
Ｓ－１ 岩手県八幡平市における域学連携による地域活性化に向けた取組み 

○中軽米広和（岩手県八幡平市）・小野寺純治（岩手大学）・後藤尚人（岩手大学）・八重樫喜陽（岩手大学） 
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【問題・目的・背景】 

 少子高齢化の進行や地域コミュニティの衰退が叫ばれる

中で、学生が地域に入って活動することで地域を活性化し

ようと取り組まれて久しい。特にも、平成16年度から国立

大学が法人化されて以降、これまでの大学のミッションで

あった「研究」と「教育」だけではなく、「社会貢献」も重

要な要素として評価されるようになり、各大学がそれぞれ

思考を凝らして独自の取り組みを行ってきたことは周知の

ことであろう。その中で、文部科学省は日本が直面する課

題や将来想定される状況に対応すべく、「地の拠点」として

大学が果たすべく役割を期待して平成24年６月に「大学改

革実行プラン」を打ち出した。「大学改革実行プラン」は２

つの大きな柱と８つの基本的な方向性から構成されている

が、その中の一つとして「地域再生の核となる大学作り

（COC(Center of Community)構想の推進）」という方向性が

示されている。また、総務省も大学生と大学教員が地域の

現場に入り、地域住民やNPOとともに、地域の課題解決や

地域づくりに継続的に取り組み、地域の活性化及び地域の

人材育成に取り組む「「域学連携」地域づくり活動」を推進

しており、実践拠点形成モデル実証事業や特別交付税措置

を行っている。 

 このような中、岩手県八幡平市では、大学生等の持つ新

しい視点や行動力、専門知識や技術等といった「学生力」

を活用した地域住民との交流活動を通し、地域振興を図る

ことを目的として「八幡平市地域振興事業」を平成22年度

から平成24年度までの３年間実施してきた。本稿では、八

幡平市の３年間に渡る学生による地域活性化への取り組み

について事例紹介するとともに、中山間地域における域学

連携による地域活性化の可能性について考察を試みた。 

 

【事業実施方法・実施内容】 

(1) 目的 

  大学生等の持つ新しい視点や行動力、専門知識や技

術等といった「学生力」を活用した地域住民との交流

活動を通し、地域振興を図る。 

(2) 実施方法 

  八幡平市から岩手大学へ委託 

  （いわて未来づくり機構第４作業部会が実施） 

(3) 実施者 

  事業の趣旨を理解し地域振興に興味のある、岩手県

内に設置されている大学に在籍する学生 

(4) 実施内容 

 ①集落の実態調査 

 ②集落の活性化方策に係る調査研究報告書の作成 

及び発表 

(5) 実施期間 

  平成22年度～平成24年度（３ヶ年） 

(6) 対象地域 

  八幡平市田山地域 

(7) 予算（委託料） 

  平成22年度    315,000円／年 

  平成23・24年度  500,000円／年 

 

【活動実績】 

(1) 参加者及び現地訪問日数 

  平成22年度 参加者：14名 訪問日数：8日 

  平成23年度 参加者：20名 訪問日数：8日 

  平成24年度 参加者：15名 訪問日数：9日 

(2) 具体的活動内容 

 平成22年度 

 ・現地下見 

 ・地域課題発見のための住民への聞き取り調査 

 ・ワークショップによる課題解決策の提案 

 ・郷土料理体験 

 ・来訪者向けの注意看板等の作成 

 ・雪まつりの開催 

 平成23年度 

 ・地域課題発見のための住民への聞き取り調査 

 ・ワークショップによる課題解決策の提案 

 ・郷土料理体験 

 ・地域の魅力MAP作り 

 ・雪まつり・希望の灯り分灯式の開催 

 平成24年度 

 ・住民とのワークショップによる課題解決策の提案 

 ・郷土料理体験 

 ・来訪者向けの看板の考案 



 ・地域の魅力MAP作り 

 ・伝統芸能への参加 

 ・振興協議会主催行事への参加 

 ・昔遊び体験の開催 

 

(3) 活動風景 

 

 

(4) 活動結果 

 本事業は、地域づくりや農村学、観光学を専攻してい

る学生ではなく、岩手県内にある５大学のうちの４つの

大学に所属する専門も異なる有志の学生による活動であ

ったこと、地域の合意形成ができていない状態での活動

開始であったことから、開始当初には地域住民と学生双

方に取り組み方への戸惑いや遠慮が見られ、一部の地区

の役員の方ばかりに負担を強いる形となり、継続が危ぶ

まれる時期も見られた。しかし、継続的に訪問し、事業

趣旨を説明しながら話し合いを重ね、当初は学生が地域

を散策して魅力を探し、住民に聞き取りを行った内容か

ら振興策を学生が検討するだけだったものを、住民と一

緒にワークショップを行う形式にしたことで、学生が「お

客」ではなく「一員」として認識されるようになり、一

緒に真剣に考え多くの時間を共有することで徐々に打ち

解け始め、終盤には家族のように接する事ができるよう

になった。特にも、郷土芸能である兄川稲荷神社祭典に

おいて、地域住民の減少によって担ぎ手が足りないこと

からやむなく軽トラックで運搬していた神輿を、学生が

参加したことで数年ぶりに担ぐことができ、行列を組め

たことについて住民より深く感謝された。この祭典へ参

加して神輿を担ぐ取り組みは、本事業が終了した平成25

年度においても、有志の学生によって継続された。 

 

 

【考察・今後の展開】 

 地域づくりにおいて、よく「学生の若い感性で斬新な

アイディアを」と求められることがあるが、今回のワー

クショップによって生み出された地域活性化策は、「地域

住民による除雪組織の結成」「学生による地域づくり活動

の継続」「風穴周辺の環境整備と風穴の地域住民への周知

活動」「雪上ゴルフ大会」という比較的目新しいものでは

なかった。これは、予算が限られているばかりではなく、

地理的条件から学生が地域を訪問できる日数や時間が限

られていること、そして何より事業が３ヶ年で終了する

ためにそれ以降の負担を地域にかけたくないという思い

から、自分たちができる単発の事業に限るという制約に

基づいた発想であったのだろうと考えられる。 

 一方、住民から最も評価されたのは、学生の提案内容

よりも「若い人が地域に来てくれる」ことであり、「若者

から元気をもらった」という声が多く聞かれた。 

 本事業は、市の単独予算で大学への委託事業として実

施されたものであり、学生たちの活動も単位認定される

ものではなかったことから３ヶ年で終了することとなっ

たが、岩手大学においては平成25年度よりCOC事業に採

択されており、学生が地域に入り地域の課題解決に向け

て取り組むことが事業計画に盛り込んでいる。地方自治

体においても財政状況は逼迫しており、費用対効果が数

値で評価しにくい地域振興事業を継続するのは困難な状

況となっている。そのような中、総務省の特別交付税措

置は大学が単位認定する授業における地域づくり活動に

対して自治体が直接支出する経費のみが対象となってい

るが、全国各地では単位認定されていなくても様々な工

夫を凝らして学生による地域活性化事業が行われている。

そこで、自治体が間接的に支出しているものや単位認定

されていない活動も対称とする等、総務省の特別交付税

措置がより柔軟に運用されることで、学生が地域に入っ

ての活動が継続的に実施できる環境になり、地域が活性

化することを期待したい。 

 

【参考URL】 

[1]文部科学省ホームページ 大学改革実行プランにつ

いて http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/06/ 

 1321798.html 

[2]いわて未来作り機構ホームページ 

  http://iwatemirai.com/ 

 



Ｓ－２ 後半生におけるアクティブフォラロアーの役割を生みだす絆塾活動 

   佐藤和枝（一般社団法人 絆塾） 

Keyword： ブリッジパーソン 人生ポートフォリオ ジェネレーションギャップ

 

【背景】 

近年、人口の減少による労働力不足、企業の海外移転、

大都市への一極集中など社会の流れは今までとは異なる

方向に流れている。地域の活性では、生涯現役の精神が

必要であることを想定し、絆塾の最新の活動を紹介する。 

【活動内容】 

地域活性には生涯現役の精神が必要であると想定した

活動が当然求められる。生涯現役（自立）にはジェネレ

ーションギャップの克服、多様性に受容などが必要とな

る。社会関係資本を生むブリッジングとはそのような壁

を乗り越えること、すなわち異なる価値を結び付けるこ

とである。多様な価値を橋渡しする人をブリッジパーソ

ンといい、絆塾はブリッジパーソンが育つ地域社会や組

織の強みをブラシュアップ、その育成に取り組んできた。   

本団体は、民間企業経験者で静岡大学大学院に所属す

る教員と院生で2011年3月スタートした。事業経営で大

切な財務ポリシーとして経済的自主・自立による健全経

営を保ち、学術的にも最先端にある知識を吸収し、社会

的活動に取り組んでいる[1]。最近主な実績として「６色

の考える帽子を用いた水平思考の研修」「生涯現役を目指

すクリエイティブライフ」「シニアのリフレシュ研修」な

どステークホルダーを取り組んだ事業が多数ある。 

多様化した社会ではリーダーだけではムーブメントは

起こせないので、フォロアーが大切である。特に当事者

意識を持ったアクティブ人財の存在が必須である。団体

活動の大きなゴールはこのアクティブ人財にスポットラ

イトを当てることにある。 

 

【活動結果：後半生の生き方】 

絆塾の最近の活動において、特筆すべきことはジー

ン・Ｄ・コーエンの脳科学[2]を取り入れていることであ

る。後半生の脳科学は近年目覚ましい発展を遂げている。

たとえば、脳科学者で精神科医のコーエンは、[図表 1]

に示すように後半生を４つの段階で分類している。 

50代から70代では、チャレンジ度が高く、開放的で受

容的で「いまやるしかない」と行動を起こす時期である。

中高年は長い人生体験を重ねたことで潜在能力を秘め、

一生学ぶことで脳は衰えず創造的ライフスタイルが可能

である。このモデルをベースにすることは、生涯をイキ 

 

 

図表１ 後半生の発達段階（文献２をベースに作成） 

イキ過ごすライフスタイルを意識するのに大変有効であ 

ると判断した。内閣府による団塊の世代の意識調査でも

生涯イキイキ生活を望む傾向が伺える[図表2] 

 

図表２ 団塊の世代の意識 内閣府資料 

これらを踏まえて、創造的地域活動を進める現状での

軸足とし、さらには企業定年退職者に対する新たな社会

的役割の可能性に気づいてもらういくつかの活動を展開

した。それらの代表事例を紹介する。 

 【事例１】 

 社会の一員として生涯現役であり続けるために、自分

の強みを知り、後半生にこうありたいと思う自分のライ

 

写真1 自分史発表例 



フスタイルを創造する講座「生涯現役をめざすクリエイ

ティブライフプロジェクト」を浜松市で一般社会人対象

に開催した。[写真１～３] 

  

写真２ 将来への手紙投函 

      

        写真３ 講座風景 

講座内容は自分の棚卸である自分史（人生ポートフォ

リオ）の作成、後半生のライフデザインでは、当事者と

して地域活動や起業の選択肢がある。近未来の手紙を作

成して、描いた夢が実現したかを確認する準備活動をし

た。この活動は当事者の有りたい姿をシナリオ作りする

ことが有効であることを確かめられた。 

【事例２】 

 後半生は、今まで積み上げてきた実績からなる強みと、

他社・他者の強みとを繋げ構築・再構築することで新た

な価値を生み出す。定年を迎え第一線から身をきいたと

しても長年培った人間関係資本である人脈を生かし、ア

クティブフォロワーとして次世代と繋がり新たな価値創

出に寄与できる。絆塾はグローバル企業における定年前

の「リフレッシュ研修」で、会社人間としての垂直思考

から、社会人として求められる水平思考に思考を切り替

える演習や、ジェネレーションギャップに対応する「多

様性の確認」「クロストレーニング」「ロールプレイ」な

どのプログラムを経て、後半生の自分に未来の手紙を作

成した。国際活動を経て定年後の地元地域社会活動への

ヒントを得られる結果となった。 

 

【考察：アクティブフォロアーの出番】 

 目的に向かって行動する若者は、強い個人能力がある。

一方シニアは長年培った人脈や体験知が強みである。若

者の目的到達はシニアのフォローがあって加速されるが、

シニアと若者の共通認識を整理しお互いが共感・信頼を

持つことが重要である。若者の強い個人能力である 

点と、シニアの太いネットワークの線がつながることで 

ムーブメントを起こすことが可能である[図表３] 

 

図表３ シニアと若者の共感・信頼の関係（文献３引用） 

 

 図表4 イノベーションを生む資本投資（文献４引用） 

たとえば、浜松市に拠点を置く「アクティブシニアネ

ット」は。異業種退職者のネットワークである。しかし

ながら、異世代と繋がることの難しさを感じている。絆

塾は「成長する脳とシニアの出番」をテーマにその活動

の方向性を提示した。 

【引用・参考文献】 

[1] 相原憲一・佐藤和枝・奥山睦・杉本等「社会性と経

済性の価値共有の経営力を育む『一般社団法人絆塾』」 

地域活性学会2012 

[2]ジーン・Ｄ・コーエン「いくつになっても脳は若返る」 

 ダイヤモンド2006 

[3]佐藤和枝「世代間の共感づくりと新規事業の可能性」 

感性工学学会大会2013 

[4]佐藤和枝「若返る脳がチャレンジを生む」経営情報学

会2013 



Ｓ－３ 紋別市におけるSGEC森林認証材利活用による森林・林業活性化の取組について 

○野村博之（紋別市）、佐藤孝弘(東京農業大学)、黒瀧秀久(東京農業大学) 

Keyword： 地域活性、SGEC森林認証材利用、資源循環 

 

【背景・目的】 

紋別市は、オホーツク海沿岸のほぼ中央に位置し、総面

積870.70㎢の広大な行政区画の約8割を森林が占めている。

自然環境豊かな本市は、農業・漁業・林業を基幹産業とし

て発展してきたが、社会背景は大きく変貌し、グローバル

経済が基調する今日においては、経済環境悪化と過疎化が

生じている。 

特に林業は外国産材との競争が強いられ、厳しい状況に

あるものの、豊富な森林資源を有効に活用し、環境貢献の

持続可能な森林経営実現にむけて、2005年1月に市内各業

界や関係機関、東京農業大学など23団体からなる「緑の循

環森林認証で地域おこし協議会」を設立し、SGEC森林認証

制度への取組を展開している。2007 年 12 月には、本市を

含む近隣 7 市町村で構成される網走西部流域に 29 万 3 千

haの「日本最大の森林認証エリア」が誕生した。 

これに伴い、森林認証材を加工・流通させ認証製品とし

て消費者に届ける川下においては、大手企業と直結するラ

インにある事業体や国有林・道有林産材の認証材を扱う事

業体がCoCを早期取得し、一般住宅を建築する工務店・建

築業者も「網走西部流域森林・林業活性化協議会」の活動

によりCoCを取得し、流域内における森林認証材の安定供

給・流通体制が確立された。 

そこで、本市は以上の森林認証材活用の体制を基盤に森

林・林業の活性化をより推進すべく、2010年から「紋別市

認証材活用住宅助成事業」（以下、住宅助成事業）と「SGEC

森林認証材利用推進取組方針」の策定を実施し、積極的に

木材利活用の後押しを行っている。 

本報告では、この住宅助成事業の実態を分析するなかで、

SGEC森林認証材利活用による森林・林業活性化の課題と今

後の展望について明らかにする。 

 

【方法】 

 SGEC 森林認証材利活用による森林・林業活性化の課題

と今後の展望について明らかにするために、第一に、住

宅助成事業の実態を関連データ及び関係者へのヒアリン

グ調査を実施する。第二に、森林認証に関する先行研究

を整理し、森林認証制度を活用した森林・林業活性化の

展開方向を明らかにする。 

【考察・結果】 

住宅助成事業実施前の2009 年は SGEC 登録事業者から

出る材の内6%しか森林認証材として販売されていなかっ

たが、2012 年には 80%となり、業界内では森林認証材の

利活用が進んだ。また、住宅助成事業実施前の紋別市内

の住宅着工件数は全国平均より減少傾向が激しかったが、

事業実施後は全国平均と同程度の上昇傾向を示しており、

地域経済の活性化も行われたと考えられる。本市から産

出される認証材の総量からすると、まだまだ利活用拡大

の余地がある。 

林業、建設業、建主といった関係者からの要望により、

2010年から2012年の予定だったが、期間を3年延長し、

共同住宅等への助成も可能となった。 

 

【今後の展開】 

住宅助成事業により森林認証材の利活用拡大と住宅着

工件数は上昇したが、市民の自発的な森林認証材利活用

や、森林認証に対する理解は不十分である。森林認証材

を首都圏・世界に広げていくためには、まず、市民の理

解・協力が不可欠である。首都圏イベントへの出展とい

ったPRも同時に行う必要があるが、看板や旗設置といっ

た地元へのPRを拡大・継続していく。 

また、「オホーツクWOOD」の開発や、住宅以外の活用先

拡大、港区での活用推進、住友バイオマス発電所による

「紋別モデル」推進等を行い、森林認証材の利活用推進

による地域活性化を目指す。 
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【問題・目的・背景】 

2005 年より日本の人口の自然減が始まった[2]．社会の

持続のためには生活者達が自ら地域の未来や行動計画を描

いて活動していくことが必要と考える[3].この時代に生き

る私たちは従来の成長スキームの見直しと私たちの底流を

流れる行動原理（背景思想）の深耕に励精し，新しい社会

の在り方や持続可能性の模索に尽力すべきであろう． 

筆者は人間中心設計技法として開発されたペルソナ法

[4]を活用したデザイナーや住民による協同設計を試行し

てきた．ペルソナ法とは，ターゲット層に含まれる特徴的

なユーザ像を作り，開発者達があたかもその人物がいるか

のように意識を共有しながら製品開発を進める設計法であ

る．例えば高齢者や主婦向けのパソコン開発に際して，筆

者らは対象ユーザにインタビューすることで，対象者が日

常生活の中でどのようなことに興味を持ったり不安を感じ

たりしているのかを共感的に理解できた．そして，そのエ

ッセンス1を盛り込んだペルソナを作成して開発者達によ

る共有を図ることで，コンセプトが一貫して対象者に訴求

するサービスを開発し実装しようとした[9]（図１）2． 

その後，筆者は，パーソナル製品の開発から社会領域へ

のＩＣＴの適用検討（地域再生）に職務が変わったため，

ペルソナ法を，地域に生活して地域計画の影響を受ける

人々（学生，主婦，住民，農家，地場企業，行政職員等，

                                                        
1 ペルソナは対象者達へのインタビューデータの断片を集めて作ればよ

いのではなく，特定の実人物の「その人らしさ」を核に据えてから周辺

属性を作りこむ必要がある．そうでなければ開発者に都合のよい八方美

人なペルソナ（ゴムのペルソナと称されている[4 ]）となってしまい，そ

のペルソナに基づいて作られた製品／サービスは統一性を欠き一貫性を

伴わないものとなるおそれがあるからである．.尚，その人らしさの把握

はインタビュー時点から注意を払う必要がある．例えばパソコン開発に

関する高齢者へのインタビューにおいて，高齢者がまだよく知らないパ

ソコンについて見栄を張る場面（例：パソコンは文明の利器だから使わ

なくてはならない．ウインドウズビスタを使いこなしたい．パソコンを

買ったらインターネットで料理番組を見たい）も散見された．従って，

ペルソナ作成のためのインタビューは表面的な内容に引きずられずにそ

の人らしさを捉えられるように慎重に設計して実施する必要がある． 
2 筆者は上智大学のカウンセリング研究所長であった小林の考案した３ 

次元モデルを参考にして作ったインタビュー手順を使っている．小林は，

人間が演じるペルソナの背後には(1)人間の身体性の及ぶ物理的な環境

世界，(2)人間同士の社会的な関わり合いが中心となる人間関係の世

界,(3)哀しさや苦しさ等を含む内面的な世界（例：迷いや板ばさみ），

の3 つの世界があるとした．筆者はこの前後に(0)地域への想い，と(5)

職業や役割に即した個別のトピック，を挿入して，合計で１ 時間程度の

ペルソナ用インタビューを設計し実行してきた． 

以降，地域の当事者と称す．）による協同での地域活性化検

討に転用した．この場合，会議やワークショップに参加し

た当事者が自分達や類似した人から作られたペルソナを見

ながら検討を進めていく点が従来の方法と異なる（図２）． 

 

図１．パソコン開発用のペルソナ（部分） 
 

図２．地域再生の当事者ペルソナ（部分） 
 

この方法は，当初，地域の当事者にペルソナを見せるこ

とによる失敗リスクが懸念された．当事者を怒らせたり不

愉快な気持ちにさせたりするのではないか？コーディネー

タ役の筆者が信頼を失墜して協同の場が壊れるのではない

か？といった危惧である．しかし，経験を重ねるにつれて

不安は縮小し3，従来のペルソナ法を超えた可能性を感じる

ようになった．それは，ペルソナによって，原型となった

人の考えや感性，郷土愛や地域文化等を当事者達に伝え返

すことで，地域の当事者が自らを振り返ったり内発的に鼓

舞された状態で対話を進めやすくなると思えたからである．

換言すれば，ペルソナ作成者の地域理解力が試されている

と捉えることもできる．これは社会的合意形成（地に足の

着いた地域計画）という観点から好ましいと考えられる．  

                                                        
3
完璧な方法はないので逡巡を重ねるべきであるし，作成指針の構築も目

指すべきであろう．例えば個人情報活用のリスク低減を視野に入れた個

人情報保護／影響評価（ＰＩＡ）の考え方は参考になると思われる． 



但し，この方法は，少人数のワークショップにおいては

後半の討議フェーズに至るまで有効であったが，数十人で

行うワークショップにおいては，後半のフェーズを参加者

達がじっくり対話を重ねるように育むことは難しく，合意

形成の質に対する効果は限定的であった．すなわち，ペル

ソナの効果は前半で息切れして，後半の議論では紋切型の

キーワードやキャッチフレーズが使われたり従来の主張の

繰り返しになったりした．当事者が生活感覚に立脚しなが

ら実践的に協同対話を進めたり，立ち位置を少し逸脱した

創造的な協同対話を進めることの難しさを痛感した4[10]． 

 

【研究方法・研究内容】 

そこで苦肉の策として，筆者はペルソナの元情報とし

て記録していたインタビュー音声(情報)やワークショッ

プの対話音声（情報）の活用を考えた．文字ではなく音

声情報を短く要約した「音声ペルソナ(仮称)」を製作して

当事者達に向けてスピーカーで再生することで，地域の

人々の想いを聴覚から訴求する試みである(図３～５)． 

 そもそもペルソナとは，「音を通す」（per sonic）が原意

である[5]．音声には人々が思わず聴いて考えてしまうと

いう効果がある．これは話者の自我に聴衆が一方的に洗

脳されるということではなく，話者も聴衆も音声によっ

てそれぞれが持つ生活文化や共通感覚を触発され，それ

ぞれが変容していく[1,8]という意味である． 

また，例えばラジオがメディアとしていまだに地域の

生活者や高齢者に一定の支持を受けているのは，音声の

                                                        
4 そもそも短時間で深い内容や具体的な内容の議論を進めていくのは容

易なことではない．さりとて，対話の中身がフワフワしたままであるな

らば，実りある合意形成とは言い難い． 

侵襲性が低く，聴いている人が地域で何らかの生活行為

をしながら情報を得て感じたり考えを巡らすことができ

るメリットが大きいからであると思われる． 

【研究・調査･分析結果】 

筆者はＩＣＴの新ビジネスの開拓を目指して2010年頃

より信州～東北の小規模自治体の活性化に携わってきた．

農工連携や森林活用など地域資源を生かしたまちづくり

が主題である．地方中山間地は交通体系がシンプルで

人々も顔見知りであることが多いため，ヒューマンスケ

ールの協同対話や合意形成を進めやすい[3]．そこで下記

２箇所で音声ペルソナを試行させて頂くことにした．  

(1)長野県須坂市米子地区（120 世帯）の住民による地域

活性化ワークショップ（住民4名で3回開催．行政職員

数名に同行して頂く．最終回で当事者ペルソナを紹介）． 

(2)宮城県七ヶ宿町（1,640 名）の住民及び町出身仙台在

住者(県内ハーフ)による活性化ワークショップ(現地調

査⇒プレ試行⇒6 名によるワークショップ⇒町役場で音

声対話の要約を使って結果報告)． 

ワークショップの際「私はヨソモノです」と宣言し，

行政を支援しつつ行政を批評する，住民を支援しつつ住

民を批評する，という臨機応変な役回りを心がけた[6]5． 

（１） 長野県須坂市米子地区 

 須坂市は長野市に隣接する人口5万2千人の農工都市

                                                        
5 敷田は，地域共同体だけに依拠した地域再生は資源的に難しい面もあ

ると指摘し，共同体に閉じない共同性の形成／創造の重要性を唱えてい

る[18]．その実現には，地域住民と都市住民を通訳／調整する第三者（中

間システム）が必要であると述べている[17]．さらに敷田は，地域活性

化におけるヨソモノの重要性についても論じている[16]．ヨソモノとは

同じ地域や空間内部にいる「関係者ではない異質な存在」であり，地域

内の人々が日常性に埋もれている時に，異なるまなざしを投げかけるこ

とで地域の常識について再考する機会を作り出す． 

本研究において筆者は，地方中山間地が良い意味での閉鎖性（固有の生

活文化を保っていること）を抱いていることがわかった．これを都会の

論理で一方的に変えることは賢明な方法ではないし，そもそも不可能で

ある．そこで筆者は，地域住民と都市住民の間にたてる人材として，フ

ィールド（1）においては第三者である私自身を，フィールド（2）にお

いては町を出て都会で働いている人々（県内ハーフと仮称）をヨソモノ

（中間システム）に見立てることにした．前者には地域の人々が相互に

胸襟を開いて対話する媒介役としての役割期待があり，後者には，町の

文化と都会の文化の媒介役としての役割期待がある． 



である．米子地区は中心市街地からバスで30分の高台に

位置する集落であり世帯数は約120戸．山と川に挟まれ

た隠れ里の趣がある．米子川の上流には不動滝，権現滝

があり，須坂市が全国に誇る景勝地となっている．他の

自治体同様，須坂市も地域活性化や人口減対策に取り組

んでいるが，とりわけ米子地区は，中心市街地よりも涼

しいこと，信州大学が傾斜地を流れる水に着目して水力

発電の実証実験を行っていること等により，地理的特性

を生かした住民主体での活性化検討が望まれていた 

筆者はかねてより須坂市の農工連携（グリーン農業研

究会）を支援していたが，これからの地域再生には小さ

な地域における住民の合意形成が重要と考え，米子地区

の住民による活性化ワークショップ（合計 3 回）を試行

させて頂くこととなった．初回は個別インタビューを行

い，住民同士が顔を合わせるのは二回目からとした．住

民は地区に対し様々な考えを持たれていた．図６は三回

目に住民が自分達を振り返っているシーンの抜粋である．

計画検討が終結したわけではないが，ある住民が唱えた

「心の聖地」というコンセプトをベースにして，当面は

「古道復活に向けた活動」を進めながら「遊休耕作地の

活用」等も考えていくという線に落ち着いた． 

音声ペルソナは図６に示すように，参加者が初回の自

由討論の雰囲気を思い起こす効果があったと言える． 

また，筆者がヨソモノとして振る舞うことで，住民と

行政の方々が地元の言葉で話をされる光景も散見された． 

 
 

