議論が活発化している点に注

目したい（小田切,2009）。すなわち、大都市・地方都市、

あるいは農山漁村の如何を問わず日本では今、地縁コミュ

ニティが弱体化しており、新しい人間関係、社会関係の創

出を目指す地域づくりが志向されている。 

一方、土建工学者などの専門家が欧米など外国で成功と

言われた過去の理論を当てはめ、前例主義の地方自治体と

ともに画一的な地域再生を進めてきたという批判もある

（久繁,2010）。地域再生を実現するためには科学的な根拠

の存在は確かに重要であるし、普遍的な理論に基づいた地

域づくりを行うためには専門家による助言が必要ともなる

が、従来の自治体と専門家によるそれは結局、各地域を金

太郎飴のように捉えてしまい、その地域の固有性や地域内

の多様性を抑圧する危険性を有している。そこに現出する

画一的な地域再生策は、地域において多様な主体が交流し

ながら、社会関係資本を形成していく、という持続可能な

地域づくりとは異なったものになってしまう可能性がある。 

ここでまず問題にすべきは、公共空間を開き、支えるべ

き専門家や自治体のコミュニケーション能力であるが、同

時に、地縁コミュニティの衰退した社会における住民の自

治意識の向上、自治を担う自律した人材の養成も不可欠と

なろう。ここに、短大コミュニケーション教育の枠組みの

中で地域づくりと連携し、それを担う人材を育成する教育

プログラムを実践していく必然性があるように思われる。 

 

（３）ワークショップの限界 

それでは、短大コミュニケーション教育を地域づくりと

融合した教育プログラムとするためには、どういう視点が

必要なのだろうか。近年では短大教育に限らず、学校教育

一般において、フレイレ（2011）が提起した「銀行型教育」

から「問題解決型教育」への教育観の根本的転換が見られ

つつあり、経験学習の必要性が認識されるようになってい

る。すなわち、従来の座学を基本とした講義形式ではなく、

自らが主体的に①参加し、五感を使った②体験を積み重ね、

グループの③相互作用を通して学び、創造する「ワークシ

ョップ」や、その進行促進役である「ファシリテーター」

の役割や可能性が注目されて久しい（中野,2003）。 

しかしながら、ワークショップは、魔法の杖ではない。

それ自体は、教育や学習の「手法」であって、「目的」では

ないことを今一度確認しておくべきであろう。また、中野

民夫（2003,182 頁）が指摘するように、「ファシリテータ

ーがあまり見事に場を作り、出会いや学びや創造をごく自

然に促進している場だけに慣れてしまうと、子どもや若者

が実社会の中で、自ら苦労しながら主体的に道を切り拓く

強さを損なってしまいかねない」というジレンマが生じる

ことは否定できない。大学・短大教育の場にあっては近年、

急速に普及してきた FD（faculty development）活動にも、

もしそれが事実上、個々の授業をひとつの教育（商品）と

しての質保証として、授業内容や学習成果などの静的な側

面のみが評価されているとしたら、中野の指摘と同様の側

面を孕んでいるのではないか、と筆者は考えている。 

ともあれ、短大教育においてコミュニケーション能力の

育成や地域づくりのための場づくりを目的としたワークシ

ョップが盛んに行われるようになったとしても、それを日

常に活かすことができるかどうかが問題である。もちろん、

そこで目指すべきは、デューイ（2004）が提唱した「反省

的思考（リフレクション）」によって、参加者が自身の経験

を未来につなげていく、という方向であろう。 

そもそも、ワークショップの醍醐味は何なのだろうか。 

鷲田清一（2012）は、「アートという制作行為を媒介させた

対話の試み」としてのワークショップに言及する中で、「「創

造的」なものは人の内にしかないことを知るべきです。ハ

コをもたない不安定さこそ、ワークショップの生命線だと

思います」（155 頁）と述べている。このように考えると、

ワークショップは、デューイ（1957）が学校を「現代の社

会生活の歴史的進歩を代表する小社会」と表現したのにな

らって、ある意味で「地域づくりの学校、ないしはミニチ

ュア版」といえるだろうか。ワークショップを通して地域

づくりとそれを担う人づくりを推進するとともに、その限

界をしっかり認識しておくこともまた、必要であろう。 

 



【研究・調査・分析結果】 

さて、以上に見てきたアポリアに共通する点を見いだそ

うとすれば、そのほとんどが「コミュニケーション」とい

う曖昧な概念を混乱した状況で使用するところから生じた

ものと考えられるのではないだろうか。そこで、コミュニ

ケーション概念及び短大コミュニケーション教育の意味を

考察するにあたって、「魂の脱植民地化」という概念を援用

したい。 

安冨歩は、「コミュニティとコミュニケーションの語幹で

ある「コムニス」が「西洋メガネ」の総本山であり、それ

が思考を展開するための必然的概念ではない」（安

冨,2010,178頁）ことを指摘しつつ、「人間同士が（さらに

は生命同士が）が何らかの方法で、交信し、お互いの間で

望ましい関係性を作り出す過程」（同書,112 頁）という意

味で「コミュニケーション」という言葉を用いている。 

そして、現代の学問、特に学問の専門分化の批判の中か

ら、「魂の植民地化」に対する「魂の脱植民地化」に向けた

問題提起を行っている。学会の閉塞状態は、「学術ダム」に

原因があり、「人間の情動や感情を無視し、そこからとり出

される「客観的知識」だけを実在と見做す学問観そのもの

に、本質的な無理がある」（安冨,2012,9頁）と指摘し、次

のように述べている。「私たちが自らの生きる力を信じられ

なくなるのは、自らの地平で自らの世界を生きることがで

きなくなるからであり、その現象を我々は「魂の植民地化」

と呼ぶ。逆に、そこから抜けだして世界を自らの地平で生

きるようになることを「魂の脱植民地化」と呼ぶ」（安

冨,2013,13頁）。そして、「それは、近代によって封印され

た、人類に普遍的な生きる知識の回復であると言っても良

い。それは、学問のみならず、社会全体の創造性を豊かに

する、思想運動でもある」（安冨,2012,10頁）という。 

ここで安冨は、「魂の脱植民地化」（及び「魂の植民地化」）

という概念を主に学問のあり方を構想する文脈で取り上げ

ているが、彼がハラスメント論（安冨・本條,2007 等）を

展開していることからも分かるように、その概念は個人間

の支配―被支配関係を含むものであり、その射程は広く深

い。 

なお、森岡正博が『自分と向き合う「知」の方法』の中

で書いた「自分を棚上げにした「業績」という名の死せる

化石を積み上げるのではなく、「自分とは何か」「自分が生

きている社会とはなにか」という問題意識に立脚した者た

ちの、その内面までをも交流させてしまうような知のネッ

トワークの運動をつくり上げていくことが、いま求められ

ているのではないか」（森岡,2006,31 頁）という問題提起

や、かつて産官学民をつらぬく知と実践のネットワークを

創出しながら地域づくりに尽力した宮本常一が、彼に師事

する若者にいったという「学者に向かってものを書くな」

（須藤,2010）という言葉も、「魂の脱植民地化」と同じ視

点に通じるものと思われる。 

こうしたコミュニケーション観に基づいて公教育として

の短大教育を再構築すれば、コミュニケーション能力は、

他者との対話を通じて、自分の持つ価値観を問い直し、生

きかたの可能性を広げるという訓練で修得することが可能

なスキルであると位置づけられよう。そして、それは同時

に、地域や文化の多様性と可能性を理解し、地域課題を解

決するとともに新たな価値を創造するための知識やノウハ

ウ、態度とも捉えられる。コミュニケーション能力は、曖

昧な人格陶冶ではなく、社交を楽しむための対話を活性化

させる明快な方法（論）に則った、まさにコミュニケーシ

ョン教育プログラムを通して獲得することが可能となる。

このように、地域社会とは何かを深く認識、理解させるた

めのコミュニケーション教育にあって原理的にいえば、

個々人のコミュニケーション能力の伸長は、ひとつのプロ

セスであっても、それ自体が教育目標とはなりにくいとも

いえよう。そこに見えてくるのは、個人の資格や学歴の獲

得でも、国際的・地域間競争の激化に応じたいわゆるグロ

ーバル人材育成という姿勢でもなく、むしろ「地域の公共

を担う人材＝地域公共人材」(今川・梅原,2013)を、体験型・

参加型の授業を中心に、地域の様々な主体と学校が連携し

ながらキャンパスのオンとオフ双方で育成していく、とい

う社会の公共財としての短大像を前提にした新しいリベラ

ルアーツの姿である。世界の短期高等教育に照らしていえ

ば、コミュニティ・カレッジに限りなく近いといえよう。 

ここでいうコミュニティ・カレッジとは、主にアメリカ

やカナダにおける州立・公立の2年制大学を想定している。

地域社会の課題解決、あるいは将来構想に向けた総合的な

支援や、そこで必要とされる人材の育成を可能とする高等

教育の場の創出をコミュニティ・カレッジは目指している。

半専門的な職業教育、学士課程前期相当の教育（四大編入

のための準備教育）、さらに地域文化を育む教養教育といっ

た生涯学習体系の一翼を担う「高等教育のファーストステ

ージ」（高鳥・舘,1998）として「短大からコミュニティ・

カレッジ」への改革が提起されていたことを再確認する必

要があろう。まさにその構想こそがコミュニケーション教

育の真骨頂であり、ここに地域づくりと融合した短期高等

教育の確立が必要であると考えるに至った。 

 



【考察・今後の展開】 

（１）地域づくりと融合した短大コミュニケーション教育 

以上に述べてきたように、新しい短大像は、地域社会と

の密接な関係の中で、生涯学習拠点として地域で必要とさ

れる人材の育成などの教育ニーズに対応することである。

ただ、このことは、短大コミュニケーション教育に批判的

視座が不要であるということを意味するわけではない。池

田理知子編（2006）が述べているように、社会における現

代的な問題に着目する現代コミュニケーション学には、単

なるコミュニケーションのリテラシーとして、ノウハウを

追求する解説だけではなく、社会問題や論争等に本質的に

関わり、いわゆる権力構造に焦点を当てることが不可避で

あり、これは研究のみならず、教育の次元でも同様である。 

同時に、コミュニケーションは属人的な能力であるとい

う点にも注目すべきであり、社会の転換期にあって教育を

通して個々人のコミュニケーション能力の育成を保障する

ことは、公教育の重要な役割として認識される必要がある。

コミュニケーション能力は、当然のことながら、コミュニ

ケーション教育だけで育成されるものではない。むしろ、

個々人の成育史、すなわち地域や家庭といった生活環境に

おける体験に大きく左右される。したがって、従来、一方

向的な「地域貢献」の拠点であった短大を、地域づくりの

主体として戦略的に「域学連携」を推進する生涯学習拠点

へと転換し、学生が地域の一員として当事者意識をもち、

参画できるようなものとなるべく短大コミュニケーション

教育の領域を広げることが今、必要なのである。 

 

（２）短大コミュニケーション教育の取組事例から 

東京立正短期大学は科目等履修生制度や公開講座の実施

等を通して地域に開かれた大学を目指してきたが、学生教

育の場面においては、授業として、座学と30時間以上の活

動を前提とするボランティア、幼児教育専攻の実習、現代

コミュニケーション専攻のインターンシップ等の取組があ

る。また課外活動としては、震災復興支援ボランティア

（2011年～）や、妙法寺門前通り商店会主催の「妙法寺夏

のふれあい祭り」（2009年～）への参加等がある。 

筆者が主に観光や地域系の科目を担当する専任教員に着

任したのは本年 4 月であるが、本学の立地する杉並区堀ノ

内周辺を対象に、持続的な連携の取組を検討し始めたとこ

ろである。特に、妙法寺門前通り商店会では、千日紅と妙

法寺の縁日を活用した地域ブランディングの動きが活発化

しつつあり、まずは、授業の一環として、学生と商店主、

住民との交流の機会創出を狙って、上記の商店会主催の地

域イベントに参加することとした（2014年6月29日予定）。

今後、商店会や住民、寺、行政との連携を深め、授業内外

でフィールドワークを通した学生視点の提案活動、ソフト

面での実験的な試みを進める予定である。   

今後の研究課題としては、（１）短大教育の中に地域公共

人材の育成をどのように位置づけるか、である。単発で終

わる校外学習ではなく、継続的に地域と連携しながら、そ

のプロセスを通して学べるプロジェクト型実習の教育プロ

グラムを開発する必要がある。（２）小規模短大ゆえの小回

りの良さを活かしつつ、科目間の教育連携も含めてそのこ

とを支援する仕組みを学内に整備すること、（３）そうした

新しい短大コミュニケーション教育を組み込んだ地域づく

り、地域ガバナンスのあり方を解明すること、である。 
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Fig１ 永久回転(?)駒 

※駒状になった軸付きの永久磁石を、回転を感知して極性

が切り替わる一対の電磁石の間に置き、初動を与えること

により回転し続ける機構。電磁石の機構部分を隠せば、永

久に回る駒のように見える。 

Ｊ－２ 地域連携による「ものづくり人材」育成－「浜松レイン房・ものづくりダビンチキッズ」 

鈴木康之（静岡大学）※

Keyword： 地域連携、ものづくり人材、教育プログラム 

 

【問題・目的・背景】 

浜松市を中心とした地域は、車・楽器・光産業に代表さ

れる世界に冠たるものづくり産業の街である。ところが、

近年の若年層の理数離れや団塊世代の技術者の退職にとも

ない、技術や技能の継承や人材の育成に対して大きな危機

感を募らせ始めた。そこで、「ものづくり人材は、地域社会

と協働し、小中高時代からの実験・実習の経験を通じて育

てるものである」の理念のもと、浜松市を中心としたこの

地域の自治体・大学・企業・ボランティア団体等が、 小学

生から技術者までの幅広い人材育成事業を展開し、それが

今この地域の大きな財産（基盤）となっている。 

 本研究は、地域産業をバックグラウンドとして、市民が

相互に学び、教えることのできる、ものづくり･理科の学習

体験の場を提供するネットワーク「浜松レイン房」[1]の活

動のうち「ものづくり人材」の育成を目的とした活動（も

のづくりダビンチキッズ、以下「mDK」と略す）に着目し、

展開されている教室運営全般について考察するものである。 

 

【研究方法・研究内容】 

 筆者は平成25年4月に静岡大学に赴任し、本務の他「も

のづくり人材育成」プロジェクト[2]に関与する立場とな

った。本稿は事例検討により、「教室設計（資金繰り、教

材開発、運営）」と「受講者（児童生徒とその保護者）の

動向」について概観する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

1)教室設計 

 mDKは平成23年度に組織された。スタッフは、地域の

ものづくり企業のＯＢ技術者（木工・機械技術・素材・

電子技術を専門とする人材）、静岡大学のものづくり系教

員(OBおよび現役)等10人で構成されている。受講対象は

小学校５年生から中学１年生とその保護者を一組とし、

10組程度を想定して、基本的に月２回開催する教室運営

が始まった。 

 運営経費は行政や金融機関等から募った寄付で運用し

ている浜松Rain 房の本体から年間100～200 万円の援助

を仰ぎながら、さらに受講者から月額一組1000円の会費

を徴収している。平成23・24年度は受講生が使用する工

具等の調達といったインフラ整備に多くの費用を必要と

したが、徐々に教材開発にシフトしていった。「プロ技術

者が現場で実際に使用している本物を使う」という考え

方に立ち、工具はもとよりネジ釘の一本まで、スタッフ

がこだわりぬいている。スタッフはボランティアで活動

し人件費は原則発生していない。25年度実績として年間

100万円程度の予算規模で運営している。 

 教材開発は教室の実施とは別建てで行っている。スタ

ッフが各自自宅で創意工夫のもとに開発を行い、月２回

の会議で実施に移すべきかの検討を行う。受講対象者の

スキルレベルに合わせるための改善提案が活発に行われ、

不採用となる教材も多くある。 

 mDKで採用された教材の一例をFig.１～２に示す。 



 

  

その他教材としては連射輪ゴム銃・ランタン・赤外線

リモコンカー・鉄琴チャイム・ＦＭラジオ・年末イルミ

ネーション・折り畳み椅子・空き缶スターリングエンジ

ンなどがあり、日々新規開発を進めている。教材の詳細

はものづくりダビンチキッズfacebookページ[3]に紹介し

ている。 

2)受講者の動向 

 積極的な募集活動は行っておらず、時々新聞の地域欄

に紹介されるなどした時に問い合わせがあったり、保護

者ネットワークによる口コミであったりという状況であ

るが、入会希望が絶えることはなく、平成26年６月現在、

受講者は小学校４年生から中学３年生まで18組となって

いる。 

 「ゆとり教育」見直しの影響か土曜日に授業を行う学

校が増えた側面、あるいは部活動やその他のお稽古事に

通う側面、等の関係で「フル参加」が出来ない参加者も

いるが、基本は「作りかけたものは完成させる」という

方針で行っているため、 

・自宅に材料や工具を持ち帰って作業をする 

・休んだ後は早めに教室に来て遅れを取り戻す 

・保護者の方の「強力なヘルプ」で解決する 

などの各自対応に積極的である。 

 注目すべきは児童生徒よりも保護者側で、その属性と

してものづくりに関係しない職業にも関わらずほとんど

自らの興味のために子どもと参加している姿がある(子

供が楽しむことばかりでなく本人もはんだごて握ったり

して喜んでいる)こと、また受講者に占める女性の比率が

50%を超えていることである 

 

【考察・今後の展開】 

1)教室設計 

 運営は比較的順調な推移を感じるが、将来を構想する

に幾つかの課題が見られる。既に対応していることを含

め、以下順に述べる。 

a)資金繰り 

 参加者から会費を徴収（教材代の一部として充当）して

はいるが、基本的には寄付金ベース、あるいは学内リソ

ース効率的利活用によって運用を行っているため、年度

をまたぐたびに先行きが不透明な状況に陥る。このジャ

ンルにおける競争的な外部資金の調達は間口も奥行きも

狭い現状を考え併せるに補助金助成金の類には限度があ

り、過度の期待はできない。 

 そこで、「開発した教材(ノウハウを含めます)の販売」

 

 

 
Fig.２  残像表示振り子 

※振り子部分に配置した7個のLEDが振幅に同期して点

滅を繰り返し、結果残像として文字等を表示する。外部

プログラムにより任意のメッセージ設定や、残像で時計

を表示させる「振り子が時計」も可能である。 



 

 

等により資金を得る必要性を打開策として提案している。

幸いなことに、教材開発者が企業OBということもあって、

教材の多くに「安易に他者が真似できない」工夫（一部

パーツのブラックボックス化等、具体的には残像表示振

り子における外部プログラムによる文字の書き込み方法

は受講者に非公開・あるいは使い切りの形の型紙の採用

等）が施してあり我々の手を介さないと作品が完成でき

ないようになっている。この仕組みを活かせば、「各地で

コピーによる“ものづくり教室”が開催される」という

懸念は小さくなる。あるいは、電子工作系では相当に汎

用性があるプリント回路基板(部品を少し変えればリモ

コンや各種の制御回路に使用でき、Fig３にその利用例を

示す)を設計し大量に製作して保持しているため、逆にこ

のパーツはスケールメリットを活かして格安・独占的に

外部流通が可能である。これらの方策を以って、些か自

転車操業的だが、財政的な自立可能性を狙っていく方向

だ。 

b)教材開発 

 mDK が他の「ものづくり教室」「科学工作教室」と一線

を画すことができるのは、他に真似ができない独創的な

教材を開発していることに尽きる。 

 併せてマニュアル作りも重要である。何から何まで完

備している中で、あえて受講者に考えさせ工夫させる仕

組みを盛り込む必要がある。また浜松地域の文化的特徴

と考察するが“マニュアルを読まずに作業にとりかかる”

という家族が多く、製作を失敗する事例を防ぐために「作

業手順をビデオ収録し教室で早送りで見せる」ことを実

験的に行ったところ良好な結果となったため、動画によ

るマニュアル化が今後重要になると思料する。 

 外部講師陣の専門に若干の偏り(楽器関係のメーカー

出身者が多い)が見られることから、教材も、木工・電子

工作が多い状況にある。受講者のニーズを聴取すると、

例えば地域にある他技術を使って、化学系の新素材活

用・輸送機（特に飛翔物系）、といったジャンルにも積極

的に挑戦する必要がある、と判断する。地域に根ざした

産学連携ネットワーク[4]を活用し、後述するスタッフの

拡張と合わせて検討が必要である。 

c)運営（スタッフに関して） 

 現在の教室のオペレーションはスタッフのボランティ

ア精神に基づいている。経費的な問題もあり、引き続き

講師には無給でこの仕事を依頼せざるを得ない状況と言

える。それではあまりに気の毒と思い、何らかの形で「静

岡大学との肩書的な結びつき」が出来ないか、というこ

とを模索した。 

 幸いなことに弊学では平成26年４月より「本学の教育

研究の現場において、当該教育研究分野の技術、技能、

知識等を有し、教育研究に理解のある者に教育研究支援

員として参画・協力を求めることにより、本学の教育研

究活動の推進を図ること」を目的とする『静岡大学教育

研究支援員』の制度[5]ができたため、講師陣をこの制度

として受け入れることとした。6月1日付でmDKの講師６

名が工学部第１号として認定された。規定（第６条２項）

に「教育研究支援員は、学外連携事業等との関連におい

て必要な場合は、当該教育研究支援員を受け入れた部局

等の長の許可を得て、当該学外連携事業等に関連する名

称をあわせて称することができる。」とあり、講師の先生

方には教育研究支援員の肩書の他『ものづくりマイスタ

ー』と称することができるようにもした。些細な事だが

このことにより、講師陣のモチベーションは向上した。 

 当初10組20人の受講者を想定して始まったmDK教室

 

Fig. ３ 汎用性の高い基板の利用例 

※部品の定数や配置を変更するだけで多くの応用が図

れる基板。この例は赤外線リモコン送信機。 

 

Fig. ４ 教室風景例 

※スターリングエンジン工作前の原理説明風景。受講

者の低年齢化、女性軍の台頭が見て取れる。 



 

 

だが、入会者数が退会者数より多い状況が続き、現在は

当初の倍の規模にまで拡大した。緻密に指導する上にお

いて講師陣の能力が飽和に近い状況となってきたため、

スタッフの増員が必要になっている。無給であるという

デメリットを承知してもなお運営に関わりたいという人

材が市内に多く潜在しているとの予測もあり、その発掘

にも取り組む必要があると考える。 

2)受講者の動向 

 教室の風景例をFig.４に示し、受講者の動向観察に基

づく考察を以下に述べる。 

a)参加者の低年齢化と女性軍の台頭 

 部活動や土曜日授業の導入に伴い、中学校生徒の mDK

への参加が厳しい状況になりつつあり、他方小学４年生

からの入会希望車が増え、相対的に見て受講者児童の低

年齢化が進んでいる。また想像以上に児童保護者ともに

女性軍の進出が顕著であると言える。 

 低年齢化は、参加される保護者の方の負担を少なから

ず増やす。例示すれば、少なくとも小学校４年生では、

のこぎり挽く場面でもペンチ握る場面でも握力に問題を

抱えるからである。そこは保護者の方の手助けを借りる

必要が出てくる。またこの場合にお父さん、お爺さんな

ど男性軍の参戦があれば負担はそう多くないが、お母様

方ですと懸念が残留してしまう。 

 mDK が「親子での参加」にこだわっているのは、「昼間

教室で体験したことを家族の会話として自宅に帰ってか

ら展開する。そのため親子揃っての体験が必要」という

考え方が根底にあるからである。お稽古事などで教室を

休むことがあっても、自宅で遅れた分の作業が出来る環

境になる、ということも親子での参加があるからではな

いだろうか。そのような視点で、「親子の参加」は今後も

継続すべきと考える。懸念解消のためには「男性軍保護

者の参加」を増やすための方策を今後考えていく必要が

あるとも言える。 

b)思惑の乖離とその穴埋め 

 受講者のモチベーションを分析すると「作ること」に

主眼が置かれている。講師サイドとしては、「どのような

原理なのか、どんな応用ができるのか、等を理解して欲

しい」「治具を自ら考案するなど、気付きや工夫に期待す

る」という魂胆がある。両者のこのミスマッチを補う一

つの方法は「これは何年生の理科で習う内容です」のひ

とことだ。また意図的に「動作原理の説明」を行う必要

もある。現在の教材にはその概念が不足しており、また

幅広い年代の児童生徒を画一のマニュアルで指導するこ

とにも限界が見えている。学年や習熟度によって対応方

法を変化させるなど、柔軟な対応が必要だ。 

 近年教材の「大物化(３回から５回掛けて工作する)」

が進行しており、教える側も教わる側も「作ることでア

ップアップ」になる傾向もある。受講生の動向や双方の

思惑を適切にフィードバックした教材開発に注力が求め

られる。 

3)まとめ 

 この活動はその成果の定量化が難しい領域にある。 

しかし、前述したように低年齢化や女性軍の台頭が著

しいことに加え 

・口コミだけで教室の入会希望者が絶えないこと 

・保護者の一部に「ものづくり系社会人大学院に入学し

学び直しをはじめる」、という動きが発生したこと 

・中学生からは「ものづくり」を職業として意識してく

れるようになったこと 

という幾つかの現象より、mDKの行うものづくり教育に関

するニーズや効果は歴然として大きいと判断できる。教

室の参加者は親子とも既に「ものづくり離れ」が浸透し

ている世代になっているが、そのような中で安定的にプ

ロジェクトを運営し、ニーズを満足させられるよう仕組

みづくりに磨きをかけなければならない。 

 浜松市役所が「ものづくり中核都市」として市のプロ

モーションを始める計画を持っている。地域産学連携だ

からこそできる取り組みであることを意識して、「技術を

伝承することによって地域の活性に寄与できる人材の育

成」というコトづくりが市の政策にもつながるため、引

き続きこのプロジェクトを推進しようと考える。 
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Ｊ－３ 「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」にみる地域活性化―東京都大田区の産学官連携事例から― 

奧山 睦（静岡大学大学院） 

Keyword：下町ボブスレー，大田区，地域活性化 

【目的・背景】 

日本の中小製造業は①経済成長の低迷，②大企業の海

外進出による産業の空洞化，③若年人口の減少による労

働力不足，④産業のサービス化，等の影響により厳しい

経営環境にさらされている．しかし，日本の中小製造業

はこれらの環境変化を受け入れて，今後，産業や雇用の

創出を図らなければならない． 

 そこで本稿では，日本における産業集積の代表的な地

域のひとつである，東京都大田区の産学官連携事例・「下

町ボブスレーネットワークプロジェクト」の活動を取り

上げ，考察する． 

【研究方法・研究内容】 

 本研究は地域産業が活性化していくための重要なファク

ターとして，以下の2つが必要であるという仮説を提示し，

それを立証するものとする． 

① 地域活性には，ソーシャル・キャピタル形成が必要で

ある． 

② 地域活性には，プロジェクト・マネジメントの能力が

必要である． 

はじめにソーシャル・キャピタルの先行研究を概観し，

着目すべき点を洗い出す．その後，東京都大田区の「下

町ボブスレーネットワークプロジェクト」の事例から，

地域産業の活性化について考察する．続いて同プロジェ

クトのメンバー12名へのインタビュー調査から，仮説の

検証を試みる．最後に本稿のまとめとして，同プロジェ

クトにおけるプロジェクト・マネジメントの役割と意義

を考察し，今後の課題を掲出する． 

【研究・調査･分析結果】 

(1)先行研究分析 

 最初に先行研究としてソーシャル・キャピタル論を概

観する． 

パットナムは，ソーシャル・キャピタルを，「協調的

な行動を容易にすることにより社会の効率を改善しうる，

信頼，規範，ネットワークのような社会的組織の特徴」

とし，「社会関係資本」と定義している．人々のつなが

りには力があり，経済価値を越えた価値創造ができる，

と考える概念である．  

また，ソーシャル・キャピタルの概念で最も基本的な

分類が，結合型と橋渡し型である．「結合型」は組織の

内部における人と人との同質的な結びつきで，内部で信

頼や協力，結束を生む．ただし，内部志向的であるため，

この性格が強すぎると「閉鎖性」「排他性」につながる

場合もあり得る．これに対し，「橋渡し型」は，異なる

組織間における異質な人や組織を結び付けるネットワー

クである．より弱くより薄い靭帯であるが，より「開放

的」「横断的」であると特徴づけられる．このソーシャ

ル・キャピタルの概念から特に本稿では，「橋渡し型」

のネットワーク構築に着目する． 

（2）下町ボブスレーネットワークプロジェクトの歴史か

らの分析 

① プロジェクトの概要 

 「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」は大田

ブランド登録企業である昭和製作所，上島熱処理工業所，

マテリアルらとその主旨に賛同したF1マシンの製造を手

がける東レ・カーボンマジック，空力解析ソフトによる

解析を行うソフトウエアクレイドル，トライポロジーの

研究を行う東京大学大学院等が共同で，日本初の日本人

のためのボブスレーソリを開発（写真１）し，冬季五輪

出場を目指すプロジェクトである． 

写真1：下町ボブスレー男子2人乗り用2号機 

 

写真提供：下町ボブスレーネットワークプロジェクト 

このプロジェクトが，ボブスレーソリを開発する理由

は3つある． 

1つ目は，プロジェクトを通じて日本企業が不得意とさ

れている，モノ・コトづくりの基礎を築いて，世界に日

本のモノづくり将来性を示すことである．  

 2 つ目は，成長性の高い環境・航空機分野へ大田区の中

小企業が参入する第一歩とすることである．ランナーの

低摩擦化技術は，風力発電などの次世代エネルギー開発

に必須の要素技術である．  

 3 つ目は，高い技術力とネットワークによって，大田区

町工場が世界からの受注獲得を目指すことである．  



② 協力者拡大の要因 

「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」の発祥

は2011年9月5日に遡る．公益財団法人大田区産業振興協

会のひとりの職員が，A42枚のボブスレーの寸法図をもっ

て町工場を訪問したところから始まった．そしてひとり

またひとりと協力者が増え，2014年5月末現在で，部品加

工の協力企業は60社を越え，協力者は個人も含め，町工

場以外の異業種へも拡大しており，110社を超える．  

協力者が拡大してきた要因は2つ考えられる．  

１つ目は，このプロジェクトにおける町工場のフレー

ム部品製造はすべて無償で行われている，ということで

ある．  

前プロジェクト・リーダーの細貝淳一（株式会社マテ

リアル 代表取締役 2010年12月から2014年5月まで推進

委員長，現ゼネラルマネージャー兼広報委員長）は，「製

作予算がない，ということがあったが，たとえば部品1点

1000円でつくって欲しい，と頼むと1000円のクオリティ

に限定されてしまう．それをあえてはずすことによって，

価格の価値にしばられない製品が大田区ではできる，と

確信していた」と語る．女子1号機製作のときは，納期は

10日，製作費は無償という条件だった．  

その後ソチ五輪に向けた男子2号機・3号機の製作を行

ったが，2013年8月上旬が部品の納期で9月完成に至った．

ここでも短納期・無償という条件は変わらなかった． 価

格価値から解放された，「地域で優れた製品をつくる」

という目的に１点集中した結果が，地域内外で共感を広

げ，2014年6月末現在，寄付金は1200万円を越える．  

2つ目は，競技スポーツとして結果を出しつつある，と

いうことである．  

2012年11月に1号機が完成し，同年12月，長野市ボブス

レー・リュージュパークスパイラルにて開催された全日

本選手権女子2人乗りにて，実戦デビューを飾り優勝した．

また，2013年3月，ノースアメリカンカップ第8戦と第9戦

に男子2人乗りに出場し，両日とも7位となった．  

尚，残念ながらロシアのソチ五輪（2014年2月）には，

選手の要望を叶えつつ改修を行ったものの，試験走行を

する時間的余裕がなく，不採用になった．しかし，2018

年に韓国で開催される平昌冬季五輪に向けて国内外の大

会に参加し，改修をし続けている． 

競技スポーツという性格上，人々の共感を得るには，

結果が問われるのは必至である． 

実際に，製造されたボブスレーのソリが結果を伴って

きたことによって，繰り返し国内外のメディアに報道さ

れ，「下町ボブスレー」の認知度があがったことによっ

て，協力者が拡大してきたのである． 

さらに，今後はものづくりとともに人づくりにも注力

し，プロジェクトが母体となり，東京都ボブスレー・ス

ケルトン連盟を発足．2014年6月22日に平昌冬季五輪を目

指した選手発掘のためのトライアウトを主催する．冬季

五輪でメダルを獲得するためには，ソリだけではなく，

選手の強化も両輪であるというプロジェクトの意図から

である． 

③ 橋渡し型ソーシャル・キャピタルの構築  

橋渡し型ソーシャル・キャピタルの特徴として，「開

放的」「横断的」という性格があるというのは（1）の先

行研究分析の通りである．「下町ボブスレー」の認知度

が上がるに伴い，町工場の同業種の連携を越えて「町づ

くり」や「地域活性」の事例が出始めて来た．  

この要因には2つ考えられる． 

1つ目は，下町ボブスレーのロゴ使用・商品化の柔軟性

があげられる．「下町ボブスレー」は商標登録，意匠登

録を特許庁に公益財団法人大田区産業振興協会が出願済

みである．ただし，大田区のPRに繋がる場合に限って，

同協会の監修のもと，申請をして無料で利用できる．そ

の場合，プロジェクトの主旨に賛同し，収益の一部を寄

付するように呼び掛けている． 

その結果，ボブスレー菓子・揚げパン・寿司・酒など

様々な商品開発に繫がり，またイベント用に餃子・焼き

そばパンなども試作され，商店街の活性化にも寄与して

いる． 

2つ目は，アートとのコラボレーションである．マミフ

ラワーデザインスクール（東京都大田区山王）の川崎景

太（フラワーアーティスト）は「ボブスレーも花も植物，

鉱物から成る生き物として，源は同じである」というコ

ンセプトを打ち出し，異質なコラボレーション展の実現

につながった．2013 年 5 月に松屋銀座で開催された第1

回の展示会では，約5万人を動員した．続く第2回の大

田区山王で開催された7 月の展示会では，来場者が1輪

300円の薔薇の花を購入すると，その一部が寄付金に回り，

その薔薇を展示の一部の場所に挿す．さらに大団幕に応

援メッセージを記入するという来場者参加型で作品が完

成するという試みだった． 

(3）プロジェクトメンバー12 人へのインタビュー調査 

①調査の目的 

本調査は，中小製造業が連携により，地域産業が発展

するための条件は何かを探索するものであり，下町ボブ



スレーネットワークプロジェクトのメンバーを対象に修

正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（木下 2003）

を用いてインタビュー調査を行った． 

② 対象者の属性 

インタビューは，プロジェクトの製造メンバー60名か

ら無作為で行い，2014年3月11日から4月21日にかけ

て12人に実施した．対象者の属性は次の通りである（表

1）． 

表1：インタビュー対象者の属性 

 

出所：2014 筆者作成． 

③ 質問項目 

質問項目は調査の目的を踏まえ，表2のように①参加動

機，②社内変化，③雇用状況，④販路拡大，⑤将来展望

にカテゴリ化し設定した（表2）． 

表2：質問項目 

 

出所：2014 筆者作成． 

④ カテゴリ化と概念の生成 

 本節ではプロジェクトメンバー12人に対して，概念生

成を行った．  

その結果，①参加動機，②社内変化，③雇用状況，④販

路拡大，⑤将来展望にカテゴリ化し，①の概念は7つ，

②の概念は3つ，③の概念は5つ，④の概念は8つ，⑤

の概念は8つがそれぞれ生成された． 

表3：生成された概念と定義 

 

出所：2014 筆者作成． 

各概念の定義については，表3の通りである．分析に

より定義されたすべての概念が，各対象者に該当するわ

けではない．各対象者において，どのような概念が抽出

されたかについては，表4に示す． 

⑤ 小括 

 本調査は，中小製造業が連携により，地域産業が発展

するための条件は何かを探索するものである． 

 その結果，Ⅰカテゴリの「参加動機」に見られるよう

に，自治体職員の声がけによりプロジェクトメンバーが

参集し，冬季五輪参加を目指すという目的意識の共有が

プロジェクト推進に寄与したと考察できる． 

 また，Ⅱカテゴリの「社内変化」では，従業員の士気

向上に役立ったことが理解できる．一方で加工賃無償の

プロジェクトの参加が，社内の負荷になった一面もある． 

 Ⅲカテゴリの「雇用状況」については，ほとんどの企

業が雇用を維持することで留まり，拡大を図った企業は1

社しかない． 

 Ⅳカテゴリの「販路拡大」については，プロジェクト

の参加が知名度や信頼性の向上につながり，直接的・間

接的な販路拡大に寄与していると考えられる． 



 Ⅴカテゴリの「将来展望」については，自社製品のア

イテムを増やすことにより，下請体質からの脱却を目指

す企業が現れつつあることを示唆している．そして，中

小企業が苦手とするコトづくりを描いてモノづくりを進

めたいという企業もある．また，航空機や医療の分野へ

新規参入したいという企業もある． 

表4：抽出された概念結果

 

出所：2014 筆者作成． 

【考察・今後の展開】 

最後に「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」

の活動から中小製造業の今後のあり方について提言する． 

猛スピードで進んできたプロジェクトが4年後の平昌

冬季五輪を睨んで，組織体制の再構築を図る．強力なリ

ーダーシップを発揮してきた細貝に変わり，10歳以上年

下の30代の舟久保利和（株式会社昭和製作所 代表取締

役）がプロジェクト・リーダーに2014年6月から就任し

た．いわば中小企業の事業承継と同様である．2代目は創

業者が切り開いた道を上手に運転していく操縦法が要求

されるのである．この操縦法がプロジェクト・マネジメ

ントの能力である． 

 プロジェクト・マネジメントは，一般的に立ち上げ，

計画，実行，監視，終結の各フェーズから成り立つ． 

 そしてプロジェクト・マネジメントに必要な能力には3

つのユニットがある．ナレッジ，スキル，コンピテンシ

ーである． 

 ナレッジはプロジェクト・マネジメントの手法やツー

ルなどの理論や，レッスンズ・ラーンドにより蓄積され

てきたノウハウ等の経験的知識の総体である． 

一方，スキルとは，ナレッジに基づき目的を達成する

ことのできる能力を言う． 

 また，コンピテンシーは，リーダーシップ，チームマ

ネジメント，コミュニケーション，知識管理など，プロ

ジェクト・マネージャーとしてベースになる行動特性で

ある． 

プロジェクトの目標設定が長期になればなるほど，参

加企業のモチベーションの維持が難しい．同プロジェク

トは目標設定を次の平昌冬季五輪に設定している．よっ

て今後 4 年間でプロジェクト・マネジメントの能力をブ

ラッシュ・アップしていくことが望まれる．同プロジェ

クトを通じて，各企業が継続的なイノベーションを生み

出す学習共同体となっていくことが課題である．行政や

金融機関，大学はそのための支援をしていくことが望ま

れる． 

アジア諸国の猛追により従来型工業製品のコストとパ

フォーマンスは不均衡が生じた．国産ではコストダウン

はなかなか実現できない．それならば，新たな価値を創

造してハイパフォーマンスを実現し，価格競争に巻き込

まれない力をつけることが望まれる．同プロジェクトの

メンバー有志によって，新たな製品の試作も始まった． 

同プロジェクトのような創発的な事例が継続的に大田区

から生まれていけば，産業集積全体の発展につながる． 
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Ｋ－１基礎自治体のビジネス・インキュベーション施設が果たすべき地域イノベーションへの貢献 

福田 稔（法政大学大学院 政策創造研究科） 

 

Keyword: 地域イノベーションシステム，ビジネス・インキュベーション，学習地域 

【目的・背景】 

2012年第4回研究大会で報告した「東日本大震災前後に

おける地域イノベーションに関する社会意識の変化」では、

震災がその激甚さのゆえに地域・コミュニティの心理的範

囲を縮ませ、創業志願者の減少など就業意識に大きな変化

をもたらした。これは地域イノベーション創発の環境にも

大きな影響が想定される。この変化を創業支援施策をはじ

め産業振興政策に取り込み、新たな地域イノベーションの

プラットフォームを構築する必要があることを示している。 

また、これまでの研究により、次のような政策的インプ

リケーションを得ている。すなわち、地域におけるビジネ

ス・インキュベーション（以下ＢＩ）活動は地域コミュニ

ティに深く関わって、信頼関係を確立していく必要がある。

創業志願者は，地域との信頼関係づくりに成功したＢＩ施

設に入居することによって，施設自体の信頼を外部性のメ

リットとして享受できる。産業集積を支える地域コミュニ

ティはコミュニケーションツールでもある「ＢＩカフェ1」

を組み込むことで、起業家活動を高め，産業集積はその特

性に応じた特化ＢＩを持つことで、地域の中にイノベーシ

ョンを持続的に創出するシステムを構築することができる。 

             

産業集積 

(非価格競争) 

競争の抑制 

 

 

 

 

地域コミュニティ 

                  

 

岡本(2009）筆者改 

図１ＢＩ組込み型産業集積と地域活性化（筆者作成） 

 全国のＢＩ施設の実態については、2006年度に経済産業

                                                        
1地域コミュニティがアントレプレナーシップを発揮する場。で

きれば具体的な拠点を持って、人と知恵が活発に出入りするサ

ロンとなる。ビジネスにつながるがパブリックな課題を解決す

る共民館。 

省が、「何がしかの支援がある施設」として全国で323ヵ所

あることが報告されて以来、調査が行われていない。現在

は公的セクターの施設のほか、民間施設もかなり増加して

いると思われる。東京都23特別区内の状況としては、(公

財)東京都中小企業振興公社がホームページ上で、「創業予

定者および創業後間もない方に対して、創業のための経営

支援等を実施しているインキュベーションオフィスの情

報」を提供している。これによれば、東京都23特別区内の

施設は96ヵ所が登録されている。内訳は公的セクター運営

22ヵ所と民営74ヵ所となっている。なお、東京都23特別

区のうち 10 区が１ヵ所以上のＢＩ施設を直営ないし委託

等により運営している。 

 筆者がＢＩ活動している高田馬場創業支援センターは、

平成23年10月にオープンした新宿区立の施設で、区の産

業振興施策として初めて設置した創業支援施設である。比

較的安価な使用料で創業志願者が利用しやすい環境を整備

し、常駐する2名のインキュベーションマネジャー(以下Ｉ

Ｍ)による成長段階に応じた支援を展開することを特長と

している。オフィスはフリーアドレス制のデスクが 10 席

（最大30名利用）と個室オフィスが2室で、規模は小さめ

ながら平成26年４月現在25者（社）が利用している。ま

た開設以来これまでの利用者数はのべ59者・社となってい

る。利用者はアーリーステージの新規創業者から事業継承、

経営改革を目指す方まで幅広い支援対象にサービスを提供

するが、デスク利用が主力のため、アーリーステージの利

用者が大半を占める。 

 

新宿区立高田馬場創業支援センターのオフィス(筆者撮影) 

 2014年4月現在の利用者の業種を「総務省事業所・企業

統計調査産業分類」により分類すると、図２のとおり、業
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務経験から得た事業ノウハウや資格を活用する専門サービ

ス業が約半数である。 

 

図２高田馬場創業支援センター利用者の業種（筆者作成） 

 新宿区のような市区町村は基礎自治体といわれ、直接住

民に行政サービスを届ける総合行政主体である。業務の範

囲は多岐にわたり、一定周期でのジョブローテーションを

行なう必要もあるため、どこもプロパー職員の中で特定分

野の専門的人材は育ちにくい状況にある。高田馬場創業支

援センターがサービス内容を提案するプロポーザル方式に

よる指定管理制度となっているのも、公務員のキャリアパ

スでは通常獲得できない専門的支援スキルを補完するねら

いがある。所属する組織が指定管理を受け、2011 年 10 月

から筆者が運営実務を担っている。 

高田馬場創業支援センターでは、運営オペレーションが

定着した、開設半年後の2012年春頃から、住民に直接サー

ビスを行なう基礎自治体が運営するＢＩ施設のあり方を検

討した。地域の金融機関や大学等を含む関係者による議論

の中で、創業支援センターが立地する高田馬場地区をみる

と、街はいつも人通りが引きも切らず、しかも学生等若年

層が多く、古いビルが立ち並ぶ街区と相まって、まるでフ

ォークソングが流れる高度成長期の都会の様相を呈する。

しかし、この活気もこれから進む人口オーナス環境の中、

「無策で 10 年後に同じ光景を見ることができるとは到底

思えない」という、ある種の危機意識が検討メンバー共有

の認識であるあることが確認できた。 

岡本(2014)は従来のイノベーションについて、プロダク

トかプロセスかではなく、「技術イノベーション」、｢システ

ム・イノベーション｣、｢サービス・イノベーション｣の 3

類型に整理している。創業時のイノベーションにおいても

この3類型が相乗的に効用をもたらすが、地域イノベーシ

ョン2においては特に｢システム・イノベーション｣創発の証

                                                        
2当該地域の集積がイノベーションを誘発・促進しうる有機的な結合状態

を保ち、その活性を持続させており、多様性と自立性に富んだ地域に根

ざすイノベーション 

として人間関係やネットワークのこうちく形成がみられる。 

また、フロリダ（2008）がクリエイティブシティの必須

条件として３つのＴ、すなわち技術（technology）、才能

（talent）、寛容性（tolerant）を挙げている。高田馬場周辺

地域におけるクリエイティブシティの要件の充足している

可能性がある。 

そこで、図1に示した政策的インプリケーションをベー

スに、地域イノベーションに不可欠な「学習する地域3」や

「地域イノベーションシステム4」の考え方とも相まって、

図 1 の「ＢI カフェ」のような地域活性の課題や信頼関係

を醸成する場づくりとして、地域経済活動の担い手である

地元企業や商店の経営者、商店街の役員、弁護士や司法書

士など地元の専門サービス事業者、金融機関の役職員、新

宿区の産業振興部門の職員等による勉強会を試行すること

とした。 

本研究では、基礎自治体のＢＩ施設が、地域の拠点とな

って地域勉強会を手法としてアプローチすることにより地

域イノベーションシステムの構築等に対する効果があるか

について明らかにする。 

【研究方法・研究内容】 

 2014年3月末までに9回を数える地域勉強会各回の開催

状況や反響などを整理する。これまで高田馬場創業支援セ

ンター利用した59者・社のうち、地域勉強会に参加するこ

とが可能だった48者・社の成長ステージと支援の概要を整

理し、地域との関わり姿勢との関係をヒアリング調査する。

また地域からの参加者に、地域勉強会を開催することによ

る効用や期待等をインタビューする。 

【研究・調査･分析結果】 

地域勉強会の実施にあたっては、地域の産業支援機能を

もつ団体で世話人会を組成した。世話人の構成は、地域の

金融機能を担うＴ信用金庫と、地元の高等教育機関である

Ｔ大学、新宿区（産業振興部門）と新宿区立高田馬場創業

支援センターである。機関としての対応では、決定プロセ

スや参画意識の点で支障が予測されたため、この活動にお

いては、スタンスとして各メンバーの所属を一旦措いて、

地域の活性化の一点で鳩合する個人という設定を申し合わ

せた。また、各回の参加者にも世話人と同様にそれぞれの

所属は措く（バッジを外す）ことをお願いし、また基本的

にセミナー後の交流会にも参加してもらうことをルールと

                                                        
3「地域」を「学習」と「知識創造」の場としてとらえる考え方。知識経

済の調整次元を国家ではなく、知識の実践の「場」である地域に求めて

いる（Florida, 1995 TOWARD THE LEARNING REＧIAN） 
4 企業間や企業と支援機関との間の協力関係を基底とする、地域レベルの

経済発展のイノベーションを創発する仕組み 



 
 

した。不定期に開催する地域勉強会も、折々のテーマによ

る学習と交流が支持を得て、試行回を含め平成26年3月ま

でで9回開催した。 

以下、実施概要を整理する。 

１．名称 地域勉強会「Baba-Lore」（ばばろあ） 

２．趣旨  

  高田馬場活性化の一点で鳩合するミニミニ物語会5 

  顔の見える関係づくりを通して、仕事がしやすくなったり、

地域の消費が増えたりする効果を期待。 

  街の誇りを再確認する場づくり。「出世の街 高田馬場」6 

３．メンバー 

  高田馬場を愛する方で所属を背負わずご参加いただける方 

  （心ある汗かき人：ノリのいい人） 

※勉強会のあと、必ず交流会（飲み）に行くことを参加条件

とする。   

・地域経済人（地元金融機関、地元商店街、企業経営者、弁

護士・司法書士・税理士など） 

・地元教育研究機関（早稲田大学、東京富士大学） 

・行政（産業振興課、区産業コーディネータ―） 

・起業家（高田馬場創業支援センター利用者の有志） 

・その他、趣旨に賛同してくださる方 

・事務局（新宿区立高田馬場創業支援センター：よそ者） 

４．開催実績 

５．効果 

  参加者個々との信頼関係が醸成され、携帯電話一本で相

談・情報収集できる協働関係（取引コストの減少） 

  セクター別には、金融機関は「リレーションバンキング」、

大学は「産学連携」、行政は「地域の振興への取り組み」と

いった体外報告しうる実績が蓄積される。 

創業支援センターは、地域との信頼関係による、利用者へ

の信用供与（債務以外）が可能となる。 

 

2014年3月までに高田馬場創業支援センター利用（一

般的には入居）し、地域勉強会に参加することが可能だ

った48者・社の地域勉強会のメリットの享受状況につい

                                                        
5 世話人の発案で愛称を「ババロア」とした。意味付けとして、ババ：高

田馬場、ロア：lore（物語） 
6 高田馬場は私学の雄、早稲田大学をはじめ各種学校の集積地であるため、

若年期に勉学やスキルを積んで全国に人材を輩出する土地柄である。そ

のため、東京都内の地名の中でも特に地名度が高く、地名そのものが地

域資源となっている。住民や在勤者は高いシビックプライドを持ってい

る。 

ては以下のとおりとなる。 

 

図３地域勉強会についての高田馬場創業支援センター利用者のメリット享

受（筆者作成） 

 各利用者の業種や事業領域により、高田馬場地域とマ

ッチせず、活用できない利用者もあるが、活用できた 18

者・社のうち成長ステージが進んでいる者が 11 者・社

（61.1％）を占めるのに対して、活用できていない19者・

社のうち成長ステージが進んでいる者は8者・社（42.1％）

に止まる。成長ステージが進んでいる者の方が、創業支

援センターとして獲得した信頼関係を事業化のメリット

として享受しやすい。「活用」かつ「成長」の 11 者・社

はすべて卒業間近の利用者である。地域の応援に応える

準備が出来ていることがポイントとなる。第 7 回に登壇

した創業支援センター利用者（現在は卒業）は、企業勤

務時代に獲得したクレーム対応のノウハウを経営者と従

業員教育のパッケージとして展開する事業で独立したが、

その場でのプレゼンテーションが契機とり、Ｔ信用金庫

との連携が成立し、社内研修パッケージを受託した。 

 また、利用者が卒業後に拠点とする場所についても、

新宿区は全般に不動産コストが他の地域より高いにもか

かわらず、高田馬場周辺を選択するケースが目に見えて

増加し、場所選択の情報収集も勉強会メンバーの不動産

会社からもたらされるようになるなど、情報交換の質・

量とも格段に向上している。Ｔ信用金庫が毎年 9 月、地

元Ｔ大学と共催で行なうビジネスシンポジウムにおいて

も利用者の発表機会が組み込まれ、一層、地域とのつな

がりが強まっている。 

 フロリダの３つのＴについて、勉強会の事務局である

創業支援センターの筆者をはじめスタッフは、2011 年に

初めて地域に参入したよそ者であり、当初多少の拒否反

応は経験した。しかし登壇者が角度を変えて地元の特長

や優位性を語って行くうち抵抗感が大幅に緩和した。こ

の地域を構成する地元経営者等の技術や才能（経営能力）

の高さとともに、長年、全国から集まる英俊を受け入れ

回 開催日 話題提供者 

試行 H24.6.21 区産業コーディネータ(大学教授) 

１ H24.7.31 Ｔ大学 教授 

２ H24.9．6 Ｔ信用金庫 副部長 

３ H24.10.27 地元経営者 

４ H25.1.17 地元司法書士 

５ H25.3.20 中小企業診断士(女性) 

６ H25.6.28 地元弁護士 

７ H26.12.19 起業家（センター利用者） 

８ H26.3.28 区中小企業診断士会副会長 



 
 

てきた土地柄だけに寛容性（tolerant）の大きさを確認

している。 

【考察・今後の展開】 

 図１に示した地域コミュニティに「ＢＩカフェ」とし

ての地域勉強会を埋め込むことで、地域内の信頼関係を

高め、結果的に創業志願者の成長ステージを進ちょくさ

せることを高田馬場地域というフィールドで確認できた。 

 これまで方法論が不明確であった、地域イノベーショ

ンシステムや地域活性のプラットフォームの構築につい

て、地域勉強会という「場」づくりの有効性を確認した。 

 フロリダの 3 要件の、特に「寛容性」がなければ、継

続は難しかったと考えられる。 

 全国で1000ヵ所ともいわれるＢＩ施設は各施設の特性

や運営主体により、設立目的がまちまちである。日本新

事業支援機関協議会が示したＢＩ施設4要件7に照らすと

本来のＢＩ施設は絞られると思うが、その”本物”も創

業志願者(入居者)個々の支援にフォーカスしており、必

ずしも地域の活性自体には目を向けてはいない。 

本研究の深化によって、ＢＩ施設、とりわけ基礎自治

体が運営する地域密着の施設においては、地域産業社会

との信頼関係を構築するメソッドが確立でき、ＢＩ施設

の効用のさらなる増嵩が期待できるようになる。 

 創業期から地域とかかわりの深い起業家を輩出するこ

とは、マイケル・シューマン(2013)が地域社会に富をも

たらす事業体とするＬＯＩＳビジネス（地元オーナーシ

ップ・輸入代替事業：Local Ownership and Import 

Substitution）を増加させることになる。これは、既存

の地元事業者や商店街を活気づけることにもなる。なぜ

ならば、地域での購買を起点とする経済活動が活発化す

ることによって、地域内に留まる富が増加し、また近接

性も寄与してやり取りのスピードも上昇するからである。   

現状では、他の都心エリアと同様に、不動産収益が見

容易に込めることから、自らの事業を廃業・縮小して、

全国展開するフランチャイズ業態に賃貸するケースは少

なくない。そうなってしまうと、街区の特長がなくなる

ほか、商店会への加入拒否や道路への販売ワゴンせり出

しなど、街の魅力を損なう状況が散見されるようになる

のが常だが、何より地域にとってダメージなのは、他地

域でつくられた商品が長いロジスティックを通って運び

こまれ、売上・利益が地域とは縁もゆかりもない商流に

                                                        
7 ①施設(ハード)の提供、②インキュベーションマネジャーの配置、③入

居対象の限定（選抜）、④卒業基準の整備  

よって、地域に留まるべき富が失われていく。 

ただ、高田馬場地域においては、実質的に不動産賃貸

業になっても、オーナーが商店会から離脱するケースが

少ないことが救いとなる。2013年11月、地域勉強会のメ

ンバーが地元不動産オーナーや地元金融機関の協力を得

て民間のコワーキング・ビジネスオフィス事業がスター

トした。地域とのかかわりを保ち、自分の事業は止めて

も地域勉強会などを通じて、借りたい事業者と顔見知り

となり、支援的に賃貸してくれるケースとなった。 

この研究における政策的含意としては、基礎自治体の

ＢＩ施設は入居者の事業化支援のみに止まらず、システ

ム・イノベーション創発のため、地域のアントレプレナ

ーシップを増幅する機能が求められる。地域が寛容性を

具有することを条件とするが、それを実現するため、以

下の３点に注力する。①地域勉強会などを通して現状打

破を目指す産業人材の地域横断的ネットワークを形成す

る。②地域の産業支援機関が具体的な案件に有機的に連

携して対処できる人的信頼関係を醸成する。③地域のす

ぐれた産業特性やその他の優位性を内外に発信し、輸入

(移入)代替事業のチャレンジャーを勇気づける。 

 また、地域イノベーション装置の拡充についての工夫

としては、自治体の出張所や公民館に産業振興窓口機能

を付与する。また道の駅も地域活性の願いを込めて設置

されたインフラであり、地域内外を結ぶ地域イノベーシ

ョンの場として位置づける。さらに商店街も、店舗展開

も目指す創業志願者にとっては、唯一参入が可能な商業

インフラ8として商業揺籃の拠点になりうる。これら既存

インフラについても、場づくりの手法により、各インフ

ラの特性を生かした活用方途を明らかにしていきたい。 

【引用文献】 

岡本義行（2009）「産業集積の転換可能性-なぜ産業集積は

進化するのか-」イノベーション・マネジメント№6 

岡本義行（2014）「6 次産業化と地域イノベーション」地

域イノベーション№6 

マイケル・シューマン（2013）「スモールマート革命」明

石書店 

リチャード・フロリダ（2008）「クリエイティブ資本論」

(ダイヤモンド社) 

                                                        
8ＧＭＳ，ＳＣのインショップや郊外ロードサイドなどが考えられるが、

創業志願者にとって、いずれも出展イニシャルコストが膨大で、事実上

出店の機会はない。これに対して、商店街は閉店などで物件供給も多く、

賃料も抑えられ、新規創業の地として活用しやすい側面を持っている。 



Ｋ－２ 農村社会ネットワーク活性化手法に関する考察 

奥山仁志（岩手大学大学院連合農学研究科） 

Keyword： ソーシャル・キャピタル、橋渡し型、集落営農組織 

 

【問題・目的・背景】 

農家の高齢化や担い手不足が深刻化する中、耕作放棄

地の増加や、農山村の活力低下・荒廃による農業の環境

保全、水源涵養機能の低下が懸念され、日本の農山村が

育んできた食や文化の喪失が懸念されている。 

高齢化し担い手が減少しつつある農村での農業生産活

動を維持するためには、農地や農作業の受け手となる組

織づくりを進める必要が指摘されている。 

国は一定規模以上の農家を担い手として絞り込んで支

援するために2007年度から品目横断的経営安定対策を導

入した際、経営規模の小さい農家には集落営農として組

織化を図るよう誘導を行ってきたが、2010 年農業センサ

ス統計によれば平地農業地域における集落営農のカバー

率は農家数の約3割、中山間農業地域では2割に届かな

い現状にある。 

農地や農作業の受け手となる組織づくりには農家同士

のつながりを基盤とした協業意識の醸成が必要であり、

集落・地域内の農家同士のソーシャル・キャピタルが重

要と考えられる。 

ソーシャル・キャピタル（以下ＳＣ）はPutnamによれ

ば「人々との協調行動を活発にすることによって社会の

効率性を改善できる，信頼，互酬性の規範，ネットワー

クといった社会組織の特徴」と定義されている。 

2007 年の内閣府国民生活局の調査では、ソーシャル・

キャピタルの培養とボランテイアや NPO といった市民活

動の活性化には、互いを高める好循環があることが考え

られるといった点が報告されている。 

都市と農村におけるＳＣの傾向の相違について、2007

年の農村のソーシャル・キャピタル研究会による「農村

のソーシャル・キャピタル」では内閣府調査との比較か

ら、農村では濃密な近所づきあいが行われ、地縁的な活

動への参加が活発であるが、ボランテイア・ＮＰＯ・市

民活動については、いずれも内閣府調査の回答結果を下

回っている。これは、農村地域ではこれらの活動への参

加が、都市地域ほど活発でない点が見られるとしている。 

こうした都市と農村のＳＣの傾向は結合型（Bonding）

と橋渡し型（Bridging）の傾向の相違と考えられる。

Putnamが整理した「信頼、互酬性の規範、ネットワーク」

から考えると農村では昔から「結い」や「手間替え」と

いった共同による農作業の慣習から家同士の結びつきに

より「信頼」、「互酬性の規範」は強いが、それがムラ的

な閉鎖性となっている点が特徴とされ、結合型ＳＣは強

いものの橋渡し型は弱いとされる。 

こうした農村の負の側面を克服し、農地や農作業の受

け手となる組織づくりや都市住民・ＮＰＯとの連携など

新たな社会的関係の導入を進めるためには、農村地域で

の「ネットワーク」の活性化による橋渡し型ＳＣの醸成

が重要となる。 

 農村地域におけるＳＣの醸成・蓄積手法については、

これまでの研究から農業政策への取り組みが影響すると

考えられている。2012 年の農林水産省の農地・水・環境

保全向上対策に関する報告では2000 年と 2010 年の農業

センサスの比較にから水路や農道等の農業資源の保全の

ための共同活動を通じて農地・水・環境保全向上対策が

実施される以前より内部結束型ＳＣ水準に正の影響があ

るとしているが、橋渡し型ＳＣに関する影響については

確認されていない。 

この報告では橋渡し型ＳＣとして農業センサスの「体

験交流」「産直交流」「イベント交流」等の項目を指標と

している。都市住民・ＮＰＯとの連携による交流活動は

橋渡し型ＳＣやネットワークの活性化に影響すると考え

られるが、結合型ＳＣが強い農村でこうした集落外部と

の交流活動に積極的に取り組もうとする意向は多くない

と考えられる。農村内部のネットワークの現状に則した

活性化手法に関する検討が必要である。 

そこで本研究では、集落における農業の受け皿組織の

形成に資するために農村内のネットワークの種類やその

範囲に関する調査に基づき現状に即したネットワークの

活性化手法について考察を行う。 

 

【研究方法・研究内容】 

 農村のネットワークの種類や範囲について調査するため

山形県遊佐町の10集落を対象にアンケートを行った。 

遊佐町は人口約1万5千人で山形県の日本海側に北端に

位置し、経営耕地面積3,110ha内水田面積約2,790haの水

田農業地域である。 



アンケートは，農村におけるソーシャル・キャピタル

研究会「農村のソーシャル・キャピタル」と株式会社日

本総合研究所で使用したアンケートを参考に作成した。

ＳＣのネットワークに関する質問項目は「農村のソーシ

ャル・キャピタル」の「一般的なソーシャル・キャピタ

ルに関する構成要素と質問項目」に基づいて作成した。 

また、ネットワークの範囲としてよく会う友人の範囲や

近所づきあいの頻度、農業経営について相談する範囲に

ついて聞いた。アンケートの質問内容を表１に示す。 

 

表 1 社会ネットワークへの参加と範囲に関するアンケ

ート項目 

○社会ネットワークへの参加に関する質問項目 

１．自治会、婦人会、老人会、青年会、子供会等 

２．消防団、自主防災組織、見守り隊等 

３．歴史、文化の学習や伝統を守る活動 

４．直売所や産直グループ、農産物加工組合等 

５．各種スポーツ、芸術サークル、生涯学習等 

６．まちづくり、高齢者、障害者ボライテイア等 

○ネットワークの範囲に関する質問項目 

１．近所の方とあいさつや会話をする頻度 

２．よく会う友人はどの範囲に住んでいるか 

３．農業の経営について相談するとすれば誰か 

 

表２ アンケートの配布状況と回収率 

配布数（人）回収数（人） 回答率
ＫＹ集落 15 12 80%
ＮＹ集落 12 9 75%
Ｋ集落 9 8 89%
ＳＮ集落 8 6 75%
Ｋ集落 12 9 75%
Ｔ集落 15 12 80%
ＨＴ集落 6 4 67%
Ｍ集落 41 33 80%
Ｇ集落 9 9 100%
Ｈ集落 21 18 86%
合計 148 120 81%  
 

アンケートは，2010年と2011年に対象集落の農家全戸

を対象に事前にアンケート用紙を配布し後日戸別に訪問

回収しながら聞き取りする方法で実施した。 

アンケートの記入者は農地や農作業の受け皿組織の形

成に資することを目的としていることから、自らの農業

経営について判断できる農家の代表にお願いした。 

回答はＳＣの社会ネットワークへの参加についての質

問は 4 段階で、ネットワークの範囲については選択によ

りで回答いただいた。 

 アンケートの回収率について表２に示す。回収率は

81％だった。 

 

【研究・調査･分析結果】 

 アンケート回答者の年齢集計結果を図１に示す。回答 

者の年齢は、農家の代表者であることからほとんどが50

代以上で60代、70代で5割を超える割合となった。 

 

図１ アンケート回答者の年齢構成 

 

 図２は社会ネットワークへの参加状況の割合である。 

社会ネットワークの中で自治会活動は積極的と可能範囲

を合わせると82％が参加している。また同じく消防団等

には49％が参加している。 

 

図２ 社会ネットワークへの参加状況 

 

 次に参加割合が高いのがスポーツ活動で積極的と可能

範囲を合わせると 46%、次がまちづくり活動で 36％、歴

史文化活動29％、直売活動は18％となっている。 

 自治会や消防団への参加は集落中心の活動であること

から内部結合型のネットワークであり、スポーツ、まち

づくり、歴史文化、直売活動等はいずれも集落内だけで

は活動できないため、橋渡し型のネットワークであると

解することができる。 

 図３から図５ネットワークの範囲に関する集計結果で

ある。 

 近所づきあいや会話の頻度は高く、ほとんどの人が近

所とあいさつや会話を交わしている。 

よく会う友人の範囲としては集落内が42％と最も多く、 



 

図３ 近所の方とあいさつや会話する頻度 

 

 

図４ よく会う友人の住んでいる範囲 

 

 

図５ 農業経営について相談する人の範囲 

 

次が町内で34％だった。地区内とは集落を含む町内の学

区のことであり、これらを合わせるとよく合う友人の範

囲は85％町内となる。 

農業経営相談に関しては親族が 27％、集落内が 30％、

地区と町内を合わせて29％でおよそ三等分している。遊

佐町での農業経営はほとんどが個別経営で行われている

ことから、親族との関係が強く反映されたものと理解で

きるが、親族以外とも協力していく意識が生じ始めてい

るように思われる。 

 次に、内部結合型ネットワークである「自治会活動」

と橋渡し型ネットワークの「スポーツ活動」、農業活動と

関連が強い「直売活動」の 3 項目について、ネットワー

クに参加しているかいないかがネットワークの強さ（程

度）に相違に関係しているかについて検討を行った。 

 

 

図６ 自治会活動と近所づきあい範囲 

 

 
図７ スポーツ活動と近所づきあい範囲 

 

 

図８ 直売活動と近所づきあい 

 

図６から図８は「自治会活動」、「スポーツ活動」、「直

売活動」の参加・不参加と近所づきあいの頻度の比較で

ある。 

いずれも近所づきあい範囲はネットワークに参加して

いる方が毎日挨拶や会話している割合が高く、近所づき

あいは頻繁である。また「自治会活動」よりも、「スポー

ツ活動」、「直売活動」の方が毎日挨拶や会話している割

合が高かった。 

 

 

図９ 自治会活動と友人範囲 

 

図９から図１１は「自治会活動」、「スポーツ活動」、「直

売活動」の参加・不参加と友人範囲の比較である。 



 

 

図１０ スポーツ活動と友人範囲 

 

図１１ 直売活動と友人範囲 

 

いずれも友人範囲はネットワークに参加している方が

友人が集落内にいる割合が高く、不参加の方が町外に友

人がいる割合が若干高い。また「自治会活動」よりも、「ス

ポーツ活動」、「直売活動」の方が集落内に友人がいる割

合が高かった。 

 

 

図１２ 自治会活動と農業経営相談範囲 

 

 

図１３ スポーツ活動と農業経営相談範囲 

 

図１２から図１４は「自治会活動」、「スポーツ活動」、

「直売活動」の参加・不参加と農業経営相談範囲の比較

である。 

いずれもネットワークに参加している方が農業経営に

ついて町内までの範囲で相談している割合が高かった。 

 

図１４ 直売活動と農業経営相談範囲 

 

 また、直売活動への参加は親族への相談割合が低く集

落内や町内に相談する対象がいる割合が高かった。 

 ここまでの農村のネットワークの現状としては、ネッ

トワークへの参加状況としては「自治会活動」等の結合

型ネットワークへの参加割合が高いものの、橋渡し型ネ

ットワークでは「スポーツ活動」への参加割合が最も高

かった。また、近所づきあいの割合は高く、友人はほぼ

町内の範囲であった。ネットワークへ参加している方が

近所づきあいや友人範囲は狭い傾向にあることが明らか

となった。 

 

【考察・今後の展開】 

 現状に則した農村地域における社会ネットワークの活

性化手法としては、橋渡し型ネットワークである「スポ

ーツ活動」等の市町村を範囲とした活発化が有効と考え

られた。また農地や農作業の受け皿組織づくりにむけて

は「直売活動」への参加と農業経営の相談で親族から集

落や町内へ広がる可能性が示唆された。 

グラノベッターが提唱する「弱い紐帯の強さ」の理論

から農村地域の社会ネットワーク活性化でもスポーツで

顔を合わせるような弱い紐帯の役割が重要であると同時

に、農業経営に関連するような強い紐帯では直売活動の

ような農業経営の多元化につながるようなネットワーク

が重要で、弱い紐帯と強い紐帯双方のネットワークの活

性化が重要と考えられた。 

 

【引用・参考文献】 

[1] 農村におけるソーシャル・キャピタル研究会（2007）

『農村のソーシャル・キャピタル～豊かな人間関係の

維持・再生に向けて～』農林水産省農村振興局 

[2] ロバート・D.パットナム、（2006）『孤独なボウリン

グ―米国コミュニテイの崩壊と再生』芝内康文（翻訳）、

柏書房 

[3]Granovetter,M.S.(1973)The Strength of Weak Tie. 