（２） 宮城県七ヶ宿町及び仙台市 

 七ヶ宿町は宮城県南部，白石市の西側に位置する人口1、

600人余の山里である．七ヶ宿街道が白石から山形県に抜

けておりトラックの往来も多い．1991年に完成した七ヶ

宿ダムが宮城県の水がめとなっており，水，空気，森林

などの豊かな自然が地域の誇りとなっている．但し高齢

化率は43％に達しており，危機感を募らせた町役場が主

導して，町外の人を町に呼び込むイベントや交流プロジ

ェクトを実施している．筆者は交流支援の一環として，

県内ハーフ（町に生まれて，町を出て仙台で働いてい人)

を町の応援団になって頂く可能性を探ることにした． 

 

まず町内で調査した住民から4名の音声ペルソナを作

成し(例：図４)，それを県内ハーフ１名へのプレ調査で

活用（再生）した．その後，この県内ハーフの音声から

も音声ペルソナを作り，次に実施した県内ハーフワーク

ショップにて，３名の県内ハーフに５体の音声ペルソナ

を聞いて頂いてからワークショップを行った．最初は口

数少なかった参加者もだんだん本調子となり，実は猟師

の資格を取ろうと思っていることや，郷土の先輩が仙台

で郷土料理の店をオープンさせたばかりであること等を

話しだし，町出身者としてどのように町を盛り立ててい

くか？という話題に移って行った．参加した行政職員も

県内ハーフを町の貴重な応援団と認識した（図7）． 

この様子は，後日，町役場にて町長様をはじめとする行

政職員の方々にも聞いて頂き，内発性に基づく闊達な対

話の様子を伝えることができた． 

 

【考察・今後の展開】 

 地域再生という目的に対し，本研究は道半ばではある

が，本研究の経過は下記のようにまとめられる． 

(1)当事者の音声情報を要約して作る音声ペルソナは地

域の生活文化や人々の対話の生き生き感を伝えやすく，

地域活性化に向けた地域当事者の対話促進や場の雰囲気

を伝達する手段として有効に活用できる可能性がある． 

(2)町を出て都会で働いている人々は，郷土愛に基づく技

能承継や仲間のネットワーキング，顧客開拓の意欲等を



潜在的に有している．有力な人材といえる． 

研究課題として，音声情報の効果評価の困難さが挙げ

られる．今回は試行の実施に留まったが，今後は参加者

にアンケートをお願いしたり，音声ペルソナが無い場合

を想像してもらいコメントを頂くことでエビデンスとす

ることが考えられる．また長期的には，音声ペルソナを

使わない会議との定量的な比較を試みて音声ペルソナの

効果のＫＰＩ化を図ることも必要であろう． 

一方，音声ペルソナの作成手順は試行錯誤を重ねなが

ら洗練させてきたが，時間がかかるのが欠点である．呼

吸区間の整備や内容重複箇所の整備など，周波数分布（波

形）を見ながら手作業で行ってきた．このあたりの作業

はソフトウェア技術による効率化も可能であると見てい

る．例えば人間の音声の特徴をＩＣＴが抽出して人工音

声を生音色に似せる技術が開発されている[12]．また携

帯電話等においてＩＣＴが発話の呼吸区間を自動識別し

てその区間に発声区間を伸長させることで発話を遅く再

生する技術（ゆっくりボイス）も実現している[13]． 

これらを踏まえると，（ＩＣＴの力も借りて） 図 8 の

ような地元の音声の要約情報を手軽に作成し活用できる

可能性が開ける．さらに，複数の作業者が個別に要約作

業を行って要約結果を見せて触発しあうグループウェア

的な使い方を想像することもできる（図9）．  

 そこで，音声の応用展望として下記が考えられる． 

(3)音声技術を援用すれば音声要約を手軽に作成／活用

できる道が開ける． 

(4)地域の当事者達が音声要約情報を自ら作成すること

で地域の文化を維持する教育的効果や地域ビジネスへの

可能性，さらにヒューマンスケールの（全員による）自

治を想像することもできる． 

テキストと比べると音声はアナログの性質が強いので，

音声を媒介することで人間と技術がよい関係を結べるか

もしれない．今後，風土に即した音を地域の人々と技術

が相補しながら発見し活用する可能性を検討していく． 
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Ｔ－２地域活性化に寄与する地域メディア－公共性指標による北海道コミュニティFM の実態分析－ 

北郷裕美（札幌大谷大学） 

Keyword： コミュニティ放送、パブリック・アクセス、社会的企業、公共性、地域メディア 

 

【目的と背景】 

地域メディアの存在は様々な形で広報されてきたが、そ

の認知度及び」捉え方には非常に温度差がある。このメデ

ィアが目指す地域生活者を中心とする自律的なコミュニケ

ーション循環の形を考えることを前提に、地域の公共的な

コミュニケーションとは何か、そしてコミュニティ・メデ

ィアはそこに寄与できるか、ということを明らかにするた

め、今回それを測る公共性指標の抽出を試みた。昨年度、

北海道内全域のコミュニティ放送局調査を行ったデータを

基に、その指標を使ってこのメディア及び当該地域の状況

を分析し、今後の指針となる知見を得ることを目的とした。 

 今回に先駆けてこれまで、平成 17 年～18 年に亘り，筆

者は道内全域のコミュニティ放送局（調査当時18局）を半

年かけて訪問調査を行い『コミュニティFMの現状と新たな

可能性』と題した報告書を作成配布し，各コミュニティ放

送局はもとより，各地域の自治体，総務省，北海道新聞等

で評価をいただいた。具体的にはコミュニティ放送の存在

意義と現状認識を明らかにし，各々の地域性を浮き彫りに

することで，一般市民，地域住民への認知拡大と課題提起

を行った。その後も各地域でコミュニティ放送局の設立が

相次いでいる。この調査以降の検証として，新たに設立さ

れたコミュニティ放送局も含め，より詳細な（特に防災面

で）調査報告を心がけてきた。現在も継続的な課題の一つ

として，事業運営問題（財源の調達，社会的支援のあり方）

を抱え，わが国においては東日本大震災で注目された「臨

時災害放送局」でさえ，殆ど継続は自助努力に委ねられて

いる現状を鑑み，本研究を通して欧米のような公的支援や

公的な基金（ファンド）等の公共システム化，制度化を社

会に促すことも本研究の目的のひとつである。ひいてはこ

のメディアの存在意義を再考することで，公的セクターは

もとより，市民，企業等に改めて再認識していただき，有

事の際の備えとして，或いは高齢化社会に向けたコミュニ

ケーションのツールとして「コミュニティ放送」を地域の

活性化のために根付かせたいと考える。 

 

【調査・分析方法】 

 本研究，調査の具体的な方法であるが，基本的には対

面式アンケート及び定性的な聞き取り調査を基にした。

聞き取りの対象者としては，全体を俯瞰できる各局の経

営責任者，制作統括者またはそれらに準ずる立場及びキ

ャリアの方にお願いした。そこに，これまでの研究及び

新たに加わった理論的な知見（自身が蓄積してきたもの

も含め）を加味し詳細分析し，新たな仮説を提起しよう

と考える。現状，ヒアリング調査対象地域と考えている

全地域の対象局は次表を参照いただきたい。 

 

なお今回の公共性指標抽出に当たり最初に、ユルゲ

ン・ハーバーマスとナンシー・フレイザー等の公共性理

論及びデニス・マクウェール及びジェームズ・カラン等

のメディアの規範理論を基に、地域社会における公共性、

公共的なコミュニケーションとは何かを再考した。その

中でも市民公共圏の成立原理である平等性、公開性、自

律性 を基本に、自ら考え自らでものを決めていくような

コミュニケーションが行われる場所がすなわち公共圏で

あるという捉え方である。このような流れからこの時点

で、コミュニティを公共的なコミュニケーションで作り

変える可能性があるのは、コミュニティ・メディアでは

ないか、という仮説を導きその理論値をもとに公共的な

コミュニケーション指標を抽出した。それを基に北海道

内全域のコミュニティ放送局の主要な方々に対面聞き取

り調査を行った。この調査データを基に、比較分析し、

いくつかの知見を得た。 

 具体的にはコミュニティ・メディアの役割としての，

地域内コミュニケーションが滞りなく循環しているかど

うかを測ることに主眼を置き，指標として纏めると，以



下の7項目が抽出されてきた。 

指標の特徴として，①～⑤はこれまで見てきた理念的

な部分，⑥～⑦はそれを受けた具体的な機能と連結する

部分とに分けている。更に「公共的なコミュニケーショ

ンそのものの質と基本的な仕掛け」に関するものが①～

②，「公共的なコミュニケーションの拡大」に関するもの

が③～⑤，「コミュニティ・メディア組織のマネジメント」

に関するものが⑥～⑦となっている。さらに指標は調査

測定の精度を増すために，暫定的ではあるが 7 つの指標

に準じた具体的な下位の細目を各 3々つ，合計で21用意

した。それが以下である。 

① 地域情報の収集伝達 

② アジェンダ・セッティング（議題設定） 

③ コミュニケーション空間の創造 

④ セクター間（市場，行政，市民・団体）の仲介 

⑤ 域外へのコミュニケーションの拡大 

⑥ 公開性，透明性を担保する組織作り 

⑦ メディア・ミックス 

各々の意味するところをさらに細かく解説する。 

 

� 公共的なコミュニケーションの質及び基本的な

仕掛けに関する指標 

① 情報の質として，多様で多元的などのような細か

い日常の情報であっても細かく取り上げていくこと。 

② 地域の多様な情報を課題として取り上げ設定する。

この①②で細かく問題発見がおこなわれ，緩やかに

テーマ化を行う。 

� 公共的なコミュニケーションの拡大に関する指

標 

③ 公共的な議論空間を作ることである。これはハー

バーマスの言う公開性と絡むものであり，制度的な

ものとは別のコミュニケーション空間が必要である

と言う部分と重なる。 

④ 各セクターを議論に巻き込み，或いは議論に必要

なセクターを取り込んでいく，繋いでいくことであ

る。 

⑤ コミュニケーションを拡大し開いていく，すなわ

ちフレイザーが述べていた閉鎖性を回避するという

ことである。 

� コミュニティ・メディア 組織，マネジメントの

公共的な指標 

⑥ 政治的なものとは別な形のコミュニケーション空

間を創造する為の要件としての透明性である。 

⑦ 公共的なコミュニケーションの最適化として協働

の考え方を用いるが，これもまさに閉じないすなわ

ちメディアを開いていかなければ達成されないもの

であり，技術的な問題だけではない，ということあ

る。 

 

さらに下位としての２１細目は，実際のコミュニティ放

送を対象として考えている。 

①  伝達される地域情報の種類：  

ⅰ 地域内の少数意見，多数意見の両方の声を偏りなく

反映した放送を行っている。 

ⅱ 放送局独自に災害時の行動指針（マニュアル等）を

持って放送対応している。 

ⅲ 放送で流す主要な情報は日常の生活情報（細かな地

域情報 催しや交通，気象等）が中心である。 

 

② 情報からアジェンダへの移行過程：  

ⅰ 行政やスポンサーに不利な情報も伝達可能である。 

ⅱ 地域課題を継続的に議論できる番組プログラムを用

意している。 

ⅲ 多様なテーマ（思想，政治，宗教に偏る以外）に対

して壁を作らずセッティングが可能である。 

 

③ コミュニケーション空間の性格と拡大：  

ⅰ 放送（番組）を市民の議論や発言のために開放して

いる。 

ⅱ 多様な情報収集が可能な広いネットワークを持って

いる。 

ⅲ 番組編成は一部の所属長決定ではなく全体合議（話

し合い）によって決定している。 

 

④ セクター間の仲介と集約： 

ⅰ 局が各セクター（行政，市民，企業，団体）間のた

めに公平な仲介を行っている。 

ⅱ 権力による操作や圧力(地域社会やメディアに対し

て)の監視(チェック)を心がけている。 

ⅲ 地域の資源（人的，物質的なものも含め）を繋げる

ことで商品開発やマーケティング，イベント等を積

極的に行っている。 

 

⑤ 域外への発信と協働：  

ⅰ 電波環境の改善協力を行政側に（継続的に）強く働

きかけている。 



ⅱ 放送（番組）をインターネット（サイマル放送や

u-stream）等で配信している。 

ⅲ 放送局が中心となり，可聴域内と域外の情報受発信

や人的交流を推進している。 

 

⑥ 組織の透明化と公開性：  

ⅰ ボランティア型参加の市民パーソナリティやスタッ

フを積極的に受け入れている。 

ⅱ 分散型の出資形態を進め，特定の個人や団体に権限

を集中しないようにしている。 

ⅲ 組織の情報公開（事業計画・事業報告や収支報告）

が外部に対して最低限可能であり，組織への中立な

第三者評価も前向きに受け入れる。 

 

⑦ メディア・ミックスによる情報環境の最適化：  

ⅰ 同業他社のコミュニティ放送局と，事業協同や企画

連携を行っている。 

ⅱ マス・メディア，およびコミュニティ放送局以外の

地域メディア（活字 ＣＡＴＶ インターネット等）

と事業協同や企画連携を行っている。 

ⅲ ＩＴ技術やネット環境を活用し，放送（番組）以外

のコミュニケーション空間（u-stream SNS twitter 

line weblog等）を確保している。 

 

【調査･分析結果】 

筆者が今回行ってきた道内コミュニティ放送調査

の内容を基に，今回抽出した公共的なコミュニケーシ

ョン指標を用いて，既存コミュニティ放送局毎の実態

比較分析を試みた。この調査は，以下のような点を明

らかに出来るのではないかと考えている。 

一つ目は，コミュニティ放送 が20 世紀後半より現

在に至るまで，ある種の社会的，歴史的転換期に集中

して成立していること。二つ目に「地域」の置かれた

現状や特徴によって成立形態や役割に違いがあること。

三つ目は「地域社会の再構築・再活性化」に向けたコ

ミュニティ放送 の担うべき公共的な役割と，その基準

となる新たな指標を提示すること，である。また，今

回の調査の特徴としては，基本的に指標を質問項目に

落とし込んだアンケート調査表を基に，直接訪問を行

った定性的な聞き取り調査である。また調査対象とし

た地域は北海道内のコミュニティ放送の存在している

地域である。基本的に各局のインタビュイー（取材さ

れる側）の組織としての姿勢を反映したものであり，

その内容を基に傾向分析を試みた1。 

以下のマトリックス表は，放送局の理念とは無関係に，

現象と指標との可能性を測っている。繰り返しになる

が，公共的なコミュニケーション指標を元にした北海

道全域のコミュニティ放送局の姿勢及び実態の聞き取

り調査を基に纏め比較した表である。 

 

 

 

これらすべての指標の傾向分析は、単なる数値総計の

多寡による局間の優劣を問うものでは無いと考える。コ

ミュニティ放送の当該地域での実際の認知や定着状況、

                                                        
1 今回の調査対象局は日本コミュニティ放送協会北海道支部に

加盟している22局，及び退会して間もない1局（FMメイプル 北

広島市）である。理由は公式に公開されている情報の入手に偏

りが生じること等である。今後の調査ではそれ以外の3局も対

象と考えている。 



数値化できない影響力や貢献等を考慮に入れるならば、

今回の指標数値は、理論抽出した公共性という考え方を

どこまで当該地域に適応できるかの実験的な試みでもあ

る。しかし、コミュニティ放送を考えるときに、極めて

有効な判断の役割を果たすと思っている。特に客観的な

評価と言う意味と、これを基に地域活性のモデル化およ

びマネジメントを行う指針と言う意味においての有効性

である。 

この全指標を通していえることではあるが、局の姿勢

としての当事者表現と実態（運用面）との乖離も見られ

た。また、当事者が現状を肯定的に或いは楽観的に解釈

する場合と、厳格に捉える場合とでも温度差が生じる。

もちろん当該地域の市民や行政等の評価も重要になるが、

ここでは敢えてそこまでは言及せず、そのような議論に

持ち込む材料として提示する。 

 

【考察・今後の展開】 

 今回、既存のマス・メディアに替わり、オルタナティ

ブなコミュニティ・メディアがどのように地域社会の公

共的なコミュニケーションに寄与するかを理論的及び実

証的に検証し、一定の理論知を得た。それを元に公共的

なコミュニケーションについて指標分析を基に考えてき

たが、この指標による当該局間での意識のバラツキは、

その理由も含めてこれがコミュニティ・メディアの地域

性、多様性につながると考える一方で、これらのばらつ

きを補正し、より客観的なサーベイが可能になるよう今

後も指標の内容や項目の見直しは継続するつもりである。 

今後も、この指標を使い分析し、評価すると同時に理

論的にフィードバックすることによって、地域コミュニ

ケーション構築のモデル化を考えてみたい。これは、地

域社会のコミュニティ・メディアの位置を考えるときに、

極めて有効な役割を果たすと思っている。今後の発展可

能性として、これを実態に併せて活用していけたらと考

える。公共的なコミュニケーションはひとつの方策であ

り、あらためて地域社会の公共的なコミュニケーション

にメディアが寄与できるか、ひいては地域の活性化に寄

与できるかも、併せて考えることでこの実態分析および

モデル化作業の意義が出てくると考えている。 
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Ｔ-３ 商店街組織によるコミュニティ・カフェのマネジメント 
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【背景】 