American Journal of sociology.78:1360-1380 
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Ｋ-３ 農業の六次産業化における仲介者の役割と類型化 

野坂美穂（中央大学大学院） 

Keyword：仲介者、構造的空隙、ケイパビリティ

【問題・目的・背景】 

六次産業化は、農林漁業である生産者が主体的に生産（1

次産業）だけではなく、加工（2 次産業）、流通・販売（3

次産業）に参画し、一体化することによって、新たな付加

価値の創造とビジネスの拡大を目指す取り組みとして一般

的に定義される。だが現実的には、生産者が川上から川下

まで主体的に取り組むことは、容易ではない。なぜなら、

生産者が付加価値を優れた農産物を生産するとしても、そ

れをどのように加工すればよいのか、どこに売ればいいの

かについての知識やノウハウ、人脈を有しておらず、必ず

しも個々の生産者が六次産業化に取り組むことを可能なら

しめる経営資源やケイパビリティを有するとは限らないか

らである。このため、他から必要な経営資源やケイパビリ

ティを補完する必要があるが、これには多くの時間を有し、

様々な費用がかかるため、生産者が六次産業化を行いたく

ても容易に行えるわけではないのが現状であるといえよう。

中でも、資金的な問題が障壁となっていることは明らかで

ある。 

したがって、六次産業化の取り組みには、生産者が主体

的にというよりはむしろ、経営資源やケイパビリティを有

する二次・三次産業の事業者が一次産業従事者である生産

者に働きかけることが求められる。6次産業化の一つである

農商工連携は、このような資源を有効に活用するため、農林漁

業者と商工業者の方々がお互いの「技術」や「ノウハウ」を持

ち寄って、新しい商品やサービスの開発・提供、販路の拡大な

どに取り組むものである（農林水産省，2008）。小林（2013）

は、誰と（生産者間、商工業者等）、何を（生産・加工・流

通等の事業活動）、どのように（分業、委託、直営等）連携

するかという「分業のあり方」を規定すると指摘している。

これについて、「多角化タイプ」と「連携タイプ」に類型化

し、前者は農業サイドからの生産・加工・販売等の一体的

な取り組みとして、後者は農業サイドと商工業者といった

川上・川中・川下の垂直的な各段階における経営体の連携・

融合による取り組みとした。このうち資金力のある二次産

業・三次産業の事業者が、一次産業である農業に参入し、

全てを自社で囲い込む垂直統合を行う事例も少なくない。   

六次産業化の目的の一つには、価格競争力にとって代わ

る付加価値により、農業生産者の所得を向上させることで

ある。今日まで問題とされてきたのは、供給サイドの農業

生産者と農業協同組合（以下、「農協」と略称。）の間のバ

ーゲニングパワーの問題であり、生産者は安く農産物を供

給しなければならなかった。安全で高品質な農産物を生産

する農家でさえも、加工や流通のノウハウの不足や地理的

制約（消費者市場から遠距離）などの理由から、独自では

新たな商品開発や販路の開拓が困難である。第26回農業政

策審議会（平成26年6月）における渡邊美樹参議院議員の

発言によれば、日本の多くの農家には４つの大きな問題が

あると考えており、①資材を安く仕入れる努力の不足、②

いい物を安く作る努力（生産性向上）の不足、③いい物を

高く売る努力（マーケティング・ブランディング）の不足、

④財務・経理からの視点（特にバランスシート）の不足で

ある。昨今の農業改革により、戦略的な視点からは、コス

トリーダーシップ戦略から差別化戦略あるいは集中戦略へ

の転換、すなわち農協からの脱却による流通業者あるいは

消費者との直接取引、また六次産業化による高付加価値の

商品開発による差別化が求められるが、供給サイドの農業

生産者にとって何から着手すべきなのかが判然としないた

め、大なり小なりの六次産業化へ対する抵抗があると思わ

れる。他方、需要サイドにおいては、消費者の嗜好・購買

行動の変化によって、農産物においても「高くても売れる」

時代が到来しており、高付加価値な農産物または加工品に

対する消費者の潜在的需要は確実に存在する。 

本研究では、これらの背景を踏まえ、農業生産者と消費

者を結ぶ「仲介者」の役割に着目し、仲介者の有するケイ

パビリティの視点から、その役割に基づく類型化を試みた。 

さらに、この類型化について、生産費用と取引費用の視点

からも若干の考察を加えている。 

 

【先行研究】 

本研究の先行研究として、（１）ケイパビリティと（２）

ネットワークの構造的空隙に関する先行研究を整理する。

（１）ケイパビリティ 

ケイパビリティに関する定義は、以下が挙げられる。

Amit&Schoemaker(1993)は、ケイパビリティを、資源を発

掘・結合し、組織プロセスを利用することで望ましい結果

をもたらす企業の能力であり、企業特殊的かつ企業の資源
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間の複雑な相互作用を通じ、時間をかけて発展した情報の

基づく有形・無形のプロセスであると定義している。Colis

＆Mongomery（1998）は、組織のケイパビリティには、有

形資産や無形資産とは異なり、組織がインプットをアウト

プットへと変換するために用いる資産、人材、プロセスの

複雑な組み合わせ方、つまり組織ルーチンとする。これに

は、速さ、顧客対応の良さ、品質の高さといった効率性や

有効性につながる一連の能力が含まれる（Colis＆

Mongomery,1998）。また、Adler＆Kwon（2002）は、ネット

ワークを通じて得られる分断されたアイディアをつなげて

新しいものを創造する能力としてのケイパビリティ、いわ

ゆる補完的ケイパビリティを示した。神吉（2007）は、ケ

イパビリティの既存の概念を整理することで、ケイパビリ

ティを、経営資源（ヒト・モノ・カネ）を適宜組み合わせ

て使いこなす力と定義している。 

六次産業化において必要なケイパビリティとは、一つに

は農家の経営・財務に関する知識やスキル、加工、マーケ

ティング、ブランディングに関する知識やスキルであり、

これらを本稿では、「専門的ケイパビリティ」と定義する。

二つ目に、異なるケイパビリティを有する外部のアクター

を結び付けることでネットワークを構築することを「関係

的ケイパビリティ」と定義する。 

（２）構造的空隙（Structural Holes） 

構造的空隙とは，お互いに関連を持たないコンタクト（ア

クター）を結ぶネットワーク上の位置であり、Burt(1995)

によって提唱された理論である。その分断されたネットワ

ークを結び付ける仲介者は、異質な情報を獲得し（情報利

益）、そのネットワークをコントロールすること（統制利益）

ができる（Burt,1995)。このように、ネットワークの隙間を

埋めることで、競争優位を獲得することができる。構造的

隙間に富んだ接触相手のネットワークをもった人というの

は、高い報酬を得られる機会をよく知っており、それに手

が届きやすく、それをコントロールできる人である。起業

の機会となる構造的隙間をたくさん含んだネットワークこ

そが起業家的ネットワークであり、起業家とは、構造的隙

間に個人間ブリッジを架けることに長けた人々である。 

 

【研究方法・研究内容】 

 本研究は、Christensen&Carlile(2009)の質的研究方法

に基づく。幾つかの事例から、それらをカテゴリー化し、

命題ならびに規範理論を導出するという研究手法である。

具体的には、仲介者へのインタビュー調査により事例分

析を行った。今回は紙幅の関係上、三つの事例に限定す

る。 

図表１. Chiristensen＆Carlile (2009)の質的研究方法 

 

（出所）Chiristensen＆Carlile (2009)を基に筆者作成 

 

【研究・調査･分析結果】 

 以下は、三団体へのヒアリング調査の内容である。 

事例１）外食産業A社（垂直統合型） 

A 社は、外食産業の数百店舗を展開する第三次産業に

属する大手企業である。顧客には、野菜を使ったメニュ

ーを提供しているが、食材の安全・安心を考えて、十数

年前より農業に参入した。有機農業の参入のきっかけは、

約10年前の当時、有機農業をしている農業生産者は日本

にはほとんどなく、自前で農業を行うしか選択肢がなか

ったからである。有機農業は非常に費用がかかり、また

農業への参入当初はどこも土地を貸してくれなかったな

ど、しばらくは苦労続きで赤字が続いたが、ここ数年で

ようやく黒字に転換した。現在、B 社の主要な事業は外

食事業の他に、介護事業・弁当事業・福祉事業があり、

垂直統合の仲介者は各事業部門の上層部である。これら

の事業にも調理・加工した野菜を提供している。独自の

農場所有に加え、A 社の理念に賛同する農業生産者によ

って、有機栽培の野菜を生産している。生産された野菜

は、セントラルキッチンというハブ拠点に集められ、発

注に応じて調理・加工される各店舗に届けられる。この

形態は、ハブ＆スポーク型のネットワークである。 

A 社のケイパビリティは、「調理・加工」にある。農業

に関してのケイパビリティは皆無であったが、農業の外

部エキスパートが社員となり内部化されたことで、ケイ

パビリティが蓄積された。A 社の第二の食卓として、季

節感を出し、また保存料や冷凍を一切使わないという徹

底したこだわりのもと、安全な野菜としての有機野菜を

提供している。六次産業を行う上では、①環境に配慮し、

②コストを度外視しなければ成功しないと述べる。環境

に配慮した最近の取り組みとして、ゴミを肥料として再
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利用するなどしている。環境問題を考えると農薬の不使

用は原理原則でありコスト高となるが、採算は度外視し

ている。もっとも農業は、海外で生産する方が圧倒的に

コスト安であるが、安全性を考えると国内での農業生産

が望ましい。B 社が六次産業化を行うにあたり、創業者

の理念と「想い」が最も重要であった。、費用や利益より

も重要なのは「想い」であり、六次産業は「想い」が強

くなければ成功しない。 

事例2）一般社団法人B （連携型） 

 一般社団法人 B は、生産者への技術指導から農産物の

加工にあたりパッケージのデザインの提案（委託）、地方

の農業生産者と都市部の小売店を結び付けるプロデュー

サー的な役割を担っている。また、「B社農業基準」を設

けており、基準をクリアしている無農薬農産物の生産者

と農協より一円でも高い価格で取引を行う。さらに、独

自ブランドを確立することで、生産者と消費者からの信

頼を確保できるよう努めている。加工については、別の

地元業者に委託している。六次産業化による商品は、糖

度8．5以上のトマトを使用した付加価値の高いプレミア

ムトマトジュースで、価格は二千円代前半である。某大

手百貨店の独自ブランドとして、糖度9．5以上のトマト

を使用したトマトジュースは三千円後半に近い。パッケ

ージも差別化しており、前者の場合には白、後者の場合

は金のパッケージを使用している。さらに、社団法人 B

の強みは、高価格な商品を取り扱う販売先にある。この

商品はケース買いする顧客がいるほど大変好評であり、

一流百貨店からは次の商品として「このような商品を作

ってほしい」という提案を受けているが、現状ではその

ような商品を作ることのできる生産者がまだ見つかって

いない。地方の生産者は、まだまだ都市部での潜在的需

要について認知していないため、生産者自らが顧客に対

面販売するような機会を設け、生産者のモチベーション

を高めている。さらに生産者の別の課題として、パッケ

ージなどデザイン性の重要性についても認知していない。

このため、当社団法人がパッケージなどを提案すること

で、より洗練された商品を作っている。 

事例3）C県の六次産業化サポートセンター（連携型） 

 平成23年の六次産業化法の制定により、六次産業化サ

ポートセンターが各県に設立、配置された。当センター

では事業計画認定（法認定）の支援や六次産業化の普及

活動を行っている。六次産業化プランナーと呼ばれる専

門知識やノウハウを有する者を選定・委嘱している。現

在は、農業生産者の経営・財務状況を診断する中小企業

診断士が4名、商品デザインや食品加工の専門家が4名

である。これらプランナーらは、専門的ケイパビリティ

を有し、センターはそれを結び付けるコーディネーター

としての関係的ケイパビリティを有する。その他に当セ

ンターでは、異業種交流やマッチングを行っているが、

年に 1 回程度と頻繁に行われているわけではない。法認

定の件数が多いのは北海道や長野県であり、首都圏に近

い C 県は生鮮物が中心となり、六次産業の法認定の件数

は少ない。法認定後は、5年間で5％の売り上げ増加が要

件とされており、零細な生産者にとってのハードルは高

くないが、逆に中規模の生産者にとってややハードルが

高い。法認定の制度は、何をつくるかについては比較的

自由であるが、事業計画の実現可能性が最も問われる。

法認定後、新しい機械設備の購入には別の補助金を申請

する必要があり、現実的には六次産業化の実現までには

時間と費用がかかり、多くの課題が残さている。流通に

おいても、交流会を開催し商品を紹介するなど広報活動

を行ったり、また個別での流通経路を紹介する場合があ

る。今後の課題は、六次産業化の取り組みについて事業

者への支援を強化し、当センターが生産者に営業を行う

ことで生産者の事業案件の発掘や、農業生産者の経営の

見える化を図っていくことである。 

 

【考察・今後の展開】 

以上の事例から、本稿の考察に入る。六次産業化は長

期的に根気強く取り組む必要があり、このため相当の時

間と費用を要する。今日、農業における垂直統合は、「食」

への安全性の関心の高まりによるものである。また、農

作物は毎年の天災リスクや病害リスクさらにさらされ、

不確実性が高い。取引費用論によれば、高度に企業特殊

な経営資源やケイパビリティーへの投資を行う場合、非

階層的形態で統治しようとすると、著しい機会主義の脅

威が生じるため、垂直統合（内部化）を選択すべきとな

る（Barney,2002）。本来の垂直統合の意義は、生産費用

の削減と取引費用の削減にある。特に、農産物において

は生産費用に加え、最終製品価格の約半分が流通費用で

あるため、この点から、垂直統合が望ましい場合がある。 

一方、連携型は一種の市場取引とみなされ、スポット

的な取引やパートナーの切り替えが行われる可能性があ

る。六次産業に必要な専門的ケイパビリティを有する仲

介者は、プロデューサー型に類型化される。一方、不足
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している資源やケイパビリティを有する他アクターを発

掘し、生産者を含めた各アクターをネットワークとして

結びつける能力、すなわち関係的ケイパビリティを有す

る仲介者は、コーディネーター型に類型化される。

Burt(1995)の構造的空隙の議論では、仲介者を含めた各

アクターの有するケイパビリティおよびケイパビリティ

の種類については言及しておらず、この点について本稿

の研究の意義があると思われる。また、Burt(1995)の示

した仲介者の利益との関連では、プロデューサー型は情

報利益よりも統制利益を多く享受し、コーディネーター

型は、統制利益よりも情報利益を多く享受することが示

唆される。したがって、コーディネーター型は、専門的

ケイパビリティの蓄積に努めずとも、「誰を知っているの

か」、「知人の知人の紹介」といった人的ネットワークの

構築に長けていれば、起業家として成立しうるといった

仮説が新たに提起される。これについては今後、他の事

例による追加検証が必要である。以下、六次産業化にお

ける仲介者の役割とその類型（図表２）、相対的ケイパビ

リティと仲介者利益、その費用について表に記した（図

表３）。 

図表２．六次産業化における仲介者の役割とその類型化 

 
（出所）筆者作成 

図表３．相対的ケイパビリティと仲介者の利益と費用 

 
（出所）筆者作成 

 

今後の課題は、以下の点である。第一に、垂直統合型

については、時間を通じてケイパビリティがどのように

変化したのか、すなわち「ダイナミック・ケイパビリテ

ィ」という視点から、そのプロセスを分析することが有

用であると思われる。第二に、各バリューチェーン内の

横の連携（たとえば生産者同士の連携）が、縦の農商工

連携にどのような影響を与えるのかについて明らかにす

ることである。連携型では、取引費用が連携関係（＝取

引）を左右するため、「信頼」関係を構築し、いかに取引

費用を節約するかが課題であろう。 
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Ｌ－１ コンテンツ観光に基づく地域活性化の新展開 

軍司聖詞（早稲田大学） 

Keyword： コンテンツ観光（コンテンツツーリズム）、地域活性化、アニメーション 

 

１．序論 

１．１．問題の所在 

高齢化や過疎化など、こんにちますます進行している地

域社会の衰退に対し、軍司（2013）は、長野県上田市や埼

玉県秩父市など、アニメ作品等の若年向けコンテンツ作品

の舞台となり、他地域に在住する多くの若年層を参集させ

ている地域の事例調査をして、若年コンテンツ観光客の一

部が当該地域に定着し、準市民とも呼ぶべき存在となるこ

とによって地域が活性化されることを示した。これを受け

た軍司（2014）は、長野県上田市の追加調査によって、作

品ブームが去った後の地域施策のありようについて論じ、

新規作品の受け入れや独自コンテンツの製作などによって、

若年コンテンツ観光客の継続的な受け入れは可能であるこ

とを示した。 

 これら先行事例によって、地域活性化におけるコンテン

ツ観光の有用性が広く知られるようになり、こんにち、コ

ンテンツ作品の舞台となった地域（聖地）の多くが、コン

テンツ観光の受け入れに積極的になりはじめたが、この新

展開として、様々な制約から受け入れを迅速に開始できな

い自治体に代わり、NPO 法人や地元商店などが独自に受け

入れをしはじめる地域が見られはじめている。一方、先行

する各自治体では、若年コンテンツ観光客の受け入れが、

観光施策以外の様々な地域施策にまで影響を与えており、

準市民としての他地域在住の若年層の獲得以上の効果がも

たらされはじめている。 

 

１．２．研究目的および方法 

 そこで本研究は、自治体以外の機関が自治体に代わり、

コンテンツ観光の受け入れをしはじめた事例として、広

島県竹原市・埼玉県飯能市を捉え、関係機関に対するヒ

アリング調査によって、自治体以外の機関が独自にコン

テンツ観光の受け入れを行う過程を明らかにする。 

 また、自治体以外の機関による受け入れが、長期的に

どのような展望を有するかについて、市内の商店等が10

年前に独自にコンテンツ観光の受け入れをはじめた長野

県大町市を捉え、関係機関に対するヒアリング調査によ

って、自治体以外による若年コンテンツ観光客の受け入

れが、どのような帰結を得たかについて明らかにする。 

 さらに、コンテンツ観光の受け入れが、準市民の獲得

以上の効果がもたらされはじめている自治体として、軍

司（2013）（2014）が論じた長野県上田市・長野県小諸市

を捉え、これら自治体に対するヒアリング調査によって、

コンテンツ観光の受け入れが、観光施策以外のどのよう

な地域施策に影響を及ぼしているかについて、明らかに

する。 

 

２．広島県竹原市の事例 

 広島県竹原市は、広島県南部沿岸部の中央に位置し、

人口約2万8千人を抱える港町である。市内にはJR呉線

が走るほか、広島空港や山陽自動車道河内ICから車で30

分弱でのアクセスが可能であり、入込観光客数は約67万

人（2011年）である。竹原市はこれまで、「安岐の小京都」

よろしく歴史的建造物の立ち並ぶ街並みを楽しむ中高年

層が訪れる観光地であった（大久野島等の島嶼部には、

若年海水浴・ハイキング客も少なくない）が、2010年11

月に竹原市を舞台としたアニメ「たまゆら」の OVA

（Original Video Animation）が発売され、2011 年に同

テレビアニメが放映されるやいなや、多くの若年コンテ

ンツ観光客が押し寄せることとなった。 

 竹原市は、アニメ制作会社からの打診を受け、OVA製作

に先立ってロケハン協力を行った（フィルムコミッショ

ンに準じた対応がなされた）。しかし、2010年8月に迫っ

ていた「道の駅たけはら」の開駅準備のため観光施策者

等は多忙を極めており、OVA発売を前にコンテンツ観光の

受け入れ施策は棚上げとなっていた。この状況に対して、

まちづくりの一環としてこれを打ち出したのが、まちづ

くりNPO法人Aである。A法人はNPOとして制作会社に掛

け合い、OVA発売を前にイベント「たまゆらの日」を制作

会社主催で開催した。このイベントの中心であるトーク&

音楽イベントは、制作会社主催であるため入場料を徴収

したが、入場料を徴収するイベントへの協力は市をはじ

めとする主要機関が難色を示したため、市は出演声優を1

日市長等に任命する等に留め、中心イベントは A 法人と

制作会社、そしてボランティアスタッフのみによって開

催された。A法人は、このイベントの開催費用を捻出する

ため、制作会社にオリジナルグッズの製作を打診し、了



承を得たが、同イベントでの販売のみでこの経費はほぼ

回収された。このイベントには、若年アニメファン約1500

人が参集したため、若年コンテンツ観光客の存在が市民

の間に広く伝わり、コンテンツ観光誘致の機運が高まっ

た。 

 このイベント以降も、竹原市側のコンテンツ観光関連

施策、すなわちオリジナルグッズ製作のための版権交渉

や、市内のアニメ登場場所の了解の仲介などは、A法人が

担当した。しかし、若年コンテンツ観光客が参集するに

つれ、これらの施策は公的機関が担うべきでないかとの

声が上がり、第 2 期アニメ放映からは市や観光協会など

が中心となり、コンテンツ観光関連施策が行われること

となった。 

 竹原市の若年コンテンツ観光客の受け入れ施策は、こ

んにち、多岐に渡り、竹原市は多くの若年コンテンツ観

光客に愛される聖地となっている（市によれば、道の駅

開駅効果と合わせ年間13万人程度の総観光客数の増加が

みられた）が、A法人による初動のイベント制作なしには、

こんにちの盛況は達成し難かったものと推察される。軍

司（2014）によれば、若年コンテンツ観光客受け入れ施

策の要諦の 1 つは、可及的速やかに来訪する若年コンテ

ンツ観光客の存在を住民に可視化する（イベント等を開

催する）ことであるが、竹原市では、公的機関という性

質から、市では開催できない大々的なイベントを、NPO

法人が開催した。全市的なコンセンサスが形成されてお

らず、市などの公的機関が大々的な若年コンテンツ観光

客の受け入れ施策を打ち出すことができない時期にあっ

ては、NPO法人などがこれを代替して速やかにイベント等

を開催することが有効であり、これによって若年コンテ

ンツ観光客の存在を地域住民に可視化することで、若年

コンテンツ観光客誘致の全市的な機運を高めることが可

能である。 

 

３．埼玉県飯能市の事例 

 埼玉県飯能市は、埼玉県南西部に位置し、約 200km2弱

の面積に人口約 8 万人を抱える住宅都市である。市域の

約3/4は森林であるが、都心から50km圏内にある立地を

して、市内には住宅地が広がっており、市内就業者就学

者約4.5 万人のうち、約1/4 が東京都への通勤通学を行

っている。飯能市はこれまで、住宅都市として観光客の

受け入れはあまり積極的に行ってきておらず、一部、家

族連れ等による森林部へのハイキング客を受け入れてき

たのみであった。しかし2013年1月にアニメ「ヤマノス

スメ」は放映されるやいなや、多くの若年コンテンツ観

光客が押し寄せることとなった。 

 飯能市は、2012年6月、アニメ制作会社からの打診を

受け、ロケハン協力を行った（フィルムコミッションに

準じた対応がなされた）。埼玉県内には、久喜市や秩父市

など多くの先行聖地があったため、翌年 1 月からのアニ

メ放映によって、相当数の若年コンテンツ観光客が飯能

市に押し寄せることは予期していたが、すぐに予算措置

を取ることは難しく、翌年 4 月までは、受入体制構築の

ための関係機関への声掛けや、ポスター製作などを行う

のみであった。この状況に対して、独自に若年コンテン

ツ観光客の受け入れをはじめたのが、B商店である。B商

店店長は、アニメファンである店員から、飯能市が「ヤ

マノススメ」の舞台となったため、若年コンテンツ観光

客が押し寄せることになる旨を聞き、いち早く、若年コ

ンテンツ観光客の受け入れをはじめた。飯能市で唯一、

これを受け入れていた B 商店には、他地域での聖地巡礼

経験豊富な、先駆的なアニメファンが参集し、コンテン

ツ観光受け入れのための様々なアドバイスを B 商店に行

った。これによって、B商店は巡礼ノートの設置や、オリ

ジナルグッズの製作などを行い、コンテンツ観光客の受

入体制を整えることができた。また、B商店をはじめとす

る市内商店によるイベントが開催された際には、B商店に

よる声掛けによって「ヤマノススメ」原作者もこれに来

訪し、この様子が地元紙に掲載され、若年コンテンツ観

光客の存在が地元住民に周知された。 

 飯能市の若年コンテンツ観光客受け入れ施策は、こん

にち、多岐に渡り、飯能市は多くの若年コンテンツ観光

客に愛される聖地となっているとともに、第 1 期の人気

を受け2014年7月からは第2期が放映される予定である

が、B商店による初動の若年コンテンツ観光客の受け入れ

開始なしには、こんにちの盛況は達成し難かったものと

推察される。 

 自治体には、予算年度等の制約があり、若年コンテン

ツ観光客の受け入れ施策を早急に打ち出すことが必要で

あると認識していながらも、放映開始までに十分にこれ

を行えない場合がある。飯能市の事例によれば、市が十

分な受け入れ施策を実施できない間は、地元商店が先駆

的なコンテンツ観光客を受け入れることが有効であり、

この先駆的なコンテンツ観光客から、地元商店は若年コ

ンテンツ観光客の受け入れノウハウを学ぶことができ、

行政による受け入れ施策が行われるまでこれを代替して

効果的な若年コンテンツ観光客の受け入れを行うことが



可能である。 

 

４．長野県大町市の事例 

 長野県大町市は、長野県北西部に位置する山岳観光都

市である。大町市の観光客は、黒部ダム見学者や、北ア

ルプスへの登山客が中心であったが、2002年にアニメ「お

ねがい☆ティーチャー」が放映されるやいなや、舞台と

なった木崎湖周辺を中心に、多くの若年コンテンツ観光

客が押し寄せることとなった。2002 年当時は、まだ「コ

ンテンツ観光」「聖地巡礼」という概念が無く、こんにち

ほどアニメ作品を視聴することが一般的ではなかったた

め、大町市はこの若年コンテンツ観光客の受け入れ施策

に消極的であった。しかし、大町市に押し寄せる若年コ

ンテンツ観光客に対し、木崎湖地域の C キャンプ場や D

旅館など、独自にこれを受け入れはじめる地元商店が現

れた。 

 元作品の放映から10年が経過した大町市の若年コンテ

ンツ観光客の受け入れには、2つの大きな特徴がある。 

 1つは、元作品以外ないし元作品を知らないアニメファ

ンも積極的に受け入れていることである。例えば C キャ

ンプ場は、「おねがい☆ティーチャー」の舞台となる前か

ら、多くの一般キャンプ客を受け入れていたキャンプ場

であったが、同作品の聖地巡礼として C キャンプ場を訪

れるアニメファンが礼儀正しい人々であったことから、

同作品のファンのみならず広くコンテンツ観光客を受け

入れ、また、様々な作品のコスプレイヤー等も受け入れ

はじめた。これによって、大町市は、同作品ファン以外

のコンテンツ観光愛好者にとっても、いわば「コンテン

ツ観光の聖地」といった存在となり、元作品ファン以外

のコンテンツ観光愛好者やコスプレイヤーも、大町市に

押し寄せることとなった。 

 もう 1 つは、大町市を訪れる若年コンテンツ観光客の

ほとんどは、もはや元作品に関係なく、大町市自体のフ

ァンとなり、幾度と再訪していることである。大町市で

若年コンテンツ観光客の受け入れを行っている各商店は、

広くこれを受け入れ、また積極的にこれらとの接触を持

つことによって、多くの準市民を獲得し、また都市部在

住のコンテンツ観光愛好者にとって定期的な静養（chill 

out）先として認識されるに至った。 

 大町市は、この結果、1000 人以上の準市民を獲得した

とともに、これら準市民は、近隣のJR大糸線3駅の清掃

活動を行ったり、地元花火大会への協賛を行ったりする

など、特に木崎湖周辺地域にとって欠かせない存在とな

っている。竹原市や飯能市の事例は、地元 NPO 法人や地

元商店などが、自治体によるコンテンツ観光施策が行わ

れるまで、これを代替して効果的な受け入れを行うこと

が可能であることを示したものだが、仮に行政がコンテ

ンツ観光施策を行わなかったとしても、地元商店等のみ

で継続的かつ効果的な若年コンテンツ観光客の受け入れ

は可能であることを大町市の事例は示している。 

 

５．長野県上田市・長野県小諸市の事例 

 長野県上田市および小諸市の概要ないしこれらによる

若年コンテンツ観光客の受け入れ施策の概要は、本研究

の先行論文である軍司（2013）（2014）の通りであるが、

概説すれば、上田市は2009年に公開されたアニメ映画「サ

マーウォーズ」やその後のアニメ「戦国 BASARA 弐」の、

小諸市は2012年1月に公開されたアニメ「あの夏で待っ

てる」の舞台となり、多くの若年コンテンツ観光客を受

け入れている地域である。 

 上田市は、これまで、元作品ファンのコンテンツ観光

受け入れのほか、「BRAVE10」などの新規作品ファンの受

け入れを行い、また、「信州上田おもてなし武将隊」など

の新たなコンテンツ製作を行い、継続的な若年コンテン

ツ観光客の受け入れを行ってきた。上田市によるこれら

の施策はこんにちも続いているが、上田市ではこれに加

え、新たな取り組みを行っている。すなわち、上田市で

は、市内の親子連れ向けに「サマーウォーズ」の上映会

を開催するとともに、「サマーウォーズ」スタンプラリー

の参加用紙を市内全小学生に配布するなどし、「サマーウ

ォーズ」等の上田市を舞台にしたコンテンツ作品を、郷

土教育に用いはじめた。上田市によれば、これらのコン

テンツ作品は、小学生などの郷土教育に有効であり、地

元住民自身に上田市の良さを再認識してもらう良い手段

であるのみならず、これら小学生などが外出した際には、

「『サマーウォーズ』の上田市出身」であると全国で観光

PRすることもできるようになる。上田市の事例は、コン

テンツ観光の受け入れを、地元若年層の観光まちづくり

に発展させることができることを示すとともに、これが

長期的な観光PR方法としても用いることができることを

示している。 

 小諸市はこれまで、元作品ファンの若年コンテンツ観

光客を受け入れてきたが、このために市内に設立した受

け入れ組織「なつまちおもてなしプロジェクト」（NOP）

が、小諸市における今後の地域施策に大きな意味を持つ

ようになった。小諸市ではこれまで、市や商工会議所、



観光協会などの主要機関では、事務レベルの30〜40代同

市が交流を行うことはなく、これら機関の上層部のみが

交流していたに留まっていた。これらの機関の事務レベ

ル同市での連携が必要であることは、市として認識して

はいたが、NOPによってこれ実現されたことにより、この

事務レベルの連携が市の新たな施策を策定する組織へと

変容した。すなわち小諸市では、ヒアリング調査時現在、

「小諸市観光ビジョン」を策定するためのワークショッ

プが若手事務方を中心に開催されている最中であるが、

NOPがこれをはじめる契機となった。また、この「小諸市

観光ビジョン」には、コンテンツ観光を含む部会が設置

される予定である。軍司（2013）は、千葉県鴨川市の事

例をして、若年コンテンツ観光客の受け入れが、これを

積極的に行おうとする市内の若手事業者などの連携関係

の構築につながり、地域づくりが行われることを指摘し

ているが、小諸市の事例は、行政・公的組織にもまた、

この変革が起こりうることを示している。 

 

６．結論 

 本研究は、若年コンテンツ観光客の受け入れが広がり

つつあるこんにち、この新展開として現れはじめている、

自治体が若年コンテンツ観光客の受け入れ体制を整える

以前に、民間機関が率先してこの受け入れを行う事例や、

コンテンツ観光関連施策が他の施策に影響を与える事例

を考察し、また民間機関のみよる受け入れがどのように

行われ、長期的にどのような帰結を得るかについて事例

的に考察した。 

 これらの結果の詳細は以上の通りであるが、広島県竹

原市・埼玉県飯能市の事例からは、若年コンテンツ観光

客の受け入れの初期段階においては、様々な理由によっ

て行政が受け入れ施策を実施できないことがあるが、民

間機関がこれを代替して効果的な受け入れを行うことが

可能であることが分かった。 

 長野県大町市の事例からは、仮に自治体が若年コンテ

ンツ観光客の受け入れを行わず、民間機関のみが受け入

れを行ったとしても、多くの準市民を獲得し、地域活性

化を行うことは十分に可能であることが分かった。 

 また、長野県上田市・小諸市の事例からは、すでにコ

ンテンツ観光の受け入れを積極的に行ってきた先行地域

では、当該コンテンツ作品を郷土教育ないし観光まちづ

くりに活用したり、若年コンテンツ観光客の受け入れ組

織を他の施策に活かしたりすることで、多面的な地域活

性化を図ることができることが分かった。 

 若年コンテンツ観光客の受け入れが広まりつつあるこ

んにち、これを受け入れることによる観光効果は認識さ

れつつあるが、誰がその受け入れを行うかについては、

必ずしも明確な指針があるわけではない。以上の事例か

らは、行政・民間を問わず、迅速にこの受け入れをはじ

めることが重要であり、また、これを継続することによ

って、観光効果のみならず様々な地域活性化効果を得る

ことができることが分かった。しかしこれらは、アニメ

ファン等に対して偏見を持たず、来訪する若年コンテン

ツ観光客に真摯に向き合うことによって、達成され得る

ことであることを忘れてはならない。 
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Ｌ－２ クールジャパン戦略を活かした国際地域活性化モデルのプロセス分析 

渡邉賢一*、前野隆司**、保井俊之**、白坂成功** 

（*慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所、（社）元気ジャパン、 

**慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科） 

Keyword： クールジャパン、地域活性化、国際化 

【背景】 

 現在、数多くの国々で日本文化への関心の高まりがみ

られる。各国で日本イベントが開催され、日本コンテン

ツの人気も定着、日本食レストランの数や農産物輸出も

大きく増加をしている。それに伴い訪日観光客も増加し

年間 1,000 万人を突破した。こうした海外需要の開拓は

地域活性化にとっても追い風であり、地域企業や地方自

治体も積極的に海外展開を推進し、国際的な地域活性化

を進めてゆくべきであるとの期待感が高まっている。 

 

【課題】 

 こうした状況の中、せっかく海外で日本ブームが起き

ていても、その注目度とは裏腹に、構造的なイノベーシ

ョンを創発させる戦略が描けていないため、一過性の出

来事として終わってしまう傾向が多く、地域は機会損出

をしている。経済産業省では主にコンテンツ、ファッシ

ョン、サービス、衣食住、地域産品を対象としたクール

ジャパン戦略を推進（図 1）しているが、地域活性化にフ

ォーカスをしたプロセスは未構築である。 

 

 また、同省が実施したクールジャパン海外市場調査〔1〕

では、海外需要拡大の課題として「ブランディング戦略

の欠如」を指摘（図 2）しているが、その戦略も未だ研究

しきれていないのが現状である。 

 

 なお、伊の社会学者 Marco Pellitteriが『The Dragon 

and the Dazzle』で発表した調査〔2〕によると、海外マ

ーケットでは日本文化の特性である多種多様な価値観の

共存や、精神性に共感する傾向（表 1）がある。地域資源

は、地域毎に食文化や伝統工芸など独自性があり、日本

文化の源流でもある。しかし、国際的な舞台でしっかり

と地域の魅力を伝えきれているとはいえず、クールジャ

パン戦略を活かした地域活性化を考える上で重要な課題

である。 

 

【目的】 

 筆者らは、クールジャパン戦略を活かした海外需要開

拓を通じて、グローバルなダイナミズム構造の元で地域



が元気になってゆくメカニズム、すなわち国際地域活性

化モデルを最終的に提唱してゆきたいと考えている。そ

のために段階的に研究を重ねてゆく事とした。 

 本研究ではクールジャパン戦略を活かした国際地域活

性化の在り方をプロセス分析し、可視化してゆく事を目

的とした。また、研究を通じて分析をしたプロセスを元

に、地域ブランディング戦略の方向性に関しても明らか

にしてゆく事とした。 

 

【研究方法・研究内容】 

 本研究では、経済産業省と各省庁が6カ国（イタリア、フ

ランス、アメリカ、ベトナム、インドネシア、インド）で実施したク

ールジャパン事業〔3〕を研究フィールド（表4、写真）。とし

て設定し、参加する地域企業の海外展開活動をケースス

タディーとした。 

 

 

  本研究は、以下の①、②、③の手順でアプローチを

し、図や表を使ったプロセス分析を元に、国際地域活性

化の考察に繋げた。 

  ① 地域企業等への聞き取り調査と分類 

  ② ステークホルダーとの因果関係の可視化 

  ③ 地域資源の海外需要開拓プロセスの可視化 

 

【分析結果】 

① 地域企業等への聞き取り調査と分類 

 地域企業 102 社とステークホルダーに「海外需要開拓

への課題について」聞き取り調査を実施（表3）し、 122

件の意見を4つの要素（マーケティング、サプライチェーン、ブラ

ンディング、プロモーション）で分類した（表4）。 

 

 調査の結果、ブランディングに関する回答が最多で 41

件であった。例えば、表 4 にあるとおり、地域が保有す



る文化的・地理的な背景や、職人・生産者など作り手の

姿を、日本文化に理解力のある海外パートナーや現地有

識者等を通じてしっかりと伝えてゆくことで、海外マー

ケットに対して高ブランディングで価値訴求を推進でき

ることが確かめられた。 

 また、マーケティングに関する回答は 31 件であった。

海外ビジネスを推進する場合、戦略的に相手国ユーザー

層のニーズを分析し、現地市場にあったローカライズを

しながら、効果的にマーケットに参入してゆく必要があ

る。例えば、各国のトレンド分析や食品輸出の安全基準、

フェイク対策（模倣品対策等）、宗教センサーシップなど、

日本と大きく違ったビジネス環境について、事前にしっ

かりと調査し、適切にマッチングをしてゆくことが重要

である。 

 サプライチェーンに関する回答は30件であった。海外

需要開拓を推進する場合、地域からの出荷、国際流通、

海外販売までをスムーズに展開してゆけるようなトータ

ルな物流マネジメント体制の構築が生命線である。特に

地域資源の多くは農産物や水産加工品などの一次産業品

が多く、国際的な食品流通ネットワークの構築への重要

性が確認できた。早期にグローバルな製販一体側のサプ

ライチェーン網をつくりあげ、国際六次産業化を推進し

てゆく必要性が確認できた。 

 プロモーションへの回答は19件であった。ジャパン・

エキスポ等のメガ見本市や、海外展開をする日系量販店、

現地テレビ局などのメディア等を通じたPR体制の構築は、

地域企業の海外展開を効果的に後押しするため、大変に

重要である事が確認された。 

 

 

② ステークホルダーとの因果関係の可視化 

 地域企業を中心にステークホルダー各社を周辺にプロ

ットし、それぞれの因果関係を可視化した（図3）。地域企

業と各社が、ブランディングとマーケティング、プロモ

ーション、サプライチェーン、官民連携の 5 つのプロセ

スで相互に補完関係にあることが図解できた。これによ

りプロセスを分解して考えることが容易になり、それぞ

れの機能毎に最適化をしてゆく事によって、全体の戦略

を構築し易くなった。 

 

 

③ 地域資源の海外需要開拓プロセスの可視化 

 地域企業とステークホルダーの海外需要開拓プロセス

を立体的に図示した（図4）。結果として、地域企業がハブ

機能となり各プロセスを戦略的にマネジメントしてゆく

ポジションにあることが可視化できた。つまり、海外展

開を進めてゆく上で、地域企業はビジネス・プロデュー

サーとしての役割を担っており、全ての分野における専

門的な知見の蓄積と、各ステークホルダー同士をディレ

クションしてゆくことが求められていることが分かった。

それ故に、自由度の高いビジネス展開が出来る半面、負

担も大きいことも分かってきた。国際地域活性化を推進

してゆく上では、こうした地域企業がおかれているポジ

ションを正しく理解し、全体最適化を図ってゆくために、

どのように機能改善が必要かを更に分析してゆく必要が

あることが理解できた。 

 