近年，地域コミュニティの疲弊・縮小に伴い，様々な問

題が出現している。一方で，とりわけ東日本大震災以降，

地域コミュニティの役割が見直されてきており，その活性

化が急務とされている。 

地域コミュニティの活性化とは，地域コミュニティにお

いて，人と人との「出会い・集い」が生まれ，「出会い・集

い」が継続的に行われることにより「交流・ふれあい」に

発展し，「交流・ふれあい」をもとに「ネットワーク」が形

成され，「ネットワーク」による諸活動によって「にぎわい」

が創出されるという一連のプロセスの結果としてもたらさ

れるものである（菅原（2013））。その実現の場の1つに，

コミュニティ・カフェがあげられる。 

コミュニティ・カフェは，これまでに様々な定義（例え

ば，「営利を求めるだけでなく地域やその地域に住む人たち

のための活動を目指す『場』」（富山居場所＆コミュニティ

ネットワーク・公益社団法人長寿社会文化協会（2010），「縁

を広げることを目的としたカフェ」（Hokkaido コミュニテ

ィCafeクミアイ資料）等）がなされている。また，類似の

概念として，コミュニティ・レストラン（「楽しく働き，お

いしく食べる，くつろぎの場」をコンセプトとし，①地産

地消を進める，②健康づくりを応援する，③地域の食卓・

地域の居間を目指す，④誰でも安心して利用できる，⑤循

環型地域づくりに取り組むという 5 つの実践のうち，1 つ

以上を行っている（あるいは，実践することを目指してい

る）もの（世古（2007））等がある。 

これらをふまえ，本稿では，コミュニティ・カフェを「飲

食・イベント等が提供される，主として地域住民の居場所・

たまり場」と定義づける。ここ数年，全国各地でコミュニ

ティ・カフェが続々と開設され，その数は急増しており，

公益社団法人長寿社会文化協会（2010）には全国の約 660

ヶ所のコミュニティ・カフェがあげられている。 

 ところで，商店街は，地域商店街活性化法において「地

域コミュニティの担い手」として位置づけられている。こ

れまで，商店街組織は地域コミュニティをその存立基盤と

してきたことから，地域コミュニティの活性化に向けて何

らかの貢献を行うべきであり，現に様々な取り組みを行っ

ている商店街組織もみられている。 

こうしたことから，商店街組織がコミュニティ・カフェ

の運営に参画している事例がみられつつある。しかし，そ

の多くは，NPO 法人等との連携によって行われているもの

の，実際の運営はNPO法人等が担っており，商店街組織の

役割は主として場の確保（空き店舗の賃借）に限定されて

いる。また，商店街組織では，コミュニティ・カフェの運

営は空き店舗対策や集客対策としての位置づけが強く，地

域コミュニティの活性化を図るためのものという意識が希

薄であるケースも散見される。 

商店街組織が地域コミュニティの活性化に向けて何らか

の貢献を行うのであれば，自らが主体となって取り組みを

行うとともに，地域コミュニティの活性化をもたらすよう

な取り組みを行う必要がある。つまり，コミュニティ・カ

フェの単なる運営ではなく，マネジメントが求められる。 

【先行研究】 

前述のように，コミュニティ・カフェがここ数年の間に

急増してきたこともあり，コミュニティ・カフェに関する

研究はそれほど多いとはいえない。しかも，その大半は事

例の紹介にとどまっている。そうした中で，コミュニティ・

カフェの運営に関する研究としては，大分大学福祉科学研

究センター（2011）および田中・鈴木・松原・奥・木多（2007）

等があげられる。 

大分大学福祉科学研究センター（2011）は，全国のコミ

ュニティ・カフェを対象とするアンケート調査の結果から，

コミュニティ・カフェの現状と課題について，①「個人や

非営利団体の自発的な意思で開設され，地域の団体や個人

と連携協力しながら，飲食，講座，展示など様々な事業を

柔軟に展開し，それらの事業を通じて，利用者の間に人と

の出会い，つながりをつくりだして」いるが，②「財務面

では4割が赤字で，設置者の持ち出しやボランティアに頼

っており，自由で柔軟な運営を損ねることなく助成できる

仕組みが求められて」おり，③「コミュニティカフェにつ

いての認知を向上させ，助成金や協力団体，スタッフの確

保や建物の改修などに関して，情報提供，助言を行い，運

営についての研修等を行う中間支援も求められて」いると

指摘している。 

また，田中・鈴木・松原・奥・木多（2007）は，コミュ

ニティ・カフェの運営が柔軟なものであるとすれば，「場所



を開設する際に何らかの目的を掲げるとしても，掲げた目

的をどのようなかたちで実現するのかということ，即ち目

的の中身は運営を通して事後的に形成されてくる」もので

あると指摘している。 

しかし，商店街組織によるコミュニティ・カフェの運営

や，コミュニティ・カフェのマネジメントについての分析

は皆無に等しい。 

【目的】 

 そこで，本報告では，商店街組織によるコミュニティ・

カフェのマネジメントが，(1)どのように行われているのか

について分析し，(2)どうすればうまくいくのかについて考

察することを目的とする。 

【研究方法・内容】 

 商店街組織が主体となって運営しているコミュニティ・

カフェ（コミュニティ・レストランを含む）4 ヶ所を事例

として取り上げ，その背景・目的，内容，手法，成果等に

ついて分析を行った。 

(1)A商店街 

 スーパーにはない縁側機能（人間関係が構築され，居場

所になっていく現象）を強化することで，商店街に人が戻

ってくることを期待し，人が集まり，いろんな議論をし，

そこから商店街の店主を知ってもらえる場所として，コミ

ュニティ・カフェを開こうということになった。 

 平日は普通のカフェとして営業されているが，毎週土曜

日には様々なイベント（例えば，大学の落語研究会による

落語，商店街組織のメンバーによる自店や自分の技術の話，

開業医による健康講座，動物園の飼育課長の話，南極越冬

隊経験者の人の話，東日本大震災で被災した人の話など）

が展開されている。 

 コミュニティ・カフェの店長は商店街組織で雇用してい

るが，その他のスタッフはボランティアや商店街組織の事

務局メンバー等がローテーションで担当している。店内の

修繕は商店街組織のメンバーが対応しており，備品の一部

（テーブル等）は商店街組織のメンバーが寄贈したもので

ある。 

 来店客は10～20人/日にとどまっており，補助金がなく

なったこともあって，採算面については厳しい状況にある。

来店客は高齢者が中心であるが，コミュニティ・カフェで

知り合いになり，情報交換を行うなどのつながりが生まれ

ている。 

また，イベントの来場者は地元住民が多いが，イベント

によっては市外からも来ることがある。オープン当初はす

べての土曜日をイベントで埋めることが難しかったが，

徐々に「ここでやらせてほしい」という申し出が増えてき

ている。その結果，こうした持ち込みイベントと，商店街

組織の企画するイベントが，半々で行われるようになって

いる。 

さらに，商店街組織のメンバーが，イベントに誰を呼べ

ばいいのか気にして，いろいろなアイディアが出てくるよ

うになった。また，若手のメンバーも，コミュニティ・カ

フェを起点としてイベントを手がけていこうという意識を

持つようになった。 

その他，コミュニティ・カフェの来店客が，帰りに商店

街へ立ち寄ってくれ，店主と顔見知りになったり，売上の

増加につながっているケースも出てきている。 

(2)B商店街 

もともと，商店街組織としては，ＪＲ駅の駅前広場でイ

ベントを実施する等，地域とのふれあいを志向しており，

地域の人達がふれあう場所づくりを考えていた。そこで，

空き店舗になっていた元レストランに着目し，コミュニテ

ィ・カフェをはじめることになった。 

 日中はカフェとして営業されており，ランチタイムには

近隣地域の農家から仕入れた取れたての食材を使ったメニ

ューを提供している。また，夕方以降はレンタルスペース

として，カラオケ，コーラス，パッチワーク等のサークル

活動の場所として活用されている。さらに，店内に大型の

スクリーンがあり，それを使っての映画鑑賞会が，月2回

程度実施されている。この他，商店街組織のメンバーの販

路開拓や宣伝を主な目的として，ボックスショップが設置

されている。 

 商店街組織としては，食物を扱っているため，責任を持

ってもらいたいということから，ボランティアに依存した

運営ではなく，きちっとした営業形態にしたいと考えてい

た。そこで，コミュニティ・カフェのスタッフとして，商

店街組織が地元の主婦3人をパートで雇用している。素人

集団がやっていると思われないように，スタッフには制服

を着用してもらっている。 

 来店客は平均して20人/日程度であるが，今のところ補

助金をもらっているため，収支は均衡している。 

 駐車スペースが3～4台分しかないことから，「歩いて来

られる人」にターゲットを限定し，イベントやサークル活

動で誘引を図った結果，高齢者や親子連れ等，歩いて来て

くれる人が増えつつあり，まだ数は少ないものの常連客も

できつつある。 

 コミュニティ・カフェの来店客が知り合いになり，友達

と一緒に来て，そこでまた新しい友達ができる，というケ



ースが多い。また，イベントがきっかけで話をするように

なり，3～4人ぐらいのグループができ，一緒に勉強会，カ

ラオケ，うたごえ喫茶等に出かけているケースもみられて

いる。 

(3)C商店街 

商店街組織では，以前より，商店街の中に「用がなくて

も寄れる場所」や「観光客が無料で休める場所」がほしい

と考えていた。そうした商店街の拠点づくりを検討してい

たところ，適当な物件があり，商店街組織で借りられるこ

とになった。改装後，コミュニティ・カフェを含む交流施

設としてオープンした。 

 この交流施設では，コミュニティ・カフェの他に，ボッ

クスショップ，物販（地元の特産品や野菜等），レンタルス

ペース（コンサートや落語会等のイベント会場として），観

光客の昼食会場（バス会社との提携），宴会会場（地元の仕

出し屋との提携）といった様々な事業が展開されている。 

 コミュニティ・カフェを含む交流施設の運営は，商店街

組織が雇用するパート2人により行われている。コミュニ

ティ・カフェ以外の事業は委託によって行われており，手

数料部分が商店街組織の収入となるが，運営に必要な諸経

費をカバーすることができている。 

 数年前に当該地域がテレビ番組の舞台となり，その番組

が人気になったことから，全国各地からファンがコミュニ

ティ・カフェにも来訪するようになった。ファンから道を

尋ねられ，スタッフが親切に対応してあげたところ，帰り

に立ち寄ってお礼を言ったり，お土産を買ったりして，フ

ァンとスタッフとの間で交流が生まれるようになった。そ

の後，ファンが何度も訪れるようになったり，ファン同士

の待ち合わせ場所になったり，コミュニティ・カフェが忙

しいときにはファンが手伝うようになったりしている。 

 また，近隣の高齢者が，野菜を買いに来たついでに話し

込んでいくこともある。そうしたおしゃべりが魅力となっ

て人が集まってきたり，たまたま立ち寄った人がイベント

等を見て混ざってきたりすることもあり，それらが交流・

つながりに発展していくケースもみられている。 

さらに，ボックスショップにおかれた作品を見て「誰が

作っているのか教えてほしい」という問い合わせがあった

り，「うたごえ喫茶をやりたい」という人が出てきたりして

いる。 

(4)D商店街 

当時，商店街では空き店舗が出現しはじめており，商店

街組織としては，それを何とか埋めなければと考えられて

いた。しかし，商店街組織が空き店舗の賃借を仲介してい

たのでは埒が明かず，商店街組織自らがテナントとして空

き店舗を埋めなければいけないのではないかということに

なった。一方，商店街組織内部での合意形成は困難で，な

かなか事業が前進しないことから，商店街組織のメンバー

有志が共同出資で株式会社を設立し，空き店舗を借り，コ

ミュニティ・カフェとしてオープンした。 

 ランチタイムにはワンデイシェフ形式でランチを提供し

ており，その他の時間はカフェタイムとして営業されてい

る。ワンデイシェフには約50人が登録しており，そのうち

の半数ほどが，毎月～数ヶ月に1回程度，ランチを担当す

る。シェフの多くは「自分の作った料理を食べてほしい」

という趣味の範囲の参加であり，これを契機として開業し

たのは2人である。その他，ボックスショップ，展示スペ

ースの提供（壁面を使って絵画等の作品を展示），レンタル

スペース（陶芸，手芸，韓国語等の各種教室）等の事業を

展開している。 

 運営するスタッフとして，会社が2人を雇用している。

このスタッフは，ワンデイシェフのコーディネーター（メ

ニューのチェック，スケジューリング等）の役割も担って

いる。 

 ランチタイムには 20～30 人/日，カフェタイムには 15

人/日の来店客があり，その他，ボックスショップでの購入

者が30～40人/日程度ある等，商店街全体では3本の指に

入るほどの来店客数がある。 

また，その日のワンデイシェフの友人・知人や，展示ス

ペースの作品の展示者の友人・知人等が来店することも多

い。これら来店客の大半は商店街と縁のない人たちである

ことを考えれば，人を集めるという点においてはある程度

成功しているといえよう。 

 しかし，5～8人掛けのテーブルで相席になるようにした

り，来店客と対面できるように厨房を配置したりして，来

店客同士や，シェフと来店客の間の交流を図ろうとしたが，

なかなか交流にはつながっていない。補助金がなくなった

こともあり，全体としては厳しい収支となっている。 

【分析結果】 

 事例として取り上げた4つのコミュニティ・カフェでは，

以下のようなマネジメントが展開されている。 

(1)コミュニティ・カフェは，「人が集まる」「地域の人たち

がふれあう」「用がなくても寄れる」といった場所を目指

してオープンされている。 

(2)コミュニティ・カフェでは，近隣地域の農家から仕入れ

た取れたての食材を使ったランチや，地元の人がワンデ

イシェフとなって提供されるランチなど，こだわりのあ



るメニューが提供されている。 

(3)コミュニティ・カフェでは，商店街組織のメンバーによ

る自店や自分の技術の話，落語，映画鑑賞会，コンサー

ト等の様々なイベントが実施されているほか，ボックス

ショップ，レンタルスペース，物販等の収益事業に取り

組んでいる。 

(4)コミュニティ・カフェの運営スタッフの多くは，商店街

組織が直接雇用（パート等）している。この他に，商店

街組織のメンバーや，テレビ番組のファン等がボランテ

ィアとして運営をサポートしている。 

(5)コミュニティ・カフェでは，①高齢者を中心とした来店

客が知り合いになる，②その後友達と一緒に来て，そこ

でまた新しい友達ができる，③イベントがきっかけでグ

ループができ，一緒に出かけるようになる，④スタッフ

と来店客（テレビ番組のファン）の間で交流が生まれる，

⑤高齢者が買い物のついでに話し込んでいくことがきっ

かけで人が集まってくる等，様々な交流・つながりが生

まれている。 

(6)コミュニティ・カフェの来店客が帰りに商店街に立ち寄

ったり，商店街と縁のない人たち（ワンデイシェフや展

示スペースの作品の展示者の友人・知人）がコミュニテ

ィ・カフェに来店する等，商店街に対しても何らかの波

及効果がもたらされている。 

(7)しかし，来店客はそれほど多いとはいえず，採算面では

おおむね厳しい状況となっている。 

【考察】 

 今後，商店街組織がより適切なコミュニティ・カフェの

マネジメントを展開していくためには，以下の4点を考慮

する必要がある。 

(1)コミュニティ・カフェでは，来店客同士での交流・つな

がりが生まれており，中には，イベントがきっかけで，3

～4 人ぐらいのグループができ，一緒に出かけていると

いうケースもある。しかし，多くの場合，そうした交流・

つながりはコミュニティ・カフェの内部にとどまってお

り，地域コミュニティの活性化につながっているとはい

えないのが現状である。そこで，コミュニティ・カフェ

の中にとどまっている人と人とのつながりや交流を地域

コミュニティ全体へ波及させることが必要と考えられる。 

(2)コミュニティ・カフェの運営は，主として商店街組織が

直接雇用したスタッフによって行われている。今後，コ

ミュニティ・カフェにおいて交流・つながりを生み出し，

それらを地域コミュニティに波及させていくには，様々

な取り組みが求められる。しかし，採算面での厳しさを

考慮すれば，さらにスタッフを雇用し，これ以上の人件

費を負担していくのは難しいというのが現状である。そ

こで，地域住民等に，コミュニティ・カフェの運営へ積

極的に参画してもらうことが必要と考えられる。 

(3)コミュニティ・カフェの運営を通じて，商店街組織のメ

ンバーからいろいろなアイディアが出てくるようになっ

たり，若手のメンバーがコミュニティ・カフェを起点と

してイベントを手がけていこうという意識を持つように

なったというケースもある。しかし，多くの場合，そう

した意識を持つのは商店街組織のメンバーの一部に限ら

れるというのが現状である。そこで，商店街組織のメン

バー全体が，コミュニティ・カフェに関心を持ち，運営

に協力してもらうために，コミュニティ・カフェの波及

効果が商店街全体にもたらされるような仕組みを構築し

ていくことが必要と考えられる。 

(4)商店街組織がコミュニティ・カフェの運営を行うに際し

ては，空き店舗対策にかかわる補助金を獲得する場合が

多い。しかし，こうした補助金の多くは，①オープン前

の初期投資に対しては手厚いものの，オープン後の運営

に対しては十分とはいえない，②補助期間が最長でも 3

年間であり，コミュニティ・カフェを地域コミュニティ

の中で認知させるには十分とはいえないというのが現状

である。そこで，行政や商工団体に対し，支援のあり方

（補助金の対象や期間等）について見直しを求めていく

ことが必要と考えられる。 
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Ｕ－１ いわゆる中山間地域における地域の課題と人材育成の必要性‐青森県新郷村を例として－ 

○田村正文（八戸学院大学）・丹羽浩正（八戸学院大学） 

Keyword： 青森県新郷村、中山間地域、村営政策 

 

 

【１．はじめに】 

 わが国では、少子・高齢化についての議論が近年数多

くなされている。特に地方の第一次産業が主たる産業と

なっているような、いわゆる中山間地域においては高齢

化に加えて過疎化が問題となっている。同時に耕作放棄

地の増加や産業の衰退、さらには買物等の移動の困難者

（買物弱者）等の存在が指摘されている1。 

 そこで、本稿においては、青森県新郷村を事例に中山

間地域が抱えている諸問題について概観することで、今

後どのような振興策やそれを牽引する人材の育成を講ず

るべきなのかについて見て行くこととする。 

 

【２．新郷村の概況】 

2-1 新郷村の位置 

 青森県南部の三戸郡内に位置する新郷村は、人口が

3,000 人弱、戸数が約 950 戸、高齢化率は青森県第 3 位、

村面積の約 75％が森林におおわれた典型的な中山間地域

である。図2-1でも分かるように内陸部の秋田県との県境

に位置している。村内には幼稚園の他小学校、中学校が

それぞれ２校あるものの、高等教育機関は存在していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 青森県内における新郷村の位置 

出典：（http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/hachido 

_gaiyou.h tml）より引用． 

 

                                                        
1 例えば、山下（2012）など． 

2-2 新郷村の産業 

新郷村の主要な産業は農林業であり、村内の戸数の約

52％が農林業に従事しているように第一次産業とくに農

業に占める割合が非常に高い2。さらには、農林業経営体

の経営形態としては、家族経営体がほとんどを占め、い

わゆる零細経営である。また、新郷村における販売目的

を有した農業の作付けの状況は、水稲、野菜の作付けが

多い。しかし、作付けの面積を経営体数で除した 1 経営

体当たりの平均作付面積は水稲では 0.74ha、野菜では

1.13ha と必ずしも大規模で行っているとは言い難い。ま

た水稲による出荷額よりも野菜類の出荷額が多いことが

特徴でもある3。栽培されている野菜の種類としては、に

んにく、だいこん、やまのいもの作付けが多いものの、

これらは一経営体において複数の品目を作付けしている

ことによる。 

 次に、新郷村における事業所について見て行く。工業

統計の各年版4では、平成11年までは（村内における製造

業）事業所数は４～５カ所と安定的に推移してきたが、

平成12年以降は2カ所となっている。事業所当たり、従

業員当たりの出荷額、付加価値額も時系列では減少傾向

にある（平成 12、13 年はデータの公開が秘匿）。そのよ

うなことから、村内における雇用の場の喪失にあること

が顕著であるといえる。 

 一方、商業施設の店舗数、従業員数については、先に

見た農業と同様に個人かつ零細経営であるといえる。 

特に、事業所数においては村内では非常に少なく、か

つ規模も小さいことから自地域内における雇用の場が非

常に少ないという課題が見られる。特に、製造業の従業

者数と販売店舗の従業者数を新郷村の人口で除すれば、

村内にて従事している割合が5％未満となる。そのような

                                                        
2 これについては、平成22年農林業センサス青森県を参照．

以下、本節での農林業に関するデータは、本センサスより作成． 
3 平成17年農林業センサスでは、米（27千万円）、野菜（167千
万円）、果実（2千万円）、花き（11千万円）、肉用牛（39千万円）、

乳用牛（27千万円）となっている。佐藤，p.85より． 
4 これについては、経済産業省工業統計

（http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/library/library_2.html）お

よび青森県の商業

（http://www6.pref.aomori.lg.jp/tokei/document_view.php?sheet_no=2
316）を参照． 
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中において、今後は村内における雇用の場、付加価値が

期待される産業の創造が必要であるといえる。 

2-3 新郷村における付加価値商品の開発 

 このようなことは、地域経済の疲弊が言われる中にお

いて新郷村に限った事ではない。多くの中山村地域にお

いては、「地域ブランド」にみられるように第一次産業に

よって産出される作物に付加価値を付ける取組が見られ

る。新郷村周辺の町村においては、田子町（にんにく、

牛肉・田子牛）、五戸町（牛肉・倉石牛）、南部町（にん

にく）が地域ブランド品として知られている。地理的に

隣接している新郷村においても、にんにく、肉牛などの

生産はされているものの、地域ブランドとしては認知さ

れるには至っていない。これら地域に共通する作物とし

ては周辺地域においては例えば十和田市ではにんにくの

生産量が全国 1 位であるなど、この地域での主たる農産

物として、にんにく、畜産物が挙げられる。周辺他地域

と比較すれば、新郷村においても高付加価値商品の開発

が求められるといえる。 

このような中において、青森県において酪農の発祥と

されるのが新郷村である。1933 年に 5 名により酪農がは

じめられ、1954年には雪印乳業の生産工場が立地5したも

のの、その後1978年に撤退するなど、地域内産業の発展

が従来からの課題であったが、乳製品の加工として「新

郷村ふるさと活性化公社」を1996年に設立し、村内の産

品の付加価値向上にも取り組んでいる。同公社は旧黒川

村（現新潟県胎内市）をモデルとし、公社設立前には新

郷村職員を黒川村へ派遣し、そのノウハウを取得してき

たという経緯がある6,7。 

 また、同公社の主要な製品は飲むヨーグルト、アイス

クリーム、牛乳などである。特に、評価が高いのが飲む

ヨーグルトであり、1ml当り13億～15億個（通常は1ml

当り1000万個以上）という乳酸菌が非常に豊富であると

いう特徴がある8。この飲むヨーグルトはインターネット

販売、村内をはじめ近年では周辺地域の百貨店などでも

購入できる需要の多い商品である。そのため、首都圏な

どの百貨店、チェーン展開をしている飲食店などからも

                                                        
5 例えば佐藤(2011)，p.76を参照． 
6 新郷村でのヒアリングによる． 
7 新潟県黒川村は、2003年まで約半世紀にわたり在職した村長

のリーダーシップにより、観光と農業を中心とした開発を勧め、

村外への人口流出が少なく人口減少時代の地域マネジメントと

して注目された． 
8 佐藤(2011)，p.77. 

要望があるものの、対応できない状況にある。この理由

として、飲むヨーグルトに適した生乳を村内の酪農家１

軒から搾乳直後の状況で仕入れていることから、供給量

が限定される9という、いわゆる超過需要になっている。

そのため、原材料の供給が隘路となり大口需要者向けに

販路が拡大できないという状況である。 

 

【３．新郷村の人口動態】 

はじめに平成 17 年および平成 22 年の国勢調査の人口

を基に、新郷村の人口のコーホート図を作成したのが、

図3-1である。10代～20代にかけての人口減少が見られ

る。これは、先述のように村内には小中学校はあるもの

の、高校以上のいわゆる高等教育機関が皆無であること、

村内に事業所が少なく若年層の雇用の場がないことが要

因であるといえる。 

 しかし、25歳以上から60歳までのいわゆる生産年齢人

口は、安定的に推移している。村内に雇用の場が少ない

にも関わらず、プラスに転換しているのは、就学などに

より村内の中学校を卒業した後、他の市町村に居住し 20

代中盤で帰村するなどのパターンが見られるといえる。 

 人口の動態が安定的に推移している要因としては、村

内で就学している子息がいるために離村しない、周辺町

村へ通勤できる範囲内に就業場所がある、農業をはじめ

在宅での仕事を行っている等が考えられる。 
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図3-1 新郷村における人口動態（コーホート図） 

出典：国勢調査各年版を基に作成 

 

次に、図3-2に示すように、平成22年の国勢調査人口

を基に年齢別の人口ピラミッドを作成し、それを基に新

郷村における人口構成について見ていく。 

20 代～60 代までの生産年齢人口は男性の方が多く、0 代

～10代、60代以上の若年人口、老齢人口は女性が多いと 

                                                        
9 この内容については、新郷村でのヒアリングによる． 
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図3-2 新郷村の人口ピラミッド 

出典：図3-1に同じ 

う特徴がみられるものの、50代以上が人口に占める 

割合が非常に高まるという傾向にある。つまり、人口ピ

ラミッドの形状でいうところの壺型を示しており、典型

的な少子高齢化にあるといえる。 

 

【４．村内のモビリティ】 

 4-1 域外への移動手段 

 新郷村は開村以来、鉄道が通ったことがなく、道路交

通による移動のみに依存せねばならなかった。そのため、

多くの場合には交通手段はマイカーあるいはバスが主体

となる。平成23年度における新郷村の車両保有台数の総

計は3131台である。特に軽の貨物車（軽トラック）や軽

4輪が多いという特徴が見られる。また、総計を世帯数で

除した1世帯当たりの車両保有台数は約3.3台である。こ

れは、現在の新郷村の人口約2900人に対しての世帯当た

りの家族数約3.0人よりも多い。一方、自家用のみを抽出

し、新郷村の人口で除すれば 1 人当たり約 1 台の保有台

数ということになる10。 

これらから、車両の用途としては、マイカーとしての

買物や通勤などに使用する一方で、農業などを行ってい

る場合にはその使用にも利用しているといえる。 

4-2 バスの利用状況 

一方で、バスも当該地域をカバーする南部バス（本社

八戸市）が村内の東側（西越地区、金ケ沢地区）が終点

であることから、いわゆる村の中心部から域外への直通

バスが通っていないという特徴がある。そのようなこと

から、隣接する五戸町までは乗換が必要であるため、村

内では無料の村営バスを運行している。この役割として

                                                        
10 これについては、東北陸運局のＨＰ

（http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/tokei/tk-to01-07.pdf）を参照． 

は、村内の数カ所から、西越地区、金ヶ崎地区の南部バ

スの停留所までを運行する、いわゆるフィーダー輸送と

しての要素が強いといえる。 

 南部バスの新郷村方面へのバスの 1 日当たりの平均乗

車数は、表4-1に示すとおりである。近年では、平均乗車

人員が減少傾向にあるとともに、路線バス維持負担金が

増加している。特に、西越線（五戸高・五戸中経由）に

おいて高い減少率が見られることから、新郷村では村内

から五戸高校への通学者の減少があると見ている。 

 

表4-1 路線バスの状況 

年度（10月～9月） Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24
金ケ沢線 2.9 2.6 2.3 2.1 2.5
西越線（手倉橋・荷軽井経由） 1.9 1.3 1.0 0.9 1.2
西越線（五戸高・五戸中経由） 3.9 3.7 3.3 3.0 2.0
西越線（五戸中・豊川経由） 1.0 1.1 0.6 0.2 0.8
西越線（五戸中・荷軽井経由） 0.8 0.9 0.7 0.7 1.1
西越線（豊川経由） 2.2 1.6 1.1 2.0 0.8

平均 2.12 1.87 1.50 1.48 1.40

路線バス維持負担金（千円） 2,729 2,800 3,462 3,579 3,785  

出典：新郷村資料より 

 

 このように見てくると、新郷村では小売店等も少ない

ことから域外に買物や通院などに出かける機会が多いと

いえる。新郷村の居住者が、主としてどの市町村で買物

をするかについては、八戸市が最も多く、次いで十和田

市、おいらせ町となっている11。これらに共通するのは、 

直通の公共交通機関が存在していないことである。した 

がって、新郷村におけるモビリティはマイカー中心であ

るといえよう。 

 

【５．村営政策について】 

 5-1 定住政策 

 今まで見てきたように、新郷村では高齢化が進行する中

において、農業（畑作）を中心とした第一次産業が中心

である。現在、八戸市を中心とした青森県三戸郡内の町

村とともに「定住自立圏構想」が立ち上がっている。そ

の取組の一環として新郷村においても域外からのU ター

ン、Iターンなどによる定住推進を実施している。 

 現在までに数名域外から新郷村に転居した住民がある

が、これらは本人あるいは配偶者が新郷村出身であり、

その縁でU ターンし定住したという経緯となっている。

域外からの転居者に対しての行政サービスとしては、村

                                                        
11 これについては、『平成23年度商圏調査報告書』を参照． 
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営住宅の斡旋、村内の空き家の仲介などが行われている。 

5-2 村内における高齢者対策 

 新郷村のような中山間地域においては、日用雑貨をは

じめとした生活必需品の購入についても、域外あるいは

村内での移動を伴う。山間の地形ゆえに冬期間の降雪量

も多く、家屋周辺の除排雪が高齢化集落の大きな課題と

もなっている。 

 そのような中にあって、単身高齢者の中で希望者を募

集し冬期間のみ村営住宅での共同生活を行う取組を行っ

ている。平成24年度は村内の3人の高齢者女性が希望し、

冬期間の共同生活が青森県内においても先駆的事例とし

て取り上げられている。同時に「地域見守り隊」活動に

では、日常的な取引のある金融機関、新聞販売店などの

企業などが見守り隊員として、特に高齢者居住の住宅な

どにおいて、例えば朝刊などが溜まっている、注文がし

ばらくない、など気が付いた点、不審な点などが感じら

れた場合は新郷村役場の地域包括支援センターに連絡が

届けられるという仕組みである。 

5-3 その他の政策 

 現在、新郷村では高齢化が進行していることから農業

などにおいても後継者不足、高齢化ゆえに耕地面積の縮

小などによる耕作放棄地が村内に151ha（農林業センサス

より）存在している。そのような高齢化時代の農業の一

環として、甘草の作付けが行われている。これは新郷村

と新日本製薬との提携により作付け・栽培を行っている。

さらに村の面積の約 75％が森林で占められる環境下にお

いて、シイタケの栽培が伝統的に行われてきた。現在も

シイタケやその加工品が特産物として道の駅などで販売

されているが、集落や近隣住民などの有志で結成された

チームを作り、そのチーム間で年間の収穫量などを競い

合うことでモチベーションを高める働きをしている。 

 また、毎年 5 月の最終水曜日に世界各地で行われてい

る「チャレンジデー」に平成24年に新郷村は初めて参加

し、日本一になった。それを気運として、「健康で明るく

心豊かな長寿のむらづくり」が推進されている。 

 

【６．人材育成の必要性】 

新郷村では、中山間地域、高齢化という問題が顕著で

あるが、過疎・高齢化の中で様々な取り組みがなされて

いる。しかしながら、今後直面するであろう数多くの課

題が見受けられる。1つは、新郷村における域外からの移

入である。つまり、事業所などの生産・雇用の場が非常

に限定されていることから、村内で生産された加工・販

売については域外で付加価値を付けなければならない。 

 また、行政主導による政策・対策が多いことから今後

は民の観点を入れることが求められるであろう。とりわ

け、新郷村に関する情報の発信という観点では、新郷村

役場が情報源になっている。例えば、移住・定住などで

移入し農業を行っている比較的若い世代においては、農

作物の直売などにおいて ITを活用するなどし、より一層

新郷村について情報を域外に出すことで、域外との交流

を広めることも必要であると思われる。 

 このような中において、平成26年度に八戸学院大学（以

下、本学と称す）と新郷村との包括連携協定が締結され

た。それ以前から本学と同村の間では、固有の課題を克

服するための調査・研究等を行ってきた経緯がある。こ

の場合、同村から特定の案件について単発的に本学が対

応するというスタンスであったが、今後は、この協定を

活用し、本学と同村との間で定期的なかつ継続的な人材

育成を行いうることが期待される。とりわけ、村内で生

産された農産物等への付加価値化や販路拡大のようなビ

ジネス化についての人材の育成や本学が以前から実施し

てきた健康調査などを通じて、情報発信やマーケティン

グ、住民の健康等に関する官学連携を通じた地域リーダ

ーの養成が求められると言えるだろう。 
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Ｕ－２ 地方の観光を目玉とした活性化政策と6次産業化に関する考察 

～社会を熱力学的に捉える研究～ 

  小林正二（高知工科大学） 

 

Keyword：新幹線効果の熱力学的意味、人の還流システム形成、地域活性化の活力源 

 

１．諸言 

 我が国では、地方から都市への人口流出に歯止めがかか

らない状況の中で、今また新幹線効果を狙った地方の活性

化の動きが活発化している。その一つに、北陸新幹線の延

伸開業（Ｈ27年春予定）に合わせて信越境界付近の沿線市

町村が取り組む広域観光事業の推進を挙げることができる。 

筆者はこの取り組みの成功を願うが、15年ほど前の通称

山形新幹線の延伸開業のことが彷彿としてくる。何故なら、

北陸新幹線延伸に伴う沿線地域への新幹線登場は、これら

の地域にとって明るい材料を期待できる一方で、経済基盤

を弱体化させる可能性を有することに危惧するからである。 

本論では、新幹線効果の熱力学的な意味を解明し、改め

て新幹線効果を目玉とした観光をベースとする地方の活性

化政策の問題点とその打開策に言及するものである。 

 

２．北陸新幹線延伸沿線のブランドコンセプト 

 北陸新幹線長野以北金沢までの延伸開業を 2 年後に控え

た平成 25 年 3月 20 日、信越 9 市町村（飯山市、中野市、

妙高市、山ノ内町、信濃町、飯綱町、木島平村、野沢温泉

村、栄村）が連携する広域観光事業に関するブランドシン

ポジウムがそのキックオフイベントとして飯山市民会館で

開催された。筆者も一聴衆として参加したので、JR東日本

の責任者が行った貴重な講演をも聴く機会を得たのである。 

このシンポジウムでは、新幹線の高速大量輸送機能に着

目し、この地域への首都圏や関西・北陸方面からの往来が

増えることを前提に、観光や各種産業の振興を図るという

ものであった。そして、この地域のブランドコンセプトを

「千年風土の豊穣」とする「信越自然郷」を宣言し、「ニュ

ーツーリズム」を広域的に進めるというものである。 

 また、最近の当地ローカル紙 (2014.5.2、北信ローカル、

毎週金曜日発行)によれば、信越自然郷ニューツーリズムと

して温泉、スノーリゾートなどを中心に据えた山岳観光が

提案され、新幹線飯山駅（長野以北最初の新駅）に山岳観

光のアクティビティセンター（2 次交通含む）を設置する

構想などが報じられ、ニューツーリズムに向けた取り組み  

が進展しつつある状況を伺うことができる。 

 

３．研究内容 

（１）先行研究 

社会を熱力学的に捉える研究のこれまでの最大の成果

は、ⅰ）社会は人間と同じように自然の中の一存在であ

ると考えられ本質的には宇宙の物質的な法則に準ずるこ

と[１]、ⅱ）社会は生命体と同じように自然の法則に抗す

る系（局所平衡系）であること[２] [３]、ⅲ）過疎化は農村

等地域と都市という系間に生じる不可逆的な人の移動が

要因であること[４]、などであると筆者は考えている。 

これらの知見は、社会を熱力学的に捉える研究の核を為

し、本学会の第 5 回研究大会（2013 年度・高崎）でポス

ター発表済みである[５]。改めて図1として再掲する。 

 

図１ 過疎化の熱力学的メカニズム 

 
 

 （２）研究の概要 

その後の研究成果１）によれば既出の図１に示した「過

疎化のメカニズム」は社会の自由度に着目することで、

過疎化における不可逆的な人の移動は、「人は拘束力の高

い（自由度の低い）農村等地域から拘束力の低い（自由

度の高い）都市への移動である」と言い換え、エントロ

ピー増大の過程――つまり、ポテンシャルの高いところ



 
 

から低いところに自然に向かう過程――を示量性変数

（ポテンシャル）の概念を以て説明し得るとしている。  

同様に、社会の活性度に着目することで、都市から都市

文明（文明の利器）が農村等地域に普及する過程は、「活

性度の高い（温度の高い）都市から活性化の低い（温度

の低い）農村等地域へ文明の利器が流れ、文明の水準が

バランスする作用である」と言い換え、エントロピーの

増大過程――つまり、エネルギー（熱流）が流れること

で温度差をなくす過程――を示強性変数（温度）の概念

を以て説明し得るものである。 

そして、本論では過疎化現象や新幹線効果をこのポテン

シャルの概念と温度の概念とを組み合わせることで、熱

力学的に捉えようとする研究である。 

 

４．研究の結果 

（１）“文明の風”の熱力学的な解釈 

 ここで“文明の風”の効果について整理する。文明の

風に刺激された農村等地域の住民は自身がポテンシャル

アップすると同時に、農村等地域の人の絆を弱め都市に

対する境界障壁を縮小させる二つの効果を生む。この関

係を図２に示す。 

 

     図２ “文明の風”のメカニズム 
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ここに、文明の風が境界障壁（φ0）に与える影響につ

いては、文明の風に吹かれたφ0は右に移動しφ1となる

ケースと裾野が開きφ2 となるケースの二つを以て説明

可能となる。 

ただし、既出の図1で示すφ0→φ1は本学会の第 5回

研究大会（2013 年度・高崎）で発表したアイデアである

が、都市文明が農村等地域に普及し農を中心にした人の

絆が弱まることで都市に対する境界障壁がＡからＢへ低

減したと考えることの方が自然である考え、本学会の学

会誌・地域活性研究Vol.5（2014年3月発行）への投稿以

降はφ0→φ2のケースを採用している。 

（２）“文明の風”と“過疎化”との熱力学的関係 

ここでは、“文明の風”と“過疎化”との関係を、文明

の利器の普及（文明の風）が過疎化にどういう影響を与

えるかということに対し、図３を用いて分析する。 

先ず、本図の説明を行う。都市から吹いてくる文明の

風で、農村等地域の住民は老若男女を問わず熱エネルギ

ー相当を受ける。そして、住民がポテンシャルアップす

ると同時に絆も弱まり都市に対する境界障壁は縮小する。 

 

図３ 文明の波及効果と人の流出との関係 

 
 

次に、ポテンシャルアップした住民のうち、高齢者は

リスクを冒して境界障壁を乗り越えるよりもその地で文

明の利器を活用することを選択し、限定的ではあるが生

活の自由度は増すとともに自立した生活が可能になる。

一方、若者は高齢者（親など）が文明の利器を用いるこ

とで自立した生活が可能になったことを追い風に、生活

の限定的な自由度では飽き足らずに境界障壁を乗り越え、

より大きな自由度を求めて都市に向かうことになる。 

ここに農村等地域に高齢者が残り、若者が都市に向か

うという構図を説明できるのである。 

（３）新幹線効果の熱力学的な意味 

北陸新幹線の長野から金沢までの延伸開通は沿線の市

町村にとっては東京という巨大都市と直接対峙すること

を意味する。このことは地方の人にとってみれば、生活

の自由度が高く選択肢の多い都市へ向かいたいとする経

済的な衝動（熱力学的なポテンシャルに相等）を“より”

強く感じることになる。そこに、文明の利器としての新

幹線が登場することで都市に対する境界障壁がさらに低

減し農村等地域の住民は今まで以上に若者を中心として

都市に流出し易くなるのである。山形新幹線の延伸の場

合も同様であったと考えている。この新幹線効果の熱力

学的意味を整理して図４（次ページ）に示す。 

よって、新幹線の開通は沿線地域の都市に対する境界

障壁を縮小させ、過疎化を加速すると考えるのは理（エ 



 
 

図４ 新幹線効果の熱力学的意味  

 

 

ントロピーの増大則）にかなうと考えている。 

 

５．結果の考察 

（１）新幹線効果の本質 

都市文明の利器が地方に流入することで、高齢者を地 

方に残し若者を都市に向かわせたと同じように、結局の

ところ、新幹線は文明の利器の普及の一つの形であり文

明そのものであることを認識しなければならない。 

つまり、新幹線効果は農村等地域の都市に対する境界

障壁を下げる方向に作用し若者を中心に人を流出し易く

するという側面を有する。このことを理解せずに地域の

活性化を語ることはできないと考える。 

（２）現状の活性化政策に見る限界 

これまでの研究結果を踏まえると、現行の交流事業・

農の６次産業化などを中心にした地域活性化政策や新幹

線効果を狙った広域連携の観光事業は単に現状の問題を

可逆的に解決するものであり、かつ、地域単独の政策で

ある、等が要因となって都市を含めたビジョン形成に結

びつかないことでパワー不足となっている感は否めない。 

これでは高齢者は農村等地域に残り若者は外に出てい

くばかりで、地域の担い手がその地に留まり、都市のＵ

／Ｉターン希望者を生み出すには至らない。ここに、現

行の地域活性化政策の限界を見るのである。 

（３）今後の我が国の活性化政策に必要な条件 

過疎化の主たる要因は、現状の「都市から農村等地域

へ向かう文明の利器の移動」と「農村等地域から都市へ

向かう人の移動」とがセットになっている現状を鑑みる

に、農村等地域に人を流入させ、これらの地域の担い手

を繋ぎ留めるには、「農村等地域から都市へ向かう自然の

恵み（賜）の移動」と「都市から農村等地域へ向かう人

の移動」とをセットにした新たな人と物の動きを創りだ

すことが必要不可欠となる。この関係を図５に示す。本 

図のような活性化条件は、従来の地域活性化政策では発 

図５ 農村等地域の持続的活性化条件 

 

 

想し得ない点であり、これを実現することが地域の経済

を甦らせる重要な要素の一つであると期待できる。 

 

６．問題点と課題 

上記の考察の結果を以て、新幹線効果をベースとした 

観光事業の問題点と課題を以下に示す。 

（１）問題点 

新幹線が開通すること自体、過疎化を加速するという

可能性に対し何ら対策（つまり、既出の図5に示す対策）

されていないことが問題である。 

（２）新幹線効果を有効とするための課題 

この問題を解決していくには、前述した条件（５．（３）

項）を満たすことが必要となる。このためには、農村等

地域と都市間に存在する熱力学的なポテンシャルギャッ

プを如何に縮小するか、また、農村等地域と都市間の文

明との生産能力の違い（温度差に相当）をどう克服する

か、そして、活性化の担い手を地方に留めたり都市から

Ｕ／Ｉターン希望者を呼び寄せたり農村等地域の経済的

な自立の基盤（生活の自由度）確保などが欠かせない。 

したがって、これらを如何に政策として企画・立案、

実行して行くかという点を重要な課題として位置づけ、

政策の考え方については図６に示す。 

 

図６ 地域活性化の総合的な概念 

 

 

７．今後の地域活性化政策のあり方 

（１）適正なリーダー選出と人材の育成 

先ず、適正なリーダーが必要である。実力者や役人に 

惑わされることなく、地方の今後のあり方をどう創造す



 
 

るかというビジョン形成の視点で選ぶべきである。それ

には、地域と地元の大学・高校とが連携し、ビジョンの

開発、意思ある学びの実現、人材育成に取り組むことで 

多くの賢い住民を育てることが不可欠である。 

（２）鍵としての人の還流システム形成 

地方を甦らせるには、地方から都市へ、都市から地方

へというように人の還流を可能ならしめ、地方に自立の

経済基盤を確保することである。それには、農村等地域

に生まれ育った人も都市に暮らす人も素朴に「地方の生

活っていいなー」と思える生活の選択肢を先ず地方に形

成することが必要となる。それと並行して、都市の中で

も一線を退いた人や自然を愛好する若者などをＵ／Ｉタ

ーン希望者として発掘し農村等地域→都市→農村等地域

の間を還流する人の流れ（還流システム）を構築するこ

とが必要不可欠となる。 

（３）情報発信機能の充実 

前項の（１）、（２）の取り組みの上に、従来から叫ば

れている「農の6次産業化の推進」、新たに「農と観光の

組み合せ」や「新幹線や高速道路と農＆観光への有効利

用」・「情報・観光インフラの整備」に取り組み、農に特

化した地域の新たな魅力創出とその発信が求められる。 

こういった魅力が生活の自由度を増やすことにつなが

り、農村等地域と都市とのポテンシャルギャップを縮小

することになる。 

 

７．インプリケーション 

このように社会を熱力学的に考えると、地域活性化

は農村等地域でということがそもそもナンセンスであ

り、農村等地域・都市も含めた系全体（国全体）で持

続した活性化を考えなければならないことが分かる。 

特にグローバル化した世界では、農村等地域と他地

域（外国の地域も含む）間の相互マーケテイング機会

をつくり、大量生産、大量消費によらない農のビジネ

スに特化した関連産業の展開、つまり、農の6次産業

化推進が急務である。 

農が集落ごとに集積され、人の自然との関わりを増

し、無意識に生きようとする意識（無意識の意識）２）

を醸成することが、縄文以来自然と対峙し人口が増加

してきたように、現代においてもこのことが出生率の

向上に結び付くと期待できる。 

また、健全なる地域や都市を構築するということは、

災害時のリスク緩和にもなり、地方と都市の共生が成

立するのである。このことによって、Ｕ／Ｉターンの

機運も高まると考える。 

 

８．おわりに 

これまでの研究成果を活かし、今後は農村等地域・都

市を一体的に考え、少子化対策（出生率の向上対策）・農

における戦略的経営意識の醸成・量の拡大ではなく質向

上を狙った成長戦略の企画・立案などこれまで手が付け

ることができなかった課題にも取り組みたい。 

そして、農山村の集落単位で農の６次産業化による生

計の戦略的構想を樹立、実行していくことの有効性を検

証し、今後の我が国の地域活性化のモデル化を図りたい

と考えている。 

 

 

【註】 

１）その後の研究成果：参考文献[５]に続き、参考文 

献[４]を発表したことを指す。 

２）無意識の意識：参考文献[６]参照。p130 の「…逡

巡を以て始めたことも思いがけぬ熱を帯びて燃えあが

る驚きを経験する」というところに、人や社会の熱力

学的な側面（温度）を見出し得るのである。 
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Ｕ－３ 観光者行動における観光施設としての「道の駅」の研究 

－観光ガイドブックで見る栃木県の「道の駅」における観光施設としての考察－ 

 

正木 聡（法政大学大学院） 

Keyword： 観光施設 道の駅 観光ガイドブック 栃木県 

 

【問題・目的・背景】 

「道の駅」は 1993(平成 5)年に道路利用者のための「休

憩機能」、道路利用者や地域住民のための「情報発信機能」、

「道の駅」をきっかけに町と町とが手を結び活力ある地域

づくりを共に行うための「地域の連携機能」の三つの機能

を併せ持つ休憩施設として 103 の施設から誕生して、

2013(平成 25)年 10 月に 10 の施設が新たに加わり全国で

1,014施設となった。 

2013(平成 25)年 6 月の全国「道の駅」調査では、2010

年度から 3年間の入込客数は、2010年度 35.5万人、2011

年度 35.0万人、2012年度 35.8万人となり、「道の駅」の

併設施設の上位 3位は、「飲食施設」が 82.4%、「農水産物

直売所」は81.5%、「観光案内所」は47.9%である。 

入込客数が 35 万人強で併設施設の上位が「飲食施設」、

「農水産物直売所」、「観光案内所」は、すべて観光施設の

分類で捉えることができ、現在の「道の駅」は休憩施設の

ほかに多くの観光者の関心を得る観光施設としての機能が

あることに着目して、東京から約 200km圏内の距離で観光

地が多く、県内に「道の駅」が 2014(平成 26)年現在で 22

施設がある栃木県を事例に、元々観光施設として設定して

いなかった「道の駅」がどのように観光施設として観光情

報メディアの観光ガイドブックに表象され、利用者に認識

されているかを検証する。 

【研究方法・研究内容】 

2013(平成25)年6月に筆者が加わった法政大学地域研究

センターの全国「道の駅」アンケート調査は、国土交通省

登録「道の駅」1,000施設に郵送で行い、517件から回答を

得て回収率51.7％である。この調査結果を用いて「道の駅」

利用の実態を検証する。 

1996(平成8)年から「道の駅」を開設して、現在22ヶ所

設置する栃木県を事例に、国土交通省、栃木県等の資料と

全国「道の駅」調査で「道の駅」を知る情報源として 6割

の利用があり、日本全国入手可能で毎年改訂版を発行する

観光ガイドブックの収集を行い、掲載する県内「道の駅」

の施設一覧を作成して観光施設としての機能を検証する。 

 J・アーリは『観光のまなざし』のなかで「観光・旅行に

は日常から離れた異なる景色、風景、町並みなどに対して

まなざしを投げかけること、まなざしを向け選ばれるとこ

ろは映画、テレビ、文学、雑誌、レコード等の非観光的な

活動によって作り上げられ把握されていき、果てしなく再

生産し再把握を繰り返す」と論じている。 

 そこで、毎年改訂版が発行される観光ガイドブックにお

ける「道の駅」の掲載状況から、観光施設としてどのよう

に表象して観光対象としての把握と再生産して行ったかを

時系列で検証を行う。 

１、観光施設の概念 

 観光を構成する要素には、観光主体(観光者)と観光客

体＝観光対象(観光資源+観光施設)、観光媒体があり、観

光資源を活かして観光者の欲求充足に直接的に寄与する

のが観光施設である。 

 観光施設は、ホテル、旅館などの宿泊施設、レストラ

ン、食堂、カフェなどの飲食施設、みやげ物店、ショッ

ピングセンターなどの物品販売施設、スキー場やテーマ

パークなどの屋外施設、ボウリング場など屋内施設、博

物館や動・植物園など文化・教育施設、観光案内所など

観光案内施設、ダムや発電所などの公共サービス施設な

どに分類することができる。 

 「道の駅」には、宿泊施設、飲食施設、物品販売施設、

文化・教育施設、観光案内施設、公共サービス施設等を

併設していることがみられる。 

２、関東地方の「道の駅」の設置状況 

 2014(平成26)年現在で関東地方には106施設の「道の 

駅」があり、登録施設数では群馬県が29施設、千葉県が

23施設、栃木県が22施設と続いており、大都市のある神

奈川県は2施設、東京都は1 施設と非常に少ない。 

【研究・調査･分析結果】 

１、「道の駅」の立地場所について 

全国「道の駅」調査では、「観光客が立ち寄りやすい所」

が 56.0％と最も多くを占め、「地元の景勝地」は 18.3％

あり、観光地を訪れる観光者がその通り道や近くにある

「道の駅」へ立ち寄ることを想定している。 

栃木県の事例では塩原温泉から約 10Ｋｍの位置ある

「湯の香しおばら」、那須温泉へは約6Kmの位置にある

「那須高原友愛の森」、などが見られる。 



 

      表1：「道の駅」の設置位置(n=507) (2013) 

２、「道の駅」の機能について 

全国「道の駅」調査の「道の駅」の機能で上位3位は、

「情報発信拠点」66.5％、「観光の拠点」60.7％、「地域

資源活用の拠点」46.2％であり、「情報発信拠点」には観

光情報も含まれており、観光者の立寄りを想定した「観

光の拠点」と合わせると、観光に関する機能の比重が高

いことが伺える。 

事例では「情報発信機能」は、那須町の「那須高原友

愛の森」では観光交流センターを設置して、観光案内は

那須温泉郷のホテル、旅館等宿泊施設、観光施設のパン

フレットや観光地図などの情報提供のほか、那須高原の

観光対象を循環するシャトルバスの乗車券、東京と那須

高原を結ぶ高速バスの乗車券、各観光施設の前売りチケ

ットの発売を行っている。 

 また、「観光の拠点」としては、地元の新鮮野菜を始め

とした農産物と季節の花や苗木を販売する物品販売施設

の「ふれあいの郷直売所」、那須町のアンテナショップと

しての位置づけで地元の乳製品、加工品などのおみやげ

の他、那須牛の串焼きや和牛メンチカツを販売する「ふ

るさと物産センター」、地元工芸師の工芸品を販売する

「工芸館」、飲食施設は地場産の食材を生かした料理を提

供する「なすとらん」がある。 

３、物品販売施設としての「道の駅」の販売物について 

全国「道の駅」の売れ筋商品上位３位は、「土産品（菓

子類）」63.9%、「農水畜産物」59.6%、「ソフトクリーム・

アイス類」53.1%とあり、みやげ品と自宅で食するものを

求める利用者が多くみられると思われる。 

栃木県の事例では「那須高原友愛の森」は、チーズ、

ヨーグルトなどの乳製品や地酒が販売されており、農水

畜産物では地元産の新鮮野菜、ソフトクリーム・アイス

類は地元南が丘牧場など各牧場のソフトクリームの食べ

比べが出来る。 

 

表2：「道の駅」の機能（n=507）（2013） 

４、「道の駅」の併設施設の状況 

併設施設の上位は「飲食施設」82.4％、「農水産物直売

所」81.5％、と 8割を超え、「観光案内所」は 47.9％で、

すべて観光施設の分類に入るものである。 

 全国調査で「観光案内所」は上位２つに比べて少なく、

栃木県の「道の駅」でも併設施設のうち、情報施設はや

や設置低下傾向にあり、観光施設である飲食施設と物販

施設は、1施設を除きすべて併設している。 

施設名 登録年 情報施設 飲食施設 物販施設 屋外施設他

もてぎ 1996年4月 ○ ○ ○ 河川公園

にのみや 1997年4月 ○ ○ ○ ×

湯の香しおばら 1997年4月 案内はあり ○ ○ 資料館

那須高原友愛の森 1997年4月 ○ ○ ○ ×

明治の森黒磯 1997年4月 ○ ○ ○ 旧別邸

ばとう 1998年4月 ○ ○ ○ ×

東山道伊王野 1999年8月 ○ ○ ○ 伝承館

きつれがわ 2000年8月 案内はあり ○ ○ 温泉

どまんなかたぬま 2001年8月 案内はあり ○ ○ ミニSL

はが 2001年8月 案内はあり ○ ○ 温泉

那須与一の郷 2003年8月 ○ ○ ○ 伝承館

那須野が原博物館 2004年8月 ○ × × 博物館

みかも 2004年8月 ○ ○ ○ ×

思川 2005年8月 案内はあり ○ ○ コミュニティ施設

湯西川 2006年8月 案内はあり ○ ○ 温泉

16 みぶ 2009年7月 ○ ○ ○ 公園、博物館

にしかた 2009年7月 案内はあり ○ ○ ×

18 しもつけ 2010年8月 案内はあり ○ ○ コミュニティ施設

やいた 2010年8月 案内はあり ○ ○ エコモデルハウス

湧水の郷しおや 2012年3月 × ○ ○ ×

21 うつのみやろまんちっく村 2012年3月 × ○ ○ 温泉、宿泊施設、ドッグラ ン

22 サシバの里いちかい 2014年4月 ○ ○ ○ 農産物加工所

  3
  4
  5

No
  1
  2

  9
10
11

  6
  7
  8

17

19
20

15

12
13
14

表3：栃木県内の「道の駅」附設施設一覧  

筆者作成(2014) ○は施設あり、×は施設なし 



５、利用者はどのような情報源で「道の駅」を知るに至

ったかについて 

上位3位は「「道の駅」の情報サイト」69.4%、「観光ガ

イドブック」60.0%、「通りすがり」50.7%であり、出かけ

る前にはパソコンや携帯端末で「道の駅」を検索し閲覧、

観光ガイドブックで「道の駅」の情報を確認しているこ

とがわかり、利用者は観光対象と捉えていると考えて良

いだろう。 

 

表4：道の駅を知る方法（n=507）(2013) 

６、観光ガイドブックに見る「道の駅」の表象の変遷 

「道の駅」は 1993(平成 5)年に登録を開始して、いつ

頃から観光ガイドブックに掲載されるようになったかを

『まっぷるマガジン栃木』（昭文社）で見てみると、栃木

県の道の駅登録は「もてぎ」の 1996(平成 8)年 4月から

になるが、1997(平成9)年発行で県内に開設した「道の駅」

1施設を掲載しており、新規に開設した「道の駅」は観光

ガイドブックで有用な情報として扱われている。 

2000(平成12）年は8施設登録で8施設を掲載、栃木ニ

ューオープン＆リニューアル情報の頁を設けて、同年 10

月オープンの「東山道伊王野」と2001(平成13)年6月予

定の「きつれがわ」が新規開設することを紹介している。 

2001(平成 13)年発行では、おでかけデータボックスと

称するページの中で、登録「道の駅」9施設のうち、8施

設を掲載、名称、電話番号、住所、営業時間、休業日、

駐車場台数、地図索引の 7項目と 75W程度の記事（写真

はなし）がある。 

 見出しには「移動中にひとやすみしたい時や、ゆっく

り観光プランを練るのに便利なのが「道の駅」。最近は工

芸品の体験教室、温泉を併設しているところもあり観光

の拠点としても見逃せない。」と書かれており、観光ガイ

ドブックでは主として休憩施設ではあるが、観光の拠点

と認識していることが読み取れる。 

 ここ近年の掲載状況を見てみると、2010(平成 22)年発

行では、１頁で「わざわざ行きたい道の駅」5施設を特集

しており、4施設は地域の観光施設として合計 9施設を、

記事、写真、データで掲載しており、「地元農産物や名物

の販売、ご当地メニューを出す食事処、温泉を備えた施

設まで、特色ある道の駅をご紹介」とあり、物品販売、

飲食、温浴の観光施設として説明している。 

 2011(平成 23)年発行では、8 施設を観光地域頁内の観

光施設として、「明治の森・黒磯」は、文章（77W）、写真

1点（タテ50mm×ヨコ57mm）、データ9項目（名称、住所、

電話、営業時間、休業日、料金、アクセス、駐車場料金

有無、地図索引）で紹介しており、2011(平成23 )年新規

開設の「湯西川」、「やいた」、「しもつけ」の 3 施設は、

巻頭の「おでかけNews」頁でも、別途文章（72W他）、写

真1点(タテ 27mm×ヨコ 40mm他)、データ（名称、住所、

電話、営業時間、休業日、料金、アクセス、駐車場料金

有無、地図索引）で紹介している。 

 前年版と比較すると県内施設の内、6施設から8施設と

新設分を含めて 2 施設増加しているが、誌面としてまと

まっていないため訴求力が若干後退したように見える。                                                                                                                                                

2012(平成24)年発行では、別冊付録の栃木ロードMAP24

頁中 3 頁を使用して「人気の道の駅完全ガイド」のタイ

トルで県内19施設すべてを、記事、写真、データで掲載、

2012(平成24)年新設の「うつのみや ろまんちっく村」と

「湧水の郷 しおや」は開設予告で掲載しており、「道の

駅」は観光施設として期待していることが読み取れる。 

2013(平成 25)年発行では、前年版と同様の巻頭別冊付

録の栃木ロード MAP24頁中 3頁を使い「人気の道の駅完

全ガイド」のタイトルで県内21施設すべてを、記事(110W

他)、写真１～3点、データ（名称、住所、電話、営業時

間、休業日、料金、駐車場台数、アクセス、地図索引）

で紹介しており、引き続き「道の駅」は観光施設として

欠かせない物件であることが読み取れる。 

 誌面で一番大きな割合で紹介しているのは、2012(平成

24)年 8 月に開設した宇都宮市にある「うつのみや ろま

んちっく村」で、キャッチコピーでは「温泉＆宿泊施設

も備えた新スポット」として、東京ドーム10個分の広大

な敷地でテーマパーク級の「道の駅」と称賛している。 

 次に大きな割合で紹介しているのは同じく 2012(平成

24)年 6 月に開設した塩谷町にある「湧水の郷 しおや」

で、見出しは「地場産そば粉と日光連山の眺め」として、

地場産そば粉と名水で打つそばを味わえることと日光連

山を眺望できる立地に注目している。 



また、2013(平成25)年発行の『るるぶ情報版栃木』（JTB

パブリッシング）は、巻頭別冊付録の栃木おでかけハン

ドブック24頁中4頁で「地元ならではの魅力がいっぱい

道の駅」のタイトルで県内21施設すべてを掲載している。 

西暦 県内道の駅数 掲載道の駅数 掲載率 掲載頁数 文章 写真 データ
1995年 平成7年 0 0 0 0 0 0 0
1997年 平成9年 1 1 100% 1/4頁+コラム 210W ○2点 ○5項目
1998年 平成10年 5 5 100% 1/4頁 51W ○5軒で1点 ○7項目
2000年 平成12年 8 8 100% 1/3頁 54W × ○7項目
2001年 平成13年 9 8 88.8% 1/2頁 75W × ○7項目
2005年 平成17年 13 11 84.6% １頁 77W × ○8項目
2008年 平成20年 15 13 86.6% １頁 70W ○1軒に1点 ○8項目
2010年 平成22年 19 9 47.4% １頁 72W ○1軒に1点 ○7項目
2011年 平成23年 19 8 42.1% １頁半 77W ○1軒に1点 ○9項目
2012年 平成24年 21 21 100% 3頁 72W ○1軒に1点 ○9項目
2013年 平成25年 21 21 100% 3頁 110W ○1～3点 ○9項目