【考察・今後の展開】 

 本研究では、国際地域活性化モデルを最終的に提唱し

てゆくために、段階的に研究課題を設定し、地域活性化

に特化したクールジャパン戦略の在り方を分析してきた。

各国におけるケーススタディーを通じて研究をしてきた

結果として、海外マーケットと地域資源がダイレクトに

結びつき、海外需要を開拓してゆくプロセスを可視化で

きた。その中で、地域企業は 5 つのプロセスと向き合っ

ており、それぞれのプロセスを戦略的に改善する事で国

際地域活性化を促進できる可能性があることが見えてき

た。今後の機能強化に向けて、更に継続して研究をして

ゆきたい。 

 また、聞き取り調査の中で注目したのが「ジャパン・

クオリティの発信」というキーワードであった。日本の

地域資源の品質に対する高い評価に対して、地域の手づ

くり文化や文化的背景、地理的要素など、地域文化をし

っかりとストーリー化して伝えてゆくことにより、高付

加価値でマーケットに受け入れられ、効果的なブランデ

ィングに繋がってゆくことが確認できた。そのためにも、

ジャパン・クオリティーを軸に地域を国際的にブランデ

ィングしてゆくことの大切さが浮き彫りとなった。この

事はこれまで政府が展開してきたクールジャパン戦略ス

キームを強化してゆけるものでもある。今後は本研究で

可視化が出来た海外需要開拓のプロセスを元に、しっか

りと「地域発ジャパン・クオリティ」を推進してゆくこ

とが重要である。 

 

 また、地域企業は海外展開が未経験な場合が多く、国

際商取引ルールや輸出規制に関する情報が少なく、ビジ

ネスパートナーを探し出す方法や、チャネル開拓のスキ

ームも開拓しきれないため、つまずいてしまうことも多

い。今後の海外需要開拓を促進してゆくためには、地域

企業、行政機関、専門家、ステークホルダー企業等が官

民連携体制の元でプラットフォームを構築し、地域企業

がスムーズに海外展開を促進出来るような体制づくりが

必要である。 

 

【おわりに】 

 本研究では、これまで体系化されていなかった国際

地域活性化のプロセスを可視化するとともにその結果

について考察した。すなわち、以下の点をおこなった。 

 

・ 海外需要開拓にむけたステークホルダー同士の

機能強化プロセスを明確化した 

・ 地域企業のプロデュース機能を明確化した 

 ・地域発ジャパン・クオリティーを通じたブランデ

ィングの重要性を可視化した 

・ 国際地域活性化を推進するためのプラットフォ

ームの必要性を明らかにした 

  

 今後も継続的に国際地域活性化モデルの考察を積み重

ねてゆき、地域資源の輸出拡大や海外展開促進、地域

へのインバウンド観光振興に繋がる戦略づくりを推進

してゆきたいと考えている。 
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Ｌ－３ 地域の魅力を創造し、交流人口を増やす担い手に関する研究 

 -群馬県みなかみ町：地元経営者グループによるデスティネーション・マネジメントの実践事例- 

氏名 鈴木 誠二（法政大学大学院） 

Keyword： 交流人口、デスティネーション・マネジメント、担い手、地域コミュティ、モラール 

 

【問題・目的・背景】 

 日本創成会議・人口減少問題検討分科会では、人口再生

産力に着目した市区町村別将来推計人口をもとに、2040年

時点で「消滅可能性の高い自治体」は896自治体にのぼる

と発表した。この推計は、若年女性（20〜39歳）の人口を

もとに算出しており、若年女性の人口が半数以下になる地

域を消滅可能性が高い自治体として定義し導いている［1］。

この発表を受け、「消滅可能性が高い自治体」に予測された

自治体は、高齢化による自然減よりも交流・移住による社

会増を目指して、地域独自の魅力を再構築して行く傾向に

更にむかうと推測される。 

 このような予測の中で、地域が消滅しないようにするに

は、地域の担い手は何をしなくてはならないのだろうか。

岡本[2012年]は、これまで様々な地域活性化策が実施され

ている中で、そうした取組がどのように地域活性化につな

がるか明確な根拠展望ははっきりしないと述べている。そ

のため、それぞれの取組が独立に進められ、単発の取り組

みに終わることが通例になっていると言及している［2］。  

 そこで本稿は、長期的な展望を描き、地域の活性に取り

組んでいる組織の取組み事例を取り上げ、一般化に向けて

考察する。 

【研究内容・研究方法】 

 事例対象先として、群馬県みなかみ町の教育旅行協議会

（以下、協議会）を取上げる。協議会は、2008年に地元の

アクティビティ業者と宿泊宿の経営者有志が結束し、立ち

上げた組織である。組織における一番の目的は、グリーン

ツーリズムを通じて、地域の閑散期に交流人口を確保し地

域経済に貢献することにあった。協議会の取組事例を分析

する前に、これまでの活動内容を把握する。このような大

局的な把握は、事例の考察に先立つと考えられる。 

１.グリーンツーリズムの取り組み 

 民泊を中心とした「こども農山漁村交流プロジェクト（以

下交流プロジェクト）」の登録地域において、協議会の受

入可能な宿泊人数は13,490人と、断トツで全国１位（2012

年5月16日現在、登録地域の宿泊可能人数）である。その

なかで、宿泊に占める民泊の構成比は、27％（2012年みな

かみ町教育旅行教育協議会が関与する体験宿泊軒数総数に

おける農家民宿泊割合）と、交流プロジェクトの民宿・民

泊全国平均割合12.1%に比べ非常に高い特徴がある。そも

そも、グリーンツーリズムは受入れ地域の協力がなくては

実現できない。この受入可能人数及び民泊構成の実績は、

民泊の受入れを通じ、地域コミュニティのモラールが醸成

され地域が活性化されていると考えられる。協議会は、こ

のような地域活動が評価され2012年に「みなかみ町観光協

会」の一員となり、活性化の担い手として更なる期待が寄

せられていた。しかし協議会は、事業の自立性が認められ、

2014年3月に観光協会の一員から脱退する。 

2.魅力を創造するシンポジウムの開催 

 協議会は、地元住民を対象としたシンポジウムを、企

画した。シンポジウムの内容を振り返りつつ、参加され

た住民アンケートの分析を通じ、住民の認識と、担い手

に期待する役割を明らかにする。 

（１）開催要旨 

 ◇タイトル： 

   「みなかみ町」活性化シンポジウム 魅力の創造 

 ◇開催日時： 

2013年12月9日（月） 13:00-16:10 

 ◇参加者： 

  ・基調講演： 

丁野 朗氏（日本観光協会常務理事） 

  ・パネリスト： 

   大桃 美代子氏（地域再生大賞選考委員） 

   正木 聡氏（旺文社出版制作部） 

 岸 良昌氏（みなかみ町長） 

  ・コーディネーター： 

   岡本 義行氏（法政大学大学院 教授） 

 ◇来場者数：152名（住民対象シンポジウム、最大来場者数） 

      

◇図1：みなかみ町活性化シンポジウム告知ポスターと会場の様

子（出典：法政大学地域研究センター/筆者撮影） 



（２）岸町長による重点方針説明 

 ①みなかみ町の現状 

 みなかみ町の自然を活用した産業を中心に、明るい兆

しがあるが、宿泊型観光が低迷している。団体客に依存

する宿泊型観光から脱し、伸張産業との提携を果たし、

新しい宿泊型観光町づくりをめざす旨の説明があった。 

 

◇図2：岸町長の現状説明概要 

（出典：岸町長のご説明内容をもとに、筆者作成）  

 ②町が考える対策すべき課題 

 みなかみ町の強みと弱みを整理したうえで、町が考え

る課題を説明された。また、対策すべき課題を踏まえ、

今後どのように推進していくのかを、参加者のみなさん

と一緒になって議論にしたいと開催を宣言された。 

主要項目 町が認識している課題
（平成25年3月　みなかみ町観光振興計画抜粋）

交通
脆弱な二次交通で、町内観光しにくい。

（車での日帰り客に増加を助長）

観光資源と環境
多様な観光資源がありながら、

一つ一つが小粒で連携が図れていない。

産業と環境
衰退した弱い地域イメージと、

観光資源ごとに分断されたブランド力  

◇図3：岸町長の町が考える課題概要 

（出典：岸町長のご説明内容をもとに、筆者作成）  

（３）参加者による提言内容 

 基調講演と、パネルディスカッションを通じて、来場

者が認識した内容を、アンケート（n-70）をKJ法で分析

し、内容を記述する。 

①基調講演： 

 5年先・10年先を見据えた地域編集のあり方に、関心

の多くが寄せられていた。中でも、「視点を変える尊さ」

に関する記述が多かった。ネックレス化という地域資源

の繋ぎあわせを行った事例をもとに、様々なアイディア

が散見された。このことは、地域編集に関し住民が自分

ごととして捉えていると思われる。 

②パネルディスカッション： 

 みなかみの観光資源を繋ぎあわせた、長期滞在可能な

町づくりに関する議論にコメントが集中されていた。そ

の中で、認識できるのは住民の苛立ちである。地域コミ

ュニティの再構築に関し、住民は具体的な役割を欲して

いる。このことは、地元を愛し長く住んでいる誇りこそ

が、優位性になることへの自覚が芽生えたと思われる。 

 議論を自分ごとに捉え、苛立ちまでの感覚を有した参

加者は長期滞在にむけた町づくりに向け、モラールが高

まった状態であることを明らかにした。 

（４）地域住民が決意したこと 

 シンポジウムを終え、改めて認識する町の現状を、ア

ンケート（n-70）をKJ法で分析し、内容を記述する。 

①住民が認識する、みなかみ町が足りていないこと。 

 地域住民は、町内提携を可能にする具体的な推進イメ

ージが描けていないことが伺える。このことは、コミュ

ニティを山崎文夫［2009年］が述べている[3]、「地域住

民が生活者の視点で生活の場を見直し、共通の問題関心

のもとに、共同の力で地域問題を解決していくための活

動の場」と定義すると、コミュニティの活動と町の政策

にギャップがあると思われる。住民の知恵をもとに進め

るためには、住民自らの言葉で思いを伝えられなければ

ならない。このような現象が顕在化しなければ、地域活

性化の推進方法に課題があると考えられる。 

②現在のみなかみ町で、良い取組だと思うこと。 

 「地域住民の知恵」こそが、地域活性の根幹であるこ

とに認識が高められたと伺える。このような使命感を通

じて、住民が参画する機会が少ないことに、政策の矛盾

点を感じている。このことは、農家民泊やオンパクなど、

住民が参画できる企画に対し、更に拡大する要望が多く

地域に大きな協力体制が構築されたと考えられる。 

③今後、取組むべきことだと感じたこと。 

 地域の活動を振り返り、住民は自然を活用し新たな取

り組みを行っている事業者に対し敬意を示している。こ

のことは、新たな取組みを行っている事業者を地域コミ

ュニティ醸成の担い手として受入れたことを証明する。 

 また、シンポジウムを通じて、地域住民は担い手に対

し、自らが参画できる企画数と、それに対応する担い手

の数を求めていることが確認された。 

 

 シンポジウムという新たな変化によって、担い手に期

待される役割と、地域住民に協力を得られるであろう取

組みが確認できた。これより協議会は、政策とコミュニ

ティレベルを鑑みた取組を推進する。考察では、協議会

の取組み事例をもとに、地域コミュニティを醸成する担

い手の役割条件と方法を明らかにする。 

【研究・調査･分析結果】 

１.先行研究サーベイ 



 本研究は、地域の担い手が、交流人口を増やせること

ができる地域の推進要件を見出すものである。 

 真田[2006 年]は、デスティネーション推進条件は、利

用とのマッチングと、内部との関わりであると述べてい

る[4]。その推進条件を地域に備えるために、内発的発展

において必要な要件に明らかにする。 

 鶴見[1996 年]は、内発的発展とは、目標において人類

共通であり、目標達成への経路と創出すべき社会のモデ

ルについては多様性に富む社会変化の課程であるとして

いる。共通目標とは、地球上すべての人々及び集団が、

衣食住の基本的要求を充足し、人間としての可能性を十

全に発現できる、条件をつくりだすことであると述べて

いる。更に変革の担い手に関して、多様な実例と多様な

理論とを、どのように共通の目標にむかって、つなぎあ

わせてゆけるかが、内発的発展のもっともむずかしい挑

戦的な課題であろうと述べられている［5］。よって、人間

としての可能性を十全に発現できる条件と、共通目標へ

のつなぎあわせを更に探求した。 

 これまでの研究をまとめ、交流人口拡大にむけた推進

条件を果たすために、求められる要件を以下に示す。 

1) 絶えずイノベーションが創出可能な素材があること 

2）安全を明示できるコミュニティが存在すること。 

3）持続可能なインセンティブが明示できること。 

明らかになった要件をもとに、事例研究の解明を図る 

２.事例研究による協議会の取組みに関する質的調査 

 本研究では、地域の担い手として、期待される役割を

果たしつつ、地域のコミュニティを更に醸成する推進方

法を明らかにする。 

（１）インタビュー調査（取組みの詳細検討） 

 ここでは、具体的に推進した担い手による地域住民の

関与内容を明らかにして、推進方法を導く。提示に向け

調査は、インタビューで調査実施する。 

 １）実施時期：2013年12月〜5月 

 ２）対象者 ：協議会メンバー ４名 

 ３）実施方法： 

 協議会の副会長へのディープインタビューをベースに、

他のメンバーは、変化点の洗い出しを目的に実施する。 

①町議会との関わり 

 町議会では、いろいろな人が町づくりに関わる環境整

備に取組んでいる。その取組の中に、議員報酬を増額さ

せ、町議のなり手を確保する政策がある。2014年4月の

町議選には、議員報酬UPがされた最初の選挙でもあった。

協議会メンバーが、このような変化を受け、町議との関

係をどのように考えていたかを議論する。 

 協議会では、志が高いメンバーが集まっている。よっ

て、志達成にむけて具体的な推進方法を設定していた。

その内容は、一つ目に、地域の影響者に対して重点的に

関与を高めること、二つ目に、地域内において競争を喚

起すること、三つ目に、自らが考えた志の賛同者を増や

すことにあった。このような推進方法は、実現スピード

の向上と、地域コミュニティ内の徹底を図るために計画

されていた。よって、地域コミュニティ全体の合意をえ

ることは難しい。故に、町議会との関係は、情報交換に

留めるように、予め設定していたからだと思われる。 

②観光協会から組織からの自立 

 2014年3月に、「みなかみ町観光協会」の一員から独立

したことで地域コミュニティに与えた影響や、新たなに

得たものに関して議論する。 

 協議会の運営は、フレキシビリティが付与される転機

となった。しかし、制限が寛容になり、自らの意志で運

営ができる反面、地域住民へのマネジメントの面で大き

なリスクを背負うこととなる。民泊提供者への説明会で

は、提供者からの懸念事項は、運営に関することよりも、

更に発展する方法についての質疑が多かったと述べてい

る。この転機によって、協議会メンバー及び、グリーン

ツーリズムの受入住民はこれからの取組みに際し、地域

間競争や地域内競争が行われる認識を有したと思われる。 

③廃農産物の販売に着手 

 ここでは、新たな目標設定された戦略を、これまで民

泊コミュニティで蓄積されたノウハウを、どのように繋

ぎあわせたのか。それが地域振興として内外へどのよう

に波及されたかを議論する。 

 グリーンツーリズムでは、需要者の環境の違いにより、

些細なことで非日常を提供することが可能と理解してい

た。このような需要者視点での理解は、小売サービスの

事業を通じユーザー視点での発想が醸成されつつ状態で

あることを意味する。そんな折、規定外野菜の廃棄の際

に、体験学習の生徒から「なぜ？食べられるものを捨て

てしまうのか？」という素朴な質問が多数寄せられた。

これまで、あたり前であった慣習に気づき、廃野菜を直

売する取組みをしたいと民泊提供者側から申し入れがあ

ったという。協議会は申し入れを受入れテスト販売を一

緒になって実施する。この取組は、長期滞在させるため

の地域内連携を高める企画として注目された。販売成果

よりも、民泊提供者自ら、需要者の出発地への関与を高

めるメニュー開発に取組んだことに価値がある。このよ



うな取組みは、地域コミュニティの知恵を拾い上げる成

果となり、活動のパイオニアとして町内に周知されたと

思われる。 

（２）調査結果 

 質的調査で明らかになったことを記述する。 

①地域コミュニティに与えた変化 

 地域の住民は、既存の生活に大きな不満を感じてい

ない。しかし、モラールが低下する現状を打開する変

化や、新たな社会性を感じる価値創造を望んでいた。

グリーンツーリズムを通じた体験サービスの提供や、

オンパクによるサービスメニューの販売を通じ、多く

の顧客接点と、サービスメニューの拡大がうまれた。

顧客接点を有するサービスや小売の提供は、誰もが関わ

れ、誰もが成功体験できる。このことは、「顧客への活

動や、顧客からの評価を競う文化」が、地域に醸成され

たことが明らかになった。 

②推進するインセンティブの醸成 

 「顧客接点」を通じて、顧客視点での思考が地域コミ

ュニティに根付いた。このことは、顧客ニーズに対応す

る推進スピードと、対応するサービスの徹底に力点がお

かれたことを意味する。協議会は、顧客を提供者に紐付

けし、その後のコミュニケーションを喚起した。このよ

うなサービスを自己完結するレベルでの裁量委譲は、顧

客数を基点とするライフタイムバリューでの取組みに発

展した。よって、「提供者による協議会の生涯顧客化政策」

が、推進のインセンティブであることが明らかになった。 

③備えられていた協議会メンバーの特徴 

 サービス品質の向上に向けた取組みは、ニーズの吸い

上げと反映という反復をくり返し、変化することが顕在

化される。その反復が顕在化されれば、協議会が介在す

る理由は減る。そこで協議会は、エンパワメントによる

人材育成に力を入れる。内容は、座談会による喜びの共

有を軸に、設定された目標に対する活動のコミットメン

トと進捗状況確認である。各自違う目標や活動を言語化

し共有することで、顧客とのマッチングを容易にした。

よって、「エンパワメントによる人材育成は、顧客とのマ

ッチチングに寄与する」ことが明らかになった。 

（３）事例研究の評価 

 研究結果をもとに、先行研究サーベイで導いたアプロ

ーチをもとに課題克服要因を評価する。 

 

①イノベーションが創出可能な素材があること 

 唯一枯渇しない経営資源は、人的資源である。人的資

源の活用に向け、顧客との反復運動する仕組を構築して

いた。この活動は、市場環境・顧客ニーズに対応すると

いうイノベーションが顕在化することを証明する。 

②安全を明示できるコミュニティが存在すること 

 グリーンツーリズムや、オンパクといった明文化され

たサービスメニューが存在されていた。このことは、顧

客接点に対するサービスマネージメントが構築されてい

るコミュニティであることを証明する。 

③持続可能なインセンティブが明示できること 

 持続可能を支えるのは、需要者の生涯顧客化ある。自

らがサービスした活動を通じ、需要者と提供者がライフ

プランを共にするという政策は、持続可能なインセンテ

ィブであることを証明する。  

 

【考察・今後の課題】 

 考察では、結果で導きだされた担い手の推進条件と、

競争優位性を有するレベルに到達する方法を提示する。 

 1．地域コミュニティが醸成される担い手の推進条件  

 顧客と地域コミュニティを繋ぎあわせるサービス接点

を開発すること。つぎに、地域コミュニティに「顧客を

送客」し変化を提供できること。最後に、顧客を生涯顧

客として地域コミュニティと紐付けイノベーションが発

祥し易くすることになると導けた。 

 2．競争優位性を有するレベル到達するための方法 

 まずは、地域コミュニティ内で、活動・評価競争を発生

させること。つぎに、企画を立案し成功させた影響者づ

くりに関与を高めること。最後に、顧客とのマッチング

を可能にするためにエンパワメントによる人材育成を図

ることと導いた。事例研究で導いた条件及び、方法をも

とに、今後の研究では、一般化をむけた研究を図りたい。 
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 離島振興部会シンポジウム「“しま資源”を活かした離島の活性化」 

離島振興部会 

Keyword：離島、地域振興、地域資源、連携、離島振興法 

 

【開催趣旨】 

 地域活性学会の「離島振興部会」では、設立趣旨にあ

るように、「離島の内発的な振興活動の活発化」や「離島

どうしや離島・本土間の連携推進」等が一層求められる

中、離島等の実態を適確に踏まえた調査研究、実践活動、

政策提言等を運動体的に行って、実のある活性化に貢献

したいと考えている。 

 そこで、この離島振興部会シンポジウムでは、神津島

（東京都神津島村）と利尻島（北海道利尻町）を例に、「“し

ま資源”を活かした離島の活性化」について、島民およ

び島外協力者による実践活動と実態把握を踏まえた上で、

今後の離島振興のあり方を議論する。 

 

【現状報告と議論の論点】 

１．神津島と利尻島を例にした「しま資源」の活用の現

状と課題 

２．離島どうしと離島・本土間の連携における「しま資

源」の活用 

３．新たな離島振興法における「しま資源」の活用と今

後の島の振興 

 

【登壇者】（追加登壇者の可能性有り） 

・河合健一 （神津島郷(シマ)づくり研究会事務局長） 

・西谷栄治 （利尻町立博物館学芸課長） 

・舘 逸志 （内閣府大臣官房審議官） 

・古賀 学 （松蔭大学教授、NPO法人観光文化研究所理

事長、元日本観光協会総合研究所所長） 

＜コーディネーター＞ 

・今瀬政司 （NPO法人市民活動情報センター代表理事、

長岡大学経済経営学部准教授） 

 

【登壇者の報告要旨】 

◎河合健一 （神津島郷(シマ)づくり研究会事務局長） 

「山ん子海ん子交流推進」 

・昭和31年、長野市吉田小ＯＢ「山ん子」と伊豆七島

神津島村神津小ＯＢ「海ん子」は、50年前の文通の

縁で、平成18年４月、善光寺様での劇的な初対面を

果たして交流を再開した。最後の戦前派でもあるＯ

Ｂ達は、早、齢70の古稀の節目を迎えた。この機を

踏まえ、更なる未来志向で旧交を温め合うことを目

途として、長野善光寺様を参拝、恩師等とともに一

同が集う。 

 

◎西谷栄治 （利尻町立博物館学芸課長） 

「しまの歴史を現在に活かし、島人・島の未来に繋げ

るために」 

・かつて鎖国下の日本に密入国し（利尻島に上陸）、

日本で最初の英語教師となったアメリカのラナル

ド・マクドナルドがいた。利尻高等学校の生徒数が

減少する中、生徒一人ひとりが未来に向かっていく

ために、マクドナルド奨学基金支援の会を島人で立

ちあげた。一定の英語力を身につけた利尻の生徒を、

アメリカのマクドナルドに縁のある地に派遣する

事業で、2013年度から始まった。鎖国の扉に自らの

意志で立ち向かったマクドナルドにならい、自ら立

ち向かう意識づくり・自分づくりを図ることが事業

の目的であり、利尻島から世界を見渡していくこと

を目指している。 

・明治41年に鳥取から利尻島に渡ってきた麒麟獅子。

一度は途絶えた麒麟獅子舞を平成 16 年に地域の若

手たちが復活させた。毎年、麒麟獅子が残っていた

小さな集落の小さな神社で奉納舞を続けている。ま

た、鳥取への里帰りのほか、依頼に応じて利尻以外

の各地でも舞いを行っている。利尻麒麟獅子舞う会

を結成し、毎年舞い続け、見に来た人たちと交流し、

地域文化の創造を図っている。 

・これら２つの歴史遺産を現在に活かし、島人・島づ

くりにどうつなげていくかを報告する。 

 

◎舘 逸志 （内閣府大臣官房審議官） 

・離島は、不利な自然条件から中山間地同様に、或い

はそれ以上に高齢化と人口減少の影響を強く受け

ている。こうした中で淡路島など企業のＣＳＶ活動

による離島の活性化が注目される。 

・地域の活性化で重視する事業創造による地域活性化

で、特に、企業のＣＳＶ活動として鳥取の大山活性



化（ファミリー稲田株式会社）や熱海・湯河原（ぐ

るなび・ＮＫＢ）などとともに、淡路島の農業・観

光事業創出をパソナが推進していることに着目し

て、離島における産業創造の一事例として紹介する。 

 

◎古賀 学 （松蔭大学教授、NPO法人観光文化研究所理

事長、元日本観光協会総合研究所所長） 

・新たな離島振興法を踏まえ、これからの島における

観光振興のあり方についての課題を提起する。 

 

◎今瀬政司 （NPO法人市民活動情報センター代表理事、

長岡大学経済経営学部准教授） 

＜コーディネーター＞ 

 

【離島振興部会の概要】 

◎設立：2013年9月 

◎設立趣旨 

 社会・経済的課題の多様化が進む中、地域活性化が必

要とされる地域の一つとして離島がある。離島では、住

民の生活の発展や福祉の増進を図るとともに、豊かな地

域コミュニティや文化の継承、自然環境の保全、食糧供

給力の維持、海洋資源の利用などを推進することが重要

となっている。また、離島振興法が改正され（施行

2013.4.1）、沖縄振興特別措置法の改正（同2012.4.1）に

続き、奄美群島・小笠原諸島の振興開発特別措置法も改

正が予定されるなど、今後、離島に係る新たな政策的対

応が期待されている。そうした中、離島が主体性を持っ

て内発的な振興活動を活発化させるとともに、離島どう

しや離島・本土間の連携の取組みを推進することが一層

求められている。 

 地域活性学会では「離島振興部会」を創設して、離島

振興に関わる様々な団体等のネットワーク化を図り、多

くの研究や実践活動を政策的観点等から連携させるとと

もに、離島等の実態を適確に踏まえた調査研究、実践活

動、政策提言等を運動体的に行って、実のある活性化に

貢献する。 

 

◎体制（部会に任期を２年（部会発足後）とする役員と

事務局を置く。） 

〔部会長〕小島愛之助 

（元内閣府経済社会総合研究所次長） 

〔副部会長・事務局長〕今瀬政司（長岡大学准教授、 

NPO法人市民活動情報センター代表理事） 

〔副部会長〕緒方 修（NPO法人アジアクラブ理事長、 

元沖縄大学教授） 

〔副部会長〕河合健一 

（神津島郷(シマ)づくり研究会事務局長） 

〔副部会長〕古賀 学（松蔭大学教授、 

元日本観光協会総合研究所所長） 

〔副部会長〕舘 逸志（本学会副会長、 

内閣府大臣官房審議官） 

（五十音順） 

〔部会事務局〕ＮＰＯ法人市民活動情報センター内 

 

◎離島振興部会ホームページ 

http://sicnpo.jp/ritou_bukai/ 



Ｎ－１ サービスステーションからみる自動車社会の地域特性 

綿谷佳泰 

Keyword： サービスステーション、ガソリンスタンド、自動車社会、都市の郊外化、店舗運営 

 

【問題・目的・背景】 

 現在、給油を中心に、洗車や車検など自動車へのサ

ービスを提供するサービスステーションの店舗数は

減少し続けている。これは、石油製品の価格上昇によ

る粗利益の減少や、燃料油を貯蔵する地下タンクの更

新に多額の費用がかかることが大きな要因である。し

かしながら、現状でも多くの自動車はガソリンエンジ

ン、ディーゼルエンジンを搭載しており、走行には燃

料油を必要とするため、一定数のサービスステーショ

ン維持する必要性は高いといえる。今後も持続的なサ

ービスステーション運営には、これまで以上に、地域

により異なる自動車利用のニーズに合わせた付帯サ

ービスの充実が、店舗経営に必要になると考えられる。 

本稿は、地域ごとに異なるニーズをサービスステーシ

ョン運営に活用するため、東京都を事例とし、都心の

オフィス街、多数の幹線道路が通過する地域、ベッド

タウン地域、現在モータリゼーションが進行中の地域

など、それぞれに異なる自動車利用の特徴を分析する。

同時に、現状のサービスステーションの変遷や立地を

探ることにより、地域により異なる自動車社会を解明

することにつながる。それにより、今後の持続的なサ

ービスステーションの経営方針に言及することが可

能であると言える。 

 

【研究方法・研究内容】 

 本稿では、東京都を事例とし、まず自動車検査登録

情報協会の『自動車保有車両数.市区町村別』統計、

全国軽自動車協会連合会の市区町村別軽自動車車両

数より東京都全体の自動車社会状況を把握する。さら

に、都心のオフィス街である千代田区、戦後すぐに宅

地化され多数の幹線道路が通過する杉並区、1970 年

代以降にベッドタウンとして宅地化された狛江市、現

在もモータリゼーションが進行中である郊外のあき

る野市と、それぞれの都市で異なる自動車社会の特徴

を保有台数の変遷から明らかにする。また、サービス

ステーション店舗数の変遷を、各年代の職業別電話帳、

ゼンリン住宅地図などを使用して明らかにするとと

もに、個々の店舗の立地についてフィールド調査を行

なう。これにより、それぞれの都市におけるサービス

ステーション店舗の立地の状況が明らかになると同

時に、経営環境の特徴が明らかになる。 

 

【研究・調査･分析結果】 

(1) 東京都におけるサービスステーションの現状 

 東京都の一人あたりの乗用車と貨物車を合算した

自動車保有台数は、0.29 台(2010 年度)と都道府県単位

でみるともっとも少ない値である。同様に、人口

10,000 人あたりのサービスステーション数も 1.09 店

舗(2010 年度)とこちらも全国で最小である。これは日

常生活で自動車を利用する人が極めて少ない状況を

表している。東京都全体としてみると、このような特

徴を持っているのだが、都内においても地域によりサ

ービスステーションや自動車利用の状況は大きく異

なるはずである。東京都は千代田区などに代表される

極端に昼間人口が多いオフィス街から、奥多摩や秋川

などの自然の残る山間地域まで、詳細にみると様々な

地域を抽出することが出来る。 

表 1 東京都のサービスステーション店舗数 （単位：店） 

（戦後石油統計、石油資料月報、電話帳及びゼンリン住宅地図より筆者作成） 

 1980 年度 1990 年度 2000 年度 2010 年度 

千代田区 47 41 30 17 

杉並区 122 93 54 34 

狛江市 13 12 8 5 

あきる野市 18 19 20 15 

東京都全体 3,548 2,963 2,297 1,439 

全国 59,209 58,614 53,704 38,777 

 

 



 

図 1 東京都のサービスステーションの推移 

 

表 1 は東京都全体とそれぞれの地域における各年

代のサービスステーションの店舗数である。図 1 は、

表 1の 1980年度を 100%として推移を示したものであ

る。それぞれの地域におけるサービスステーションの

変遷をみると、千代田区、狛江市は東京都全体とほぼ

同じように減少し、杉並区は全体と比較してさらに多

くの店舗が閉鎖している状況がみてとれる。反対に、

あきる野市では 2000 年度まで増加しており、同じ東

京都のサービスステーションでも地域によって状況

が異なっていることがわかる。 

 

(2)東京都各地域における自動車登録台数の動向 

 次にサービスステーションの店舗数と大いに関

係がある乗用車と貨物車の登録台数の変遷をみる。市

区町村別保有台数の統計は普通自動車と軽自動車に

分かれているため、次に示す表、及びグラフのそれぞ

れの都市の値は自動車検査登録情報協会の『自動車保

有車両数.市区町村別』統計と全国軽自動車協会連合

会の『市区町村別軽自動車車両数』の数値を合算させ

たものである。 

表 2 東京都の乗用車保有台数 （単位：台） 

 1980 年度 1990 年度 2000 年度 2010 年度 

千代田区 25,692 31,639 27,414 24,691 

杉並区 67,808 96,412 104,286 96,713 

狛江市 10,200 15,368 19,131 17,969 

あきる野市 15,456 23,661 34,857 40,253 

東京都 1,809,251 2,779,056 3,165,798 3,122,447 

全国 23,646,119 35,151,831 52,449,354 58,139,471 

 

図 2 東京都の乗用車保有台数の伸び率 

 

 乗用車の状況についてみると、あきる野市が全国の

伸び率とほぼ同様の変遷をたどっている。また、わず

かながらだが、高い値で推移しているのがわかる。次

に狛江市の状況は、東京都全体の変遷とほぼ同様に推

移している。 

表 3 東京都の貨物車保有台数 （単位：台） 

 1980 年度 1990 年度 2000 年度 2010 年度 

千代田区 21,716 21,518 10,637 7,044 

杉並区 29,252 30,768 21,385 15,928 

狛江市 4,035 4,980 4,084 3,251 

あきる野市 5,482 10,585 9,222 8,121 

東京都 1,039,948 1,228,926 885,288 705,226 

全国 13,303,204 21,146,204 18,064,744 15,137,641 

 

 
図 3 東京都の貨物車保有台数の伸び率 

 

貨物車においても、千代田区が一番低い値であり、

あきる野市が一番高い値である。ここでも、あきる野

市は全国的な水準よりも高い値で推移しており、同じ

東京都の中でも、自動車利用の環境については地方都



市に近い状況といえる。次に狛江市については、東京

都の水準とほぼ同じように推移してきている。 

 

(3)敷地に見るサービスステーションの立地特性 

 次にそれぞれの都市におけるサービスステーショ

ンの立地環境の特徴を分析していく。まず、どのよう

な場所にサービスステーションが立地しているのか

を地図上において把握し、それぞれの敷地がどのよう

な特徴を持っているのかを考察する。 

以下の表は、それぞれの地域において、2010 年度

末に営業しているサービスステーションの敷地の特

徴をまとめたものである。 

表 4 サービスステーションの敷地に見る主な特徴 

（グーグルアース及びゼンリン住宅地図をもとに筆者作

成） 

 

店舗数 

敷地が２

本以上の

道路に面

している 

１ 車 線

道 路 に

面 し て

いる 

信号機に

面してい

る 

不 整 形

な敷地 

敷 地 の

高度 

利用 

千代田区 17 15 5 6 5 6 

杉並区 34 29 1 12 5 1 

狛江市 5 4 0 3 1 0 

あきる野市 14 9 1 5 1 0 

 

 

 
 

図 5 CAD 上の平面図から見る敷地特性 

どの地域であっても２つ以上の道路に面している

敷地が多い一方、信号機の有無は店舗の立地に関して

大きく影響はしていない。このことから、信号機に面

していることがサービスステーションの経営上、必ず

しも大きな利点ではないと言える。また、都心部に近

いほど三差路や五差路などに面した不整形な土地に

立地している店舗が多い。鋭角の敷地などでは、建物

を建設するにはあまり適さない立地であるが、三差路

や五差路に面している土地は、２本の道路に面してい

るため、サービスステーションには適した立地である

と推測できる。 

 

(4)サービスステーションの立地環境－千代田区 

 都心部においてサービスステーションの立地がど

のように変化したか、また店舗の敷地の状況から千代

田区のサービスステーションを事例に考察する。 

 

図 6 千代田区のサービスステーション 

（1980 年から 2010 年までの電話帳、ゼンリン住宅地図 

をもとにグーグルアースを使用し筆者作成） 

 

図 6 は地図上に千代田区におけるサービスステー

ションの店舗をプロットしたものである。白いピンと

番号で示している店舗は、2010 年度に営業中店舗で

あり、菱形の「閉」で示したものが閉鎖したサービス

ステーションである。これ以下の都市も同様に表記す

る。地図から顕著なのは、皇居北側の日本橋川沿いの

店舗がほぼ消滅していることである。そして、現存す

る店舗は麹町周辺及び靖国通り北側にほぼ集中して



いる。また、千代田区のサービスステーションは、い

わゆる裏通りに面している店舗が多い。地価の高い千

代田区では表通りでサービスステーションを不向き

であると言える。そのような裏通りにおけるサービス

ステーションの運営は、主にその地域の顧客に向けた

経営を行っていると読み取れる。 

 

(5) サービスステーションの立地環境－あきる野市 

 次に、自動車利用の多い郊外においてサービスステ

ーションの立地がどのように変化したか、あきる野市

のサービスステーションを事例に考察する。 

 

図 7 あきる野市のサービスステーション 

（1980 年から 2010 年までの電話帳、ゼンリン住宅地図 

をもとにグーグルアースを使用し筆者作成） 

 

 図 7 は地図上にあきる野市におけるサービスステ

ーションの店舗をプロットしたものである。図からわ

かることは、市内の 2010 年度営業中の店舗は、中心

地である秋川駅周辺と、睦橋通りに集まっている。こ

のことは、秋川駅周辺に商業施設が集積していること、

新しく開通した睦橋通りがバイパスの要素を果たし

ていることから、大きな敷地のセルフサービス式の店

舗の立地に適していると考えられる。実際に睦橋通り

に立地する 5店舗中 3店舗がセルフサービス式の店舗

である。店舗の特徴としては、セルフサービス式掃除

機や、セルフサービス式灯油計量器が設置されている

ことが挙げられる。 

 

 

 