1996年 平成8年 1 1 100% 1/5頁 224W ○1点 ○7項目
1997年 平成9年 1 1 100% 1/5頁 270W ○2点 ○7項目
2013年 平成25年 21 21 100% 4頁 105W ○1～6点 ○7項目

表5：まっぷるマガジン栃木の「道の駅」表象の変遷　筆者作成(2014)

表6：るるぶ情報版栃木の「道の駅」表象の変遷　筆者作成(2014)  

７、現代の観光ガイドブックの文章でみる「道の駅」観

光施設の特徴 

観光ガイドブック『まっぷるマガジン栃木2014年版』

の、「人気の道の駅完全ガイド」全3頁分でテキストマイ

ニングを行ったところ、「レストラン」の 55 回で頻度が

一番多く、続いて「直売所」31回、「野菜」16回、「地元」

15回、「体験」11回、「そば」、「温泉」10回、「ジェラー

ト」9回、「特産」、「新鮮」、「湯」6回、「農村」、「農産」、

「食材」5回が上位に使われている名詞である。 

観光ガイドブックが「道の駅」を紹介するにあたり、

当初の設置目的である「休憩機能」、「情報発信機能」、「地

域の連携機能」に関連する文言は上位で使用されておら

ず、観光施設としての飲食施設である「レストラン」が

多用されており、物販施設の「直売所」、その取扱商品で

ある「野菜」、地域に密着していることを表す「地元」が

上位を占めている。 

表7：観光ガイドブックのテキストマイニング結果(2014) 

【考察】 

 「道の駅」は「休憩機能」、「情報発信機能」、「地域の

連携機能」の三つの機能を持ち合わせた休憩施設ではあ

るが、2013(平成25)年 6月の全国「道の駅」調査結果か

ら、観光者が立寄りやすい所に設置している施設が

56.0％、地元の景勝地に設置している施設が18.3％あり、

観光者の利用を考慮していることがわかった。 

併設施設の上位は「飲食施設」、「農水産物直売所」、「観

光案内所」で、すべて観光施設の分類に入るものであり、

観光対象としての側面が大きくなっていることがわかる。 

 施設における売れ筋商品の上位のみやげ品、農水畜産

物、ソフトクリーム・アイス類はどれも観光施設の物品

販売施設で取り扱う商品として欠かせないものである。 

 「道の駅」を知る情報源の上位３位は「「道の駅」の情

報サイト」69.4%、「観光ガイドブック」60.0%、「通りす

がり」50.7%であり、「道の駅」を観光施設として事前に

認知している傾向が伺える。 

 また、観光ガイドブックの掲載状況の変遷から栃木県

の事例で 1997(平成 9)年には新規に開業した「道の駅」

をいち早く紹介しており、2001(平成 13)年では観光の拠

点と位置付けをしている。 

2013(平成25)年では観光で人気の「道の駅」と位置付け

て県内21施設すべてを掲載しており、掲載記事のテキスト

マイニングでは、当初の設置目的の休憩施設に関連する文

言は上位に散見されず、観光施設の「レストラン」、「直売

所」、取扱商品の「野菜」が多く使用されている。 

Ｊアーリの「観光・旅行には日常から離れた異なる景色、

風景、町並みなどに対してまなざしを投げかけること、ま

なざしを向け選ばれるところは観光ガイドブックを事例に

メディア等の非観光的な活動によって作り上げられ把握さ

れていき、果てしなく再生産し再把握を繰り返す」は、毎

年改訂版が発行される観光ガイドブックで「道の駅」は、

休憩施設から観光施設へと変貌し網羅され紹介して定着し

ていることがわかった。 

【今後の展開】 

栃木県の事例では現在の「道の駅」は、観光ガイドブ

ックの必須情報として県内全施設を網羅している。 

 観光者行動から見ると「道の駅」は観光対象として認

識されているが、飲食と購買の消費行動に偏っている傾

向があり、「道の駅」が持続可能な施設としてどのような

あり方が良いかを今後の研究課題とする。 

【引用・参考】 

J・アーリ/加太宏邦訳、1995年、観光のまなざし-現代社

会におけるレジャーと旅行-、法政大学出版局、pp.1-6 

山本祐子、岡本義行、2013年、全国「道の駅」のアンケ

ート調査報告書、地域イノベーションVol.6、法政大学地

域研究センター、pp.89-103 

名詞 レストラン 直売所 野菜 地元 体験 温泉 そば ジェラート 

頻度 55 31 16 15 11 10 10 9 

名詞 特産 新鮮 湯 農村 農産 食材 そば粉   

頻度 6 6 6 5 5 5 4   



Ｕ－４ 栃木県内のジェラート店におけるスタンプラリー応募者の特徴 

田中 美香（東京農工大学大学院） 

Keyword：行政主導、六次産業化、「道の駅」 

 

【研究の背景・目的】 

2010年12月に公布された「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）の目的は、「農林

漁業等の振興、農山漁村その他の地域の活性化及び消費

者の利益の増進を図るとともに、食料自給率の向上及び

環境への負荷の少ない社会の構築に寄与」（同法 第１章）

することにある。なお、本研究の地域資源とは、「有形無

形の対象であり、人間が関与することにより地域資源と

して維持活用される」とした、田中（2014）を採用する。 

六次産業化による地域の活性化において、①行政の適

切な関与とともに、②地域資源を活用した地域特産品と

してどのような購買層に対して、なにを選定するのかが

重要となる。しかしながら、その事例の蓄積は不十分と

おもわれる。そこで本研究は、地域活性化を目的とした

行政主導のジェラート・スタンプリーの企画・実行の事

例より、スタンプラリー応募者（以下、応募者）の特徴

を定量的データにて明らかにすることを目的とする。 

 

【研究方法】 

 研究の方法は、聞き取り・データ解析・参与観察であ 

る。栃木県農政部からスタンプラリーの概要を聞き取り、

データを受け取った。具体的には、①スタンプラリーに

参加した27店舗のジェラート店の一覧、②応募者に関す

るデータ提供（n=1,123）（性別・年齢・住所・スタンプ

ラリーに要した期間）だった。解析は、データ欠損のな

いn=1,068を対象とした。 

また、「MapFan'Web」のルート検索を使用して、応募者

の自宅から店舗までの距離を計測した。計測の基準は、

有料道路を利用しない・移動手段は自動車、である。参

与観察は、ジェラート店舗を対象として2013年12月か

ら2014年5月まで行った。使用したアプリケーションは、

①国土交通省による基盤地図情報ビューアー・コンバー

ターVer.3.20、②SPSS17.0である。 

 

【調査・分析結果】 

１.栃木県の概要 

 栃木県は、日本のほぼ中央・関東地方の北部に位置す

る内陸県であり、東は茨城県、西は群馬県、南は茨城・

埼玉・群馬の 3 県、北は福島県に接している。栃木県の

面積は 6,408.28 ㎢となっており、その範囲は東西約

84km・南北約98km である（図1）。なお、2010 年の国勢

調査において、栃木県の人口は、2,007,683人だった。 

 栃木県の道路は、県を南北に貫く形で東北自動車道、

国道4号、新4号国道の広域幹線道路が走り、東西方向

には、国道50号が県南部と茨城県・群馬県を結んでいる。

すなわち、栃木県において他県とのアクセスは良好な状

態となっている。また、県内全体として道路は整備され

ており、自動車による移動は容易である。  

 

図1 栃木県の全体 

表1 栃木県の土地利用状況（単位：㎢） 

森林 農用地 宅地
水面

・河川
・水路

道路 原野等 その他 計

3,495 1,265 506 299 288 3 552 6,408
55% 20% 8% 5% 4% 0% 9% 100%  

 

表１に示したように、栃木県は森林が最大面積（55％）

を占め、ついで農用地（20％）となっている。また、農



林水産省「平成23年生産農業所得統計」の産出額・農産

物収穫量において、栃木県の生乳は本州 1 位の収穫量で

ある。そのため、地域資源である生乳を加工販売するジェ

ラート店舗が県内に多数存在する。 

 

２.スタンプラリーの概要 

栃木県農政部は、県産品の生乳・農産物を加工販売し

ているジェラート店舗を対象としたスタンプラリーを、

2012年4月から8月末まで実施した。 

スタンプラリー参加店の決定は、次の通りである。栃

木県農政部は、栃木県農業振興事務所 7 箇所（河内・上

都賀・芳賀・下都賀・塩谷南那須・那須・安足）に、県

産品を使用しているジェラート店を対象としたスタンプ

ラリー実施の通知と、その参加対象店の選出を依頼した。

栃木県農業振興事務所 7 箇所はジェラート・スタンプラ

リー参加対象店を栃木県農政部に連絡した。それを受け

た栃木県農政部は、県産品の加工販売を審査基準として、

ジェラート・スタンプラリー参加対象店を審査し、27店

舗を決定した。 

図 2 に示したように、ジェラート・スタンプラリー27

店舗は、行政区（市・町）毎に1～3店舗となった。なお、

その内「道の駅」1）は12店舗（44％）を占めた。 

 

図2 スタンプラリー参加店の所在地別店数(n=27) 

 

ジェラート・スタンプラリーの応募用紙には、栃木県

内の地図に表示された店舗・店舗の住所・ジェラート見

本が記載されていた。なお、25,000 枚のジェラート・ス

タンプラリーの応募用紙の配布先は、①ジェラート27店

舗、②補充元として栃木県農業振興事務所 7 箇所、だっ

た。 

応募者の自宅からジェラート・スタンプラリー店舗へ

の移動は、いずれも公共交通機関の利用が困難であり、

自転車・自動車の利用が通常の移動手段となる。応募者

は、ジェラート店舗に訪れた際にジェラート・スタンプ

ラリーの応募用紙を取得したと推察される。 

ジェラート・スタンプラリーの応募用紙は、栃木県産

品の応募用紙だった。具体的には、店舗の1会計につき1

個のスタンプが押印された。応募者は、スタンプされた

押印3個を栃木県農政部へ郵送することにより、10種類

の栃木県産品詰合せ（5,000円相当）の応募が可能となっ

た。なお、スタンプラリーの告知・応募用紙・栃木県産

品詰合せ（発送費用含む）は栃木県農政部の負担だった。 

図 3 は、ジェラート・スタンプラリーの応募用紙に記

載された価格である。応募用紙は、①1 店舗当たり 1～3

種類のジェラート写真、②1店舗につき1～3種類の価格、

が記載されていた。全体として、250円が24件（33%）と

なった。また、250～300 円が主流の価格帯（79％）だっ

た。なお、全体の価格平均は298.8円だった。 

 

図3 ジェラートの価格(n=27) 

 

３.応募者の特徴 

（１）応募者の属性 

 応募者の属性は、女性68％・男性32％だった（表2）。 

年齢別では、30代の278人（26％）が最大となり、つい

で40 代の236 人（22％）、となった。また、全体の平均

年齢は39.3歳だった。なお、χ2検定において、①女性 

は男性より多数（p<0.001）、②年齢は30代が他の年代よ

りも多数（p<0.001）、を示した。 

 

表2 応募者の性別・年齢（n=1,068）

10歳
未満

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 計

女 36 31 106 189 167 140 51 7 4 731
男 29 20 34 89 69 58 28 10 337
計 65 51 140 278 236 198 79 17 4 1,068
年齢 6% 5% 13% 26% 22% 19% 7% 2% 0% 100%

女 55% 61% 76% 68% 71% 71% 65% 41% 100% 68%
男 45% 39% 24% 32% 29% 29% 35% 59% 0% 32%
計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

応
募
数

構
成
比

 

 

（２）応募者の「道の駅」利用状況 

 図4に示したように、スタンプラリーに要した期間は1



～20週間、最大数は4週間の395人（37％）、だった。な

お、「道の駅」利用有無に係らず、4週間が最大数となっ

た。（χ2検定、p<0.001）。 

 

図4 スタンプラリーに要した期間（n=1,068） 

 

図5 スタンプラリー参加店別スタンプ数（n=1,068） 

 図5は、店舗別のスタンプ数を示した。27店舗中、上

位 12 店舗は、全て「道の駅」だった。なお、χ2検定に

おいて、「道の駅」のスタンプ数合計は、「道の駅」以外

よりも多数となった（p<0.001）。 

 

表3 応募者の「道の駅」利用回数（n=1,068） 

0回 1回 2回 3回 計

栃木県 32 213 371 209 825

茨城県 5 19 42 47 113

埼玉県 2 13 12 11 38

東京都 1 8 5 9 23

群馬県 3 15 3 21

千葉県 1 8 4 5 18

神奈川県 1 2 10 3 16

福島県 1 6 2 1 10

宮城県 1 1

佐賀県 1 1

新潟県 1 1

青森県 1 1

計 43 275 461 289 1,068

全体 4% 26% 43% 27% 100%

（栃木県） 4% 26% 45% 25% 100%

(栃木県以外） 5% 26% 37% 33% 100%

「道の駅」利用回数

構
成
比

自宅住所

 

表 3 に示したように、応募者は栃木県内在住者825 人

（77％）・県外 243 人（23％）だった。なお、χ2検定に

おいて、栃木県内在住者は、県外よりも多数（p<0.001）

を示した。また、「道の駅」利用者は1,025人（96％）と

なり、最大の利用回数は2回（43％）だった。 

 

（３）応募者の移動距離 

図6は、応募者の自宅からジェラート店舗までの片道

の移動距離（以下、移動距離）を示した。特徴としては、

応募者一人当たりの移動距離において、21km～30kmの250

人（23％）が最大を占め、1～90kmが973人（91%）となっ

た。なお、χ2検定において、各区間では21～30kmが最

大値だった（p<0.001）。 

 

 

図6 応募者一人当たりの平均移動距離（n=1,068） 

 

図7 1回当たりの移動距離（n=1,068） 

 

図7は、応募者1,068人のスタンプ数3件（対象3,204

件）の分布である。特徴として、①最短 0.5km、②最長

1,292km、③１回当たりの移動距離は11～20km の 632 人

（20％）が最大、④平均移動距離は44.3km、となった。 

図 8 は、「道の駅」における移動距離の分布を示した。

応募者1,068人のスタンプ数3件（対象3,204件）のう

ち2,064件（64％）が、「道の駅」でのスタンプ数となっ



た。特徴として、①平均の移動距離は43.1km、②最多の

移動距離は 11km～20km の 429 件（21％）、③1km～90km

が全体の90%、だった。 

 

 

図8 「道の駅」利用の１回当たりの移動距離（n=1,068） 

 

 

図9 「道の駅」以外の１回当たりの移動距離（n=1,068） 

 

図9は、「道の駅」以外における移動距離の分布を示し

た。応募者1,068人のスタンプ数3件（対象3,204件）

のうち、1,140件（36％）が、「道の駅」以外でのスタン

プとなった。特徴として、①平均の移動距離は46.6km,

②最多の移動距離は11km～20kmの203件（16％）、③1km

～100kmが全体の90%、だった。 

 

【考察・今後の展開】 

本研究は、地域活性化を目的とした行政主導のスタンプ

リーの企画・実行の事例より、応募者の特徴を明らかにす

ることを目的とした。その結果、①女性が全体の68％、②

30代が最大数（26％）、③スタンプラリーに要した期間は4

週間が最大数（37％）、④「道の駅」の利用者は 96％、⑤

一人当たりの片道における移動距離は 21km～30km が最大

数（23％）、⑥一回当たりの片道における平均移動距離は

44.3km、を明らかにした。 

今後の展開としては、地域資源であるジェラートにおい

て、「道の駅」がスタンプラリーに果たした役割の分析を明

らかにすることにある。 
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【注】 

1)国土交通省が1993年より登録を開始した「道の駅」 

とは、①道路利用者のための休憩機能、②道路利用 

者や地域の住民のための情報発信機能、③「道の駅」 

をきっかけに町と町とが手を結び活力ある地域づく 

りを共に行うための地域の連携機能、からなる休憩 

施設。全国における「道の駅」の登録は、開始年の 

1993年は103箇所だったものの、2014年4月時点で 

1,030箇所と、22年間で10倍に増加。 
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Ｖ-１ 地域住民の安心を支える看護師の持つ役割と可能性 
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Keyword： 地域医療、高齢者、医師不在、看護師、看護のこころ普及啓発DVD 

 

【問題・目的・背景】 

過疎の進む地域では、医療サービスの体制が希薄となり、

住民が健康な生活を営む上で、常に不安を抱いているとこ

ろが多い。山間部や離島では医師不在の地区が存在し、そ

のような地域では、妊婦が出産できないため、子どもを産

む世代の若者が必然的に産科のある都市部へ転居せざるを

えない。子育て世代の若者も、子どもの発熱や怪我などに

よって、絶えず病院にかかる可能性があり、安心のために

も都市部へ転出してしまう。田舎は空気もよく、静かで落

ち着いているため高齢者には過ごしやすいと思われるが、

実際は高齢になるほど体調不良から医者にかかることが多

くなる。効率を優先する病院は総合化して田舎から離れ、

高齢者は移動が困難になってくるため病院の近くに移住せ

ざるを得なくなり、このような物理的理由によって田舎に

空き家が増えている。 

徳島県阿南市に伊島という離島がある。筆者らは一昨年、

伊島の住民とともに離島振興策を考えるシンポジウムを行

い、住民の暮らしの安心を支えているものに島の診療所が

あることを知った。島の住民は高齢化が著しく、健康上の

不安を抱いていたり、漁の仕事をする中での軽傷が茶飯事

であったりで、診療所の役割が大きいという意見であった。

その診療所には医師が常にいるわけではなく、看護師が一

人いるだけで、十分な医療体制が整っているとは言い難い。

しかし、医師がいなくても、看護師が住民に与える安心感

は、島で生活する人々にとって、なくてはならない役割を

果たしている。物理的制約から十分な医療体制が整わない

へき地にも、精神的に安心できる体制があれば、そのよう

な地域で人は生活できる可能性がある。そこで、地域医療、

特にへき地医療のあり方を考え、田舎に定住する上で抱え

る不安を軽減することができれば、地域活性化に有効では

ないかと考えた。本研究は、このような医療面からの安心

まちづくりを検討するものである。 

 

【研究方法・研究内容】 

徳島県は、人口10万人当たりの医師数が283人（H22）

であり、全国平均の219人に比べて圧倒的に多いにも関わ

らず、都市部に集中する医師偏在と、小児科、産科、救急

などの特定診療科が不足している診療科偏在が医療行政に

おける課題となっている。医師がいない現実に直面して困

るのは、患者であり住民である。各自治体は、ICT を活用

した中核病院との医療連携で、遠隔医療を政策的に進めよ

うとしているが、そのような取組みから取り残されている

へき地での、住民の日々の健康をどう確保するかは、その

地域毎に考えないといけない重要な課題である。そこで、

伊島の事例に見るように、地域に根ざした地元の看護師の

存在に目を向け、その有効性を探ることとした。 

住民の安心を支えている徳島県の離島診療所があるのは

伊島と出羽島である。いずれも徳島県南部に位置し、人の

住む有人離島は県内にこの2島のみで、観光や仕事で訪れ

る人も比較的多い。したがって、住民のための医療に限ら

ず、島を訪れる人の怪我や病気に対する備えとしても、医

療体制をどう保つかは重要である。そこで、看護師の地域

医療貢献度を有効化するため、看護師のもつ課題を解決す

る方法を考えるとともに、看護職を目指す地域住民を増や

す取組みを行うことが求められる。看護師は、住民の普段

からの健康を保持増進する助けとなったり、いざというと

きの対応をいち早く行ったりといったことから、住民に常

時安心感を与えてくれる。本研究は、看護師の役割という

視点から徳島県の地域医療を考察し、地域活性化の課題に

対応する方法を提案する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

徳島県における無医地区 1)は、図１に示すように年々減

少傾向にある。 

 

     図１ 徳島県の無医地区数の推移 

 

これは、地域医療体制が整ったという見方も一部にはで



きるが、道路整備が進み、短時間で都市部へ出られること

になったため、流出人口が増えたり、都市部にある病院や

高齢者施設に入居する人が多くなったりしたことが理由と

して挙げられる。また、地域住民の高齢化に伴って、地区

人口が減少することで、無医地区の定義である「人口 50

人以上の地区」から外れてしまうこともあり、数値で見る

より無医地区の深刻さは増していると言える。  

徳島県の地域医療は、平成26年現在、県内の6病院をへ

き地医療拠点病院に指定し、へき地診療所等への医師派遣

をはじめ、医師等の研修や休暇時等における代診医の派遣

といった支援を実施している。また、へき地診療所は、県

及び7市町が15の公立診療所を開設し、へき地医療拠点病

院、並びに県や県医師会から医師の派遣支援を受けて地域

医療を確保している。へき地診療所では、医師の確保が課

題であり、多くの診療所において、非常勤医師や医師派遣

による運営が行われている。 

徳島県では、これら15のへき地診療所のうち11ヶ所が

県南部にあり、地域による医師偏在が極端な状況で、南部

のへき地拠点病院は3ヶ所指定されているものの、このう

ち那賀町立那賀病院は医師数4.7名で広大な面積の地域を

カバーし、さらに南部の地域は医師数13.6人の県立海部病

院に委ねられてきた。このように、あまりにも県南部の地

域医療体制が希薄であったため、平成24年2月より徳島赤

十字病院（医師数136.8人）を加えるに至っている。しか

し、徳島赤十字病院は、徳島市に隣接する小松島市に位置

し、県南部とはかなり離れている。 

陸続きでも１人以下の医師しかいないへき地診療所であ

るが、さらに船で海を渡らないと行けない離島診療所が 2

つ存在する。 

 

  図２ 徳島県の離島（伊島・出羽島）の位置 

 

そのひとつが伊島である。伊島は、四国最東端の阿南市

蒲生田岬から東方6Kmの紀伊水道上に位置する孤立小型の

離島である。面積は 1.58 ㎢で、その 75％が林野であり、

わずか 1.3％の平地に集落が密集している。人口は、平成

22年の調査時点で167人、76世帯であり、全就業者の69％

が漁業に従事している。伊島はUJIターンによる人口流入

があり、平成2年からの10年間には29.7％だった減少率

が、平成12年からの10年間では11.6％と下がっている。

この島に阿南市が設置しているのが、伊島診療所がある。

阿南市医師会に委託して、週1回の巡回診療が実施されて

いるが、医療の大半は本土に依存している。救急患者は地

元住民が相互に協力し、漁船等で本土へ搬送しているが、

悪天候時などは航行が困難で、住民は医療に対して大きな

不安を抱えている。 

筆者らは、2012年9月、伊島を訪れて住民や自治体職員

たちと「10年後の伊島がどうあってほしいか」、そして「そ

の実現のためにどのような課題解決策が必要か」、というテ

ーマでワークショップを行った。その結果は、平成25年度

から32年度までの離島振興計画2)を策定する上での貴重な

資料として採用されている。そのワークショップでは、約

10人ずつ4つのグループに分かれ、本音で語ることを前提

に、ざっくばらんに意見を出し合ってもらった。そして、 

 

 

  図３ 伊島における住民とのワークショップ 

 

交通や産業、観光や教育など、様々な事柄に対して真剣に

話し合われたが、中でも生活の安全や安心という重要な課

題に医療の充実が採り上げられた。住民からは、「医師が週

2-3日は診療してほしい」，「歯科診療所を開設してほしい」，

「医者に常駐してほしい」，「整った医療施設がほしい」な

どの意見があがった。そんな中、印象的だったのは、「現時

点でも看護師がいるので安心である」という意見であり、

普段はあまり意識していないが、多くの住民の共通の思い

だということがわかった。伊島診療所に勤務する看護師は、

島の住民であるため島内に住んでいる。常に住民とともに



いて、住民の健康管理や医師の遠隔指示等によって医療行

為が行えている。このことは、病気や怪我による不安の解

消に、大きい意味を持っていると言える。決して便利でな

い離島に都会から人が移り住み、子どもたちが通う保育所

や小中学校も廃校にならずに存続できている理由には、診

療所の存在自体にも大きい意味があるが、もっと大きい存

在意義が、身近なところにいる看護師にあり、住民の心の

拠り所となっているのかも知れない。 

他方、出羽島は、徳島県南部の海部郡牟岐町にある牟岐

川河口の南約4Kmの太平洋上に位置する外海・本土近接型

離島である。面積は0.65 ㎢で、その77%にあたる50ha が

林野であり、民家は出羽港周辺の2ha（島の面積の3％）ほ

どの平地に馬蹄形に密集して集落を形成している。人口は、

平成22年の調査時点で94人、58世帯であり、平成2年か

らの10年間よりも平成12年からの10年間の方が、人口減

少率が3.2ポイント上がって39.4％となっている。老年人

口比率も 80％を超えていて、60 歳未満の人口は 10％程度

という、実に憂慮すべき過疎地区である。漁業が主な産業

であるため、県の振興策では地域とともに観光地としての

魅力を整備していこうと考え、平成25年度に島全体を美術

館に見立てて、空き家や空き地で国内外の現代アート作品

を展示する出羽島アート展2013を実施した。期間中延べ１

万人を超える人が訪れたため、平成26年度は牟岐町の地域

全体を巻き込んで、出羽島・牟岐アート展 2014 に発展 4)

させ、3 月に約 3 週間にわたって実施した。このように、

島民人口の100倍を超える来訪者で賑わうイベントを成功

させるなど、島には多くの魅力にあふれているが、生活を

営む上では解決しなければならない様々な課題がある。住

民や観光客の健康を守る診療所としては、県立出羽島診療

所が平成3年に新築され、県立海部病院の医師が週3回診

療所に通い、診察を行っている。海部病院との間では、FAX

や電子メールを利用した診療支援も行われているが、大半

は本土に依存しており、救急患者は住民の相互協力で、漁

船等で本土への搬送を行っている。悪天候時には航行でき

ないという点で、伊島と同様に、住民は医療に対して大き

い不安を抱えている。安心して出羽島に滞在するためには、

住民にとっても観光客にとっても、医療は最重要課題であ

る。振興計画では、へき地医療拠点病院である海部病院と

の連携強化を図り、診療日数増や高齢化に対応した医療体

制を充実しようと計画している。また、妊婦の健康診査の

受診や出産に係る交通費の支援なども考えている。しかし、

高齢化の状況は深刻で、介護サービスが不可欠ではあるが、

交通の不便さなどの不利な条件によって、民間サービスが

参入しにくくなっている。地域支援事業等でのヘルパー派

遣や島の家を利用してのデイサービスを行っているが、ヘ

ルパーの確保自体が難しい状態となっている。出羽島では

看護師も医師とともに通いのため、診療所を開ける週3日

間だけの出勤であり、伊島のような島民の安心を支える役

割は果たせていない。 

さて、看護師の従事者状況について検討する。徳島県の 

 

図4 就業看護師、准看護師の全国比較及び推移 1） 

 

就業看護師数は、平成18年末の6,627人から平成22年末

には7,571人と944人増加している。また、准看護師数は

平成18年末の4,403人から平成22年末には4,201人と202

人の減少となっている。平成22年における人口10万人当

たりの業務従事者数は、看護師が963.9人で全国第11位、

准看護師が534.8人で全国第7位とともに高い値となって

いる。また、平成22年度の男性の占める割合をみると、看

護師は全国平均が 5.6%であるのに対し徳島県では 5.8% 

(H18は5.3%)、准看護師は全国平均6.3%に対し徳島県では

8.4%(H18は7.6%)と、いずれも全国平均よりも高い割合で

あり、増加傾向となっている。 

 

図5 看護師の就業場所の状況（保健医療圏別・年次別）1） 

 

さらに、就業場所別にみると、病院5,711人(75.4%)、診

療所831人(11.0%)、介護保険施設484人(6.4%)となってい

る。平成18年から平成22年の間の就業人数の増加率は、

介護保険施設が増加率20.7%と最も高くなっている。 

看護職員の確保は、「看護師等の人材確保に関する法律」

が平成4年に施行され、様々な取り組みがなされている。

そんな中、平成22年には看護職員の計画的かつ安定的な確

保を図るため、国において「第 7次看護職員の需給に関す



る検討会報告書」(平成23年から平成27年まで)が新たに

作成され、 これに基づく徳島県の需給見通しでは、需要数

が平成 23 年の約 12,406 人から平成 27 年には 約 12,974

人と約550人増加し、需要数と供給数の差は平成23年448

人の不足(充足率 96.4%)、平成 27 年 97 人の不足(充足率

99.3%)と、若干の供給不足が見られる程度に改善される。 

徳島県においては、医師偏在や診療科偏在が極めて大き

く、地域医療に特別に力を入れなければならない状況とな

っている。しかし、看護職員に関しては、徳島県看護協会

や徳島県の医療政策の努力が実り、保健師、助産師も看護

師と同様に全国平均に比べて高い実績を上げている。図 6

に看護師・准看護師の保健医療圏別数を挙げる。 

 

 図6 護師・准看護師の保健医療圏別数 1） 

 

 筆者らは、徳島県における看護職員数の不足を補うため

だけでなく、地域における重要な役割を担うことのできる

優秀な看護師を養成する必要を認め、多くの若者が早期か

ら看護職に興味を持ち進路を決めるきっかけになるよう、

「看護のこころ普及啓発 DVD」の作成を行った。これは、

10 ヶ所以上の病院や保健所、看護師養成所に取材に訪れ、

看護師の活躍する姿やインタビューから、看護職の魅力を

最大に収録するとともに、徳島県の看護師養成制度を示し

ながら、やさしさと知識と技能を持つ看護師に憧れを抱か

せる27分の作品である。 

 

 図7 看護のこころ普及啓発DVDのジャケット 

 

制作にあたっては、徳島県内の看護に携わる専門家で構

成する委員会の意見を聴きながら、約 5 ヶ月かけて完成さ

せた DVD は、徳島県内の中学校、高等学校、看護職養成

所をはじめ、近畿・中国・四国の養成所等にも配布された。

また、徳島県看護協会からは貸し出しもされている。徳島

県のホームページからはインターネット経由でストリーミ

ング配信もしており、この映像を見て看護職員になりたい

と思う中高生が増えることを期待している。 

 

【考察・今後の展開】 

 健康は、人が人らしく生活する上で、最も重要な課題

であり、この解決がなければ地域の活性化は望めない。

少子高齢化が著しい地方では、医療面から住民を支える

ことが難しく、これがさらなる少子高齢化を加速する要

因になっている。住民の安心が得られるよう、地理的物

理的要因で医師不足となって流れに歯止めをかけること

は現実的ではなく、できないと言った方がよい。 

 しかし、地元に愛着のある看護師が地元にいれば、た

とえへき地であっても医療に対する精神的安心感が得ら

れ、地域に残る人を増やすことができるのではないだろ

うか。 

 ICTやドクターヘリなどの近代技術を活用し、安心の医

療体制が確保されつつある今、医師の地域偏在や診療科

偏在は対応できる可能性がある。しかし、常に医師に地

域住民の側でいて、心の通う医療を期待することはでき

ない。しかしながら、このような医療の目が十分に届か

ないような場にあっても、看護師の存在によって、地域

住民の健康保持や安心のための予防医療を進め、地域医

療の一歩前進を促す可能性を有しているということを、

本研究を通じて提唱していきたいと考えている。 
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Ｖ－２ 人口減少社会における医療・介護の地域統合福祉システム構築の必要性 

 

白石 史郎（事業構想大学院大学・法政大学大学院博士課程） 

 

Keyword：人口減少、医療と福祉の統合、医療の産業化 

 

【問題・目的・背景】 

 わが国では2008 年から人口減少が始まっている。

全都道府県、ほとんどすべての市町村で人口が減少す

ることが予測されている。地方では人口オーナス問題

の深刻化が懸念される。 

今後、全国的に高齢者の比率は上昇し続けるものの、

地方では、高齢者の数そのものは2040年頃から減少

し始め、一方では大都市周辺部で高齢者数が激増する

ことが予測される。図表‐１は、都道府県別の介護サ

ービス受給者の見通しである。圧倒的に大都市部に介

護サービスの需要が高いことがわかる。地方は高齢者

率が高くても、人口全体が減るなかで、高齢者の総数

は減少する。一方大都市周辺では後期高齢者が激増し、

要介護者も激増することが見込まれる。 

図-１都道府県別の介護サービス受給者の見通し 

 

このまま、抜本的な施策を講じないならば、激増

する要介護者を受け入れる施設、人材、財源のすべ

てが不足し、介護難民が発生することが懸念される。 

 いわゆるアベノミクス第三の矢の成長戦略につ

いては、農業分野、航空機産業、メタンハイドレー

トなど、様々な可能性のある有力成長分野がある。

そのなかでも医療、看護、介護は、超高齢社会にお

ける地域づくりの中で重要かつ有力な分野といわ

れている。 

政府においては、医療機器や再生医療について取

り組みを進めているが、医療、看護、介護を統合し

たサービス分野については政策的に立ち遅れてい

る。超高齢社会における医療ケアと介護の問題は、

今後大都市圏において問題の深刻化が懸念される。 

 

【研究方法・研究内容】 

アメリカにおいては、米国ペンシルベニア州・ピ

ッツバーグにおいて、鉄鋼業が衰退するなか、製造

業でのノウハウをベースとして、医療・介護分野を

戦略的に成長産業として位置づけ、地域再生を果た

したケースがみられる（１）。福祉システムの先駆的

な成功例として有名であるが、国民皆保険のわが国

とは背景が大きく異なる。 

しかし、国内においても先駆的な取り組みが一部

ではじまっている。 

国内においては、三大都市圏では、中京圏でIWAO

モデルといわれる地域における医療と介護の統合

サービスが先駆的に始まっている。大学病院による

医療との関わりで展開している。東京圏では、杉並

区において河北総合病院をコアとする地域中核病

院主導型の地域密着型の医療・介護統合システムの

展開がみられる。こうした事例を調査・研究したい。 

 

【考察・今後の展開】 

日本の産業構造の転換のなかで、医療と介護は一

つの有力な「産業」ともなりうる。しかしそのため

には、規制の緩和、人財の育成をはじめ様々な課題

が存在する。 

大学病院を中心とした事例、地域の中核病院を中

心とした事例、関連産業について調査し、産業化、

事業化の可能性等について問題提起したい。 

（１）UPMC（University of Pittsburgh Medical Center）が典型。 

 

【引用・参考】 

地域福祉社会研究会「医療・介護サービスの統合による

成長戦略～大都市圏における地域福祉社会の構築にむけ

て」（2014年） 

東京大学高齢社会総合研究機構『地域包括ケアのすすめ』 

（2014年・東京大学出版会） 



Ｖ－３ 生活の安心を支える地域医療の現状と課題 

○山本耕司・池本有里（四国大学） 

Keyword： 地域医療、高齢者、医師偏在、診療科偏在 

 

【問題・目的・背景】 

わが国では都市圏への人口集中が深刻化を増し、その高

齢化が年々進むことによって、高齢者の都市圏偏在化が社

会問題となっている。高齢者は何かしらの不調をかかえ、

医療機関にかかることが多く、比較的健康な高齢者であっ

ても施設などに入居するケースが多い。患者が多いところ

に多くの医師や看護師が必要とされるため、病院や施設が

都市圏に集中する結果となっている。このような状況は、

地方圏でも同様に発生している。 

徳島県は、人口10万人当たりの医師数が283人（H22）

であり、全国平均219人に対して圧倒的に多くなっている。

しかし、県内を6地区に分割すると、東部１には328人、

南部１には259人と多いが、残る4地区は全国平均を下回

り、いわゆる都市部に多く田舎に少ないという「医師偏在」

となっている。また、その専門は、内科、循環器科、精神

科が多いのに対し，小児科、産科、救急などの特定診療科

では医師不足、いわゆる「診療科偏在」となっている。こ

の現実は、過疎の進む地域にはさらに深刻さをもたらし、

もしものときの安心感を与える住民サービスが確保できな

いという結果につながっている。 

筆者らは、過疎の進む地域において、いかに住民の流出

を食い止め、移住者の定住を促すかといった地域活性化へ

の取り組みの中で、医療体制充実の必要性を感じたことか

ら、徳島県の状況を調査し、課題と可能性を報告する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 徳島県では、平成 25 年 4 月、第 6 次徳

島県保健医療計画を策定した。これは、保

健医療が、県民の命と健康を守り、安心し

て生活を送るための重要な基盤と位置づ

け、住民の高齢化や医療技術の進歩といっ

た状況下での住民の意識変化を含めた体

制整備の必要性を重視したためである。こ

の取り纏めは、東日本大震災を教訓に、南

海トラフ巨大地震をはじめとする住民の不安意識に応え

ているという点で意義がある。しかし、日々生活する住

民の、たちまちの不便さ解消が喫緊に求められるにも関

わらず、山積する課題を解決するものではなく、現状を

表すに留まった要素が強い。そこで、それらの数値から

読み取れる地域の課題、特にへき地に住む多くの高齢者

が持つ課題を想定し、住民、旅行者、移住者などの意見

を参考にして、自治体の進める保健医療の政策を検証す

る。 

 

【研究・調査･分析結果】 

１）現状の調査及び分析 

 図１に平成22年の都道府県別総医師数の全国平均に対

する偏差値を示している 1）2）。徳島県はこの年、人口 10

万人当たりの総医師数は283人で、全国一多くなった。 

 

図１ 厚生労働省統計表17 より求めた人口10 万対医師

総数（都道府県値の全国値からの偏差値）［文献2,p.47］2) 

 

平成24年の厚生労働省調査では、図2の通り京都府に次 

図２ 平成24年の都道府県別医師総数（厚生労働省）2) 

 

いで２位となっている。このように、徳島県は人口当た 

りの医師総数は多いが、他の地域と同様に医師は都市部

に集中し、地方、特にへき地での医療体制には問題を抱 



  図3 徳島県の1. 5次〜2次保健医療圏 3) 

 

えてきた。徳島県の医療圏は、大きく東部、西部、南部

に分けられ、それぞれがさらに２つに分けられた6つの 

保健医療圏域を採用している 3)。人口は、東部Ⅰに集中し

ており、圏域別医療施設従事医師・歯科医師数は図４の

通りである。このように、約75%の医師が東部に集中し、

全国平均の 230.4 人を大きく上回る一方、それ以外の圏

域では少なく、特にへき地においては医師不足や医師の 

 

 

   図4 圏域別医療施設従事医師・歯科医師数 3) 

 

高齢化に伴う後継者確保が困難な状況となっている。歯

科医師も同様で、へき地では存続が大変厳しい状況にあ

る。これらは、平成16年4月から研修医が研修先の病院

を選択できるようになって以来、医師が都市圏へ集中し、

地方において医師が不足する全国的な「地域偏在」の問

題であり、同時に大学においても医師が不足する事態と

なっているため、過疎地域等における医師不足は益々深

刻な状況となっている。 

   一方、小児科、産科、救急といった夜間や休日にも救

急患者が多く、勤務が過酷な診療科では、訴訟リスクの

増大も懸念して、若手医師の敬遠や医師の立ち去りが増

加している。その結果、診療科ごとの医師不足、いわゆ

る「診療科偏在」が深刻な問題となっている。徳島県で

は内科医が最も多くて 666 人(30.0%) であり、次いで整

形外科医が163 人(7.3%)、外科医161 人(7.2%)、精神科

医117人(5.3%) の順となっている。医療施設に従事する

医師数は、平成18年から平成22年までに、 49人（2.3%）

の増となっており、呼吸器科医(17 人（121.4%）の増)、

麻酔科医(13 人（35.1 %）の増)などが増えているのに対

し、小児科医が同数、産科・産婦人科医が 3 人減である

など、特定の診療科における医師の偏在が顕著と なって

いる。 

 医師の平均年齢は、徳島県の場合50.5歳であり、全国

平均48.6歳よりも高く、高齢化が進んでいる。 

 薬剤師は人口10万人当たり332.1人であり、全国平均

215.9 人を大幅に上回り、全国第 2 位となっている。し

かし、市町村別に見ると、徳島市や北島町といった都市

部に集中し、圏域では県平均を上回っているのは東部Ⅰ

のみであり、地域偏在がみられる。保健師、助産師、看

護師、准看護師といった看護職員についての人口10万人

当たりの人数は、保健師は全国15 位、助産師は21 位、

看護師は11位、准看護師は7位と、いずれも全国平均を

上回っている。これら薬剤師や看護職員に求められる役

割は、医薬品の適正使用や地域住民の健康の保持増進、

女性の生涯を通じた性と生殖をめぐる健康への支援、よ

り良いケアを患者に提供していくなど、範囲も広く成す

べきこともたくさんある。チーム医療推進の中で、どの

職も欠けてはならないが、地方においてはその偏在が健

全な医療体制を妨げ、地域住民の健康に影を落としてい

るのが実情である。 

 高齢化が一段と進む中、どこに住んでいても、適切な

保健・医療・介護(福祉) のサービスを受けることができ

る社会でなければならない。すなわち、どの人にも平等

に、健康づくりや検診等の疾病予防、介護予防を進める

とともに、病気になった場合には、しっかり「治す医療」

と、その人らしく尊厳をもって生きられるよう「支える

医療・介護」の双方を実現する必要がある。そのため、

保健・医療・介護(福祉)それぞれの連携を強化し、総合

的なサービスとして教授できる体制が整備されなければ

ならない。しかしながら、医療の地域偏在、診療科偏在

の現実は、地方、特に山間部や離島に住む人たちにとっ

て、現状は生死にかかわる重大な危機に直面していると

言っても過言ではない。 

 地域活性化を謳うには、まず人が人として生活できる

医療体制を地域の住民に提供できているのかを、地域自

身が考え、不足している問題は自治体や地域で協力し、

解決する方法を講じていくことが重要である。 

 



２）問題解決に向けた取組み 

 ・意識付けと人材育成 

 へき地医療対策は、全国的に共通する課題であり、各

地の医師、自治体職員、地域住民らが協働して取り組ん

でいる。無医地区の解消を政策として進めてきた厚生労

働省の調査では、図５に示す通り、無医地区は年々減少

し、平成21年時点では昭和46年の35％程度にまで解消

している。4)これは、医療機関が出来たことよりも、道 

 

 

  図５ わが国の無医地区の人口と地区数の推移 4） 

 

路環境が整備されたことが大きく、次いで人口が50人未

満になったことが理由にあると飯田ら 5）は指摘している。 

これは、無医地区の定義が、「医療機関のない地域で、概

ね半径4Kmの区域内に50人以上が居住する」となってお

り、人口減少でこの定義から外れた地域が増えたという

ことを示唆している。すなわち統計に表れない深刻な問

題が、へき地に起きていることも考えなければならない。 

 徳島県ではへき地医療に対し、地方に拠点病院を置き、

へき地診療所に医師や看護師を派遣支援している。 

 

 

 図6 徳島県のへき地医療拠点病院 3) 

 

 図7 徳島県のへき地診療所一覧 3) 

 

 図8 徳島県のへき地歯科診療所一覧 3) 

 

・ へき地医療対策 

 現在、徳島県では、県及び７市町が15の公立診療所を、

また2市が各1の公立歯科診療所を開設している。平成

18年に改組された地域医療支援機構が、へき地診療所等

への代診医の派遣や広域的なへき地医療支援事業の企

画・調整等を行っている。また、地域偏在・診療科偏在

を含めた医師不足の解消を目指し、地域医療体制の確保

を図るため、「とくしま医師バンク事業」や「医師修学資

金貸与事業」、「夏期地域医療研修」の実施等、支援や人

材育成に取り組んでいる。一方、重症・重篤な救急患者

は一刻も早く救急医療施設へ搬送することが必要で、初

期治療を正しく行い、救命率を向上させ、後遺症を軽減

するために、平成20年8月から、徳島県消防防災ヘリに

よるドクターヘリ機能の運用を開始している。さらに、

平成24 年 10 月からは、徳島県立中央病院にドクターヘ

リ専用機を導入し、へき地を含めた救急医療体制を充実

することで、救急医療における地域間格差の縮小を図っ

ている。 

 また、医師は研修や学会参加、女性医師の産休育休な

ども必要で、これらに対する代診医派遣も重要である。

そこで、へき地医療拠点病院が行う無医地区等への巡回

診療やへき地診療所等への医師派遣など、へき地 医療支

援活動を充実・強化する必要がある。さらに、応援診療

の実施に大きい役割を果たしている医師会や民間医療機

関との協力関係を、さらに強化する取り組みが必要であ

る。一方、徳島県は全県CATV網構想のもと、徳島県下全

域に光ファイバー網が整備済みであるため、この ICT 環

境を活用することで、時間的・距離的ハンディを抱える

へき地の医療を積極的に支援し、医療の質の向上を図る

ことが必要である。そこで、徳島県及び徳島県内の中

核病院が中心となって、ICTを活用した「遠隔画像診断シ

ステム」の整備等に取り組んでいる。 

・総合メディカルゾーン 

 徳島県では、徳島大学病院と徳島県立中央病院が隣接

している地理的条件を活かし、①「県民の安心」を目指

した医療の拠点化、②「県民の健康」を目指した医療の

拠点化、③「県民医療の発展」を目指した情報・教育の

拠点化、④「総合メディカルゾーンの効率的な運営」を



目指した施設・設備の建設と運営の 4 つの目標を掲げて

いる。この基本合意に基づいて、平成18 年 9 月に、「総

合メディカルゾーンの効率的な運営」を目指した施設・

設備の建設と運営に関し、新県立中央病院の開院に合わ

せた病院間の連絡橋の設置や、 駐車場の共同利用の早期

実施などハード面における連携を進めることについて合

意し、平成 21年10月に、「医療及び情報・教育の拠点化」

に関し、地域医療及び救急医療を担う医師等の育成、周

産期医療や小児救急医療の拠点化などを推進することや、

両病院の「効率的な運営」を行うこととしている。両病

院の特性を最大限に伸ばす方向で、さらなる連携や効果

的な機能分担を進め、徳島県民が安心して質の高い医療

サービスが受けられる中核拠点として、その機能を高め

るとともに、地域の医療機関と連携を図りながら、徳島

県全体の「医療の質の向上」や「医療の最適化」を目指

す。具体的な方向としては、①「県民の安心」をめざし

た○救命・救急医療、○小児救急医療、○災害医療、○

地域医療の拠点、②「県民の健康」をめざした○周産期

医療、○がん医療、○感染症医療、○生活習慣病医療の

拠点、③「県民医療の発展」をめざした○医療情報、○

医療従事者教育の拠点として、整備を推進することにし

ている。 

 徳島県では、救急車によって搬送される急病患者の約

16％が脳疾患であり、脳血管疾患の年齢調整受療率(人口

10 万人対)は全国より高い状況で推移している。また、

12％が心疾患で、虚血性心疾患の年齢調整受療率(人口10

万人対)も全国より高く、救急搬送の重要性は高い。また、

徳島県は糖尿病による死亡率が全国平均を大きく上回る

状況が続いており、ワースト１位が続いている。その要

因は、肥満、過食、運動不足などであり、発症の予防に

は、バランスのとれた食生活、適度な運動習慣、禁煙な

どの生活習慣の改善が重要で、専門家による保健指導が

欠かせない。そのためには、かかりつけ医のような、身

近な医師や看護師、地域の保健師などが重要な役割を果

たすことから、特に過疎地における地域医療の充実が求

められる。 

 

【考察・今後の展開】 

 筆者らは従前、地域振興や、活力ある地域の実現には、

若者が地元の未来に希望を持ち、地元で活躍したいと思

う社会を作ることにあると述べてきた。もちろん地元経

済に活力がないと、若者は職を求めて流出してしまうた

め、企業が収益を上げて雇用を生むことが地域活性化の

ポイントであるという考え方に変化はない。しかし、若

者が地域に住む上で必要な安心感は、高齢者の必要とす

る安心感と共通するものである。人は誰もが健康を保持

増進することをもととして、食の楽しみや日常会話の楽

しみの中で幸福感を得るものである。したがって、その

基盤に欠くことの出来ないものが医療の充実である。徳

島県では医師偏在や診療科偏在といった医療体制の地域

格差が大きく、高齢者が健康に生活をする上で常に不安

を抱えている。地域に人が安心して住むためには、水や

土地や電気などが必要であるように、医療体制の質を上

げなければ地域活性化は成り立たない。少しでも安心で

きる医療体制を確保するため、住民は地域や自治体職員

と常に保健医療に対する共通の認識を持ち、地域の医師

や看護師と住民との絆を深めながら、無医地区とならな

いよう絶えず行政に働きかけていかなければならない。 
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Ｖ－４ 地域医療の方向性に関する一考察－患者満足度調査を中心に－ 
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【背景】 