(6)まとめ 

 調査において、統計資料の分析、地図資料とフィー

ルド調査による平面図の作成により、それぞれの都市

で全く異なる人と車の関わりと、サービスステーショ

ンの立地環境が明らかになった。オフィス街である千

代田区では、軽自動車も含め、自動車保有台数が減少

し続けているのに対している。反対に、高速道路も開

通し、地理的にも山間地を抱えるあきる野市は 1980

年度を基準とした軽自動車保有台数の伸び率は、全国

平均を大きく上回る 563%増であり、昨今の都市化と

生活様式の変化を大きく表している。また、サービス

ステーションの変遷や立地環境、運営形態もそれぞれ

異なっている。千代田区の店舗に多くみられる幹線道

路ではない一方通行路に面する店舗はあきる野市で

は全くみることができない。このことからでも、千代

田区でのサービスステーションは固定化された顧客

への商売が中心で、あきる野市は店舗を広く認知させ

ることで新規顧客を見込める場所に立地しており、そ

れぞれの地域特有の立地環境も明らかになった。 

 

【考察・今後の展開】 

 本稿では、統計資料、地図資料の分析から、地域に

より異なる自動車社会の特徴が明らかになり、地図資

料、現地調査による平面図の作成、関係者への聞き取

り調査により、それぞれの地域により異なるサービス

ステーションの立地環境が明らかになった。しかし、 

多の統計との関わりや、経営者への聞き取り調査は依

然として不足しており。これら積み残された課題につ

いては、今後の研究で明らかにしていきたい。 
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Ｎ－２ 伝統的工芸品産業の技術継承をめぐる一考察 

Annisa Anindita 江川 緑（東京工業大学大学院社会理工学研究科） 

Keyword：伝統的工芸品産業・技術継承 

 

【はじめに】 

日本には、染色、織物、陶磁器、漆器など地域の歴史や

文化の中で数百年にわたって受け継がれてきた、経済産業

大臣が指定する「伝統的工芸品」が、平成25年12月現在、

全国に218品目あるといわれている。 

これら工芸品の生産をささえる職人・伝統工芸士の高齢

化が進み、産地では技術の継承やこれら地場産業の活性化

が大きな課題となっている。 

伝統的工芸品に指定され、名古屋の地場産業でもある有

松・鳴海絞り染めは、400 年にわたる歴史の中で衰勢を繰

り返してきたが、和装文化の衰退や、安い海外の労働力を

求める中で職人の育成が滞るなど、かつての勢いが失われ

ながらも、その再興への努力が続けられている。 

 報告者らは、2009 年 9月から2011 年 2月（以下、第1

回調査とする）まで現地でフィールドワークを実施したが、

関係者からは「いろいろやりつくした感がある」との声が

多く聞かれた。その一方で、絞り染めの技術や歴史の展示、

伝統工芸士によるデモンストレーション、製品の販売を行

う絞り会館が現地の対外活動の中心となっていたが、デモ

ンストレーションを担う職人は主として70代から90代の

高齢者であるにもかかわらず、地域貢献・活性化に強い意

志を持ち、祭りや小学校の総合学習などで地域の伝統技術

を伝える活動に取り組んでいた（江川、2013）。 

 2014年2月から現地でのフィールドワークを再開した

ところ、3年前には見られなかった取り組みなど変化が認

められた。たとえば、ある絞り商の三代目は、浴衣など

伝統的商品に限らず、若者向けの絞りレギンズを販売、

テレビでも紹介されていた。さらに他の若いスタートア

ップ者と協同し、新たなファションブランドを立ち上げ

活動を広げていた。 

他の経営者は芸術系学生の体験学習にも積極的に取り

組み、そこから独立した二人の若い女性が若者向けのカ

ラフルでポップな製品を製造・販売を開始していた。京

都のファションブランドとのコラボレーションである。 

地元大学を中心とした学生との協働はこの数年目につ

く大きな変化で、地元有松に関する情報を提供するため

に学生によるウェブサイトも開始されている。もっとも、

最近は更新がなされず、学生との協働は新しい感性をと

りこみ活性化に弾みをつける一方で、継続性という点で

は課題も残されていた。 

 本報告では、技術継承者の減少が続く絞り産業の活性

化を図る一環としての技術継承の取り組みを、学生との

協働（以下、コラボ活動とする）の取り組みを中心とし

て考察していく。本報告の目的は、これら変化の実態を

把握し、伝統的地場産業活性化への示唆をえることにあ

る。 

 

【対象と方法】 

 2014年 2月から 6月まで（以下、第 2回調査とする）

にかけて、現地でフィールドワークを実施した。絞会館

への訪問、体験学習参加、店舗を中心とした参与観察の

ほか、東京で開催された伝統工芸展（2014 年1月および

6月）でも参与観察を実施した。さらに、2014年6月に、

学生や卒業生や事業主をインタビューした。 

 

【結果】 

 

ディザイなー、職人、と大学のコラボ 

 有松絞りの伝統産業を保たり開発したりするために、

2009 年度から A 大学 は京都の企業のデザイナーをス

タッフに迎え有松の職人とコラボしており、連携産業と

いうコースを行っている。そのコースはテキスタイルデ

ィザンを専攻している学生を対象に卒業プロジェクトと

して一年間行われる。 

 有松には伝統的絞りの技法が多いが、ここでは板締め

という技法が中心に用いられている。なぜ板締めという

技法は本コースに応用されるのかという疑問があるかも

しれない。一番目の理由はもっと手頃な値段の絞りを生

産できるようにすることだ。A先生では高価な工芸であっ

ても多くの人は使用できないと、本当の価値を提供しな

いそうなので、A先生協力しているデザイナーは絞りが高

いというイメージを変更したいという。即ち、板締めは

他の技法よりもっと安く生産できると考えられる。 

 有松の人々は一人一芸で守って来た技法があり、なか

なか板締め絞りに移行することはなかったのですが、学

生とのコラボやBさんある板締めを専門とする業者の 



板締めの浴衣を着た芸能人が CM に出たりしたことで、

板締め絞りがだんだんと広まるようになった。 

 

教師 

 本コースでは A 大学の先生以外に、重要な役割を果た

している先生が三人いる。本論文にはそれらの先生の仮

名はA先生、Bさん、とCさんである。 

 A先生は本コースの主管で、A社の社長である。Aとい

う会社はもっともともとは京都における伝統てきな工芸

を生産する会社である。A社は様々な伝統的な工芸を販売

している。例えば、手ぬぐい地下足袋。A先生はA大学の

客員教授を任命されるだけでなく、A先生も京都にある芸

術大学の准教授です。 

 

B 社は有松における有名な板締め絞りの会社として知

られている。B 社は板締めを生産しているが、他の板締

め絞りの会社と違い、B 社はまだまだ藍染めという土着

技術を用いいている。その技術を用いながら、オリジナ

ルな豆絞り技法で絞りを生産している。B 社の雪花絞り

の浴衣はテレビのコマーシャルを通して放映されたとき

人気なものになった。 

 C さんはC工場長である。C工場の主なビジネスは染め

る工場だけでなく、C工場も絞りのワークショップを行う。

そのワークショップに関する情報をサイトを通しで見ら

れる。ワークショップの内容は染めるのことにだけでな

く、ディザインのコースもある。そのワークショップも

学生を対象に限らず、セミプロの人も参加可能になる 

 

コースのシステム 

 本コースには学生たちは有松祭りのとき、板締め絞り

のディザインの過程から販売する過程まで体験できる。

そのため、学生たちが作成した製品が有松祭り又は特別

なイベントでのみ見られる。即ち、その製品は普通に生

産されない。Cさんによれば、板締めと雪花を作成するた

めに長い時間がかかるので、毎日それらのものを販売の

が不可能である。本コースはテキスタイルディザイン専

攻の集積コースと呼ばれ、それぞれの期間は夏から来年

の絞り祭りまで、1年間ぐらいかかる。 

 上述のように、本コースの三人の先生は重要な役割を

持っている。BさんとCさんは染めるコースに担当してい

る教師である。彼らの役割は基本的な染め方を教えたり、

最終製品を評価したり、色々な問題を解決するための意

見を教えたりすることである。しかし、BさんとCさんは

直接に指導するのではなく、学生の創造性を育てられる

ように、まず自分で自由にやってみる。コースが2009年

度に始まったが、Cさんは2011年度から参加している。  

教師は同時に教えなくても、コースの内容が互いに接続

されている。2014年では、それぞれのBとC先生のコー

スには、学生たちは10個のサンプルを製作させる。それ

から、A先生のコースには、全体20個のサンプルを自分

で製作した板締め絞りを選択し、選択した二つの製品を

有松絞り祭りで販売する。その二つのサンプルはそれぞ

れのBさんとCさんが担当しているコースを表す。もち

ろん、それぞれのサンプルの色が異なる。例えば、Bさん

の板締め技法で製作したら、Bさんの本格派の通りに、白

いと青い柄を見られる。一方、Cさんの技法なら、もっと

はてながらが見える。2011 年から、最後に選ばれた板締

めが有松絞り祭りの際にBさんの店とZY店で販売される。 

 実業家が関与していても、本コースにはビジネスの運

営のし方を教えない。その理由はおそらく、本コースの

最初の目的は伝統工芸に関するより広範な外観を得るこ

とや、伝統的な工芸品の製造を経験し、それを販売する

ことからである。2014 年に有松絞り祭り、売り場と値段

が昨年と同じである。 

 

 

 本コースの良い点の一つは学生はブログを書く機会が

あることだ。2010 年度から始まり、本コースに参加して

いる学生たちは本コースに関する活動、製品の販売を含

め、自分の経験の作文や写真などとともに、そのブログ

にアップロードできる。この作業を通じて、学生たちは

有松絞りに関する情報を広く提供できるようになる。こ

のサブログはAの京都ホームページに表示されている。 

 

OUTLIERS (特別ケース) 

 Z と Y 者は大学とのディザイナーと職人のコラボの一

番いい代表である。このコラボを通して 広い市場や国際

市場の伝統的な織物を導入のための新たなアプローチを

革新し、ビションを持つ企業家を生み出せる。 

 ZY店は2011年5月5日にA大学から卒業した二人の女性

により立ち上がった。ZさんとYさんは異なる専攻を学び、

一人はグラフィックディザインで、もう一人は生産ディ



ザインである。彼女たちが一緒に板締め技法でもっとは

てな板締め絞りを製作した。ZY店の主な技法、即ち板締

め雪花絞りに対して、周りの人々は「こんなに可愛い絞

りはみたことがない、板締め絞りが有松絞りの技法だと

は知らなかった、こんなにポップな絞りなら見ていても

身につけても楽しくなる」と発言することも多い。 

 起業したばかりの他のビジネスと同じように、お客さ

んが簡単に情報を得られるように、ZY社は幾つかのメデ

ィアを開発する。サイトやTwitterやFacebookだけでなく、

情報を伝えるためにブログを用いている。 

 

A. 絞り祭りにおける学生の参加とコラボ 

絞りMIXにおける絞りワークショップ (絞り祭り2014) 

 基本的に絞りMIXというイベントは三つの大きなイベ

ントに分かれている。一番目は絞りワークショップで、

本イベントではクリエターコーナーと職人コーナーで雪

花を製作したり、絞りの基本技法を学んだりすることが

できる。一番面白いことはワークショップには、学生た

ちは参加できるだけでなく、希望すれば学生たちは指導

者として参加することもできる。 

 指導者として参加した学生は様々な大学から来た。指

導者になった学生は特別な興味を持つ学生や絞りディザ

イナに成りたい学生だけでなく、大学の単位を取るため

の学生も含まれている。B 大学の学生にとってはこのワ

ークショップは有松絞りのコースの一部である。指導者

として参加したい学生は絞りの基本技法を学ぶために二

回の勉強会に参加している。 

 

B. 短期コラボらション 

 有松絞り祭りの際に成立した協働は一時的だが、新し

いアイディアや作品が多い。このアイディアがでること

や新コラボらションの可能性を高めるために、2014 年に

有松ポータルが作られた。このサイトを通して、人々を

招待し、様々なイディアを溜める。このポータルは建築

者やディザイナや研究者と職人の協力する結果である。

有松ポルタルに果たしたプロジェクトの例は有松サロン

と呼ばれ、ここで学生とディザイナーが互いに話し合い、

意見交換ができる。 

 

C. 学生自由プロジェクト 

 有松アンテナは有松絞り祭りに関する情報を提供する

サイトである。そのサイトの創造者はD 大学の大学生だ

った。そのサイトの最初の作る目的は有松絞り祭りを紹

介することだったが、以外に内容の規模が大きくった。

情報だけでなく、職人とのインタービュのような情報も

ある。残念ながら、運営者が非常に忙しくなり、経済的

問題のため、このサイトに新情報がない。 

 

【考察】 

 有松で行われているイベントとプロジェクトにうか

がわれるように、有松絞り伝統産業は新しいトレンド

に向かっている。規模はそれほど大きくないし、活動

を行う人々も、地域で細々と活動を続けている。 

しかし、少なくとも、彼らは 徐々に伝統産業を発展さ

せようと試みており、活性化しようとしている様子が

うかがわれた。 

 現代の若者世代によるカラフルでポップな板締め絞

りは、現在、伝統的な工芸品からもっと革新的な手工

芸品に変わりつつある。本来、伝統工芸は、元の原料

や技術が変わることなく、続いていくものである。し

かし、時代の流れとともに、顧客の需要やニーズが変

化し、手工芸品の技術や材料も需要に応じて、伝統的

でないものに変化してきた。（鈴木、2005) 

 文化遺産と同様、伝統的な工程や技術は、普及促進、

マーケティングなどのビジネス戦略により、消えていく

かもしれない。つまり、伝統工芸の活性化や発展のため

の機会費用であると言えるであろう。A 大学で行われて

いるコースは、板締めの製法や、絞り祭りでの販売にお

ける職人と企業のコラボレーションにより、学生に、伝

統地域産業を紹介することを目的としている。しかしな

がら、市場に出される試作品は、現代的な色や型の伝統

的工芸品である。さらに、製品は、典型的な有松絞りで

はない（鹿の子絞りや蜘蛛絞りは、以前はとても有名で

あった。）。現代的な型は、顧客のニーズを満たすさら

なる革新を示すものであり、良いものである。しかしな

がら、我々は、人々が、現代的な型だけではなく、昔か

らの伝統的な型を学ぶ方法を見つけ出さなければならな

い。 

 

 ブログやウェブサイトで情報を提供しつつ、いくつ

ものソーシャルメディアに参加し、それを介して顧客

と接することは重要であると思われる。ソーシャルメ

ディアを更新し続けることは、特に、時間に制約のあ

る学生を扱う場合は、別の挑戦でもある 

 



【おわりに】 

 今年６月に開催された第３０回有松絞りまつりのテー

マは、「有松本物主義」であった。ここでは、その技術

の保持者が９０歳を超える高齢者一人にまで減少したも

のの、近年ようやく後継者が生まれたという数百年来受

け継がれた手蜘蛛絞に焦点があてられていた。伝統的な

藍色で染めらた有松の代表的手蜘蛛絞りの布で建物を包

み込むという記念催事が企画されたのである。 

 学生とのコラボレーションで用いられる技術は、ある

種の合理的判断から板締めや織り縫い絞という、歴史も

比較的浅く習得が容易な技法が取り上げられ、伝統的な

染色とは異なるポップな色彩を用いることで若者を中心

に楽しさ・目新しさを強調する製品作りとなっている。

こうした新たな試みに、３０回を迎えた有松絞りまつり

が掲げた「有松本物主義」の意味するところをしっかり

読み解き、伝統技術の継承のあり方にさらなる検討を加

えたい。 
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Ｎ－３ バイオマスを活用した地域イノベーションスマートエコモデルの構築 
宮澤克徳・鈴木康之（静岡大学） 

Keyword： バイオマス,スマートエコモデル,地域イノベーション 

 

【問題・目的・背景】 

再生可能エネルギーの活用は近年活発である．例え

ば、廃油を再生油としてリサイクルし、重油などの化

石燃料の代替として利用する方法は,廃油の廃棄コス

ト、燃料コスト同時に削減可能であることで広く注目

を集めている。このように廃棄物を有価物に変えるリ

サイクル方法として,他に,高含水率バイオマスを乾燥

して活用する方法は、コスト,ユーザビリティ,ポテン

シャル,カーボンニュートラル等の点で非常に優れて

いる．しかしながら、こうした資源を最も有効に活用

するためには各々の条件に最適な活用モデルを構築

する必要がある．化学工学と事業開発マネジメントに

立脚した視点から,地域社会において最も恩恵を享受

可能な活用モデルを,”地域イノベーションスマートエ

コモデル”として研究を行い,実社会において実証・考

察を行う． 

【研究方法】 
主に高含水率バイオマスを取り扱う産業廃棄物業

者,農業関係者等の民間企業,環境整備を行う地方自治

体を調査対象とし,ヒアリング調査と経営工学的手法

による分析行う．それにより,最適なバイオマス活用

モデル,即ちスマートエコモデルの構築を行い,当該モ

デルの実用性,採算性,環境負荷の改善程度,競合性,地

域波及効果等を考察,検証,場合によっては実証する． 

【研究・調査・分析結果】 
a) スマートエコモデル 
バイオマス活用事業の中でも,高含水率バイオマス

に乾燥処理を加え燃料化その企業が排出するバイオ

マスを,例えばボイラー燃料の代替とすることで,バイ

オマスを廃棄物として処理するコスト,化石燃料コス

トを大幅にカットさせることができる．しかしながら,

この事業を行うには,プラント設置のイニシャルコス

ト,恒常的に一定量排出されるバイオマス,燃料（等）

化処理後に一定量使用される用途を確保する必要が

ある．これらを満たす企業は必然的に限られる． 

全国で最も排出される潜在的なバイオマスは畜糞

であるが[1],これらを排出する多くは,中小零細の小規

模農家であり薄く広く分布している．こうした農家は

個別にプラントを購入する資金力は無く,排出される

バイオマス量も乏しく,シーズンによって不安定であ

る．こうしたバイオマスを効率よく活用するために,

関連業者間でコミュニティを形成し,まとまった量の

バイオマスを管理,活用を行う地域モデル「スマート

エコモデル」を構築する必要がある． 

 

図 1．予測される畜糞のスマートエコモデル 

図 1:でコミュニティの基幹は周辺地域の農家から

バイオマスの収集しまとまった量を管理する．また,

バイオマス燃料化処理プラントと食品加工工場やビ

ニルハウスを運用し,燃料化したバイオマスをその熱

源として利用する． 

このようにバイオマス種類ごとのスマートエコモ

デルを構築する． 

b) ヒアリングによる導入効果調査 

ヒアリングでは,各民間企業,地方自治体におけるバ

イオマス利用状況,バイオマス活用に対する関心,バイ

オマス活用を行うことに対する現状の弊害の有無を

調査して,スマートエコモデルを定義する． 

バイオマスの利用状況は調査対象が現状バイオマ

ス利用を行っているかで調査内容が変わる．利用して

いない場合,現状のバイオマス排出量(賦存量),種類,性

状,処理費用,処理方法,化石燃料を使用した設備の有

無(有る場合はその用途,バイオマス燃料での代替は可

能か),環境負荷の程度等である．xCOR 等の経営工学

的な手法を用いて, バイオマスの種類,性状,用途,手段,

導入効果,地域波及効果等を指標に,定義モデルの有用

性や改善の余地を検証する． 

c) 実験装置による分析 

スマートエコモデルの構築,検証をする上で,エネル

ギー収支の検証や,新技術,独自技術を採用した場合の

科学的な分析は必要になるケースがある．研究上,必

要になればこの技術を取り込んだプラント構成を想



定し,その物質的収支,熱量収支を分析し,場合によっ

ては実験を行う．村松風送設備工業（株）に既設の実

験装置を使用する． 

 
図2．過熱水蒸気乾燥実験機 

d) バイオマス利用の応用,他手段による活用 

本研究では,高含水率バイオマスの燃料化活用だけ

ではなく,他の潜在的なバイオマス（無機物）も対象

とし,その活用手段を模索,考察,実証を行う． 

例として石膏リサイクルを挙げる．建築廃材から排

出される石膏ボードは 2000年の約 150 万 t/年から急

速に増え続け,2050年には約 700 万 t/年になると予測

されている[2]．石膏は最終処分場で埋立て処理する場

合,管理型処理となり,非常に高額なコストとなる上,

環境負担も大きい．これを熱焼成して再固化する性質

を持たせ,地盤改良材(セメントの代替)としてリサイ

クルする,等がある． 

石膏はセメントと違い、六価クロム等の有害物質を

含まず,中性であるため,施工付近の地質,水質,生態系

に影響を及ぼさない．さらに，施工方法を工夫するこ

とでこの改良地盤に保水性や透水性,防草効果を持た

せることが可能で,施工後の見た目も以前の状態を保

つことが可能である．このことから,河川付近等の軟

弱路盤改善に止まらず,都市部でも大規模に舗装用途

に使用すれば,ヒートアイランド現象の抑止,都市ダム

化,津波等の水害対策といった公共的なメリットも期

待できる．これによる地域波及効果も検証していく．

【考察・今後の展開】 

システム全体の経営工学的検討を通し、地域農村社

会への波及効果及び地域活性化効果を図りたい/ 

 
図3．石膏による路盤強化が期待できる施工箇所例 

 
図4．降雨直後の透水性舗装の効果 

 
図5．リサイクル石膏舗装効果の原理 
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Ｏ－１ 行政の関与する地域 SNSによる地域活性への寄与の不透明さ 
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【はじめに】 

政府は 2013年 6月に「世界最先端 IT国家創造宣言」を

発表した。成長戦略の柱となるのが IT戦略であり、日本の

閉塞を打破し国民が希望と自信にあふれる未来を切り開き、

持続的な成長と発展を可能とするものである、と言及して

いる。その中では特に、利便性の高い電子行政サービスの

提供が重要視されている。戦略の推進体制・推進方法とし

て、PDCAサイクル等の推進体制の必要性を述べている。 

さらにその後、2014年3月には「電子自治体の取り組み

を加速するための 10 の指針」を発表した。この指針の 10

番目の指針では、“チェックリストを活用した強力なPDCA

の構築”を挙げている。すなわちこれらの政府資料から示

唆される行政施策の問題点は、これまでの行政施策は実施

することに重点が置かれ、その評価と計画の修正はあまり

重要視されなかったという点だと言える。 

電子自治体の構築を重要政策とした政府の取り組みは、

2000 年度に制定された高度情報通信ネットワーク社会形

成基本法において、行政の情報化を施策の基本方針の一つ

として位置付けたことに始まる。その後、地方自治体の情

報化を推進するに当たり『電子自治体推進指針』（2003）や

『新電子自治体推進指針』（2007）を策定したが、その中で、

地域住民に対するサービスの向上や地域を活性化するため

の重要プロジェクトとして、地域ポータルサイトや地域

SNS の構築を推進してきた。しかし、地域活性を主眼とし

た地域SNSに対する評価は十分にはなされてはこなかった

と考えられる。すなわち NPMで重視される PDCAサイク

ルのチェックの視点が抜けているのが現状である。 

地域活性に対する行政施策として地域の情報化は、今後

とも重点的に取り入れるべき施策であり、住民交流は地域

活性の主要な柱であることも誰もが認めるところである。

しかし、地域住民の交流を通じて地域課題の一つである地

域活性を実現する施策と考えられる地域 SNS（Social Net- 

working Service）は、総務省が2006年以降展開してきたと

ころであるが、現在では活性化に繋がる有効な情報通信技

術（ICT）ツールとはなっていないのが現状である。本研

究は、「肝いり」施策として導入してきた施策は単に流行の

ICT を取り入れるだけで、それを活用する体制を考慮した

施策ではなかったのではないか、と言う問題意識に立脚し

ている。さらに、国が取り上げてきた地域SNSに対する評

価を充分に行った上で、今後ますます一般化していくであ

ろうソーシャルメディア（twitter や facebookなど）に対し

て地方自治体がどのように対応していくかを考えることは、

これからの地域情報化に示唆を与えるものになると考える。 

本研究は、地方自治体が導入した地域SNSの評価を行う

ものである。これまでの研究として、石橋・藤田（2010）

では、地域SNSを推進する地方自治体が「どのような政策

目的をもって」実施されたかを中心にアンケート調査を行

った。合わせていくつかの自治体に対するヒアリング調査

も実施し、その政策目的の達成状況についても確認した。 

その結果、石橋・藤田（2010）では、地方自治体が主導

する地域SNSにおいては、地域のリアルな経済活動に必ず

しも結びついているとは言えないと主張した。また合わせ

て“地域SNSそのものが活性化した場になるためには、そ

の空間をリードする人物が存在し、そのリーダーがそこの

参加者に対して何らかのアクションを起こしている”ので

はないかという考えに至った。この行為は地域SNSへの「介

入」と呼ぶこととする。 

今回我々は、地域SNSの実態をさらに広範に把握すべく、

新たに地方自治体に対するアンケート調査及びヒアリング

調査を実施した。地域SNSによる地域活性化に向けた成功

要因が何であるかを探るとともに、地域SNSそのものが活

性化するための条件として上記のような「介入」が必要で

あるという仮説について分析し解明しようとするものであ

る。 

 

【研究方法・研究内容】 

■「地域活性化を目指したソーシャルメディア活用に関す

る調査」アンケート調査 

これまで、我々は 2度のアンケート調査を実施した。初

回の調査は、地域SNSの導入による地域の活性化を目的と

した総務省の「e-コミュニティ形成支援事業」（財団法人地

方自治情報センター（LASDEC、現・地方公共団体情報シ

ステム機構 J-LIS）による事業）を実施した全国 28自治体

に対し、地域SNS導入評価を行うために実施したアンケー

ト調査である。 

この調査結果から、地域SNSの参加者間で活発な交流が



発生するには、運営主体に交流を活発化させるキーパーソ

ンが存在するのではないか、という考えに至った（石橋・

藤田（2010））。 

この結果を踏まえ、今回新たに、全国の地方自治体に対

して、mixiタイプの紹介型地域 SNSの実態と、新しいソー

シャルメディアであるTwitterや Facebookの利用状況を把

握するアンケート調査を実施し、上記の仮説を検証すべく

地域SNSに対する自治体の評価を取得した。 

 

＜調査の概要＞ 

調査期間： 2013年6月～2013年8月 

送付先： 全国1,742市区町村 

調査方法： 郵送式アンケート調査 

回収数： 696（回収率40.0％） 

設問： ソーシャルメディア導入状況（導入しているソ

ーシャルメディアの種類及び種類ごとの導入目的、所

管部署等） 

地域SNSの導入状況（導入形態、運営組織の状況、導

入・運営コスト、参加状況、評価、地域活性化への寄

与、キーパーソンの有無等） 

今後のソーシャルメディア導入意向（導入したいと考

えているソーシャルメディアの種類及び目的等） 等 

＜主な結果＞ 

(1) 地域SNS導入団体 

696市町村のうち44団体が地域SNSを開設。しかしこの

うち15団体が既に運用を廃止しており、現在継続して事業

運営しているのは29団体となっている。 

 

(2) 地域SNS導入の目的 

地域SNS導入の目的の第一は“住民同士の情報交流手段

の充実”であり、導入団体の84％がこの目的を挙げている。

次いで重視しておるのは“住民からの地域情報の発信”と

“住民に対する情報の提供”である。すなわち住民同士の

情報交流と住民主体の地域情報発信を期待している。一方、

リアルな活動や経済的効果は40％にとどまっており、住民

主体の情報が飛び交う地域への期待が大きかったと考える。 

 

 

(3) 地域SNS運営団体 

運営主体は 44団体のうち 21団体の約半数が自治体自身

で運営を始めており、次いで9団体が外部に委託している。

また筑後田園都市推進評議会（福岡県）のように広域組織

による運営主体を結成し、その中で各自治体の地域SNSを

運営するケースもある。兵庫県では民営の地域 SNS“ひょ

こむ”が活動しており、地方自治体はこの組織の提供する

情報資源を活用している。 

 

(4) 導入当初の目的の達成状況 

地域SNSを導入した団体の25％が当初導入の目的を達成

したと回答しているが、一方で約半数の団体が当初目的を

達成できなかったと答えている。その理由の多くは、当初

目的とした参加人数に達成していなかったことを理由に

“目的を達成できなかった”と回答しているものである。

なお、回答のない 11団体のうち 6団体は地域 SNSの運営

を廃止しており、地域SNSの効果を認めておらず、これを

“ほど遠い”ものと評価した場合、40％の団体が地域 SNS

を評価していない。 

全体としては地域SNSの導入効果に対して評価をしてい

ない中で、“地域活性に貢献した”と回答した団体も存在し

ており、その特異性の要因を探ることが仮説の証明に繋が

ると考えた。 

 

(5) 地域SNSによる地域活性への寄与 

地域SNSが「リアルな」地域活性化にどのように寄与し

たかを尋ねる設問では、最も多かったのが「人と人との繋

がりに寄与した」という回答であった。次に防災と福祉の

充実に寄与したと答えているが、文化の継承や人材育成に

はあまり貢献したとは答えていない。 
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種別 自治体数 
回答自治体に

占める割合 

①地域SNS 44 6.3％ 

②twitter 219 31.5％ 

③facebook 234 33.6％ 

④LINE 11 1.6％ 

⑤その他（YouTube、ustreamなど） 26 3.7％ 

⑥利用なし 339 48.7％ 



■ヒアリング調査 

この２つのアンケート調査から、地域SNSの導入目的を

達成したと回答した自治体や、導入当初は地域SNSに対し

高い評価を持っていたが、その後参加者の交流が停滞した

自治体等を選定し、その自治体に対して地域SNS活性の要

因についてヒアリング調査を実施した。また、地域SNSが

リアルな地域の活性化に寄与したかも同時に聴取した。本

研究のプロセスは、アンケート調査により地域SNSに対す

る定量的な評価を行い、その中から成功事例をピックアッ

プして定性的な視点からその成功の要因について検討する

手法である。 

 

(1) 京都府宇治市 

京都府宇治市を中心とする地域において、京都山城地域

SNS「お茶っ人」が運営されている。LASDEC 実証実験と

して 2006 年よりスタートしたが、実証実験期間中の 2007

年 6月から、宇治市と市民団体である宇治大好きネットと

が共同で管理運営を行っていた。 

お茶っ人には最大で2,000名程度がユーザ登録していた。

このうち 500名程度が常時アクセスするアクティブユーザ

となっており、地域SNSの中でもかなり活発な活動を行っ

ていることで有名である。 

お茶っ人では、ネット上での議論が活発なだけではなく、

SNS 上での活動をきっかけとして新たな NPO が立ち上が

る、オフ会や大規模なイベントを企画実施し大変盛り上が

るといった、リアルな活性化への効果も見られた。これら

のSNS上のコミュニティの盛り上がりに際しては、運営ス

タッフによる積極的な発信も背景にはあるが、後述するよ

うに必ずしも十分な活動はできていないと考えられている。 

2011年4月より、管理運営主体として宇治市が抜け、NPO

法人に改組した宇治大好きネットが引き取る形で運営が移

行された。現在の SNS運営は同 NPO法人の会費で賄われ

ている状態であり、市からの支出がない現在、活動資金と

しては潤沢ではない状況が続いている。またNPOのメンバ

ーも高齢者が多く、SNS 運営スタッフ個人への負担が増大

していることも懸案要因である。 

お茶っ人の立ち上げに際しては、当時の市 IT推進課職員

が積極的に関わった。市役所内でのSNS活用ワーキング等

で活用ＰＲを行うなど、行政として継続的なSNS利活用の

方向を探るも、次の手が打てず、結果としては十分に活用

しきれなかったと評している。また担当していた行政職員

も、その後異動により所管課を離れることとなった。 

本事例においては、行政施策としての地域SNSを、結果

的には市として手放すこととなった。SNS 立ち上げ時から

の理念は現運営者である NPO 法人に引き継がれてはいる

が、行政による支援が打ち切られ、また積極的にサポート

していたキーパーソン（この場合は行政職員）による関わ

りが薄れた結果、「成功ではあるが、課題も多い」と評され

る状況である。 

 

(2) 静岡県掛川市 

掛川市の“e-じゃん掛川”は、2006 年 11 月に掛川市が

LASDECの補助金を獲得し構築、現在もサービスを続けて

いる地域 SNS である。開設時も現在も掛川市の IT 政策課

が運営主体となっているが、2009年 9月から 2012年 3月

間は NPO法人に運営を委託している。委託を始めた 2009

年9月のSNS利用登録者累計は2,076人、2012年3月は3,008

人、2013年 5月は3,345人と利用累計者は増加している。

しかし、地域SNSに対する評価は2009年10月に実施した

アンケートでは”地域経済の活性化やミュニティ活動の活

性化にある程度寄与した“との回答があったが、2013年 5

月のアンケートでは“経済の活性化には寄与していないが、

コミュニティの活性化にはある程度寄与していた”との回

答を得た。また、2009年アンケートの回答では“SNSの利

用の例として、例えばNPOが開催する講座に参加しそれを

SNS 上で議論する”という市民活動事例の回答があったの

に対し、2013年アンケートでは“SNS上での防災訓練を実

施した”程度の行政活動の事例になっている。すなわち、

利用者数増加の鈍化と共に現在は地域SNSが地域の活性化

にあまり寄与していない状況が窺い知れる。NPO委託の間

はSNS運営者がSNS利用者に対してSNSを活用する様々な

事業を開催する積極的な運営であったのに対し、2012年以

降の行政の運営では、SNS の機能を提供し参加者が自らコ

ミュニケーション機能を利用する場の提供に留まっており、

これがSNSの衰退につながっていると考えられる。これは

運営者の参加者に対する介入という行為が、参加者交流の

活性化を促すと捉えてよい。 

 

(3) 静岡県島田市 

独立行政法人防災科学技術研究所（防災科研）は、2004

年に島田ｅコミュニティプラットフォーム研究会を発足し、

災害時に情報を共有するための目的で、市民ポータルサイ

ト“ｅコミュニティしまだ”を構築した。その後、2006年

に島田市と防災科研との間で、地域で活動する市民グルー

プの支援とコミュニケーションの活性化が地域振興にどう

つながるかを明らかにする研究プロジェクトを開始した。



2006 年度には地域づくり総務省大臣表彰を受賞している。

当初は mixi型の SNS で情報交流を行う地域 SNSであり、

2006 年 10 月時点の参加グループ（「セル」と呼んでいる）

は 34 グループであった。2009 年度で防災用のサーバから

商用系のサーバに更新し、防災科研との契約を 1年間前倒

しで終了して、2010年から“NPO法人クロスメディアしま

だ”に市民ポータルサイト“ｅコミュニティしまだ”の運

営を委託している。 

このポータルサイトは地域SNSではなく、ブログ発信機

能のメディアとしたが、NPO法人コミュニティしまだの職

員がセルの発信した情報に市民が関心を持つ情報を付加し、

ポータルサイトに掲載することにしている。この機能が市

民やセル間のオンライン・オフラインの交流が高まり地域

の活性に寄与している、と市担当者やコミュニティしまだ

の役員は強調している。2014年6月時点の交流参加グルー

プは118のセルに成長している。 

この事例から分かるように、運営者の誰かが情報発信に

対して何らかの工夫をすることは、情報の参照者は関心を

持ち、そのことが個人やグループ間の交流に繋がっていく、

と言うことは事実である。 

 

【結論】 

今回、一連の調査における成功事例の分析を経て、地域

SNS の運営主体側に人と人との交流を促進する人物が存在

することが判明した。また、地域SNS運営に際し、行政主

体の運営には限界があることも判明した。さらに、行政が

運営する多くのサイトは地域SNSを単にメディアの道具と

して設置したものであり、「道具ありき」だけでは地域SNS

がスリープ状態になっていることも明らかとなった。 

今回調査対象とした「e-コミュニティ形成支援事業」は、

冒頭に示したように、総務省が「地域SNSの導入による地

域の活性化を目的」とし実施したものである。システムを

導入したものの、失敗に終わった事例も少なからずある。

総務省としては、地方自治体に対し地域SNSが地域の活性

化を生み出すロジックを明確に示し、加えて庁内全体とし

て利活用するアイデアや方法等についても指導するべきで

はなかったか。また導入に失敗した地方自治体側でも、安

易に運営を外部委託（NPOや民間企業に対して）するだけ

ではなく、活用の方法を具体的に考え、明確な成果目標を

持って事業を推進すべきではなかったか。 

 