従来、「病院は潰れない」と言われていた。しかし、現下

の病院がおかれている環境は激しい競争にある。そのため、

医療をサービス事業として捉える視点が重要である。その

際、環境変化として、国民の消費生活の変化、疾病構造の

変化及び医療政策の変化といった点が挙げられる。 

 まず、国民の消費生活の変化とは、消費生活の質の向上

に伴って、サービスの品質の向上を求める傾向が現れてき

た。これに対して、医療の場合は、患者の意見を取り込ん

だサービス品質の向上は二の次とされてきた。一方、高齢

化の深刻化とともに、疾病の構造も従来の感染症モデルか

ら慢性疾病モデル（川上 2006）に変化し、従来のような

「完治」という結果（アウトカム）重視から診療を受ける

過程（プロセス）重視へと視点が変化している。特に、医

療政策の変化に関して、日本の医療政策は1980年半ば以降、

医療費抑制のために供給抑制型へ転換し、経営を意識した

病院経営が求められ、患者数の確保を前提とした顧客満足

の視点が重視されることとなった。 

このように、「医療をサービス業として」捉えるようにな

るとともに、医師と患者が相互に関わりながら、患者が納

得する医療を提供することが必要となってきている。医療

提供者からのアプローチが主流であったこれまでの医療の

考え方は、患者の視点からのアプローチも重視されてきた。 

その中で、特に地域医療は近年、地域の過疎化、地方交

付税の削減による財政的支援の減少や診療報酬の減少によ

る収益の減少及び臨床研修制度の施行に伴う医師不足によ

って、経営困難がますます表面化している（北海道保健福

祉部 2008）。 

さらに、近年、医療訴訟の数は急激に増加している。そ

の中では、医療事故や医療ミスによるものもあるが、それ

以外の理由による患者の不満からのケースも少なくない。

中では、「医師や医療機関の対応の悪さ」や「患者と医師と

の信頼関係の低下」などがあげられる（島津 2005）。 

【目的】 

このように医療の品質及び信頼が患者に求められるよう

になってきている。したがって、本研究の目的はビジネス

の視点から、医療をサービス事業として捉え、サービス品

質の指標として「患者満足度」をとりあげ、医療の品質の

アウトカムの指標である「患者満足度」に関する実証研究

を通じ、調査結果から患者満足度に影響を与える構成要素

を抽出し、患者満足度を改善する際の視点を明確にする。

それによって、地域病院の顧客ロイヤルティの強化及び収

益性の向上に資する研究とする。 

【研究方法・研究内容】 

理論研究において、プロフェショナル・サービスとし

ての医療の特性に関して、島津（2005）は①サービスの

品質を評価する際に、サービスの提供者である専門職に

よる質の評価と、サービス利用者の知覚品質という 2 つ

の評価の次元が存在しているという「サービス評価の二

面性」、②同じ供給者がサービスを提供しても利用者の状

況が単一でないので、提供するサービスが常に異なるこ

とによる「変容性」、③利用者にも提供者にもサービス提

供内容に対する期待が明確になっていない部分があると

いう「期待の不明確性」及び④サービスの利用期間が長

期にわたることと、あるサービス提供者から他のサービ

ス提供者が引き継いでサービスを提供するという「連続

性」といった通常のサービス業とは異なる性質をあげて

いる。以上より、本研究の対象が、通常のサービスとは

異なる特性を有している点を整理した。 

また、医療の質の概念について、一般的に広く知られ

ているDonabedianの医療の質の概念、つまり「医療の質」

を「構造」、「過程」および「結果」という 3 つの側面か

ら捉える概念がある。さらに、医療の質を評価する際に、

現段階はまだ専門職、例えば、学会での評価基準等によ

る「過程品質」の評価が主流となっていることを確認し、

加えて、患者の視点が医療の質の評価において重要であ

る点を確認した。特に、主要な評価要素の1つとして「人

間関係的要素」があげられるが、患者の視点が欠けてい

る専門職だけからの医療の質の評価では十分とは言えな

い（伊藤 2003）。 

さらに、日本における患者満足度の実証研究に関する

先行研究をレビューして、「患者満足度と信頼構築」「医

師の診療行為と患者満足度」「コミュニケーションと患者

満足度」などの視点の重要性を確認した。先行研究から、

医師と看護師の技術や能力、及び患者に対する説明の分

かりやすさや態度などの変数が患者満足度に正の効果を



与えていることが明らかになった。特に、医師と患者間

の良好なコミュニケーションは両者の信頼構築を促し、

患者満足度につながる（前田・徳田2003、塚原2005）と

の研究を確認した。 

本研究では、実証研究により、自治体病院である市立

A病院の外来患者を対象に、「患者が医療サービスを受け

る過程においての要素」に注目し、アンケート調査票を

作成し、「患者満足度」に関するアンケート調査を実施し

た。さらに、アンケート調査から得たデータを用いて、

回帰分析を行った。 

【調査･分析結果】 

医療サービスを評価するには、医療の専門的な知識に

よる評価と患者が感じる満足度という2つの側面がある。

本研究は主に後者、すなわち患者が感じる周辺的なサー

ビスについて考察する。特に、本研究は「患者満足度の

影響要因」及び「信頼構築の要因」に焦点を絞り、3つの

仮説を立て、検証を行った。そのために、「受診過程」に

注目し、2013年9月 24から9月 27日にかけて、市立A

病院の外来患者を対象に患者満足度の自記式アンケート

調査を実施した。アンケート調査票を 609 票配布し、有

効回答数が560票（有効回答率91.95%）であった。 

1）病院への満足度を構成する要因について 

外来診療においては、医療提供者の中でもとりわけ医

師が患者に接する機会が多く、患者の受療満足度への医

師の影響が相対的に大きくなると推察される。長谷川・

杉田（1993）は外来において、医師の行為への満足度は

環境や待ち時間より病院全体の満足度に影響していると

述べていた。前田・徳田（2003）は、総合満足度に強く

影響するのは「医師の診療行為や治療態度に対する満足

度」と主張していた。そこで、「病院への満足度を構成す

る要素」を抽出するために、ステップワイズ法によって、

病院への満足度に対する重回帰分析を行った（図1、表1）。 

 

図1 病院への満足度の影響要因 

 

 注：図の数値は標準化回帰係数となる。 

表1 病院への満足度に関する重回帰分析の結果 

R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
.707g 0.499 0.493 0.50057

平方和 (分散成分) 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 137.972 7 19.71 78.663 .000g
残差 (分散分析) 138.313 552 0.251
合計 (ピボットテーブル) 276.286 559

標準化されていない係数 標準化係数
B 標準誤差 ベータ t 値 有意確率

(定数) 0.304 0.157 1.942 0.053
医師への全体的満足度 0.168 0.030 0.206 5.619 0.000
診察室内・検査室内の清潔度 0.181 0.037 0.186 4.952 0.000
トイレの数 0.137 0.033 0.155 4.093 0.000
窓口・総合案内の言葉遣いと態度 0.145 0.037 0.145 3.896 0.000
駐車場の待ち時間 0.093 0.024 0.123 3.814 0.000
案内板や掲示板の見易さ 0.113 0.036 0.122 3.147 0.002
看護師への全体的満足度 0.110 0.038 0.122 2.903 0.004

モデル集計

分散分析(b)

係数(a)

 
結果として、有意水準が1％で「医師への全体的満足度」

が「病院への全体的満足度」に影響する最重要要素とし

て抽出された。それ以外に「診療室内・検査室内の清潔

度」、「トイレの数」、「駐車場の待ち時間」及び「案内板

や掲示板の見やすさ」といった診療環境の快適性も求め

ていると見られ、「病院では、雰囲気・快適性も総合的満

足度に強く影響している」という永井・山本・横山（2001）

の分析結果とも一致した。また、医師と看護師以外には、

窓口・総合案内の職員の対応も患者満足度に影響してい

ることが分かった。 

2）「患者満足度と信頼関係」及び「コミュニケーション

と信頼関係」に関する仮説検証 

 次の仮説1から仮説3 までを設定し、検証を行った。 

仮説1「信頼関係は患者満足度に大きく影響している」 

信頼性はサービス品質を評価する指標の一つとしてあ

げられ、真野（2005）も医療をサービスとして捉え、医

療サービスの品質を評価する 5 つの指標に最も重要なの

は信頼であると指摘していた。さらに、先行研究におい

て、藤澤（2005）は信頼関係が患者の満足度を高める要

因だと述べた。 

ここでは、仮説を検証するために、「医師への満足度」

と「看護師への満足度」それぞれ重回帰分析を行った（図

2、表2、図3、表3） 

 

図2 医師への満足度の影響要因 

 

 注：図の数値は標準化回帰係数となる。 

 



表2 医師への満足度に関する重回帰分析の結果 

R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
.906a 0.82 0.818 0.36798

平方和 (分散成分) 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 341.77 6 56.962 420.665 .000a
残差 (分散分析) 74.881 553 0.135
合計 (ピボットテーブル) 416.65 559

標準化されていない係数 標準化係数
B 標準誤差 ベータ t 値 有意確率

(定数) -0.105 0.097 -1.083 0.279
医師の言葉遣いと態度 0.060 0.034 0.054 1.739 0.083
医師の診察や検査結果の説明 0.119 0.036 0.110 3.297 0.001
医師の診療方針やお薬などの説明 0.019 0.033 0.017 0.572 0.568
医師への質問や相談のしやすさ 0.125 0.033 0.122 3.753 0.000
医師の患者のプライバシーへの配慮 0.048 0.025 0.045 1.883 0.060
医師への信頼感 0.648 0.032 0.640 20.367 0.000

分散分析(b)

モデル集計

係数(a)

 

 

図3 看護師への満足度の影響要因 

 
 注：図の数値は標準化回帰係数となる。 

 

 表3 看護師への満足度に関する重回帰分析の結果 

R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
.906a 0.821 0.819 0.33118

平方和 (分散成分) 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 277.964 6 46.327 422.378 .000a
残差 (分散分析) 60.654 553 0.11
合計 (ピボットテーブル) 338.618 559

標準化されていない係数 標準化係数
B 標準誤差 ベータ t 値 有意確率

(定数) 0.035 0.089 0.394 0.694
看護師の言葉遣いと態度 0.169 0.031 0.159 5.490 0.000
看護師の待ち時間などの説明 0.016 0.022 0.018 0.727 0.468
看護師の次回受診日程やお薬などの説明 0.019 0.032 0.018 0.596 0.551
看護師の対応の素早さ 0.162 0.033 0.165 4.953 0.000
看護師の患者のプライバシーへの配慮 -0.005 0.031 -0.005 -0.155 0.877
看護師への信頼感 0.633 0.035 0.624 18.277 0.000

モデル集計

分散分析(b)

係数(a)

 

 医師と看護師いずれにおいても、仮説は支持された。

つまり、信頼関係は患者満足度に影響する大きな要因で

ある。一方、信頼に関する要因以外に、「医師が患者に対

する情報提供」や「医師との十分な対話」といった要素

も医師への満足度に影響していることが分かった。看護

師の場合は、信頼要因以外に、「言葉遣いと態度」や「対

応の素早さ」のような要素が抽出され、情報提供よりも

態度とスピーディーな対応がより強く満足度に影響する

ことが判明した。 

仮説 2「患者と医師のコミュニケーションは信頼関係に

影響する大きな要因である」 

前田・徳田（2003）は、医師のコミュニケーションの

変数として、「医師の説明の分かりやすさ」や「医師が訴

えを聴いてくれた」などを使った。結果として「患者中

心の医療の実践とは、患者――医師間の良好なコミュニ

ケーションを土台にして信頼関係を作ること」と述べた。

また、塚原（2005）は信頼構築において最も重要なのは

患者と医師の十分な対話であると指摘していた。仮説 2

として、医師への信頼感に関する重回帰分析を行った（図

4、表4）。 

図4 医師への信頼感の影響要因 

 

  注：図の数値は標準化回帰係数となる。 

 

表4医師への信頼感に関する重回帰分析の結果 

R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
.819a 0.67 0.667 0.49151

平方和 (分散成分) 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 272.244 5 54.449 225.387 .000a
残差 (分散分析) 133.835 554 0.242
合計 (ピボットテーブル) 406.079 559

標準化されていない係数 標準化係数
B 標準誤差 ベータ t 値 有意確率

(定数) 0.225 0.129 1.746 0.081
医師の言葉遣いと態度 0.207 0.045 0.190 4.618 0.000
医師の診察や検査結果の説明 0.209 0.047 0.197 4.420 0.000
医師の診療方針やお薬などの説明 0.132 0.044 0.122 2.995 0.003
医師への質問や相談のしやすさ 0.386 0.041 0.384 9.381 0.000
医師の患者のプライバシーへの配慮 0.030 0.034 0.029 0.895 0.371

係数(a)

モデル集計

分散分析(b)

 

分析結果から、仮説は受容された。5つのコミュニケー

ション変数の中、4つが有意であった。影響要因として抽

出された「医師の言葉遣いと態度」、「医師の診察や検査

結果の説明」、「医師の診療方針やお薬などの説明」、「医

師への質問や相談のしやすさ」との4つの変数の中、「医

師への質問や相談のしやすさ」が最重要要素となってい

た。つまり、医師が患者に対する情報提供以外に、医師

と患者との対話が非常に重要であった。 

仮説 3「患者と看護師のコミュニケーションは信頼関係

に影響する大きな要因である」 

ここでは「看護師への信頼感」にも仮説 2 と同様の構

造があるかを重回帰分析によって検証した。（図5、表5）。 

 

図5 看護師への信頼感の影響要因 

 

注：図の数値は標準化回帰係数となる。 

 

 



表5看護師への信頼感に関する重回帰分析の結果 

R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
.850a 0.722 0.72 0.4063

平方和 (分散成分) 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 237.689 5 47.538 287.974 .000a
残差 (分散分析) 91.452 554 0.165
合計 (ピボットテーブル) 329.142 559

標準化されていない係数 標準化係数
B 標準誤差 ベータ t 値 有意確率

(定数) 0.136 0.109 1.251 0.211
看護師の言葉遣いと態度 0.254 0.036 0.242 7.026 0.000
看護師の待ち時間などの説明 0.014 0.027 0.017 0.536 0.592
看護師の次回受診日程やお薬などの説明 0.204 0.038 0.197 5.374 0.000
看護師の対応の素早さ 0.231 0.039 0.239 5.948 0.000
看護師の患者のプライバシーへの配慮 0.264 0.037 0.271 7.155 0.000

分散分析(b)

係数(a)

モデル集計

 

こちらも、5 つのコミュニケーションの変数の中の 4

つの変数が有意な影響要因として抽出され、仮説は支持

された。影響要因として抽出されたコミュニケーション

項目から、「看護師の患者のプライバシーへの配慮」とい

う変数が最も患者と看護師の信頼関係に影響しているこ

とが分かった。また、「看護師の言葉遣いと態度」及び「看

護師の対応の素早さ」も看護師と患者との信頼関係と大

きく関わっている。つまり、外来において、看護師は情

報提供よりも「プライバシーへの配慮」や「態度」及び

「対応の素早さ」がより求められている。 

【結論】 

本論における分析から、①医師への満足度が病院への

満足度に強く影響する。②医師・看護師と患者との信頼

関係は患者満足度に影響する大きな要因となる。③患者

と医師、患者と看護師とのコミュニケーションは両者の

信頼関係に大きく影響しているといった結果が得られた。

ただし、影響要因として抽出されたコミュニケーション

の変数から、医師の場合は、結果説明や方針説明のよう

な情報提供よりも、患者は医師との十分な対話を重視し

ていることが分かった。一方、外来の看護師であるため、

「対話」や「情報提供」よりも「患者のプライバシーへ

の配慮」や「対応の素早さ」が患者との信頼関係に強く

影響していると判明した。また、外来患者の満足度評価

に対して医師と看護師はもちろん強く影響しているが、

医師と看護師以外の職員の対応において、「窓口・総合案

内での接遇」が患者満足度と強く相関していることも示

された。診療環境の清潔度や設備に関する項目も病院の

満足度に影響していることが明らかになった。 

【今後の課題】 

今回のアンケート調査は外来患者を対象にしたが、仮

説の内容から医師と看護師の医療活動への評価という事

柄の性格から、今後は入院患者を対象にアンケート調査

を実施し、「外来」と「入院」の患者満足度の相違を見出

すことも必要である。 

 また、本調査のように受診過程に含まれたほぼすべて

の項目を設定するのでなく、ある項目を中心に（例えば、

信頼感など）詳細に分析していくことも非常に重要であ

ると考える。 

 最後に、本研究において、「病院への満足度」「医師へ

の満足度」及び「看護師への満足度」は個別で重回帰分

析によって影響要因を抽出した。今後は、それらを一貫

して関係を検討する必要がある。 

【付記】 

本研究は、「公益財団法人 大塚敏美育英奨学財団奨学

金」及び「JSPS科研費25380561」の助成を受けての調査

研究成果の一部である。 
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Ｗ－１ 生産管理技術の農業ビジネスへの援用可能性 全体俯瞰 -概念データモデルの視点から-  

〇井形元彦・桂信太郎（高知工科大学） 

 

Keyword：生産管理技術、農業、概念データモデル 

 

【背景】 

環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）交渉も受け、農業の

抜本改革が急務となる中、国際競争にも耐えうる強い農業

への転換が喫緊の課題である。「2013年度 食料・農業・農

村白書」〔1〕にて、「『攻めの農林水産業』の展開に当たっ

ては、これまでの農業界の取組の枠にとらわれず、他産業

の知識やノウハウも活用した新しい発想が必要であること

から、これまで以上に農業界と経済界が、農業の生産・流

通・経営管理等の各方面で連携した取組を進めることが重

要です」と述べている。実際、大企業等からの農業参入も

活発になっており〔2〕、生産管理ノウハウの農業への適用

も部分的に始まっている〔3〕。IT活用も、NEC〔4〕等で取

り組まれている。この大きな流れを受け、本稿では、製造

業における生産管理技術の農業ビジネスへの援用可能性を、

概念データモデルの視点から大きな枠組として捉えること

を試みた。 

 

【本研究の位置づけ】 

経団連産業政策本部[3]でのニチレイアグリの紹介では、

コスト管理、生産から出荷に至るバリューチェーンの管

理といった製造業のノウハウを活かしていきたいとのこ

と。東京海上日動リスクコンサルティング [5]では、愛

媛県西条市で化学メーカーが中心に、「未来都市モデルプ

ロジェクト」として、GPSによる農機自動運転や農薬の無

人散布、ICタグ技術による農作物・流通の効率的システ

ム構築を目指していることを紹介している。栗田義夫[6]

では、㈲会社クリタ園芸での納品先・単価を決めてから

生産すること、品質向上による全品目95％の出荷率の確

保などのために、農業以外の製造業では当たり前に取り

組んでいたことを可能な限り導入すべく努力していると

のこと。以上のように製造業のノウハウを個々に活かす

取組が始まっている。 

本稿では、製造業における生産管理技術の農業ビジネ

スへの援用可能性の全体俯瞰をする位置づけにある。 

 

【研究内容】 

井形ら [7]で、農業ビジネス活性化のための方法論展開

を念頭に、農業ビジネスの構造見える化への概念データモ

デル設計法 [8]の援用、それを踏まえてBSC戦略マップ導

出が可能なことを示した。井形ら[9]では、新たな分析視点

補強も行い、方法論の全体骨格の仮説を提示した。品質機

能展開の分析視点を、戦略マップからの戦略具体化という

異なる分野に援用することの可能性についても論じた。 

本稿では、上記研究も踏まえ、農業ビジネスの経営効率

化を狙い、概念データモデル分析を通じて製造業の生産管

理技術の農業への援用可能性を分析した。 

（１）研究のアプローチ手順 

下記アプローチで、研究を進めることとした。本アプロ

ーチの契機は、手島ら〔8〕と向正道〔10〕にある。 

手順１：企業及び生産管理の全体構造の把握 

手順2：製造業の形態の分類  

手順3：上記形態における農業の類似性 

手順4：製造業と農業の動的構造の写し取り 

手順5：製造業の生産管理技術の農業への写像（手順4

で写し取ったモデル間の写像）により、生産管理技術

の農業ビジネスへの援用可能性を全体俯瞰 

（２）企業及び生産管理の全体構造の把握（手順1) 

 井形〔11〕にて、企業の業務の全体構造を図 1 に示し

た。枠組みとして販売管理、顧客管理、会計、生産管理、

購買管理、在庫管理があり、生産管理の構造をさらに分

析すると図２、主要業務の概要は図3となる。 

製造業は、原料や部品を調達し、効率よく生産し納期

までに出荷するのが基本プロセスであり、原料の調達費

用の低減化、生産効率を上げるトータルコストの抑制、

在庫の適正化やリードタイム短縮による受注納期の遵守

などの課題がある。それらの課題改善に向けたノウハウ

が、生産管理技術として製造業の仕組みの中に組み込ま

れていることになる。 

（３）製造業の形態の分類（手順2） 

製造業は、組立系とプロセス系に大きく分類でき（図4）、

生産管理のあり方が異なる。組立系は、機械工業の形態

であり、自社で製作したあるいは外部調達した部品を加

工し組立てて、外形変化により製品を完成させる。一方、 



図1 企業の業務 全体構造〔11〕 
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図2 生産管理の構造〔11〕 
内容

需要予測
特定期間における販売・生産の数量を過去データなどにもとづいて
予測する。

生産計画
需要予測や受注にもとづき、生産予定量を月や週、日単位に計画す
る。

製造日程計画
製品の作り方である手順計画と生産能力のバランスをとる工数計画
を作成する。

生産統制
進度管理や現品管理、余力管理などにより、計画との実行差異を調
整する。

購買管理
生産に必要な材料や製品、消耗品などを最も有利な購買条件で調
達する。

在庫管理
原料、仕掛品、製品などの在庫を管理し、生産や販売がスムーズに
流れるように調整する。

品質管理
企画品質、設計品質、製造品質を高めるため、品質を評価し4Mの視
点で改善する。

出荷管理
出荷指示を受けてピッキングし、配送手配から顧客への納品までの
物流を管理する。

業務分類

製造業

 

図3 生産管理の主要業務の概要〔11〕 
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加工対象
が固体

一つの製品
への収束型
（A型）

工程の変更が
比較的可能

比較的、柔軟
性が高い

プロセス
系

装置工
業

鉄鋼、化
学、製紙な
ど

質的変化
（原料の混合・
反応等の加工
プロセス）

原料・製
品が不定
形の液
体・ｶﾞｽ

複数製品へ
の分散型
（V型、T型、
X型）

製品品種及び
その生産能力
は装置によっ
てかなり制約
を受ける

比較的、柔軟
性が低い

 

図4 組立系とプロセス系の比較〔11〕 

プロセス系は装置工業の形態であり、鉄鋼業や化学工業

のように複数の原材料の混合・反応などを通じて質的変

化により製品を完成させる。 

（４）上記形態における農業の類似性（手順3） 

農業を製造業の形態の分類からみると、自動車のよ

うな部品を組み立てていく形態とは明らかに異なり、

種子に土壌、光、必要時に水、肥料、農薬等を与える

ことで（言い換えると、種子、土壌、光、水、肥料、

農薬を原料にして）、質的変化を引き起こさせることで

農産物を育てていく（製造していく）。どちらかといえ

ば、製造業におけるプロセス系に近いと考える。 

（５）構造の写し取りと生産管理技術の写像による全  

体俯瞰（手順4,5） 

ここでは、次のステップを踏む。①農業の形態に近

いプロセス系の製造業と農業を対象に構造を動的モデ

ルに写しとる。②製造業の動的モデル上に、生産管理

の構造(図2)も念頭に、需要予測、生産計画等のカバ 

－領域を明示する。③製造業の動的モデル上の需要予測、

生産計画等のカバー領域を農業の動的モデルに写像する。

それにより、生産管理技術の農業ビジネスへの援用可能

性の全体俯瞰を可能とする。 

動的モデルに写し取る背景は、動的モデルによりビジ

ネスに関わる｢もの｣がどのような「ビジネス活動」によ

って状態が変化するのか、一連の「活動の種類」と順序

規則を明確化できることにある〔8〕。それにより、製造

業と農業の動的構造の比較が容易になる。参考までに、

藤本〔12〕は、日本型プロセス産業（化学産業、医薬品

産業、醸造業、鉄鋼業など）の本質を動的モデルとは異

なるアーキテクチャ論という観点から分析している。 

図4、図5が分析結果である。図4は、鉄鋼業（厚板鋼

板の生産をイメージしたもの）をとりあげ、図5では某

農業法人を対象に、それぞれ動的な大きな枠組を示した。

図4に生産管理技術のカバー範囲を明示し、図5に写像

することで、生産管理技術の援用可能な領域を示した。 

 

【研究・分析結果】 

以下のことが明らかとなっている。 

① 農業における商品（農産物）の製造の成り立ち・構

造を考えると、一般製造業を組立系とプロセス系に

大きく分けた場合、後者に相当すると考えられる。 

② 製造業（プロセス系）と農業ビジネスを概念データ

モデルとして見える化し対比・分析し、製造業から

農業に写像することで、生産管理技術の農業援用の

全体観をある程度俯瞰可能である。 

 

 



 

図5 鉄鋼業の生産管理構造（動的モデル）〔筆者作成〕 

 

 

 

図6某農業法人の生産管理構造（動的モデル）〔筆者作成〕 

 

【今後の展開】 

上述の全体俯瞰を踏まえ、農業法人での生産管理技術援

用の具体的な方向性を見定める。たとえば、見込み生産に

ついては図 7、需要予測から販売計画、日程計画、生産を

経て出荷・請求にいたる見込み生産の工程の流れは図 8、

品質管理の枠組は図9として整理でき、その中に生産管理

技術が組み込まれている。これを農業の実態にあわせて援

用 す る こ と に な る 。 構 造 と し て 写 像 す る



項目
見込み生産
（MTS：Make To
Stock）

受注加工組立生産
（BTO：Build To
Order）

個別受注生産
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化
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・技術力による製品
差別化

・工場操業の安定化
・製造工程の共通化

 
図7 見込み生産のパターン〔11〕 

図8 見込み生産の流れ〔11〕 
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図9 品質管理の枠組〔11〕 

ことができても、実際の援用を進めていくうえでは、製

造業と農業の違いに留意することが必要である。丸尾達

〔13〕は、農業と工業との違いを次のように述べている。

①天候などの気象環境に影響される。②商品寿命が短い。

③収穫後、価値が極端に低下。④出荷が過剰になると、

価格が暴落。⑤生産や出荷量の調節・予測が困難。⑥生

産者が価格設定できることはまれ。⑦収益が不安定。⑧

高齢化も進展。 

理論面では、本方法論を支えると思われる資源ベース

論、ダイナミック・ケイパビリティ論の観点からの考察

を深めていく。実践と理論の両面から調査・研究を行い、

地域と共生し地域とともに発展する持続可能な農業経営

のあり方の提示につなげたい。 

【付記】 

科学研究費補助金（基盤Ｃ、研究代表者：桂信太郎、

研究課題番号23530486）の調査研究成果の一部である。 
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90→00年 00→10年 1990年 2000年 2010年
北海道 0.4 -2.8 100.0 100.0 100.0

15歳未満 -23.4 -17.0 18.4 14.0 12.0

15～64歳 -2.3 -9.2 69.7 67.8 63.3

65歳以上 52.8 31.7 12.0 18.2 24.7

道央水田（空知・上川） -4.8 -8.5 100.0 100.0 100.0

15歳未満 -26.4 -21.6 17.1 13.2 11.3

15～64歳 -9.6 -16.4 68.3 64.8 59.2

65歳以上 43.6 22.8 14.5 21.9 29.4

道東畑作（十勝・ｵﾎｰﾂｸ） -1.8 -5.4 100.0 100.0 100.0

15歳未満 -23.3 -19.4 19.1 14.9 12.7

15～64歳 -5.4 -12.0 68.3 65.8 61.2

65歳以上 50.3 27.5 12.6 19.3 26.1

道東酪農（根室・釧路） -6.3 -9.7 100.0 100.0 100.0

15歳未満 -29.5 -24.4 20.1 15.1 12.7

15～64歳 -8.6 -16.5 69.3 67.6 62.5

65歳以上 52.9 29.9 10.6 17.3 24.9

資料：「国勢調査」各年次

表１　北海道における年齢別人口の推移
減少率（％） 割合（％）

資料：「北海道農林水産統計年報」「農林業センサス」各年次

注：1990年～2005年は「北海道農林統計水産統計年報」、2010年は「農林業センサス」の

データを用いた。

図１　釧路地域における乳用牛飼養頭数と飼養戸数の推移
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資料：「北海道農林水産統計年報」「農林業センサス」各年次