【今後の課題】 

今回の調査はいわゆるmixi型のSNSに特化し、そのうち

特に地方自治体が積極的に関与し設立（及びその後の運用）

されたものにフォーカスしたものである。2013年のアンケ

ートでも明らかになったように、現在、地方自治体におい

て各種のグローバルなSNSサービス、すなわち facebookや

twitter、それにLINE等に対する関心が高く、実際に利活用

するケースが増えてきている。これらは現時点では住民間

のコミュニケーション強化の側面よりも「広報」の機能を

期待するものがほとんどであるが、兵庫県丹波市の事例の

ように、facebookやLINEの機能を駆使し、住民参加型のイ

ベントを極めて積極的に推進しているケースもある。今後

はこういった新しいソーシャルメディアについて、地方自

治体が推進する地域活性化施策としての適用可能性や意義、

期待される効果や課題等について引き続き研究を進める必

要がある。 

 

【付記】 

本研究は平成24・25・26年度学術研究助成基金助成金・

基盤研究（Ｃ）「地域主権時代における現代版井戸端会議に

よるコミュニティマネジメントの実証研究」（課題番号：

24530439）の助成を受け実施したものである。 
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Ｏ－２ 6次産業化のための農業生産法人における戦略立案支援と事業価値創造 

〇谷川恵子・桂信太郎・井形元彦（高知工科大学） 

Keyword：6次産業化、戦略立案支援、事業価値創造

【背景】 

農林水産省HPによれば、同省は平成22年12月3日に「地

域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び

地域の農林水産物の利用促進に関する法律（六次産業化法）

を制定し、「農林水産物等及び農山漁村に存在する土地・水

その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の

多角化及び高度化（農林漁業者による加工・販売への進出

等の６次産業化）に関する施策」を推進している。農業の

6 次産業化についての実践は、全国で様々な事例がある。

例えば、野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会

社が示す「各地でがんばる6次産業化優良事例66選」等に

みられるように、農業生産者が加工販売まで手掛け、場合

によっては顧客に直販するなどのビジネスモデルを確立さ

せている。これらの事例においては、大規模農法、単品大

量生産、少品種大量生産など事業の形態は様々である。筆

者らの在住する高知県は、山林面積や河川が多い県土の特

徴を持つこともあり、可住地面積 16%前後と全国において

も大規模農法や大量生産規模拡大型の農業に適していると

はいいがた特色を有している。こうした地域における農業

には、より一層の創意工夫と事業価値創造が求められる。 

【研究方法・研究内容】 

筆者らは、高知県内のあるJAが出資した農業生産法人株

式会社南国スタイルの取り組み事例をもとに、経営者の緊

密な協力を得ながら、起業から事業化に至るビジネスプロ

セスについて1年以上考察分析を進めている。考察・分析

における観察・測定は、インタビューと直接観察（特にイ

ンターンシップを含めた継続的参加観察）を主体としたケ

ース研究法を用いた定性分析である。プロジェクト推進に

あたっては、スタートアップ直後の段階から定期的に情報

交換を行いながら、財務の視点（過去）、顧客の視点（外部）、

内部業務プロセスの視点（内部）、イノベーションと学習の

視点（将来）の4つの視点から経営戦略立案や企業経営分

析を行い、ビジネスの因果関係を洗い出して因果関係の「見

える化」を進めている。本稿では、市場や経営環境の変化

に合わせた形でフレキシブルに適合させる経営戦略立案お

よび実行評価のフレームワークにバランスト・スコアカー

ド（BSC）を用いる。企業のビジョンや戦略について、財務

の視点（過去）、顧客の視点（外部）、内部業務プロセスの

視点（内部）、イノベーションと学習の視点（将来）の 4

つの視点を用いながら経営分析を進める手法である。本稿

のケースでは、特に経営者の協力を得て財務データの提示

がなされやすい環境であるため、財務の視点についての分

析も重点化できる。安定性、収益性、生産性、各々につい

ての業績評価指標を分析しながら戦略立案を進めている。 

【調査研究】 

（１） 起業までの経緯 

株式会社南国スタイルは、高知県南国市のＪＡ南国市が

平成 23 年から構想し、平成 24 年に出資設立された農業生

産法人である。本社は高知県南国市岩村にある。代表専務

の中村文隆氏は、平成12年にＪＡ南国市に入社して、主に

営農指導の仕事に従事してきたが、農業を取り巻く環境が

大きく変化し、近年のＴＰＰ問題や政府の戦略的農業経営

の方針、後継者不足や地方農業の衰退などが大きく進んだ。

こうした流れの中で、平成20年にＪＡ南国市が管内農地・

農家を調べ、10年後の管内農業のシミュレーションを行っ

たのだが、その結果、10年後には農業産出額は半減、農業

の担い手も約半数に減少するという危機的な数値が明らか

になった。ＪＡ南国市は、①管内農地や農業生産基盤の維

持②集落営農や受託組織を補完③新規就農者の育成などの

目的から農業生産法人を設立し、自立自存の経営を推進す

るとともに、地元農家と緊密に連携し、既存農家への営農

指導を徹底することや、個別農家の販売力の強化を強力に

推進して行く中核として、南国スタイルを創設した。 

（２）事業内容 

南国スタイルの事業内容には①農業生産事業②農作業受

託事業③加工事業④営農サービス事業がある。収益の柱と

なるべき農業生産事業は、事務所を構える岩村地区で昔か

ら盛んな青ネギや、かつてはブランドだった「三和のカン

ラン」と呼ばれるキャベツのブランド再構築を目指し生産

している。その他にも、同市の野田地区でしか生産できな

い加工用大根の生産者が減少し、消滅してしまう可能性が

高くなったことから生産を手掛け始め、栽培技術や地元の

食文化の継承に取り組んでいる。そして、地産地消の推進

に力を入れ、同市で昔から二期作二毛作として有名であっ

た水稲や、地元の消費者・加工業者などからの依頼で様々

な作物を少量多品種で栽培している。その他にも、地元の

青果物を同市の13の学校に配達し、給食に使用されること

で食育活動を援助している。県内量販店や外食店・病院・



介護施設などに顔の見える食材販売を展開し、高知県や同

市と共に地産地消を推進している。農業受託事業では昔か

らある農作業受託組織を壊さないために、畝づくりなどの

土づくりに特化したり、企業向けに共同菜園を貸出し、耕

作放棄地の利活用や食のプロと農の現場をつなぎ情報交換

などに役立てている。加工事業・営農サービス事業は JA

南国市からの委託で四方竹の加工事業（ピリシャキ漬けの

製造）や育苗センター・ライスセンターの運営を行ってい

る。また、耕作放棄地の再生の支援事業も行っている。 

【問題認識と考察】 

（１）経営の現状把握と課題の認識 

 まずは、図 1 の写真のように、ポストイットを活用し、

経営の現状や問題と認識している事項を洗い出した。問題

を書き出すことで、意識していなかった・表立って見えて

いなかった原因の発見ができ、共通の認識で問題点を洗い

出すことが可能となる。 

 

図 2 問題や課題の洗い出し作業（筆者撮影） 

（２）事業領域と使命 

 経営の現状を話し合い、表立って見えてきた課題や

目標を整理するために、図2を作成し、ビジネス全体

感を把握した。 

（３）BSC の策定 

本調査研究では、経営戦略立案を行うに当たって BSC

（バランス・スコア・カード）の考え方をもとに話し合

いを進めることになった。BSC が「いろいろと問題は考

えられるが、何が一番最優先で解決しなければならない

のかが分からない」「問題があいまいには分かっているが、

明確ではない」といった場面で因果関係を洗い出し、問

題を顕在化させるのに有効な解決手段の一つであると考

え、また、市場や経営環境の変化に合わせた形で臨機応

変に適合させるのに最も適している手法であったためで

ある。 

① 財務の視点では、設立 1 年目（H24）は 5 か年収支計

画を大きく下回り、790万円の損失という結果だった。

この結果から、2 年目は 1 年目の失敗を繰り返さない

ように努力をし、年商3000万に達した。しかし、事業

収益は 500 万円の損失となった。助成事業や委託事業

などの営業外収益のおかげで、170 万利益を出し 2 年

目を終えた。一番主となる農業生産の事業では、大き

な損失を抱えている。単価の安い農作物で 500 万円の

利益を出すためには、安定性、収益性、生産性、各々

についての業績評価指標を分析しながら戦略立案を進

める必要がある。 

 

 

図 1 南国スタイルの事業領域と使命（筆者作成） 



表 1 BSC（バランス・スコア・カード） 

 

（筆者作成） 

 

安定性の面では、栽培面積を増やし、広域化をすす

めることで、リスクの回避や、収穫量を増やし、契約

販売を増やすことで、安定的な収入を目指す。 

収益性の面では、農業は原価に関わらず、売値を自

分たちで決められないことが、最も深刻な問題である。

現在は、JA南国市の委託で、四方竹の加工以外は、生

産のみを行い、収益性は低い。そこで、生産・物流・

加工・販売すべてを自らが行い収益性を向上させたい。 

生産面では、これまで施設が少なく、露地野菜を中

心に農業生産を行ってきた。今年の春、大型のハウス

を設置。環境に左右されにくく、安定的に生産を行い、

新たな品種にも挑戦し、契約販売や顧客獲得に反映さ

せたい。 

② 顧客の視点では、近年の健康や美容指向のものが好ま

れることや、大阪府豊中市にある高知県のアンテナシ

ョップ「とさ千里」での聞き取り調査から大消費地で

は珍しいものや、安全で新鮮なものが好まれることや、

また、飲食店の方との情報交換により、カット野菜や

土のついていない野菜のニーズがあることが分かった。

これらから大消費地に向けて、新鮮で安全なことをア

ピールし、トラックでの直接販売、また飲食店に向け

てカット野菜などを提示する。 

③ 内部ビジネス・プロセスの視点では、 

Ⅰ）顧客を満足させるために、高知県のアンテナショ

ップ「とさ千里」での試食販売を兼ねて顧客へのアン

ケート・インタビューを実施し、ニーズを探る。 

Ⅱ）株式会社日本トリムと共同で、水を電気分解した

アルカリ還元水を農業生産に活用する試験を実施して

いる。図 2 と図 3 の写真のホウレンソウは、同日・同

じ畝にタネを播き、与える水を水道水とアルカリ還元

水という違いで栽培実験を実施した。図 2 の水道水区

のホウレンソウに比べて、図 3 の還元水区のホウレン

ソウのほうが生育速度が速くなる傾向があることが分

かった。また高知大学農学部に依頼し水道水区のホウ

レンソウとアルカリ還元水区のホウレンソウの成分分

析の結果、ベータカロテンやビタミン類などの栄養

科・機能面が高い傾向にある。現在も株式会社日本ト

リムと高知大学と連携し、高知県産業振興計画「地域

アクションプラン」に承認された。水にこだわって生

育し、栄養科もあがることが実証できれば付加価値を

つけることができる。また、生育速度が速くなること

で、単位面積あたりの収穫量が増える。この取り組み

で、増収効果と付加価値の確立を目指す。 

 

 
図 3 ホウレンソウ水道水区（南国スタイル提供） 

 

 
図 4 ホウレンソウ還元水区（南国スタイル提供） 

 

 Ⅲ）最も利益を出せる可能性のある加工に力を入れる。

現在、南国スタイルでは、四方竹の加工しか行われてい

ない。南国スタイルブランドを立ち上げ、商品開発に力

を入れる。また、加工品を製造して販売するだけではな



く、レストランを経営することで、自分たちで製造した

野菜や地域の野菜をレストランで使用するものだけ加工

し提供する。製造・加工・販売を地域の農家と協力して

行い利益をあげる、またレストラン等で宣伝を行い、ブ

ランド力の向上につなげたい。 

④ 学習と成長の視点では、設立３年目で周りの農家に比

べると技術的には劣る。データ化できないかんや経験

を近隣農家と協力し、技術やノウハウの伝承を目指す。

また、原価計算をしていない個人の農家は多く、企業

として情報やデータを活用することで、農業経営に活

かす。そして、地域の農家の経営感覚の薄さを改善し、

地域農業を盛り上げることを目指す。 

（４）流通と販売 

 南国スタイル流通や販売を調査するため、大根を契約

販売している高知市春野町の漬物会社D 社と大消費地へ

の販路拡大を目指すため、大阪府豊中市にある高知県の

アンテナショップ「とさ千里」で聞き取り調査を実施し

た。 

【分析結果】 

本調査研究から得られた知見から、課題も含め以下のポ

イントを指摘できる。(1)企業のビジョンや戦略について、

財務の視点、顧客の視点、内部業務プロセスの視点、イノ

ベーションと学習の視点の4つの視点を用いながら経営分

析を進める手法は、地域の中小ビジネスの仕組み把握と特

徴の抽出に有効である。(2)若い大学生を巻き込んだプロジ

ェクトは経営者にとってもアイデアだしや情報交換を行う

ことで刺激になると考える経営者もいる。大学生らが真剣

に取り組めば卒業論文以上のデータが得られる可能性があ

る。(3)経営者の理解と協力を得られれば、財務の視点の定

量分析が可能となる。業績評価指標を踏まえた上での戦略

立案は短期～中期のスパンで捉えることも可能となり、地

に足の着いた成果に結びつく可能性が高い。 

【考察・今後の展開】 

農業を取り巻く環境は依然厳しさを増し、危機感を一層

強める農業関係者がさらに増している。より一層収益的な

自立自存への対応と農業固有の問題課題を解決しながら戦

略的農業経営と価値創造を目指す必要性が増してきている。 

今後の展開として、南国スタイルが契約販売を行ってい

る干し大根は、大根を半年間乳酸発酵させる田舎漬の原料

である。田舎漬とは、高知県で昔からよく食べられていた、

甘味料や着色料を使用せず、長期間乳酸発酵させた酸味が

強く、歯ごたえのある漬物である。近年は甘味の強い商品

が好まれ、田舎漬のような酸味の強い古漬けと呼ばれる漬

物が、商業ベースで製造されているのは高知県の2社のみ

である。そこで、高知県春野にある漬物会社D社と協力し、

南国スタイルブランドで田舎漬の商品開発を検討中。大学

とも連携し、乳酸発酵させた大根の健康効果を調べ、健康・

美容指向の高い顧客をターゲットに。また地元の直販所だ

けではなく、大消費地に向けての販売を目指し、大阪府豊

中市にある高知県のアンテナショップ「とさ千里」で試食

販売やアンケートを実施し、マーケティング調査を行う。

「とさ千里」がある千里ニュータウンは昔ながらのベット

タウンで、幅広い世代が暮らしている。高齢者～若者まで

新たな顧客をつかみ、販路拡大・顧客獲得をし、増益効果

を狙う。 

地元の資本で、地元の人びとが地元の資源を活用し、地

域農業・地域全体を盛り上げる。そのような内発的発展と

農業を食べていける職業にする、自立した産業にするため

の仕組みづくり、南国スタイルの確立を目指す。本調査研

究では、農業生産法人の立ち上げから成功までのプロセス

の直接観察（特にインターンシップを含めた継続的参加観

察）およびインタビューを主体とした定性分析を通じて事

業価値創造のためのビジネスモデルの構築を継続して追求

したいと考えている。 
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Ｏ－３ 行政活動領域における住民参加の意識構造 

○木村 乃（明治大学商学部特任准教授）・桑野 斉（一

般財団法人 地方自治研究機構 主任研究員） 

Keyword： 行政、議会、住民参加 

 

【問題・目的・背景】 

市区町村においては多様で広範な住民の参加、特に“行

政活動領域”における住民参加が重要となってきており、

その推進に資する方策の拡充が求められている。そこで、

行政活動領域における住民参加の意向とそれを形成する意

識構造を明らかにすることを目的に、一般住民を対象にイ

ンターネットによるアンケートを実施した。 

 

【研究方法・研究内容】 

一般財団法人 地方自治研究機構による自主研究「政策

形成過程における住民参加のあり方に関する調査研究

（委員長：濱田一成 千葉経済大学経済学部特任教授）」

の一環として実施した調査である。 

 

（１）調査対象 

1,880 サンプルを性・年齢、都市規模別に割り付けた。

また、予備調査を実施し、居住地において過去１年間の

住民参加機会の利用・参加の経験者を「主体的・積極的

参加・利用実績あり」、未経験者を「主体的・積極的参加・

利用実績なし」として940サンプルずつを割り付けた。 

 

図表1 都市規模、性・年齢による均等割付 
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20-34  11 21 31 31 11 21 31 31 188 

35-44 11 21 31 31 11 21 31 31 188 

45-54 11 21 31 31 11 21 31 31 188 

55-64 11 21 31 31 11 21 31 31 188 

男 

性 

65- 11 21 31 31 11 21 31 31 188 

20-34 11 21 31 31 11 21 31 31 188 

35-44 11 21 31 31 11 21 31 31 188 

45-54 11 21 31 31 11 21 31 31 188 

55-64 11 21 31 31 11 21 31 31 188 

女 

性 

65- 11 21 31 31 11 21 31 31 188 

総計 110 210 310 310 110 210 310 310 1,880 

 

（２）調査方法・日時 

インターネット調査（マクロミルのモニターによる） 

2013年11月12日（火）～11月14日(木)  

 

（３）設問構成 

①住民参加の利用、参加の実態（16項目別） 

②市区町村長の名前や公約に対する認知度 

③市区町村議会の活動に対する関心度 

④住民参加を促す仕組みの充実度に対する評価（11項目別） 

⑤まちづくりや政策に対する住民意向の反映状況に対する評価 

⑥まちづくりや政策に対する満足度 

⑦まちづくりや政策に対する関心度（総合） 

⑧まちづくりや政策に対する関心度（分野別） 

⑨まちづくりや政策に対する認知度（分野別） 

⑩回答者属性（職業・ライフスタイル） 

 

【研究・調査･分析結果】 

本研究においては、住民参加の意向を形成する意識構

造が以下の通り形成されるとする仮説に基づき、アンケ

ート結果データを用いて重回帰分析を行った。 
 

「住民参加の参加・利用意向の大きさ」 

＝「首長の名前や公約の認知度」＋「議会活動への関心

度」＋「住民参加の仕組みの充実度（11項目）」＋「住

民意向の反映状況に対する評価」 
 

つまり、住民参加の機会に参加したり、利用したりし

ようとする意識は、その人が居住地の市町村長の名前や

公約をよく知っていること、議会活動に対して関心が高

いこと、住民参加の仕組みが充実していること、さらに

住民意向が政策に反映されていることを前提して形成さ

れるのではないかとする仮説である。 

 

（１）主要設問における単純集計結果 

それぞれ設問では９つの選択肢で回答を求めているが、ここ

では選択肢を３つに再分類した結果概要を示す。 

 

① 住民参加の参加・利用意向の大きさ（16項目） 

図表2では行政への関与の深さが浅い順に並べた。「首

長（市長、区長、町長、村長）宛の手紙、メール、投書

箱等の利用」よりも深い関与を意味する住民参加の利



用・参加については過半数が参加・利用したくないと回

答している。 

 

図表2 住民参加の参加・利用意向の大きさ（16項目別） 
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１．市区町村の広報紙、ホームページの講読・閲覧 44.3 35.3 20.5 

２．市区町村のSNS(ツィッター、フェイスブック等)の登録・フォロー・投稿 10.1 26.8 63.1 

３．市区町村からのアンケート調査への回答 41.6 36.7 21.7 

４．市区町村が主催するまちづくり関連のイベント、フォーラム、シンポジウ

ム等への参加 

17.9 44.9 37.1 

５．直接請求（条例制定、事務監査、首長等のリコール）への署名 15.5 42.8 41.7 

６．市区町村が実施する住民投票への参加（投票） 40.7 36.0 23.2 

７．住民向けの説明会やタウンミーティング等への参加 15.8 44.0 40.2 

８．首長（市長、区長、町長、村長）宛の手紙、メール、投書箱等の利用 9.7 36.9 53.4 

９．市区町村が公募するパブリックコメントへの意見提出 9.9 37.4 52.6 

１０．市区町村が主催するまちづくり関連の討論会、ワークショップ等への参加 10.6 38.8 50.6 

１１．市区町村が実施する公聴会、審議会、委員会等の傍聴 7.9 35.4 56.7 

１２．市区町村議会の傍聴 7.1 33.8 59.1 

１３．地域自治区、合併特例区における会議等への参加 8.3 33.2 58.5 

１４．市区町村が公募する審議会、委員会への応募や委員等への就任 6.6 27.6 65.8 

１５．行政評価、事業仕分け等への評価委員や判定人としての参加 8.7 27.6 63.7 

１６．住民監査請求や直接請求の活用 7.8 34.7 57.5 

 

② 首長の名前や公約の認知度 

市区町村長の公約や政策を知っているものは３割に満

たない。名前くらいは知っているとしたものを合わせて

も７割程度である。 

 

図表3 首長の名前や公約の認知度 

 実数 構成比 

名前だけでなく公約、政策を知っている 492  26.2  

名前くらいは知っている 865  46.0  

名前も公約も何も知らない 523  27.8  

全体 1880  100.0  

 

③ 議会活動への関心度 

市区町村議会の活動に大いに関心があるものは１割に

満たない。ある程度関心があるものを合わせても４割程

度である。 

 

図表4 議会活動への関心度 

 実数 構成比 

大いに関心がある 117  6.2  

ある程度関心がある 676  36.0  

関心はない 1087  57.8  

全体 1880  100.0  

 

④ 住民参加の仕組みの充実度（11項目） 

住民参加を促す仕組みの充実度に対する評価では、「市

区町村から発信する情報の量」、「市区町村から発信する

情報の発信頻度（更新頻度）」、「市区町村から発信する情

報のわかりやすさ」について比較的充実していると評価

されているが、その他の項目については３割以上が充実

していない（用意されていない）とみられている。特に

「若い人が参加できる仕組みづくり」、「仕事などで忙し

い人が参加できる仕組みづくり」、「子育てや介護などで

忙しい人の参加できる仕組みづくり」といった参加の場

の設定に関する項目と「市区町村職員の意識改革や市区

町村の手続きの簡素化」が意味する行政の仕事のやり方

に関する項目に対する評価が低い。 

 

図表5 住民参加の仕組みの充実度（11項目） 
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１．市区町村から発信する情報の量 32.6  48.6  18.8  

２．市区町村から発信する情報の発信頻度（更新頻度） 28.2  53.1  18.6  

３．市区町村から発信する情報のわかりやすさ 26.2  54.8  19.0  

４．市区町村からの情報発信としてインターネット、SNSの活用 12.8  56.3  31.0  

５．若い人が参加できる仕組みづくり 8.9  57.3  33.8  

６．仕事などで忙しい人が参加できる仕組みづくり 6.7  52.7  40.6  

７．子育てや介護などで忙しい人の参加できる仕組みづくり 9.7  55.2  35.1  

８．高齢者や障がい者などの社会的弱者が参加できる仕組みづくり 13.3  54.8  31.9  

９．将来の担い手である子どもが参加できる仕組みづくり 11.1  57.3  31.6  

１０．住民参加の積極的な参加を促すための啓発や教育 10.7  57.4  31.9  

１１．市区町村職員の意識改革や市区町村の手続きの簡素化 9.6  56.5  33.9  

 

⑤ 住民意向の反映状況に対する評価 

多くの住民の納得が得られる程度に反映されていると

したものは１割程度であるのに対し、一部の意見・要望

だけが反映されているとしたものは５割を超えている。

いわゆるサイレントマジョリティの意見が反映されてい

ない現状を示したものとみることができよう。 

また、「一部の意見・要望だけが反映されている」とい

う選択肢がありながらも、住民の「意見が反映されてい

ない」としたものが３割を超えているということは、い

わゆるラウドネスマイノリティの意見・要望すら反映し

ていないということを示しており、住民とのコミュニケ

ーションがほとんどない状態を示す深刻な現実を示して

いるものとみなければならないであろう。 

 



図表6 住民意向の反映状況に対する評価 

 実数 構成比 

多くの住民の納得が得られる程度に反映されている 228  12.1  

一部の意見・要望だけが反映されている 1003  53.4  

反映されていない 649  34.5  

全体 1880  100.0  

 

（２）重回帰分析の方法と分析の過程 

設問「住民参加の利用、参加の実態（16項目別）では、

16項目それぞれの住民参加の機会に対する参加・利用の

意向を弱い順に1～9点で回答させている。この結果数値

を被説明変数とし、「②市区町村長の名前や公約に対する

認知度（1～9点）」、「③市区町村議会の活動に対する関心

度（同）」、「④住民参加を促す仕組みの充実度に対する評

価（11項目別）（同）」、「⑤まちづくりや政策に対する住

民意向の反映状況に対する評価（同）」の計 14 項目の結

果数値を説明変数とした。全サンプル（1,880件）を対象

とする重回帰分析を行った結果、寄与率（重相関 R の二

乗）が30％を上回る回帰式が得られたものは16項目中3

項目（「住民説明会・タウンミーティングへの参加」意向、

「公聴会、審議会、委員会等への傍聴」の意向、「議会の

傍聴」の意向）であった。 

 

（３）重回帰分析の結果の考察 

一定の説明力が認められた 3 つの回帰式（「住民説明

会・タウンミーティングへの参加」意向、「公聴会、審議

会、委員会等への傍聴」の意向、「議会の傍聴」の意向を

被説明変数とするもの）において相関係数が高い説明変

数を一覧にしたものが図表7である。 

 

図表7 ３つの回帰式における相関係数の高い説明変数 
 

【住民説明会・タウンミーティングへの参加】（寄与率：31.2%） 

説明変数 係数 説明変数 係数 説明変数 係数 

議会活動への

関心度 
0.46 

市区町村長自

身、市区町村

長の政策等の

認知度 

0.14 情報の量 0.10 

【公聴会、審議会、委員会等の傍聴】（寄与率：30.6%） 

説明変数 係数 説明変数 係数 説明変数 係数 

議会活動への

関心度 
0.48 

インターネッ

ト・SNSの活用 
0.09 

市区町村長自

身、市区町村

長の政策等の

認知度 

0.07 

【議会の傍聴】（寄与率：30.5%） 

説明変数 係数 説明変数 係数 説明変数 係数 

議会活動への

関心度 
0.48 

インターネッ

ト・SNSの活用 
0.09 

社会的弱者が

参加できる仕

組みづくり 

0.07 

 

いずれの回帰式においても、相関係数が最も高かった

説明変数は「議会活動への関心度」であった。わざわざ

足を運んで行政情報を手に入れようという意欲はあるが、

意思決定に関与しようとするほどの積極性はない参加行

動の意向を決定づける要素が「議会活動への関心度」に

あったということである。首長の補助執行機関、すなわ

ち一般的に言われる“役所”、“行政”（狭義の“行政”）

が求める住民参加の意向を決定づける要素が二元代表の

もう一方である“議会”の影響を強く受けていることが

うかがえる結果となっている。 

また、「住民説明会・タウンミーティングへの参加」意

向、「公聴会、審議会、委員会等への傍聴」の意向を説明

する２つの回帰式では「市区町村長自身、市区町村長の

政策等の認知度」が説明変数として抽出された。首長の

補助執行機関（“役所”、“行政”）ではなく、政治家たる

首長自身に対する認知度の影響を強く受けているという

こともことも併せてうかがえる結果となっている。 

これら３つの被説明変数は、自宅等に居ながらにして

広報紙やHP等から情報を入手しようとする消極的な参加

ではなく、わざわざ足を運んで情報を手に入れようとす

る参加行動であるという点、かといって自ら発言したり

意思決定の主体になろうとするほど積極的な参加行動で

はないという点で共通している。 

これらの参加の段階は、アースンタインによる「参加

の梯子」における「形だけの参加」（Degrees of tokenism）

から「住民の権利としての参加」との境界に相当するも

のとみることができる。 

 

図表8 アーンスタインの参加の梯子 

 

出所）A Ladder Of Citizen Participationより筆者作成 

 



寄与率 30％以上の回帰式が得られなかった 13 項目の

住民参加の機会の多くは、広報紙やHP等を通じて情報を

入手するきわめて受動的な参加（「一方的な情報提供」に

相当）、首長への手紙やパブリックコメント等を通じた積

極的な意思表示をするという参加や討論会、公募委員に

よる会議への参加など意思決定に直接関与しようという

参加（「住民の権利としての参加」に相当）の機会である。 

サンプル全体（1,880件）を対象とする重回帰分析では

寄与率30％以上の回帰式が得られなかったこれら低い段

階あるいは高い段階の参加機会については、これまでの

参加実績の有無別や年齢別、自治体規模別にサンプルを

分割して回帰分析を行った。その結果、「地域自治区、合

併特例区における会議等への参加」や「市区町村が公募

する審議会、委員会への応募や委員等への就任」といっ

た高い段階の参加機会についても寄与率30％以上の回帰

式が複数得られた。本稿では詳細を割愛するが、これら

の結果について注目すべき点は、ほとんどの回帰式にお

いて相関係数が最も高い説明変数が「議会への関心度」

であったということである。また、「市区町村長自身、市

区町村長の政策等の認知度」や「インターネット・SNS

の活用」、「情報の量」、「社会的弱者が参加できる仕組み

づくり」等が説明力のある変数として抽出されている。 

 

（４）結果のまとめ 

総じて行政活動への住民参加の意向と最も強い相関を

示す要素は「議会活動への関心度」であるという結果と

なった。換言すれば、議会への関心を高めることが、様々

な段階の参加の機会に対する参加、利用の意向を高める

効果が最も高い方策である可能性が高いということであ

る。しかしながら、議会活動への関心を高めるという方

策は首長及びその補助執行機関には果しえず、議会事務

局を含む議会自身による取組によるほかはない。 

また、住民からみれば「行政」とは首長及びその補助

執行機関のことを指すのではなく、そこに議会も含めた

ものとしてとらえているという認識をもたなければなら

ない可能性もある。行政と議会が一体となった住民参加

促進の取組が必要なのかもしれない。 

「議会活動への関心度」に次いで相関が強いとみられ

る要素は「市区町村長の名前や公約の認知度」であった。

これらの結果から言えるのは、議会と首長という“政治

レベル”での存在や活動に対する認知、関心が住民参加

の意向の強さに大きく影響しているということである。 

 

「インターネット・SNSの活用」、「情報の量」が住民参

加の意向に大きく影響しているということは意外性のな

い結果であるが、筆者らが認識する行政、議会における

ICTの活用状況を踏まえると、さらに活用を進める余地は

大いにあるものと考える。 

最後に、高齢者や障害者などの社会的弱者や若者、子

供の参加機会を充実することが参加意向と一定の相関を

示している点にぜひ触れておきたい。それは、同じよう

に参加しやすい状況を作るための配慮が必要と思われる

仕事の都合や子育て、介護等の事情に対する配慮につい

ては参加意向と相関が認められなかったからである。 

あえてこれらの違いを推測すると、行政活動領域にお

ける施策対象当事者の参加機会が充実していることと住

民らの参加意欲には相関があるが、当事者以外について

それは当たらないということが言えるかもしれない。こ

れもまた大変興味深い結果である。 

 

【考察・今後の展開】 

行政活動領域における住民参加の促進を主導している

のは市役所・町村役場における企画部署、あるいは市民

活動支援や市民協働を所管する部署が多いものと推察さ

れるが、本研究の結果からはそうした部署による改革、

改善の取組以上に、議会事務局や市町村長を直接補佐す

る秘書機能をもつ部署が果たすべき役割の大きさが示さ

れた。議会事務局機能や首長秘書機能のあり方をフォー

カスした調査研究が必要であろう。また、これまでは行

政は行政改革を、議会は議会改革をそれぞれ進めてきた

が、こと住民参加というテーマに関するかぎりは行政と

議会が一体的に改革、改善に取り組むべき必然性が高い

ものと思われる。もちろん、首長自身、議員自身が ICT

を活用しながら情報発信や住民とのコミュニケーション

を充実させるべくさらに努力すべきことは言うまでもな

い。 

参加できる住民を増やすための様々な配慮のあり方へ

の示唆などその他の調査結果も含めて、全国の市町村に

おいては本調査の結果を大いに活用していただきたい。 

 

【引用・参考文献】 

・一般財団法人地方自治研究機構,2014,政策形成過程に

おける住民参加のあり方に関する調査研究,pp7-83 

・ Sherry R.Arnstein,1969,A Ladder of citizen 

Participation,Journal of the American Institute of 

Planners,35:4,pp216-224 



Ｐ－１ 大都市近郊小規模森林地帯における伝統的林業に関する研究 
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【研究背景】 

 本研究の対象地としている千葉県山武市は、千葉県西部

に位置する九十九里浜を望む地区である。千葉県山武市で

は江戸時代よりサンブスギの植林を行い、関東地方の代表

的な杉である。また、「挿し木造林法（二段林）」という伝

統的林業が盛んに行われてきた地域でもある（図1参照）。 

 
図1 挿し木造林模式図（再考山武林業より転載） 

 

 第二次世界大戦後、戦後復興を目的とした木材需要が高

まったことにより日本各地で植林が行われた。しかし、日

本の社会構造の変化に伴い、外国からの木材輸入が進んだ。

また、度経済成長期に鉄骨・鉄筋コンクリート造の建物が

普及したこともあり、国内の木材需要そのものが低下して

いる傾向にある。 

 

図2 非赤枯性溝腐病に罹患したサンブスギの断面(1) 

 

  戦後に確立された安価な外国産材の輸入ルートは、日

本の林業に大きな影響を与え、その状況は年々深刻化して

いる。国内林業は衰退し、林業の衰退が森林の荒廃を招き、

木材産業の衰退の原因にもなってしまっている。 

さらに、サンブスギは、非赤枯性溝腐病という病気が蔓延

しており、その罹患率は 80%以上との調査結果もある。こ

の病気は中心部分が湾曲するため（図2参照）建材として

の価値低下を招き、木材流通の上でさらに悪循環を招いて

いる。罹患したサンブスギの処理は急務である。 

 

【研究の位置づけ】 

 江戸時代から伝統的に行われてきた「挿し木造林法」に

よる植林が行われてきたサンブスギは花粉が少ない杉とし

て知られている。また、サンブスギは挿し木造林法によっ

て造林されたため、材質が均一になる。それは、すべてが

クローンであるためである。また、千葉県山武市は他の杉

造林地帯に比べて、年間降水量が少ないこともあり、年輪

が詰まった適度な強度を持つ非常に優秀な材である。さら

に千葉県山武市は東京都心にも近接しており、大都市近郊

森林地帯としての地理的条件を活かすことによって、林業

再生への足がかりとすることが出来る。 

表1 代表的な杉の特徴比較(2) 

 サンブスギ 秋田杉 吉野杉 

造林法 挿し木 伏状 種子 

材色 淡紅色 淡紅色 淡紅色 

幹 通直 通直 通直 

密度 完満 完満 完満 

節 無節 無節 無節 

輸送 近い 遠い 遠い 

 

 そこで、その造林法の特性を明らかにし、花粉が少ない

という点を利点として、挿し木造林法の特徴を明らかにす

る。さらに、サンブスギの化学的有効成分を明らかにする

ことにより、サンブスギ利用の多様化を試みたい。このこ

とにより、用途拡大を目的とした、林業再生の手段と林業

再生による地域活性化の手法について考察する。 

 

【サンブスギ過去の取り組み事例】 

 サンブスギを対象とした林業再生による地域活性化へ

の取り組み事例はいくつかあり、東京大学生産技術研究

所の野城研究室の企画で建築家伊藤博之氏の設計で｢サ



ンブスギの家具｣という作品を作っている。また、千葉大

学大学院工学研究科の北原研究室では、「サンブスギの学

び舎—サンブスギ再生による地域活性化—」において「顔

の見える家づくり」をコンセプトにした地域活性化の手

法の考察が行われた。さらに、千葉大学大学院工学研究

科中込研究室における「千葉県山武市におけるサンブス

ギ利用による新産業創出に向けて」では、圧縮杉を用い

た家具作成による新産業創出の試みがなされている。し

かし、本研究で行うサンブスギの化学的成分の分析等に

よって付加価値の創出を目指し、地域活性化の手段とす

る研究は行われていない。 

 

図3 サンブスギ病木を用いた家具(1) 

 

【研究方法】 

 本研究では地域活性化の手段として伝統的林業の特徴の

考察とサンブスギの化学的成分を明らかにし、サンブスギ

の材の再評価と付加価値の創出を行う。そのため、本研究

では以下の2点について行うことにした。 

 

① サンブスギの挿し木試験を行い発根率について観察し、

伝統的林業の特徴を観察し、比較として、種子からの

発芽も試みる。 

② サンブスギ（病木）の化学的有効成分の考察を行う。 

 

 ①について、一般的に挿し木造林法による育成は種から

発芽させるのに比べて早く、これらの木は、クローン種に

なるため材として優劣が出にくく、品質が安定する。そこ

で、挿し木を行い、発根率の検証を行い、造林におけるサ

ンブスギの優位性を検証する。さらに、サンブスギに含ま

れる化学的有効成分について季節ごとの経過観察を行い、

その成分の変化を追いかけることにより、サンブスギの持

つ特性と強みを明らかにしていく。具体的な取り組みは以

下のように行うことにした。 

［挿し木試験］ 

 千葉県農林総合研究センター森林研究所より提供しても

らったサンブスギを挿し木穂母樹として、102 本のサンブ

スギの挿し木試験を行う。また、比較としてサンブスギの

種を寒天培地において発芽試験を行う。 

［サンブスギ化学的有効成分の考察］ 

サンブスギの芽（新芽、夏芽）を用いて水蒸気蒸留により

有効成分の抽出を行った後、ガスクロマトグラフィー（GC

−MS）により定性分析を行う。サンブスギの比較として、多

摩産杉についても同様の試験を行う。 

 

【研究結果】 

［挿し木造林試験］ 

 2013年12月〜2014年3月に経過観察を行った。サンブ

スギの発根率は80%以上とされており、観察において、挿

し木に新芽がついたものを発根の可能性が高いものと判断

した。

 

図4 サンブスギ挿し木試験 

 

表１サンブスギ挿し木試験結果 

 

 

 表1より「新芽あり」と「変化なし」を発根の可能性と

判断するとその合計は、102穂中89穂が発根の可能性なる

ため、87.3％の発根率となる。サンブスギの挿し木発根率

は一般的に80％以上とされるので、挿し木試験は成功と言

える。しかし、種子からの発芽については確認することが

出来なかった。 



 

図5 サンブスギ種子の発芽試験 

 

［サンブスギ化学的有効成分の考察］ 

 サンブスギの新芽（5 月採取）と夏芽（８月採取）につ

いて、水蒸気蒸留を行い、その蒸留液を油分と水分につい

てGC−MS装置で定性分析を行った。比較としてサンブスギ

の他、多摩産材についても同様の試験を行った。 

 

図6 水蒸気蒸留装置 

 

 

図7 サンブスギのGC−MS結果 

 

定性分析の結果、主な化学的有効成分として、ベンズアル

デヒド、青葉アルコール、テルピネン4オールが検出され

た。また、多摩産杉からは、カンファーが検出された。 

 

【用語の解説】 

［ベンズアルデヒド］ 

最も簡単な構造をもつ芳香族アルデヒドで酸化されや

すく揮発しやすいという特徴がある。リラックス効果

があり抗癌作用があることも確認され期待されている。 

［テルピネン4オール］ 

モノテルペンアルコールの精油成分でフェノール類の

特徴と似ているが著しい皮膚刺激や毒性がなく、皮膚

や粘膜におだやかに作用する性質を持つ。 

［青葉アルコール（ヘキセン1オール）］ 

ストレスの緩和、リラックス効果がある。野菜などの

青臭い香りは青葉アルコールによるものである。 

［ナフタレン］ 

昇華性のある常温で無色の固体である。防虫剤や木材

防腐剤などに使われるほか花火や染料にも用いられて

いる。 

 

【考察】 

 挿し木試験では、高い率で発根することが実証できた。

このことは、千葉県山武市が東京都心近郊であることを考

えると、その地理的条件として有効であることにつながる。

挿し木造林は、挿し木であるため商品として流通までの時

短につながる。木材の供出元として挿し木造林で生産して

いるサンブスギは他の地域に比べてその優位性はあるもの

と判断できる。挿し木造林によって生産されるサンブスギ

の再評価につなげられるように再度、取り組みを行いたい。 

 また、化学的成分については、新芽と夏芽では検出され

る物質に変化が見られる。一年を通して同じものが検出さ

れるのではなく、季節ごとによってサンブスギが生成して

いる化学的成分に違いが見られた。これは、いわゆる植物

がもつアレロパシー効果なのかについては、見出すことが

できなかったが、今後の展開につなげたい。さらに、多摩

産材と比較しても化学的成分に違いが見られる。同じ、杉

であっても地域格差があることが見受けられた。今回は、

多摩産材にのみ的を絞ったが、これについても今後の展開

としてつなげていきたい。 

 

【今後の展開】 

 サンブスギは花粉が少ない杉として知られる。この事実

と挿し木造林法による育成に因果関係が認められれば、花

粉に悩まされる大都市近郊における植林に挿し木在来品種

が有用であることが提唱できる。また、山武地区ではかつ

て土葬の際、葉を一緒に埋葬するという習慣があったとい



われている。このことと化学的成分の因果関係を明らかに

することにより、サンブスギの商品価値向上に寄与するこ

とができると考えている。今後は、本研究で完全に明らか

にすることができなかったがサンブスギの化学的成分につ

いてさらに検証を進めていき、他の杉について比較検討を

行う。このことを四季を通して変化を観察する。これによ

り、サンブスギのもつ化学的成分が人にとって有効であれ

ば、先行事例でもある「サンブスギの学び舎」「新産業創出」

においても付加価値をもたせることができる。さらに、サ

ンブスギの造林法である「挿し木造林」と「花粉が少ない」

ということにも因果関係を見出すことができれば、「挿し木

造林法」についてさらに付加価値をもたせることができる。 

 以上のように、系統立ててさらに研究を進めていくこと

で、大都市近郊という地理的条件を強みとして活かし、森

林再生、林業再生による地域活性化へとつなげていくこと

ができると考えている。 

 

【本研究における教育プログラムとしての役割】 

 本研究は、著者の勤務する高等学校は文部科学省指定の

SSH 校であり、本研究について、生徒とともに共同で研究

を行った。この教育プログラムでは、研究活動を行うとと

もに、事前に文献調査等を行った上で、林業の現場へ出向

き、日本の林業が抱えている問題を直視し、課題解決に向

けた取り組みを促すことを目的として実行した。参加した

高校生たちは共同研究者として、何度も山武へ出向き、フ

ィールドワーク、ヒアリング、サンプル採取を行い、学校

に戻って化学分析を行った。共同研究者として大村雅美、

古川菜生、金井榛香、藤井真由、大久保佳音、利部海帆、

見米史奈の７名の生徒（以上東京都立多摩科学技術高等学

校）に感謝の意を表する。 

 

図8 本校生徒の山武での取り組み 

 また、大都市近郊という利点を活かすことによって林

業をテーマにした教育プログラムを構成することが可能

になることが見出せた。将来の木材の需要を見込むと、

安価な外国産材に対して、国産材の魅力を伝えていくこ

とにもつながる。これは将来的な日本の林業の再生につ

なげることの可能性にもなる。このように高校生に日本

の木材や林業に触れさせること、関わりをもたせること

は、国産材のもつ魅力を認識し、将来的な消費増加だけ

ではなく、日本の林業が抱えている問題について問題意

識、課題可決に向けた取り組み意識をもつきっかけにも

なる。それが大都市近郊森林地帯の人口増加、地域の活

性化、国産杉のブランディングにも貢献してくれると考

えられる。今回の取り組みを継続的に行っていくことは、

サンブスギの再生、林業再生だけではなく全国歴な林業

の衰退への解決、地域活性化のきっかけになっていくこ

とを期待している。 
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Ｐ－２ 地域農業と林業の連携による木質バイオマスエネルギーを活用した地域づくりの実践 
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Keyword： 都市近郊小規模森林、丸太燃料流通システム、施設園芸 

 

【はじめに】 

日本の森林は国土の約70％を占め、地球温暖化に対す

る炭酸ガスの固定、水資源の安定的な供給、治山など人

工林も多様な環境保全機能を担っている。しかし、木材

輸入自由化などを背景に木材価格の低迷が続き[1]、林業

経営が成り立たたないまま荒廃林となる人工林が全国に

増加している。そこで政府は平成21年に森林・林業再生

プラン[2]を打ち出し、集約化と機械化による合理化で強

い林業をつくることで、2020年までに木材自給率を50%

にするという目標を掲げた。しかし都市近郊の小規模森

林には大規模化によるスケールメリットを追うことはで

きず、そのような地域では独自の森林再生策を自ら生み

出す必要がある。 

 

【目的】 

本研究は、都市近郊小規模森林の再生において、木質

バイオマスエネルギーの熱利用を媒介に農業との連携を

図ることで地域森林の再生と地域の活性化 （= 元気な地

域づくり）に繋がる方法の提案を行い、それを実証する

ことを目的とする。 

本報告では、地域づくりに繋がる全体の仕組みを計

画・構想し、その構想を実現するためのシステムを構築

し、そのシステムを稼働させることができること、およ

び今後の検討に必要なデータの収集手法を提案し、デー

タ取得が可能であることを実証することを目的として、

実施した結果について述べる。 

 

【実証試験対象地域とその背景】 

本研究では、地元の協力を得られることから、千葉県

山武地域（山武郡市）と、隣接する長生地域（長生郡市）

を実証試験の対象地域とした。この両地域の背景を以下

に示す。 

 

都市近郊小規模森林の現状 

本研究の対象地は千葉県東部に位置する山武地域・長

生地域で、東京か60㎞圏内にある豊かな自然に恵まれた

農山村地域である。九十九里浜沿いの平地には水田がひ

ろがり、標高50m程度の丘陵地域には畑と谷津田と森林

が混在する里山の風景が広がる。主な産業は農業である

が、かつて農家は林業との複合経営が常であり、農閑期

に行う山仕事で森林の手入れをし、森は肥料や燃料の供

給源となって地域森林資源の循環利用が成り立っていた。

しかし、長く続いた木材価格の低迷で林業経営が成り立

たず、担い手不足や高齢化で多くの森林が手入れされな

いまま放置され荒廃林となっている。 

山武地域では森林面積の 60％がスギを中心とした人

工林で、そのうち山武特産のサンブスギが 50%を占める

が、サンブスギ特有の病害である非赤枯性溝腐病が蔓延

しサンブスギ林の85%が罹病、約32万トンといわれる被

害木[3]の処理が求められている。 

長生地域ではかつて燃料用として活用されていた雑木

林が森林面積の約 60%を占めるが、森林の荒廃が進んだ

ことで以前にはいなかったイノシシがここ数年の間に周

辺地域から移動してきており、昨年度の捕獲頭数は約

150頭で、農産物への被害が深刻化いている。 

 

地域の施設園芸の現状 

地域農業は、山武・長生地域ともに稲作を中心として、

各種野菜や花きが露地や施設で栽培され、バラエティー

に富んだ農業が営まれている。その中で施設園芸の経営

体は、山武地域と長生地域でそれぞれ1,788と 740であ

り [4]、そのうち約40％に加温設備があると推定できる

[5]。山武市内の農家へのヒアリングから燃料は A 重油

がほとんどを占めるものと考えられる。 しかし、ここ

10年間で重油の価格は約2倍になり、生産コストに占め

る燃料費は大きく高騰している。また、油の価格変動が

大きいため、計画的な経営ができないことが悩みとなっ

ており、そのため加温温度の低い作物や加温の要らない

作物への転換が進んでいる。 

そこで農地と森林が隣接している都市近郊小規模森林

の特徴を活かし、木質バイオマスエネルギー利用を媒介

として農業と林業が連携し、施設園芸の暖房用エネルギ

ーとして木質バイオマスの熱利用を地域に導入すること

ができれば、林業にとっては森林整備の動機づけとなり、



農業にとってはエネルギーコスト削減のみならず、地球

温暖化防止と健全な自然環境の保全に貢献する付加価値

のある園芸作物の生産が可能になるものと考えられる。 

 

【農業と林業の連携による地域づくり】 

 本研究は、農業と林業がエネルギー利用を媒介に連携

することで、一次産業としての農業、林業の再生・活性

化だけでなく、適切な燃料加工や暖房方法の効率化など

の二次産業の観点からのものづくりのノウハウ・手法の

応用や導入、森林整備から派生してくる多様なビジネス

の可能性、にさらには情報発信や整備された森林のイベ

ント活用などのサービス産業の導入による三次産業の観

点も加えて、地域の農業・林業が連携した六次産業化へ

の変身と、地域の再生・活性化を伴う地域づくりの全体

像を構想するものである。本報告では、エネルギー利用

の実践について述べる。 

 

【全体システムの構築】 

本研究は、未利用の木質バイオマスエネルギーの利用

先として施設園芸の加温を想定し、地産地消のエネルギ

ーによる環境にやさしい園芸作物の生産が森林の再生と

地域の活性化につながるような、木質バイオマスエネル

ギーの流通システムを構築することを目指している。原

木からの加工工程をできるだけ省く目的で、燃料形態は

丸太形状とし、丸太燃料で稼動可能で、かつ既存の化石

燃料暖房機に置き換え可能な低コストのバイオマス暖房

機を選定する。これにより化石燃料消費の代替を目指し

て地域森林の未利用木質バイオマスの需要を創出し、地

域住民の手による燃料供給システム（図１）を構築する。

このシステムを稼動させられることを示すため、表1の

連携と協働により丸太燃料流通試験（図1の工程1・2）

と暖房機の稼動試験（図 1 の工程 3）を行う。本稿では

丸太燃料流通試験のうち、主に図1の工程1と工程3に

ついて報告する。 
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図１ 丸太燃料流通システム 

 

構成 役割

① 丸太燃料製造チーム 地域住民主導による森林整備、運搬、加工配送

② 山林所有者 森林をフィールドとして提供

③  モニター 温室を提供する農家

④  大学
データの収集と解析、暖房機の性能に関する技
術的検討および評価、流通システムの検討およ
び評価、事務局

⑤  暖房機メーカー 設置工事、メンテナンス

⑥  行政 地域の合意形成の協力、技術指導  
 

【個別システムの構築と実証】 

丸太燃料流通システム 

① 燃料製造チームの組織と始動 

森林整備、運搬、加工・配送の作業を実施して木質バ

イオマスを丸太燃料として流通させるための基礎パター

ンの構築を行った。メンバーは、山武、長生地域とも年

齢は30歳前後から60歳を越えて幅広く、長年森林整備

に係わってきたベテランから林業初心者まで、また職業

も農業や建築関係者などさまざまである。山武地域は 7

人、長生地域は30人で、この中から実働チームを1チー

ム5人で編成し山武地域に1チーム、長生地域に2チー

ムの計3チーム15人で作業を行った。山林所有者からフ

ィールドとして提供された地域の森林をこのメンバーが、

整備し、下草刈り、伐採、搬出を行って丸太燃料用の原

木を伐り出しストックヤードに運び、丸太燃料への加

工・モニターへの配送を行った。作業日報により基礎情

報を収集した。作業日報は作業者の書きやすさとデータ

としてのまとめ易さに検討を重ね、実施、改善を繰り返

した。 

 

② 集荷システムの検討 

山武地域と長生地域の集荷システムのフローを表 2

に示す。山武地域はスギ林の間伐作業で実証を行った。

伐採・集材・積み込み作業は5人のうち2人が伐採、3

人が集材・積み込みを担当し同時進行で進めた。集材

作業には土佐の森×山武方式軽架線集材法を採用した。 

 

表2．山武地域と長生地域の集荷システムフロー 

 

 

 

 

土佐の森×山武方式軽架線集材法とは； 

１ ２ ３ 
伐採・搬出・運搬 加工・乾燥・配送 熱利用 

山武地域 

 

伐採 → 集材 → 積み込み → 運搬 → ストックヤード 

  （間伐）    [軽架線の利用（土佐の森×山武方式）] 

長生地域 伐採 → 加工 → 集材 → 積み込み → 運搬 → ストックヤード 

（全伐）         [手作業] 

 

表1．実証研究の構成と役割 



四国のＮＰＯ法人土佐の森・救援隊が考案した『土

佐の森方式軽架線集材法』[6]のウインチ部分に代えて、

地方の農村なら誰でも持っている軽トラック・軽バン

の駆動輪を利用する方法を考案し、『土佐の森×山武方

式』（図2 ）と名付けた。 

図2 土佐の森×山武方式系架線集材法 

長生地域は荒廃が著しい杉林の全伐作業を行った。雑

木の広葉樹も大木になっており、処理には危険木処理と

同等の技術が必要である。スギ、ヒノキと違って枝を広

げた広葉樹は伐倒後そのままでは引き出すことができな

いためすぐに短く玉切りし、手作業でトラックの荷台に

積み込むか、手作業で集材した後ミニユンボでトラック

に積み込んで、ストックヤードまで運ぶという方法をと

った。杉も同様に手作業で集材した。 

 

③  燃料供給システムの検討 

丸太燃料の加工・配送について、ストックヤードに

運んだ4mの原木を50cm の丸太燃料に加工しモニター

に配送する試験を行い、材の量や作業時間、必要備品

等を確認した。 

 

熱利用試験 

① 木質バイオマス暖房機の運転 

丸太燃料を使用できる木質バイオマス暖房機は、将

来的に施設園芸農家に普及させていくことを想定して、

従来の重油暖房機と価格、使用感などが大きく変わら

ないことを考慮して選定した。具体的には、千葉県内

の企業の協力を得て、韓国製の木質バイオマス暖房機

を日本の使用環境に適合できるように若干の改良を加

えて輸入している。燃料充填はバッチ式で、温水タイ

プと温風タイプの 2 種類があり、どちらも自動燃焼制

御による温度コントロール機能がある。 

② バイオマス暖房機のモニター施設への設置・稼動  

暖房機を施設園芸農家のハウス 5 棟に設置して稼動

させた。それぞれの基本情報を表3に、そのうちのNO.2

の設置状況について図3 に示す。温室温度と暖房機の

稼働状況を確認するため、外気温度・温室中心温度と

重油暖房機・丸太暖房機の温風吹き出し口に温度モニ

ター・風量モニターを設置し調査を行った。 

 

NO.
モデ
ル

施設 機種 タイプ
燃料最

大投入

量（kg）

暖房面積

（㎡）

管理温度

（℃）
栽培作物

1 NH1000 温風 100 430 18 アジサイ
2 NH1000 温風 100 660 12～15 カ-ネーション

3 B NO.401 温水 60 240 15 有機野菜

4 C NO.251 温水 60 100 10 育苗

5 D NO.1001 温水 150 135 16 バラ

温
室

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果と考察】 

丸太燃料流通システムの実証 

本研究の目的の構想に基づき、図 1 の丸太燃料流通

システムの構築のために、燃料製造チームの結成、協

力山主との調整、モニターとなる施設園芸農家の選

定・協力依頼、木質バイオマス暖房機の選定・調達、

地域行政との情報共有・連携、実行体制づくりと事務

局機能の整備、情報共有手法の整備、丸太燃料流通シ

ステムの稼動計画の作成をすすめ、平成25年 11 月か

ら実証に入り、翌3月まで実行した。 

燃料製造チームについては、林業のプロではない地

域住民によるチームを組織し始動させることができた。

このチームが、森林整備に挑戦し、伐採、搬出、運搬、

加工、配送を実施した。その作業記録は日報により情

報収集可能な形にまとめることができた。毎日作業後

に日報を記入する作業者自ら改善方法を提案して、集

計担当との情報交換により随時Ver.Up され、4ヶ月間

で Ver.7 を数えた。それらの日報を基にコスト計算を

 

 

 

 

 

 

バイオマス 

暖房機 

送風装置 

既存重油暖房機 

200 坪 

外気温度

温室中心温度

重油暖房機送風口温度

丸太暖房機送風口温度

温度取り

表3.温室モニターの基本情報 

図3 モニター施設A、NO.2の設置状況 
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軽架線システム キャリア 

 

キャリアで集材している様子 

 

駆動輪ウインチ部分 

 

架線 

ウィンチロープ 

１５０ｃｍ 

木質バイオマス暖房機 温風タイプ

重油暖房機

木質バイオマス暖房機温風吹出し口



試みることができ、そこに地域ごとの特徴も現れてく

ることが分かった。例えば、山武地域では、集材と伐

採にコストが掛かっていることが分かり、これは間伐

遅れで樹冠が込み合い（図4）、伐採の際ほとんどすべ

ての木が掛かり木となってその対応に時間がかかるこ

とがコスト高につながることや、長生では危険木・下

草の処理の割合が大きくなったが、これは対象森林の

荒廃が激しく（図5）、伐採に入る前の下処理のために

倒木などの危険木をも処理しなければならなかったこ

とが要因であるなど、現場状況とデータ集計結果に整

合性が確認できた。    

 

 

 

木質バイオマス暖房機による温室暖房 

表 4 の施設

A NO.2 につ

いて、木質バ

イオマス暖房

機と重油暖房

機を同時に稼

動した場合の

稼働状況を図

6 と図 7 に示

す。二つとも

同じ日の同じ

時間帯を対象

としている。

図 6 からは重

油暖房機と木

質バイオマス

暖房機の温風吹き出し口の温度変化により、装置の

ON/OFF が判断できる。木質バイオマス暖房機は 18:00

に点火し、翌5:30 まで連続11.5 時間運転しており、

重油暖房機はその前後に運転しているのがわかった。

図７からは、木質バイオマス暖房機が運転している間、

外気温が 0℃以下になった時でも室内中心温度は 10～

12℃を保っており、木質バイオマス暖房機は温室暖房

として機能していることが確認できた。 

【まとめ】 

本研究の目的である、「都市近郊小規模森林の再生に

おいて、木質バイオマスエネルギーの熱利用を媒介に

農業との連携を図ることで地域森林の再生と地域の活

性化 （= 元気な地域づくり）に繋がる方法の提案とそ

の実証」に対し以下の成果を得た。 

1). 地域づくりに繋がる全体の仕組みの計画・構想と

その構想を実現できるシステムを実際に構築して稼働

させることができた。また、今後の評価・検討に必要

なデータ収集システムの構築とデータ取得が可能であ

ることを実証できた。農業と林業が熱エネルギー利用

を媒介として連携する仕組みとして、チップ化もペレ

ット化も薪割りもいらない丸太を燃料とする木質バイ

オマス暖房機を採用し、燃料の収集・加工・供給シス

テムを実際に稼動させることができ、丸太燃料で木質

バイオマス暖房機を運転させ温室暖房に必要な機能を

満足できることが確認できた。 

2). 今後のコスト削減の検討に向けては、必要なデー

タは作業日報の形で蓄積・収集することができ、実際

にデータ取得が可能であることを実証した。 

 

【今後の展開】 

 丸太燃料流通コスト低減のために今後 2 年間で作業

工程の大幅な改善を行う。具体的には、作業者の習熟

研修と小型林業機械の考案と導入の検討などである。

また、ここでは詳しく報告しなかった加工・配送の最

適化をすすめ、丸太燃料の乾燥度・乾燥方法について

は、流通コストの検討と暖房機の性能改善と合わせて

検討していく。 
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Ｐ－３ 地域資源からコンセプトを創出するNPO砂浜美術館によるサステナビリティーと価値提供 

〇福良冴香・桂信太郎・井形元彦（高知工科大学）・村上健太郎（砂浜美術館理事長） 

Keyword：地域の資源、コンセプト、砂浜美術館、サステナビリティー、価値提供

【背景】 

砂浜美術館は、高知市から西部に車で2時間半の位置に

ある黒潮町内のNPO法人である。1989年（平成元年）にス

タートしたTシャツアート展は、以来26年間、全国から年

数万人の観光客を動員している。砂浜美術館コンセプトで

ある「私たちの町には美術館がありません。美しい砂浜が

美術館です」という地域にそのままある資源と想いを地域

から日本国内へ、さらには世界に向けて発信し続けている。

単発イベントから発展し、イベント時期の分散化、地域内

組織との連携と調整、新しい事業分野への展開（黒潮ネッ

トワーク、ＩＷＫＴＶ、すなび旅行、すなびてんぽ、すな

びスポーツ、ひらひらフレンドシップ）を進め、同時に組

織基盤強化を図っている。ミッションは、活動を通じて砂

浜美術館の考え方を社会に伝える（まちを楽しむ・まちが

好きになる）とし、目指す姿は各事業をブラッシュアップ

することで、地域の「共有財産」を増やすこととする。「砂

浜しかない」を「砂浜がある」ととらえることで、地域社

会に新しい資源（＝共有財産）が生まれるように、地域の

「○○がある」を増やしていく。それを生かして過疎地の

経済が循環する仕組みを社会に提示する。こうしたコンセ

プトやミッションを、組織内外に対して、折に触れて理事

長をはじめメンバーが意識的に情報発信しており、組織内

外の直接的なステイクホルダーおよびNPO法人として地域

住民や国民に対しての説明責任を果たそうと努力している。 

【研究方法・研究内容】 

砂浜美術館は、スタート以来のコンセプトを引き続き大

切にしながら、平成25年度からは、経済活動と心の豊かさ

の循環・しくみの運用、多様な働き方の可能性を模索して

いる。筆者らは、平成25年度から講義、ワークショップ、

研究会の開催やインターンシップや合宿などを通じて情報

交換を積極的に行っている。また桂も砂浜美術館の外部監

査委員として関与している。本稿では、まず砂浜美術館の

設立以来の発展経緯を各種資料とヒアリング調査をもとに

まとめながら分析考察する。次に砂浜美術館のスタッフや

筆者らによるワークショップ形式によって、創造技法・創

造発想法である NM 法の推論手順に沿って現状把握と事業

創造のアイデアだしを行った。コーディネータはNM法の創

始者である中山正和氏と共にアイ・ティー・シー株式会社

を創設した池澤七郎氏（創造工学研究所会長）を招聘し、

創造性開発メカニズムの講義、現地視察、知識創造､アイデ

ア発想のためのワークショップを実施した。 

【調査・分析結果】 

本調査研究の開始から1年以上が経過したが、調査は継

続的に行われている。これらから得られた知見および筆者

の福良冴香の短期～中期のインターンシップやその後の勉

強会とヒアリングなどから地域における新たな価値の提供

を試みている。例えば、地域の関係者から内発的に提案さ

れた観光戦略の一環として取り組まれている「観光とサス

テナビリティーをコンセプトとしたヘルスツーリズム」の

企画案が進んでいる。福良らも来年度から展開される可能

性の高い商品について、現場でのツアー実施をしながらブ

ラッシュアップし、その販路等について実際に検討する場

に参加しながら継続的な定点観察と考察を続けている。 

【考察・今後の展開】 

砂浜美術館の活動の取り組み開始以来、地域資源を活用

した多様な取り組みとイベントの集客力には目を見張るも

のがあり、全国の地域おこし関係者からの認知度や評価は

依然として高い。組織内外のメンバーの自助努力により、

取組開始時の単発イベントから年間を通じたイベント展開

へ進化がなされ、また取組のノウハウを国内外に発信して

コンサルティング事業に昇華させようとしている。またグ

ッズなどのネット販売すなびてんぽや地域外からのサポー

トファンドを活用した資金導入などの努力がなされている。

今後は①地域との更なる連携協力体制を強化し、②砂浜美

術館自体のコンセプトや思いを大切にしながらも収益を確

保するシステムを確立し、③自立自存の永続事業体として

独立強化された組織能力の構築と展開を図る必要がある。 

【引用・参考文献】 

[1]平野真「地域活性化に果たすアートの役割」『地域活性
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Ｑ－１大学におけるサッカーを通じた地域活性化への取組み ～地元Jクラブとの連携に向けて～ 

 

○長谷川 望・葛原憲治・御園慎一郎（愛知東邦大学） 

Keyword： サッカー，人材育成，地域 

 

【背景】 

1993年に、国内初のプロサッカーリーグである日本プロ

サッカーリーグ(以下 Jリーグ)が発足した。Jリーグの理念

は、①日本サッカーの水準向上及びサッカーの普及促進、

②豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達

への寄与、③国際社会における交流及び親善への貢献、を

掲げている。この理念を元に、活動方針として、1）フェア

で魅力的な試合を行うことで、地域の人々に夢と楽しみを

提供すること。2）自治体・ファン・サポーターの理解・協

力を仰ぎながら、世界に誇れる、スタジアム環境を提供し

ていくこと。3）地域の人々に Jクラブをより身近に感じて

いただくため、クラブ施設を開放したり、選手や指導者が

地域の人々と交流を深める場や機会をつくっていくこと。

4）フットサルを、家族や地域で気軽に楽しめるようなシス

テムを構築しながら普及していくこと。5）サッカーだけで

なく、他のスポーツにも気軽に参加できるような機会も多

くつくっていくこと。6）障がいを持つ人も一緒に楽しめる

スポーツのシステムをつくっていくこと 4)、としている。

つまり、J リーグの各クラブはいかに地域と連携・協力し

てチーム運営をしていくかが非常に重要な問題となる。言

い換えると、御園（2012）も指摘するように J リーグは地

域の企業・行政・住民らが協力してつくる地域のサッカー

クラブによるプロリーグであるといえる 5)。 

一方、2006年に改定された「スポーツ振興基本計画」に

おいては、地域におけるスポーツ環境の整備充実方策とし

て全国の各市町区村において少なくともひとつは総合型地

域スポーツクラブ(以下、総合型SC)を育成することが掲げ

られた。そして、様々な大学が地域性や学部・学科の特色

を生かしつつ総合型SCに取組んでいる 1) 3)。また、2013年

度文部科学省高等教育局大学振興課の事業の「地(知)の拠

点整備事業(大学 COC 事業)(以下 COC)」に代表されるよう

に大学の人的・物的資源を地域に還元し、その過程を学生

教育の場としても捉える考え方になってきている。COC と

は、大学等が自治体と連携し、全学的に地域を志向した教

育・研究・地域貢献を進める大学を支援することで、課題

解決に資する様々な人材や情報・技術が集まる、地域コミ

ュニティの中核的存在としての大学の機能強化を図ること

を目的としている 7)。 

このように、大学が地域と連携協力をしていこうとする

意向と J クラブが地域と連携・協力してクラブをつくって

いくという点において「地域」という共通のキーワードが

存在することになる。 

 そこで、名古屋市内にある小規模大学である A 大学が、

J クラブと連携して「地域活性化」へ向けた活動に取組む

にあたり、現在女子サッカー部が取組んでいる活動を元に

課題と展望を検討することを目的とする。 

【研究方法・研究内容】 

A 大学の地域連携として、女子サッカー部による取組

みは以下のとおりである。 

① 東尾張女子サッカー活性化プロジェクト 

2010 年度に愛知県東尾張地区の女子サッカーの普及・

発展を目指しスクール活動を開始した。月に 1 度の活動

を実施し、女子チームに所属する女子選手と男子チーム

に所属する女子選手が一緒に女子選手だけでプレイでき

る場として活動が少しずつ認知されてきた。そこで、2013

年度より本格的に「東尾張女子サッカー活性化プロジェ

クト」として、愛知県サッカー協会女子委員会、愛知県

サッカー協会東尾張地区サッカー協会の主催にて、小学

校 4 年生以上の女子を対象に、毎月、第 3 月曜日に、基

本的に大学生の指導のもと実施している。また、その活

動が公益財団法人日本サッカー協会の認定する女子サッ

カーの普及活動の場である「なでしこひろば」の活動と

して認められた。 

 

「なでしこひろば」実施報告の写真撮影 

② 半田市サッカー教室 

A 大学女子サッカー部の卒業生が、愛知県半田市子育



て支援課の児童厚生員として就職したのをきっかけに、

半田市役所から依頼があり、スポーツを通じて子どもた

ちの健全育成を図ることを目的に2011年度より、半田市

内の児童センターにてサッカー教室を実施している。そ

の後、希望するセンターが増え、2013 年度は 3 箇所の児

童センターでサッカー教室が開催され、徐々に拡大して

いった。各センターでの実施計画、運営、進行はセンタ

ーの児童厚生員と協力し学生が主体となって実施された。

４年目となる2014年度は、半田市内の全7センターを対

象に実施してほしいとの要請を受けている。現在、詳細

を子育て支援課と各センターの館長会議において検討し

ている段階であり、その後大学女子サッカー部との打ち

合わせへと移行する予定である。 

 

半田サッカー教室での指導風景 

③ TOHOサッカーフェスティバル 

2009年度より大学の学部イベントとして、愛知県日進

市周辺の子どもたちを対象として、体を動かすことの喜

びやスポーツの素晴らしさを体験してもらい、心や身体

を元気にすること、また、A大学人間学部の地域社会及

び地域の子どもとの交流の場として、さらには、心と身

体の健康に関わる専門知識・技術を身につけた専門家育

成の一環として TOHO サッカーフェスティバルの運営

を行っている。当日は、準備、受付から各ブースの手伝

いをしながら、子どもたちとゲームやサッカーを指導す

ることで楽しく交流をしている。 

 

TOHOサッカーフェスティバル記念写真 

④ 愛ぴっくサッカー大会 

愛知県知的障害養護学校体育連盟主催のサッカ

ー大会(以下、愛ぴっく)にて、運営補助として審

判を実施している。大会趣旨は「各学校における

サッカー活動の成果を発表する場であるとともに、

対外試合を通して相互の交流と技術の研鑽を図る。

また、体育スポーツ実践の機会を広く与えること

で、心身の発達や健康の増進を図るとともに、障

がいのある生徒の自立と社会参加の推進に資す

る」とある。学生においては、サッカーをする楽

しさだけでなく、支える楽しさを学ぶ場でもある

と同時に、障害のある生徒と接し、さらに試合前

後に障害の特徴、程度や特別支援教育について説

明を頂き、障がい理解の教育の場にもなっている。 

 

愛ぴっくサッカー大会審判風景 

【課題】 

現在のA 大学における地域連携は、統合的に実施され

ているわけではなく、大学女子サッカー部が独自に取組

んでいる傾向が強い。今後 J クラブと連携して地域を活

性化していくうえで課題をクリアし活動を発展させてい

くことが使命である。そのため、1)大学としての関わり方

及び認知度の向上、2）課外活動における位置づけ、3）J



クラブとの連携、という視点から、課題を整理し考察す

るとともに今後の展開について検討を加える。 

1） 大学としての関わり方及び認知度の向上 

上記活動のうち①東尾張女子サッカー活性化プジェク

トは、大学執行部会において、なでしこひろばの申請を

する及び認定を受けた旨を報告し承認を得ている。②半

田サッカー教室、④愛ピックサッカー大会については、

学長に派遣依頼が届き、女子サッカー部に要請されてい

る。③TOHO サッカーフェスティバルについては、学内

の各種委員会及び教授会の議を経て実施されている。し

かしながら、現実には、大学の女子サッカー部の顧問の

教員と学生が独自に取り組んでいるという構図になって

おり、このような活動をしていることを知らない教職員

も多くいるのが現状である。その原因としては、サッカ

ーを通じた地域社会への地域貢献や地域活性化への取組

みに関する活動を学内外へ周知するための発信力の弱さ

が挙げられる。情報発信、情報共有することにより、認

知度を高めるとともに、大学としてのスポーツを通じた

地域活性化の重要性を個々の教職員に認識してもらうこ

とが重要であろう。また、女子サッカー部の例に限らず、

個々の教員や個々のクラブが地域住民や外部の団体から

直接依頼されることが多く、学内に地域と関わる窓口が

複数存在し、一元化されていない。大学として地域連携

を行う窓口を１つにし、地域からの依頼内容や要請によ

り各学部や教員の専門性を生かして、地域連携していけ

るような仕組みが必要である。福田(2009)2)は、スポーツ

を通じた大学の地域貢献における成功要因に、これまで

教員個々が行ってきた地域貢献や地域との連絡のために

「スポーツまちづくりの会」を発足させ、大学教員が組

織体として地域の声を聞き、地域と共にスポーツを通じ

た活性化に取り組んでいく土台を構築したことにより、

様々な連携が円滑に行われるようになったことをあげて

いる 2)。本学においても、総合型地域SC)のような、組織

体を立ち上げ地域との窓口を一元化するとともに、その

組織体を学内外に積極的に情報発信することにより地域

貢献に関わる教職員や学生の人数が増え、外部への認知

度も高まり地域の活性化への取組みが活発になり、大学

の地域貢献活動も円滑になることが期待される 8)。その仕

組みが、名古屋市内にある小規模大学としての特徴にも

なりうる。 

2） 課外活動における位置づけ 

A大学女子サッカー部は、2007年に創部し、2008年よ

り大学から課外活動を含む学生生活全体の活性化を図る

リーダー的クラブの育成のために認められた強化指定ク

ラブとなった。女子サッカー部においては、創部当初よ

り「サッカーの楽しさを追求するとともに、学内及び地

域の活動に主体的に取り組む中で人間的に成長する」と

いう目的で活動をしてきている。また、現在では、「感謝」

と「笑顔」を忘れずに「日本一のチーム」(日本一応援さ

れる、日本一愛されるチーム)を目指している。そのため、

競技面のみならず、ボランティア活動やスクール活動等

にも部の活動として参加することについて、学生は入部

の際にも説明を受け、日頃も常に認識させている。その

ため、地域貢献活動に対する一定の理解はある。しかし、

当然ながら競技力も追及する部であるため地域貢献活動

の頻度が増すにつれて、地域貢献活動に対する意識が低

くなることや拘束時間や交通費等による金銭的な問題が

拍車をかけ負担感を感じることがある。そのため、この

ような活動をすることが目的のサークルの創設や他の部

活動の協力を得ることで、特定の学生への負担感を回避

することが可能となる。 

部活動の指導教員について、池田(2010))は、クラブに

関わる教員の負担は施設の調整から、行政・参加者(参加

者が年少の場合はその保護者)との連絡などのクラブ運営、

さらに直接指導者や講師としてのプログラムへの関わり

など多岐にわたるとしている。また、このような役割を

部活動の学生やゼミ生に移管する場合においても、その

学生に対する事前事後指導など非常に労力と時間が必要

となると指摘している 3)。しかし、大学がスポーツを通じ

て継続的に地域貢献をしていくことは本学においても大

変重要である。そのため、課外活動もさることながら、

正課の授業を通して総合型地域SC運営をし、学生を教育

すること、指導教員は、地域貢献を研究や教育活動に融

合させていくことが継続的に地域貢献することを可能に

すると考えられる2) 9)。本学のような小規模大学において、

地域貢献を課外活動として位置付け実践することは重要

である。特に強化指定クラブのような競技力も高い部活

が協力しで積極的に取り組むことは、特定の学生への負

担感を払拭するうえでも、地域を巻き込む上でも重要と

なろう。そこに専門性を備えた複数の教員が研究、教育

の範疇において関わる仕組みを組織として実現していく

ことが、限られた資源の中で本学が目指している地域に

根差した大学というものを実現させうる。 

3） Jクラブとの連携 

現在では多くの大学と J クラブが様々な形で提携を結

んでいる。本学においても2014年2月に地元 Jクラブと



教育連携を締結した。まず、大学内において、教職員か

らなる連携を検討するためのワーキンググループ(以下、

WG)が組織された。WG において、目的や方向性が確認

された後に、Jクラブ連携に関する方向性を確認する顔あ

わせを含めたミーティングが開催された。そこでは、連

絡に際してお互いに窓口を一本化することを予め確認し

た。そして、長期展望を見据えながら、「地域」あるいは

「学生教育」という共通のキーワードに対して、お互い

がメリットを出しながら様々なプロジェクトを試行錯誤

しながら展開していくという方針で合意することができ

た。Jクラブと大学生の連携について検討をした、見舘ら

(2010)は、既存の Jクラブと大学連携のタイプを「試合運

営サポート」、「ゼミやインターンシップ」、「地域イベン

トサポート」「プロモーションサポート」に分類している
6)。他にも、大学と Jクラブとの連携には、大学講義や講

演会などへの J クラブスタッフの講師派遣、講演会への

講師派遣、大学祭への選手派遣、グラウンドの共同利用、

大学部活動へのコーチ派遣など様々である。本学と地元 J

クラブとの教育連携においても、現在までの双方の活動

や実績や資源から即時的に実現可能なことから実践して

いくこととなる。長期的な展望も見据えつつ、互いに実

際に結果を積み上げていくことは非常に重要なことであ

る。 

【今後の展開】 

地域と協力して、地域に対して、本学の資源を有効利

用するためには、窓口を一元化し組織化することが重要

であり、大学の資源を生かした総合型SCのような組織(以

下、TOHOクラブ)がキーになると考える。本学は、経営

学部、人間学部、教育学部の 3 学部からなるため教員の

専門性は様々である。地域社会のニーズに応じた取組み

は当然スポーツに限ったことではなく、個々の教員が研

究、教育の範疇において自分が何を提供できるかを考え

ることができる。あるいは、研究、教育として地域社会

へ実践してきていることをTOHOクラブに融合し提供す

ることで、学内外へ発信でき認知度を高めることができ

る。池田(2010)3)は、大学による総合型 SC では、大学名

というブランドマーケティングの視点を用いた運営の有

効性を指摘している 3)。TOHO クラブのブランディング

戦略として考えると、図 1 に示したような本学と知名度

のある地元 J クラブが連携し、TOHO クラブを巻き込む

ような新しいモデルが構築される。このモデルが実現す

ることで、「総合型クラブ運営型」、「大学運動部支援型」、

「人的支援・施設開放型」9)を網羅しているだけでなく、

大学と Jクラブの連携における可能性を広げ、大学、Jク

ラブ、地域の 3 者にとってのメリットを最大限に引き出

すことができ、継続的な地域活性化につながることを期

待する。 

 

図1 大学と Jクラブ連携による地域活性化モデル 
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Ｑ－２ 秋葉原の形成経緯から見る地域活性化 

○劉 莎（小樽商科大学大学院博士後期課程） 

Keyword：家電商人、秋葉原、地域活性化  

 

【目的・背景】 

戦後、日本の家電業界において、徐々に垂直的分業体制

が形成されてきた。メーカーはチャネル・リーダ・シップ

を発揮し、流通システムをマネジメントするようになり、

つまり流通系列化を構築し始めた。 

メーカーは流通系列化を行うことによって、家電業界の

流通チャネルをコントロールしやすく、相対的に安定的な

市場環境を形成することができた。各メーカーは大量生産

大量販売を図り、より多く有力な販売店を傘下に組み入れ

ようと、積極的に系列化を押し進んだ。 

その結果、流通チャネルの各段階において、安定的な利

益が保証され、内部保留利益が蓄積できた。メーカーは製

品開発に専念して、技術革新を遂げた。このような日本の

家電業界に関する研究はかなり蓄積されているが、メーカ

ーの視点からの分析がほとんどであり、日本の経済高度成

長期に中心とした研究ばかりである。 

家電業界の発信地である秋葉原地域に関する研究が少な

く、秋葉原地域の繁栄に貢献した家電商人、及びその家電

商人によって作られた組合組織に関する研究も少ない。つ

まり同業者の水平的なつながりに関する研究が少ない。 

秋葉原地域の形成経緯を分析し、周辺地域の活性化にど

のような貢献をしたのか。秋葉原地域の家電商人、および

家電商人の組合組織の商業活動は、秋葉原の形成と繁栄に

どんな影響を与えたについて、地域活性化の歴史的視点に

ついて明らかにする。 

【研究方法】 

収集した歴史的資料によって、秋葉原地域の形成経緯に

ついて整理し、歴史的重要な出来事をピックアップして、

分析する。秋葉原の家電商人の動き、秋葉原地域の動向に

関する事例を挙げて、地域の活性化にどんな貢献したのか

を明らかにする。 

 まだ、当時の出来事を家電商人の立場から分析し、そ

の出来事を再評価し、家電商人の組合組織の水平的なつな

がりの重要さを明らかにする。 

戦前から、家電商人は卸と小売を兼業したものが主流で

ある。大都会東京を中心として、地方の商人はラジオの部

品を揃うために、リュックサックを背負って東京にくる。 

1925 年に NHK のラジオ放送が愛宕山の放送局から始

まることによって、日本のラジオ時代が到来である。「ラ

ジオ放送が始まって、7 年後の 1932 年までには 100 万人

が NHK の受信者契約を行ったというから新しい時代の

到来を人々が直感的に感じ、ラジオというメディアに飛

びついていった様子がはっきりと表れている。人々がラ

ジオ部品を入手するためには、工場から卸商を経て小売

店での店頭販売という具合に流通経路の整備が必要であ

り、「電気材料卸商」なる電気関係の新たな卸業者が登場

する。当時、秋葉原電気商の最古参といえば関東大震災

の直後に創業した「山際電気商会」と「富久商会」であ

る。この二者に引き続くのが、秋葉原の広瀬無線、浅草

の志村無線、といった電気店で、墨田川向うには谷口商

店が店を構えた。」1 

ここの記述から見ると、戦前全国において秋葉原とそ

の周辺地域は、すでに電器の発信地となって、電器関連

の商人がこの地に集結し、商売していた。特に関東大震

災以降、情報の重要さを知り、ラジオが一気に普及した。

地方の家電商人はラジオの部品や、各種電気器具や、電

気に関する最新情報などを求めるために、秋葉原にやっ

て来た。全国の家電商人によって秋葉原・神田周辺の地

域が大いに賑わした。 

【研究・調査】 

「電気街」秋葉原の始まり 

今現在、秋葉原と聞いて、様々なことを連想される。「家

電、パソコンの街、つまりは秋葉原の代名詞でもあった

「電気街」を真っ先に考える人は、中国人を代表とする

海外からの客層を概してオーソドックスというタイプで

ある。このような客層は、金離れが良いので秋葉原にと

っては上客である。パソコンの部品ならともかく秋葉原

に行けば何でもある、家電製品も品揃えと安さという点

でここしかないということだ。 

また「オタク」の街、趣味の街と考えサブカルチャー

が大好きな人もいる。趣味の良さ悪さは別として、「萌え」

系に対する世間の支持は意外と高い。こうした人達とは

別、究極のマニアと言われるオーバークロッカー達もこ

                                                        
1 三宅理一『秋葉原は今』芸術新聞社、2010、p.29 
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の街を徘徊している。彼等は、部品を寄せ集めてどんな

電子製品でも自分の手で組み立ててしまう人種で、秋葉

原に出回る膨大な量の部品を手にすれば、精巧な回路を

つくってしまうほどの腕前だ。」2年間約1億4000万人が

訪れると言われ、これは今の秋葉原とその周辺地域の様

子である。 

だが、「1872年当時、秋葉原のメインストリートである

御成通りは足袋、木櫛、股引といった家内工業の街だっ

た。第一次大戦後、江戸川、荒川方面の零細部品工場を

支配し、組み立てを行う自電車問屋がここに蝟集し、そ

の品質の優秀性で全国の 7 割を生産。御成通りの自転車

の名は全国に鳴り響く。」3 

「1940年の戦時鉄鋼統制令で秋葉原の自転車問屋は壊

滅状態となる。45 年 3 月の東京大空襲で一面焼野原とな

ってやがて終戦。自転車問屋は裏通りに移り、代わって

表通りに電器問屋が進出してくる。」4 

終戦後の秋葉原について、三宅理一の『秋葉原は今』

の中には次のような記述があった。「終戦とともに、統制

が解除され、ラジオの需要が一気にましたのである。電

気商再開のエリアが秋葉原に一極集中した。交通便がよ

く、国鉄山手線・総武線、地下鉄、都電が重なりあう交

通結節点を形成していたことが大きく作用した。だから

戦後間もない頃の東京の「マーケット」は、交通結節点、

つまり駅前に設けられ、駅前にバラックの商店街が立ち

並ぶようになってくる。闇市もその延長線上にあるとい

ってよい。 

ラジオ部品は飛ぶように売れた、秋葉原に電気店が次

から次に開業し、それ故秋葉原に来れば、何でも手に入

るということで、さらに人々を集まる。戦前から秋葉原

で操業していた山際電気、廣瀬無線は早速バラックを建

てて商売を再開した。 

古参の二店に対して、志村無線、谷口商店、ミナミ無

線、鳥居電業などの戦前組は元の場所から秋葉原に店を

移す。こうした再開組に加えて新興の電気材料商も続々

と参入した。石丸電気、角田無線、サトームセン、ロケ

ット、九十九電機、中浦電気などが店を構えたのもこの

頃である。朝日無線電機、新徳電気、愛三電機もそれを

追う。戦後のわずか数年間にこれだけの電気商が生まれ

たのだ。街並みはまだ仮設のバラックが大半で、屋根が

                                                        
2 三宅理一（2010）p.14 
3 坂上正一『風雲家電流通史』日刊電気通信社、（2014）、p.29 
4 坂上正一（2014）pp.29-30 

あるだけましといわれた時代である。」5 

戦後の秋葉原には、このようなバラック店だけではな

く、「道端にゴザを敷く、或はみかん箱に板を載せただけ

の売台で商売をしていた露天商」6もいる。「この露天商の

数は全盛期では 300 店にも及ぶ、そこで売られていたの

は、ジャンクと呼ばれていた米軍の払い下げ品、旧軍隊

の使用していた無線機器などから取った部品類であっ

た。」7戦場から戻ってきた通信兵は、大量な物資を持って、

神田小川町の通りで露天商が始めた。 

当時の秋葉原・神田周辺の様子について、広瀬太吉の

『自我像』中に次のような記述があった。「戦災でほとん

ど消失し物資が不足した為、ラジオ部品や電気器具の需

要が多くなってきた。市場では、軍の放出物資が、火事

場泥棒式に持ち出したものが、今まで見たこともない真

空管、部品、電線等が氾濫し、また驚いたことにマツダ

電球のイミテーション8まで出廻っていた。これらの部品

や真空管で優秀な無線兵器が出来るわけがない。ただ、

いたずらに生産していたのであろう。当時は個人でもち

ょっと商売をすると多分の利益があるような時代であっ

たから、店舗をもたず税金も払わぬ個人ブローカーは、

腹を肥やしていた。 

そこへ地方の小売店主や復員して商売を始めようとい

う者、アマチュア等が、リュックサックを担いで遠く北

海道、九州まで全国各地から買出しに来るという有様だ。

物品は右から左にたらい回しされ、値段は日に日に暴騰

し、それでも商品は飛ぶようにさばけていったのである。

敗戦のどさくさまぎれて大胆にやる人ほど全く恐いもの

なしである。このような人達を「闇商人」と呼び「アプ

レゲール」とも言った。」9 

ちょうどその付近で電気工業専門学校（現 東京電機

大学）があって、専門知識かつ電機が好きな人は自然に

集まって来た。当時の秋葉原・神田周辺には、山際電気

商会や廣瀬無線のようなバラック店があり、店をもたな

い「闇商人」もあり、知識が持つ専門者もいて、電気商

品を求めて全国各地から来た地方の家電商人もいった。

これらの人々によって、秋葉原・神田周辺地域は、電気

商品なら何でも揃う一大パーツ・センターとなり、電気

商品に関する情報の発信地となり、この地域を賑わって

いた。 

                                                        
5 三宅理一（2010）pp.34-36 
6 三宅理一（2010）p.37 
7 青山芳之『家電（産業の昭和社会史4）』日本経済評論社、（1991）、p．53 
8 闇商人たちがどこかの町工場に作らせた東芝のブランドマツダランプの偽物 
9 広瀬太吉『自我像（第三巻）』牧野出版社、（1975）、pp.19-20 
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しかし、1949年にアメリカの連合軍最高司令部（GHQ）

は、露天商が見苦しいとの理由で露店解散命令を出した。

この事について、三宅理一の『秋葉原は今』の中に「連

合軍最高司令部（GHQ）は、1949年8月に都内の露店を一

掃することを掲げて「露店営業整備計画」を発布した。

唐突な命令であったが、翌年三月までに街頭からすべて

の露店を立ち退かせることになっていた。街路拡幅のた

めとも闇取引の一掃のためともいうが、ともかく厳しい

内容である。」10という記述があった。坂上正一の『風雲

家電流通史』には次のような記述があった「露天商たち

は日比谷公園で撤去反対大会を開催した。結局は当時の

「天の声」によって、小川町、須田町の露天商」11は現在

の秋葉原駅の付近に集結させた。露天商達自発的に出来

た組合の反対活動によって、露店の解散を免れ、神田小

川町の露天商だけでなく、上野の露天商、新宿の露天商

みんな全部秋葉原に集結し、商売を続けることが出来た。 

秋葉原は明治時代の全国に名を響く「自転車の街」か

ら家電商人が集まる「電気のことならなんでも揃う」「電

気の街」となり、新たなスタートが始まった。 

家電商人のための組織 

 戦前家電業界において、初めて組合が出来たのは大正

14年の2月だった。「当時はメーカー、卸、小売が同業者

の交流の場として寄り合ったが、その後卸業者の増加に

つれ競争が激化、その結果、出来たものの一年足らずで

解散」12。この事について広瀬太吉の『自我像』は次のよ

うな記述があった。「業界に初めて組合の出来たのは昭和

初期だったと思います。当時は卸商が中心となり、転向

組メーカーや、小売商と合同で組織されたものでしたが、

有力な卸商がリーダーシップをとっていたようです。」13 

戦後 1946 年頃、「ラジオの統制配給会社及びNHK より

ラジオ、電気商品の公正な配給のため、東京度に組合を

作ってもらいたいと」14電気製品の卸商人広瀬太吉に依頼

した。広瀬太吉は家電商人１２，３人を集め、事情を話

して、簡単な規約を作って、家電商人のための組合組織

（全国ラジオ電器組合連合会15、略称 全ラ連）を再発足

した。 

この家電商人の組合組織は、家電業界に於いて、各種

紛争の処理、全国へ様々な電気に関する情報の伝達など 

                                                        
10 三宅理一（2010）p.38 
11 坂上正一（2014）p.31 
12 全国電機卸商組合連合会『全国電機卸商組合連合会・30年史』（1992）p.32 
13 広瀬太吉『自我像（第二巻）』牧野出版社、（1971）、p.51 
14 広瀬太吉（1975）p.33 
15 後に全国ラジオ・テレビ電機組合連合会と名称を変えた 

の役割を果たしていた。また、組合組織の総会のために

地方の組合員は東京に来る。総会では組合員が情報交換

し、新商品の研修会を開き、その後秋葉原で商品を揃い、

地方に戻る。組合の総会によって「電気街」秋葉原の知

名度はますます高くなっていく。 

ラジオ祭り 

1950年頃、全ラ連結成10年目の時、運営資金の徴収は

困難となり、全ラ連の運営がうまく行かなくなっている。

このままにすると「せっかく出来た全ラ連の組織も意味

をなさなくなり」16と危機感を感じ、広瀬太吉の提言によ

って、全国ラジオ祭を開催することにした。 

この全国ラジオ祭について、広瀬太吉は熱海で開催さ

れた全国販売店招待の朝食後に、二、三の業界新聞社の

社長に、全ラ連の「基金を作るため全国ラジオ祭を行い、

それに平行して売り出しをして、その中から一部運営費

を拠出することを考えたらどうかと提言したら、社長達

が即座に共鳴され、来賓として出席中のパーツ・メーカ

ーの社長の松本氏、及川氏に諮ったところ、これまた即

座に賛成していただき、大いに援助するから実施してほ

しいとのことでまことに意を強くした。東京に戻り、ラ

ジオ産業協会並に全ラ連の役員会を開き、直ちに具体化

を図り、第一回ラジオ祭りを開催することに決定した。

売り出しは、消費者に対して期間中に商品を特別価格で

奉仕し、あるいは抽選によって、景品を進呈する。まだ

期間中にラジオ受信機の故障の診断や修理サービスをす

ることによって奉仕し、報恩する。その頃ちょうど、宝

くじが売り出された時でもあり、この売り出しも一等か

ら五等まで相当魅力のある景品をつける。空くじなしで

六等以下はその店にある電球なり、乾電池をつける。 

全国的にラジオ祭りのノロシを上げこの期にラジオ等

の売り出しを一種のデモンストレーションとして行えば

一般大衆の目は電気業界に向けられるだろうし、商品を

大いに売りさばけば業界は一石三鳥を得られるであろう

と考えたのである。もはや時代は変わっており、１店１

社がやっても大衆の目を業界に向けることは難しい。団

体や連合会の大きな力を利用してこそ、初めて成果が得

られるのだ。 

上野公園をスタートし、NHK、メーカーの思い思いの装

飾を施した自動車二十台余が列を連ね、上野から秋葉原、

日本橋、内幸町の NHK 会館の前を通り日比谷で解散する

というパレードコースであった。NHK、各メーカーの多大

                                                        
16 広瀬太吉（1975）p.97 
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の協賛を得て警視庁の音楽隊を先頭に大メーカーの援助

で俳優さんまで動員しての華々しいパレードであった。

電気のメッカである秋葉原街に来ると、各社が屋上から

紙吹雪を降らせる、という華やかなものであった。」17 

ラジオ祭りは全ラ連の運営資金拠出することだけでな

く、組合員にとって、在庫整理と手持ちの旧型商品を一

掃できるチャンスである。消費者にとって、安くて商品

を買え、電器を無料で修理し、診断されるチャンスであ

る。業界全体に活力をもたらし、大衆の目を向けさせる

チャンスである。家電商人の水平的なつながりがあって

こそ、このような大きな祭を成功させた。このラジオ祭

りによって、秋葉原・神田周辺地域を大いに活性化した。 

 三洋洗濯機返品騒動 

1953 年頃、日本経済は全体的に上向きに転じ、噴流式

電気洗濯機が大ヒットし、各メーカーもこのブームに乗

って、電気洗濯機の量産に乗り出した。しかし、1954 年

の夏三洋電機は噴流式電気洗濯機を低価格で売り出した。

「三洋電機は卸の小売兼業へ拍車がかかっていた赤札販

売全盛時代の秋葉原電気街に、大ヒットした洗濯機をイ

ケイケドンドンと出荷、ために卸と小売が呉越同舟して

いた全国組織である全ラ連は三洋電機側の軽視した対応

にも激昂。トラックでの返品行動に出たのである。 

事件の火の手はまず江東区深川地区で上がった。第 2

弾は城北地区から、更に港区の商組員も返品に入るなど

騒動の火の手は広まる一方となる。この間、三洋電機と

全ラ連幹部との会談がもたれ、返品活動は4日ほどで徐々

に収拾に向かった。三洋電機はこの騒動で東京営業所が

ほぼ一ヶ月間立ち往生するという高い授業料を払ってい

るが、この事件は家電黄金時代初期の『家庭電機器具市

場安定協議会（通称市安協）』発足の契機となった。」18 

 この返品騒動によって、全ラ連は各メーカーに「実

力行使」を出来て、全国の未加入販売業者に良いアピ

ールとなった。 

メーカーが系列化に着手 

 「三洋電機洗濯機返品」騒動によって、メーカーサ

イドは「事が起きたとき、個々で販売業者に当たるこ

とがいかに難しいかを痛感」19した。1956 年に「家庭

電気器具市場安定協議会」（市安協）を結成した。当時

の会員は「松下電器産業、東芝、富士電機製造、早川

電機、日立製作所、神戸工業、三菱電機、七欧通信機、

                                                        
17 広瀬太吉（1975）pp.98-101 
18 坂上正一（2014）pp.33-36 
19 坂上正一（2014）p.40 

日本コロムビア、日本ビクター、大阪音響、三洋電機、

新日本電気、白砂電機、八欧電機、山中電機」20があ

る。しかし、市安協は市場安定より、全国ラジオ・テ

レビ電機組合連合会を意識したものだった。 

 この時、秋葉原の家電ブームは、「その象徴的な意味を

持っていたが、電気店同士が互いに値引きを繰り返し、

客の奪い合い、足の引っ張り合いをしていたというのが

その実態である。製品を供給するメーカー側としては、

価格が店によって異なり、客足の動向によっては望まし

くない。過度の値引きが横行することにメーカーは危機

意識を募らせ、販売代理店による販売網を確立しようと

する。」21要するに、メーカーは系列化に着手し始めた。 

系列政策はメーカーが系列店に金銭的、人的、物的な

どのパックアップを提供することによって、自社製品に

対する価格コントロールができると図った。また、系列

化の推進によって、圧力団体である全ラ連の分裂させる

狙いもあっただろう。メーカーの系列化政策によって、

日本の流通機構が変わり、新しい時代を迎えた。 

【結論・今後の展開】 

家電商人とその組合組織があってこそ、秋葉原は一大

「電気街」と成長し、その周辺地域に活気を与えた。商

人の組合組織があってこそ大きな祭を成功させ、メーカ

ーと対等できる位置に立ち、製品の価格交渉などのパワ

ーを持つようになった。従って、地域活性化には商人の

商業活動が不可欠であり、商人を取りまとめた組合組織

の水平的なつながりの重要さを再認識することができた。 
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○鈴木一寛（公益財団法人日本釣振興会 会員） 

 

Keyword：浅虫温泉、浅虫海づり公園、囲い込み 

 

【研究の背景】  

日本旅行業協会は、「提言：更なる国内旅行にむけて ―

新時代の旅行業の役割―」(2004)のなかで「1980年代から

90年代にかけて、各宿泊施設は館内設備を充実させること

により宿泊客を館内に囲い込み、館内消費額の最大化を図

った。企業丸抱えの招待旅行など高額の館内消費が期待で

きる顧客層が急激に減少し、かわって個人・グループ客が

増加すると、館内に囲い込まれることの抵抗感が表出した」、

「由布院や黒川温泉、小野川温泉など『街歩きのできる観

光地』や『湯めぐり』のできる温泉が脚光を浴び、時代は

『囲い込み』とは逆の方向に転換してきている」と旅行者

の志向の変化を指摘している。 

団体旅行客に対して画一的なサービス提供と宿泊施設の

「囲い込み」が有名であった静岡県熱海では、ピーク時の

高度成長期の1960年代後半から1970年前半には500万人

以上であった宿泊旅行者数が2011年度250万人まで減少し

た。2012年度269万人、2013年度は273万人と回復傾向に

ある。回復傾向の裏には、「熱海温泉玉手箱（オンたま）」

を代表とした地域間連携を密にした着地型旅行商品の開発

や地域イベントの開催、宿泊事業者と観光施設の連携など

の事例が具現化するなどの観光地域の再生に向けた観光関

係者の努力が伺える。 

熱海において宿泊施設の屋外で観光客が容易く楽しむこ

とができるコンテンツの１つに熱海港海釣り施設の利用が

ある。熱海港海釣り施設では釣り経験のない手ぶらの観光

客を対象とした、講師による釣りの手ほどきと釣り具のレ

ンタルをセットにしたプランが好評である。更に、釣った

魚を料理できる飲食店と連携や温泉施設の紹介など顧客の

楽しみを向上させる取り組みが実を結び年々利用客が増加

している。熱海港海釣り施設などの一般の宿泊客を対象と

した観光コンテンツの提供が「囲い込み」の脱却要因にな

っている。 

本研究では、「東北の熱海」と紹介されることが多く、熱

海に類似した状況下にある青森県浅虫温泉を研究対象とし

た。浅虫温泉には、熱海同様に青森市が管理する浅虫海づ

り公園が設置されている。浅虫海釣り公園の入場者と宿泊

施設の関係について、浅虫海づり公園事務局や浅虫温泉観

光協会事務局、宿泊施設他関係者から提供いただいた貴重

な意見や資料をもとに考察をする。 

 

【先行研究】 

 旅行者の志向の変化に応じた温泉地域の在り方を論ず

る研究は多く、とりわけ、由布院や黒川温泉など旅行者

の志向にマッチした取り組みが成功している事例につい

て題材にしたものは多い。浅虫温泉を研究対象として温

泉以外の観光資源について論じた研究は少ない。海釣り

公園と温泉地域を論じた研究では筆者の「海釣り公園に

関する地域活性の考察」(2013)及び「釣りガールの考察

～熱海女子釣り教室参加者アンケートの分析～」(2013)

並びに「熱海港釣り施設の入場者の消費動向と地域活性

化～宿泊を伴う入場者と日帰り入場者の特徴の分析～」

(2014)のなかで温泉地域として有名な熱海と熱海港海釣

り施設の関係について論じている。 

 

【浅虫温泉の変遷】 

1158年(保元1年)麻蒸（「あさむし」、浅虫の語源）に

７件程度の集落があり、2件の湯小屋があったという記録

がある（「浅虫温泉旅館組合設立七十周年記念誌」,1993）。

1669年(寛文9年)「つばき館」（現在の「椿館」）が最初

の旅館として開業。大正時代には椿館を含めた温泉旅館

が16件に増加し、青森県内最大級の温泉街となった。熱

海同様に高度成長期の1960 年代後半から1970 年前半が

最も繁栄し、旅館数では1971年と1972年に38件と過去

最大数であった。宿泊者数ではオイルショックまで約30

万人で推移していた。1980年代には20万人まで減少した。

バブル経済期に水族館や遊園地、海づり公園などの大型

観光施設の設置により再び約30万人に回復したが、バブ

ル経済の衰退から現在まで減少傾向が続くことになる。   

近年では建築物の耐用年数の経過とともに閉鎖する旅

館が増える一方で遊園地が閉鎖した。2013 年の統計では

旅館数は11件、宿泊者数は17万人に減少した（表1参

照）。各旅館は料理と温泉を売りにしており、多くが高級

層をターゲットとしている。現在ではリピーターとなっ

た高齢者の個人客と、県内と近隣県の高齢者による団体

が多いという。 

東北新幹線の八戸への開業、新青森への開業、高速道



路の休日料金 1,000 円、スポーツイベントの影響で一時

的に宿泊客が増加することがあるが、年々の減少傾向が

続いている。団体やリピーター以外の新規個人客が少な

いことが課題である。「囲い込み」に不満な個人客に対応

するためには温泉以外の魅力の提供することが不可避で

あり、関係者の試行錯誤が続いている状況である。 

浅虫温泉は地形的に海と山に囲まれた自然環境にあり、

浅虫夏泊県立自然公園に指定されている。ツバキの自生

北限地である椿山や樹齢 700 年の赤松巨木、ブナ林、白

鳥の飛来地など貴重な自然環境に恵まれていることは知

られていない。 

浅虫温泉観光協会では宿泊者に対して温泉以外の魅力

の提案を目的に無料の早朝ウォークやホタル観賞会など

を開催している。 

 

表１ 浅虫温泉の宿泊者数・旅館数の推移 

（出所：浅虫温泉旅行組合作成資料による） 

 

【浅虫海釣り公園と宿泊施設の関係】 

浅虫海づり公園はバブル経済期に遊園地などと共に

1986年に設置された有償の釣り施設である。青森市が公募

による指定管理者に運営を委託しており、現在は浅虫温泉

観光協会が指定管理者となっている。営業はゴールデンウ

ィークから10月末日までであり、冬季は休業している。浅

虫海づり公園の桟橋の同時収容者数は200人であり、天然

の魚を釣るために設置されているが、釣果のない入場者や

簡単に釣りたい入場者のために生け簀が設置されている。

生け簀から釣った魚は市場価格に見合った買い取り制によ

り誰でもお土産が確保できる。釣りをするための入園料大

人550円であり、釣竿のレンタル料金は400円である。無

料の駐車場があり、100 台収容可能である。園内はバリア

フリー構造となっている。救命道具を無料で貸し出してい

る。安全確保と釣り指導のための係員が常時桟橋上に待機

している。釣り経験のない手ぶらの観光客が、釣れなかっ

たときのお土産を含め一人3,000円程度で一日を楽しむこ

とができる。 

浅虫海づり釣り公園の入場者については、浅虫温泉の宿

泊者に比例しており、1991 年は約1万 6千人であったが、

その後減少し、2010年は約8千人と半減した。2011年は東

日本大震災があったにも関わらず、増加に転じ、2013年は

約1万2千人まで回復している(表2参照)。熱海同様に旅

行者の屋外での体験志向に加え、浅虫海づり公園の管理に

携わる関係者の集客努力の成果である。関係者のヒアリン

グによると浅虫海づり公園の入場者の大半が宿泊施設の入

場者である。入場者の4割以上が女性客という点は他の海

釣り公園と比べ特筆できる。海釣り公園の施設内を清潔に

保っていることや職員の接遇技術が女性客に安心感を与え

ているという。大半の宿泊施設が浅虫海づり公園や界隈の

遊漁船などで釣った魚を調理し、釣った本人が新鮮な魚を

食べて満足できる。 

浅虫温泉では高級な宿泊施設が多いため、修学旅行など

の教育旅行の受け入れが少ない。熱海港海釣り施設を始め

多くの海釣り公園では海洋教育、職業教育或いは環境教育

を目的としたプログラムが実施されているが、浅虫海づり

公園での実績は少ない。自然体験の必要な児童や児童と高

齢者の交流、或いは家族三世代など新しい顧客ニーズの可

能性があるなかで、柔軟な受け入れ体制の整備が今後の課

題となる。 

 

表2 浅虫海づり公園入場数の推移 

 

※2009年は休園 

（出所：青森県資料による） 

 

【釣り業界の現状と海釣り公園への期待】 

釣り人口が減少している。レジャー白書（2013）による

と2012年の釣り人口を810万人と推計をしており、過去最

高であった1998年の2020万人と比べ、半減している(表3



参照)。少子高齢化や子供や若者のインドア志向などの構造

的な理由からレジャー産業全体として参加人口の減少傾向

にあるが、なかでも釣りに特化した原因には、2005年に施

行された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律」においてゲームフィッシングの人気対象魚

のオオクチバス（ブッラクバス）が特定されたことや、テ

ロ対策のため港湾施設の立入禁止区域の拡大といった釣り

場環境の縮小、更には原油高による遊漁船価格の上昇など

の諸原因があげられる。 

 

表3 釣り人口の推移 

 

（出所：「レジャー白書」(2013)による） 

 

一方、縮小傾向の釣り市場において、堅実に集客を上昇

させているのが、海釣り公園である。前述の熱海港海釣り

施設の2012年度の入場者数は32,535人であり、過去最高

を記録した。開設年度(2007 年度)の入場者数が 12,285 人

であったため、6年間で約165%増加している。横浜市の本

牧海釣り施設では2007年の入場者は約13万人であったが、

2013 年は約 16 万人と過去最大となった。新潟東港釣り施

設では開園した2011年の入場者が約12万人であったが翌

年の2012年は約17万に増加した。 

釣り場環境の縮小要因の影響のなか、海釣り公園では対

価によって釣りが正当に楽しめる場所であり、加えて子供

や女性、高齢者にも安心して楽しめるスポットであること

が集客に結びついている。 

国土交通省港湾局では、国民の海洋性レクリエーション

に対するニーズの高まりに対応するとともに、地域振興に

資することを期待し、防波堤等の釣り利用を進める際に参

考となる手順と方法をとりまとめた。手順と方法が書かれ

た「防波堤等の多目的使用に関するガイドライン」を2012

年6月に策定をした。 

ガイドライン策定を踏まえ、新たに防波堤の釣り場開放

を予定している地方公共団体関係者による熱海港海釣り施

設や新潟東港釣り施設など先行施設への視察が増しており、

加えて設置に向けた協議体が各所で組織化されている。今

後、海釣り公園が増加することが予見できる。 

釣り業界では、釣り市場の拡大のために海釣り公園を重

要視しており、釣り具メーカーでは、海釣り公園専用の釣

り道具（製品）を開発、販売し、更に釣り大会や釣り教室

といった集客イベントを浅虫海づり公園を始めとした各海

釣り公園において開催している。なかでも親子や女性、高

齢者の初心者を対象とした釣り教室が人気である。日本釣

振興会では 2014 年に浅虫海づり公園に無償で救命道具を

贈呈するなど海釣り公園の健全な発展が釣り業界に寄与す

るとの期待が伺える。 

 

【考察】 

 「囲い込み」に抵抗のある宿泊客が、気軽に自然体験を

するために海釣り公園を利用するという流れは、時代のニ

ーズに合致する。浅虫温泉の宿泊客減少に歯止めをかける

ためには、海釣り公園に限らず、恵まれた山や海の自然環

境に接することを目的とした観光コンテンツを常時複数提

供できるシステムを構築することである。昆虫採集やバー

ドウォッチング、山菜狩り、潮干狩り等検討できるコンテ

ンツは多い。釣りに関して言えば、釣りの初心者にとって

は海釣り公園の利用が前提となる。一方で船舶を利用した

沖釣りや内水面の利用した渓流釣りなどのコンテンツを増

やすことで宿泊者の滞在日数の増加や或いは同行者数の増

加につながる可能性がある。   

釣り業界の協力のもとで浅虫海づり公園において開催さ

れているイベントをきっかけとした集客活動に可能性があ

る。現在は県内の入場者を対象としたイベントが多いが、

今後は宿泊施設、旅行会社、交通機関などと連携をし、関

東を含めた遠方からの集客を目的としたイベント、旅行商

品を企画することができる。旅行総費用に見合うような複

数のコンテンツとの融合及び連動が不可欠となる。 

浅虫温泉は「東北の熱海」と紹介されていることが多い

が、新規の個人客を誘致するためには、今後は浅虫温泉と

してのオリジナルブランドの確立が不可欠であり、温泉以

外の独自の観光目的を地域の集客コンセプトの一部として

明確化しなくてはならない。浅虫海づり公園の活用を始め

とした自然体験の位置づけの再検討が考えられる。 

消費社会の研究者三浦展（2012)は、消費動向について

2005年リーマンショック以後、現在を含め「第四の消費」

として、特徴を「つながりをうみだす社会」、「地方志向」、

「環境問題への関心の高さ（エコロジー志向）」と分析して

いる。 

早朝ウォークやホタル観賞会では、ボランティアスタッ



フとの交流がある。浅虫海づり公園ではスッタフの他、入

場者同志での交流が生まれやすい。東京などの都市部から

の浅虫温泉への来訪者に対して、「地方志向」はもちろん、

「つながり」や「エコロジー志向」を満喫できる観光コン

テンツを提供することが重要である。同時に各観光コンテ

ンツが結びつく地域の集客コンセプトの発信が効果的であ

る。 
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