注：1990年～2005年は「北海道農林統計水産統計年報」、2010年は「農林業センサス」のデータ

を用いた。

図２　釧路地域における一戸あたり生乳生産量・飼養頭数の推移
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年次 概要

1992年 3戸による協業経営法人を設立する（200ha、200頭規模）。

1997年
規模拡大を行い（300ha、400頭規模）、最初のバイオガスプラントを設
置し、売電を開始する。施設園芸でイチゴの栽培を始める。

2006年
新たに農地を取得し（750ha、600頭規模）して第2牧場を開設し、二
つ目のバイオガスプラントを設置する。

2008年 直売所、カフェを開業する。

資料：ヒアリング調査による。

表２　有限会社Ａファームの経営展開

Ｗ－２ 北海道の大規模酪農経営による環境対策と地域雇用創出の課題 

菅原 優（東京農業大学生物産業学部） 

Keyword： 地域資源の循環利用、バイオガス発電、地域雇用創出 

 

【背景】 

北海道農業は経営規模の拡大や機械・施設の大型化によ

って「農業の近代化」が最も進展した専業農業地帯である

が、その生産物・一次加工品の多くは都府県の大消費地向

けとなっており、地場関連産業との関係性や地産地消とい

った取り組みは希薄である。また、地域の人口減少が顕著

となっており、その意味では地域資源を活用した新事業創

出による雇用創出が地域課題となっている。表１は北海道

における主要農業地帯別の年齢別人口の推移を示したもの

であるが、生産年齢人口（15～64歳）の減少と高齢化率の

上昇を確認することができる。 

北海道では酪農経営の規模拡大が進むと同時に家畜糞尿

処理の問題や臭気問題が課題となっていた。これらの対策

としてスラリーストアーの設置が行われたが、規模の大き

い酪農経営ではバイオガスプラントを設置してバイオガス

を発生させて熱利用や余剰電力の活用、消化液の圃場還元

など生物資源の循環利用が行われている。 

一方、2011年の東日本大震災以降、原子力発電所の是非

が問われ、自然エネルギー等の地域資源を活用した農山村

再生の取り組みが各地で注目されている。 

北海道は自然エネルギーのなかでも木質系および畜産系

のバイオマス資源が豊富な地域であるが、酪農経営では経

営規模の拡大と共に家畜糞尿処理といった環境対策と同時

にバイオガスの有効利用による雇用創出モデルが必要とな

っている。 

【研究方法】 

 本研究では、上記の課題を分析するために対象地域を

北海道でも酪農経営が集中している釧路地域に絞り、大

規模酪農経営でバイオガスプラントを設置してバイオガ

スで熱利用と発電を行い、熱利用を施設園芸に活用しな

がら、直売所を展開するなど多角的な事業展開を行って

いる有限会社Ａファームの事例分析を行い、事業がもた

らす有効性と雇用効果について明らかにしようとするも

のである。 

【調査･分析結果】 

 北海道釧路地域の農家戸数は2011年現在で1,412戸と

なっており、そのうち 1,014 戸が酪農経営である。図１

では釧路地域における乳用牛飼養頭数と飼養戸数を示し

たものである。飼養戸数は減少傾向にあるものの、飼養

頭数はほぼ横ばいで推移している。 

また、図２に示したように、１戸あたり乳用牛の飼養

頭数や生乳生産量は増加傾向となっている。 

事例とした有限会社Ａファームは、表２に示したとお

り、釧路市（旧阿寒町に事務所）に立地している農業生

産法人で1992年に3戸の酪農経営によって誕生した協業

組織である。法人化する以前の会社代表の経営規模は

30-40ha前後であったが、3戸による法人化で200ha・200

頭前後の大規模酪農経営となったが、1997年に300ha規

模・400頭前後へと拡大し、最初のバイオガスプラントの



設置を行った。こうしたなかで2006年に新たに農地を取

得し、第1牧場には400頭、第2牧場には550頭の経産

牛を飼養し、牧草地は離農跡地を取得するなどして約

900ha の規模となっている。生乳生産量は年間約 8,300

トンで排出される家畜糞尿は年間約19,800トンとなって

いる。これらは液肥や堆肥として圃場に還元されている。 

1997年に第1牧場へ、2005年に第2牧場へバイオガス

発電施設を設置し、第1牧場では年間約1,022,000kwhを

発電して161,000kwh を売電している（月額約60 万円の

収入）。第2牧場では発電施設が故障しており、熱利用を

通じて施設園芸（イチゴ栽培）に充てている。これらの

事業多角化の過程において、雇用労働力を増加させ、従

業員数22 名、パートを含めると50 名に達する。しかし

ながら、地域における雇用労働力の確保は、高齢化と人

口減少のなかで限られており、将来的にはベトナム等よ

り外国人労働力の導入を視野に入れている。 

また、2009年には閉店となったJAのコープ跡地を改修

して直売所を開設し、地元で栽培された生鮮野菜の他に

自社で栽培したイチゴやジャム、生乳を使ったソフトク

リームやシフォンケーキを提供するカフェを備えている。

この直売所は釧路市動物園の近くに立地し、週末は多く

の客が訪れるが、冬期間の集客が落ち込むのが課題とな

っている。 

【考察】 

 有限会社 A ファームでは、酪農経営の規模拡大と環境

対策に合わせ、バイオガス発電による電力の売電、直売

所の利用等、地域資源の循環的利用による事業の多角化

を行うことにより、従業員を22名雇用し、パートを含め

ると約 50 名に達するなど一定の雇用効果を上げている。

しかし、飼料価格や燃料の価格高騰によって経営収支が

厳しい局面へと移行しており、大規模経営のスケールメ

リットを発揮できない状況となっている。また、適期作

業の実施のために自走式ハーベスターなどの 5,000 万円

クラスの投資を行っているため、新たな雇用の確保にお

いては安い外国人労働力の確保によって経営収支全体の

改善を試みようとしている。 

 一方で釧路市は、2014年3月にバイオマス産業都市に

認定され、「地産地消型バイオマスエネルギー利活用」を

事業の柱に据え、農業分野における家畜排泄物を主原料

とするメタン発酵施設の整備による発電・熱利用システ

ムの構築など、地域特有のバイオマス資源を利用したエ

ネルギー自給率の向上や関連産業の創出による地域活性

化を掲げているが、Aファームでは事業の安定性や経営改

善に向けて更なる事業内容の充実が必要になると考えら

れる。 

 なお、バイオガスプラントの稼働においては、太陽光

パネルが優先され、バイオガスプラントによる発電で事

業収入をあげることは困難な状況になっており、再生可

能エネルギーの推進の足かせとなっている点は大きな問

題であろう。また、所属する地域のＪＡでは堆肥センタ

ーを設置しているが、将来的には売電ではなくバイオガ

スを販売する新しいビジネスモデルを検討しているが、

短期的な視野ではなく中長期的な視野で経営評価を行う

ことが必要になってくると考えられる。 
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Ｗ－３ 農家レストランによる農業者の所得向上の可能性 

○佐々木拓夢（東京農業大学）・黒瀧秀久（東京農業大学）・木村俊昭（東京農業大学） 

Keyword： 6次産業化 農家レストラン 所得向上 

 

【【問題・目的・背景】 

日本各地では人口減少、高齢化、人口の都市部集中など

により地域経済は衰退傾向にある。特に地域経済を支えて

きた農業は、TPP（環太平経済連携協定）などにより、農産

物価格の低下などの影響受けることは確実である。 

そこで、現在農業が基幹産業の地域で打開策として、着

目されているのが、「6次産業化」である。6次産業化とは

今村奈良臣氏が「都市に取られていった付加価値や雇用を

取り戻すためには、農山村地域は第一次産業に座してとど

まるのではなく、積極的にかつ主体的に第 2 次産業、第 3

次産業を取り込み、農業・農村の第6次産業化を実現しよ

う」と提唱した概念である。平成22年12月にはそれにな

らい「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創

出等および地域の農林水産物の利用促進に関する法律」が

公布され、政府による様々な支援策が打ち出されている。 

しかしながら、実際に6次産業化を行うことで農業者の

所得向上につながっているのかは疑問が残る。 

そこで本研究では、6 次産業化でも直売所、農家レスト

ラン、加工、インターネット販売、など様々な手法がある

なかで、農畜産物の付加価値が最も高くなりやすい、農家

レストランに着目し、事例分析することによって農業者の

所得にどのような影響を与え、課題を残しているのかを論

じる。 

 

【分析方法】 

6 次産業化による文献をサーベイすることによって、6

次産業化の理論を整理する。また、農家レストランの先行

研究を整理する。 

レストランの運営主体によって、農業者が得られる所得

向上の効果、それにともなう課題も変わると考えられるこ

とから、本報告では運営主体が異なる二つの先行事例を取

り上げ、比較分析を行う。対象地域を都道府県別で農家レ

ストランの事業体数が最も多く様々な事例がある北海道と

し、今回は運営主体が異なり、売上や施設の大きさが似た

事例をとりあげた。 

1 つは、北海道北広島市にあるホクレン農業協同組合連

合会（以下、ホクレン）が運営している複合施設の「K」の

中にある農家レストランを取り上げ、2 つ目は同じく北海

道の夕張郡長沼にある N 農園が運営しているレストラン

「H」をとりあげる。 

これら二つを分析対象として、理論整理と事例分析を踏

まえて、農家レストランの運営が農業者の所得向上にどの

ような効果を与えているかを明らかにする。 

 

【研究・調査･分析結果】 

ホクレンが運営している複合型施設「K」は、平成 22

年に開業した体験型農場、調理加工体験施設、直売所、

レストラン、市民農園がある複合型施設である。施設設

立のコンセプトは、各施設が有機的に連携することによ

って、生産から消費までのプロセス一体的に体験し学べ

ることができる施設である。 

 札幌と千歳空港の間に立地しているため、交通のアク

セスも非常に良く、毎月イベントを行うなどして、地元

の顧客を中心に集客している。このように農家レストラ

ンがメインの施設ではないが、全道から食材を集めてお

り、積極的な農産物消費を促している。 

 他方、N農園が運営している「H」は、北海道における

先駆け的な農家レストランであり、N農園の現在社長であ

るN氏が1995年に自ら手作りしたログハウスで営業を開

始した。レストランを運営している会社と N 農園は別会

社となっており、レストランを運営している会社はN 氏

の妻が代表取締役社長となっている。レストランで使用

される野菜や果実は、N農園だけではなく、地域の他の農

業者からも集められ使用されている。 

表1 各事業者の概要   

農家レストラン名 H K 

運営主体 個人農園 ホクレン 

立地 農村集落 住宅地 

営業期間 通年 通年 

来店者数 約6万人 約8万人 

創業年 平成7年 平成22年 

売上高 約1億2000万 約1億4000万 

食材費割合 約3割強 約5割 

料理提供の形式 個別注文 ビュッフェ 

席数 100席 150席 

資料：ヒアリングより作成 



 表 1 での立地の部分は、齋藤朱未氏らが明らかにした

農家レストランの立地 4 類型を参考にした。しかし、周

囲の状況に違いがあるもののどちらの施設も新千歳空港、

札幌市中心部のどちらからも 1 時間以内の立地にあり、

非常にアクセスしやすい立地にあるという条件は同じで

ある。 

 「K」のレストランは、運営がホクレンであるという性

質上全道から農産物を集めており、使用している。しか

し、直接レストランに仕入れているのではなく、施設内

の直売所で販売している商品からレストランの料理人が

選び、使用している場合がほとんどである。 

そのため、農業者が自身の農産物が使われているかは、

わからない状況が多い。しかし、レストランでは、料理

に使用されている食材の市町村単位の産地名が入ってお

り、産地知名度の向上などの間接的な所得に結び付く効

果や、食べた食材を直売所で購入して帰るなどの直接的

な効果もある。 

「K」で直接的に農業者の所得向上に大きく結び付いて

いるのは、使用されている農産物のうち農業者と直接連

絡をとり合い仕入れている部分である。基本農業者に売

値を決めてもらっているため、市場価格より比較的高値

で農業者は販売できている。ある出荷農家では、市場に

卸している場合と比較した場合手数料や梱包代、輸送費

などを引いた大根１本当たりの手取り額が、約2.5倍「K」

に出荷した方が多くなっており、市場価格が急落した場

合などにも一定の値段で取引できるため現在ではその農

業者の経営を支えるようになっている。 

N農園が運営している「H」は、もともとN農園の現社

長である、N氏が趣味の延長で始めたのがきっかけである。

しかしながら初年度から黒字経営で、再投資を行い続け

現在の大きさになった。N農園はリンゴをはじめとする観

光農園と畑作で経営を行ってきたが、「H」を開業してか

ら5年ほどで忙しくなり、15haほどあった畑作の畑を5ha

に縮小している。しかし所得は現在まで上昇を続け、開

業当初の 6 倍ほどの所得となっている。レストラン事業

での所得が総所得の約3分の2を占めており、かつN農

園の出荷先の約3分の2はレストランである。この数字

をみるとレストラン経営がいかに所得を向上させたのか

がわかる。近年、子息が農業経営に参加し始め、人的余

裕が出来たため、25ha ほど土地を購入し、本格的な畑作

経営を再開している。 

「H」では、周辺農家からコメを中心とした野菜を仕入

れレストランに使用している。仕入れ値は基本的に農家

が決めており、市場価格平均より高い値段で取引をして

いる。最も多い取引先で、年間約150万円の取引がある。 

「H」周辺では、「H」の成功を見た農業者が農家レスト

ランを開業して、「H」周辺には、多くの農家レストラン

が開業され、地域内の相乗効果を生みだした。N社長いわ

く、潰れた農家レストランは長沼地域周辺には、未だに

ないらしく、地域農業者の所得向上への効果があったと

予測できる。 

これらのヒアリングの結果をみると、農家レストラン

の運営に関連することで所得向上につながっている農業

者は、レストラン運営農業者、レストラン周辺農業者、

レストランへ出荷している農業者であることがわかる。     

「H」「K」に共通しているのが、仕入額が市場価格より、

高値であることだ。これは、レストランへ出荷している

農業者にとって、直接的な所得向上又は、安定に結び付

いていると言える。「K」をみると、生産地表記などの施

設内の工夫によって生産地のPRという間接的な効果もあ

るようにみてとれる。 

N農園をみると、レストランを運営することによって、

レストラン運営による利益と、レストランへ出荷するこ

とによる農産物単価の増大と安定的な出荷先の確保によ

り、大きな所得向上の効果を生むことができている。 

「H」は、周辺地域の農業者に農家レストランのノウハ

ウ提供や、地域の農産物を使うことにより地域に還元し、

周辺の農業者の所得向上にもつながっている。「K」は、

施設周辺の農業者との直接の連絡を取り合う取引を今後

多くしていくそうだ。このように農家レストラン周辺の

農業者が比較的受動的に恩恵を受け取れる場合があるこ

とがわかった。 

 

【考察・今後の展開】 

「H」と「K」を比較すると「K」の役割というのは、生産

物のPRに主旨が置かれており、直接的には所得向上に結び

付いておらず、所得向上への寄与は薄いと考えられる。し

かし、出荷先の一つという形で考えるのであれば、非常に

有利な取引先であることが、農業者からみた団体運営の農

家レストランの利点であろう。これは農業者が他の農業者

が運営している農家レストランに出荷する際も同じことが

言えよう。 

農業者は、所得向上を目指すのであれば、「H」のよう

な個人経営が最も適しているだろう。自身で農産物の売

値を決められることに加え、運送費や梱包費の削減によ

る利益の向上を図るとともに農家レストランの利益を



得ることが可能になりうるからである。しかし、「H」の

ヒアリング結果から人的資本を確保し、農家レストラン

を運営しなれば本業に支障をきたしてしまう可能性が

大きく、開業する際には、人的資本の確保は必須である

ことがわかった。 

また、近年の景気向上により、二つの事例がともに人

的資本の確保が難しい状況にあるということが分かっ

た。この問題は今後、農業者が6次産業化による所得向

上をめざした事業を行うに当たり非常に重要な課題で

あることは明らかである。 

本報告では、2つの運営主体別に分析を行ったが農家

レストランに関して研究があまりなされていないため、

今後も農家レストランの事例分析を蓄積していくこと

が必要である。 
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Ｗ-４ 地域産業におけるプロセスイノベーションを生むソーシャルキャピタル-ブリッジング能力再考-  

           相原憲一（事業構想大学院大学・一般社団法人絆塾） 

Keyword： プロセスイノベーション、ソーシャルキャピタル、ブリッジング、地域産業 

1.目的  

地域独自よりも全国均一商品に価値を求める時代が長年

続き、いつしか市場要求の分業効率化で独自に創る心意気

が失われた地域産業も数多い。しかし やっと自分が求め

ることへの本物志向が目覚めて、心の豊かさを求める今日

を迎えた。心の豊かさとは、便利に持つことで、創り出す

ことに共感を覚える時代と言える。市場規模では希少価値

のロングテールであっても全体のプロセス重視がイノベー

ションに大切との当事者全体での気づきと動機付けが生ま

れてきた。ソーシャルキャピタル（社会関係資本）の新た

なあり方としてブリッジング能力を再考し、これからの地

域産業のプロセスイノベーションの要になることを論じる。 

2.プロセスイノベーション研究内容 

2.1プロダクトイノベーション主導からの脱却 

経済的価値を国是とした企業主体の資本投資は効率的大

量生産で市場のモノ余り現象や独自性の消失などを生んだ。

持続的価値を生み出せずにプロダクトに注目したイノベー

ションのジレンマを生んだ。モノ余り現象では経済回復と

いう従来からの企業的な資本投資では新たな価値を生まな

い。自立を忘れて補助支援政策に当初から依存するのでな

く、日ごろから社会的価値を自立的に生み出す資本に向け

た投資をしない限り新たな展開は生まれない。たとえばプ

ロセスイノベーションに投資する姿勢が求められる。下請

け企業城下町という認識でなく、自立地場産業へのイノベ

ーションへのステップで、考え方は図表1に示すように２

種類ある[1]。過去の延長で予測するフォアキャストが一方

である。他方、本来求める生活者の観点で有るべきゴール

を定めた、バックキャストが発想の候補として採り上げる。 

そこには「労働力、資金、設備、情報量」などの既存の

資本投資では実現できない価値の実現に向けた新たな投資 

 

図表1 プロダクトイノベーション主導からの脱却 

が求められる。これからの地域産業の萌芽に求められる

のはそのためのゴールを定めたバックキャストでの発想

ある。そして、従来にはないプロセスを生み出す関係性

という新たなソーシャルキャピタルが要求される。 

2.2 フォアキャストベースの感性価値創造の取り組み 

この10年感性価値創造が重要視されてきた。その背景

には、実は既存の大量生産を前提に経済的価値を相変わ

らず国是とした品質改善に次の感性価値創出というフォ

アキャスト発想の限界があった。資本主義経済から見て、

当時、感性は付加価値の延長でプロダクトイノベーショ

ンとしての高付加価値として市場規模を拡大するための

介在価値を求めることに過ぎなかった[2]。図表2に示す

既存の資本投資でのプロダクトイノベーションに対し、

図表 3 に示すようにプロダクトイノベーションの枠から

離れたアプローチではなかった。市場規模拡を拡大する

だけであり、社会の一員である生活者本人自身の有りた

いそして有るべきゴール設定からみて、本来の社会的価

値創りから生まれた発想では必ずしもなかった。 

  

図表2 既存のプロダクトイノベーション 

 
図表3 感性付加価値によるプロダクトイノベーション 

今日大切なのは社会生活でのイノベーションとして新

たな価値創出と持続に繋がるソーシャルキャピタルを新



たらしく見定めてそれを投資の対象とすることである。 

2.3バックキャスト発想の適用 

日本はいつしか今日ある実績重視でのフォアキャスト

発想である。しかしながら時代の激変や多様化で過去の

実績で将来は予測不可能であり、慣例から脱皮して本来

の経営理念をしっかり軸にしてバックキャスト発想を選

ぶ時代に来ている。図表4に両者を比較して示す。 

  
図表4バックキャストの発想 

たとえば、地域産業構造での切り替えの能力であるダ

イナミックケイパビリティ実現の観点で対比すると、発

想法の違いが顕著である。閉塞感ある今日の地域産業に

おいて、バックキャスト的発想は、本来あるべき姿を再

度確認し明確にするための考える力を発揮する不可欠な

アプローチそのものである。有るべきゴールが共有でき

ればお互いの信頼や共感の社会関係資本が生まれて、環

境変化にとらわれずに事業を前進させることができる。 

 洞察力重視のバックキャストの立場で、将来あるべき

個性豊かな地域産業構造のポイントはたとえば3点ある。

① 心の豊かさとは、自分の独自の世界を創り出し、手  

に持て、そして活用する能力の実現にある。  

② 今や個性とは十人十色でなく、立場、時間帯、居場

所などダイナミックで、ひとり十色の存在である。 

③ 表現して実現し、そして提供が比較的容易なネット

ワーク社会になり、その価値は個人の膝元にある。  

信頼・共感ある関係性は、個性主体の地域産業のゴー

ルに対して設定にすることが可能になった。30年以上前

に言われたA.トフラーのプロシューマの概念はやっと地

域産業においても手元に存在しつつある可能性を秘めて

きた。生産者と生活者とが限りなく近づいて作りながら

使う構造であるプロシューマの本格的出現時代を迎えて、

望みうる地域産業構造に手が届く。この実現のための新

たなる社会資本は如何なるものかが次なる論点になる。  

2.4 ソーシャルキャピタル投資による新展開 

社会学的には、ヒューマンキャピタルに対する1988年

にJ.コールマンのソーシャルキャピタルの概念が社会関

係資本として理解され一般的解釈のスタートになった。

その後、欧米の個人主義社会における社会政策論的にも、

人間関係の重要性が「信頼、規範、ネットワーク」など

良く知られた R. パットナムの研究を通して経済政策の

立場からの注目もあり、日本でも知られるようになった。

これに対して、著者はコールマンの原点に戻り、人間力

としての感性価値を通してその重要性を論じてきた[3]

―[6]。図表5に既存の資本と今求められている可能性あ

る新社会資本を示している。  

   

図表5 資本の比較 

ソーシャルキャピタルとは既存の量的資本ではいくら

投資しても社会的価値が生まれないことを前提に新たな

可能性を生む質的資本である。たとえば、経験・洞察、

信頼・共感は社会関係資本として近年頻繁に取り上げら

れており、いわゆる V 字回復成功事例などで要因分析の

対象となってきた。更には、人間社会は元来生きもので

ありそのコンテクストたる文化・歴史、自然・景観など

は、新たな価値作りの持続の一番の要因と認識されてい

る。図表 6 で示すように、産業構造全体を通したプロセ

スイノベーションこそが新たな展開といえる。資本投資

は双方の価値を維持し新たに共通価値を生み出さなけれ

ばイノベーションを生む地域として存在が認められない。 

  
図表6人間主体社会資本によるプロセスイノベーション 

2.5 ブリッジングによるダイナミズムの創出  

地域社会が持つ価値多様な資源を自由に組み合わせて、

如何に適時切り替えられるかその受容能力が大きなポイ

ントになりなる。価値を繋げる考え方には図表７に示す

ように、ブリッジングとボンディングが提示された[７]。

両者の使い分けは重要であり、起業時は総力を集中させ

るため内向きに一時的にボンディング状態であっても、

長期的には時代や市場の価値観の変化に対応するため切



り替えと脱却が必須である。地域産業の継続では、多様

な地域資源の自由な組み合わせで新たな価値を生むブリ

ッジング機能が必要である。結局、その切り替え機能を

つかさどるソーシャルキャピタルを実現するブリッジパ

ーソンの存在こそが地域産業の要になる。 

   

図表7 ソーシャルキャピタルの構造比較 

3.プロセスイノベーションの調査･分析 

 以上の、プロセスイノベーションの主張を踏まえて、 

これまでも考察を試みたいくつかの地域イノベーション

事例を再度分析してみる。確かに、プロダクトイノベー

ションとしての成功事例はエビデンスとして数多く喧伝

されている。それはそれとして大変喜ばしいことではあ

るが多様化した産業は地域の持続に結びつく洞察力をし

っかり把握しないといけない。これからはプロダクトで

はなくプロセスがきわめて重要であるか再確認できる。 

事例1 富良野ラベンダー畑の景観 

富良野は、ラベンダーオイルの原料畑であるというステ

レオタイプの発想から、写真1でわかるようにラベンダー

目当ての観光地へと有り得ぬプロセスを踏んだ。そこに

は、富田忠雄氏の秘めたる志が都会の価値観と結びつき

回復能力となった注目事例である。 

 
写真1 富良野ラベンダー畑とかつてのオイル生産機 

オイルと言うプロダクトに注目したのではなく、図表8

に示すように、自然豊かなラベンダー畑自身の景観が価

値あることに気づいた。 

  

図表8 富田氏の生んだプロセスイノベーション 

事例2 出雲街道を彩る暖簾 

アートイベントが地域を元気にするためには制作プロ

セスなどアーティストの日常生活の継続が必要である。

アーティストが地元の住むことが大きな要因となる。岡

山県真庭市勝山町では地元芸術家の加納容子氏の暖簾創

りが、地元の共感を得て写真 2 に示す出雲街道で暖簾の

まちづくりを実現した。教育熱心な地元賢人たちにより

文化的芸術的共感を得る来訪者の多い地域となった。図

表9に示すプロセスイノベーションである。 

   

写真2 出雲街道の住民の共感を深めた暖簾 

 

図表9 加納氏の生んだプロセスイノベーション 

事例3 四万十ドラマの体験教室 

全国有数の清流の四万十川の自然の豊かさと住民の知



恵そして地元を人一倍愛する畦地履正氏の熱意で四万十

ドラマは生まれた。彼の知恵の活かし方で写真 3 の様に

考える力を生み出す手腕は研修生が全国から集い、図表

１０に示すプロセスで地元の知恵で賑わいを生んでいる。  

  
写真3 四万十ドラマの体験教室 

 

  図表10 畦地氏の生んだプロセスイノベーション 

4．スピルオーバーへの見解 

プロセスイノベーションは、地域産業を全国規模にス

ピルオーバーする可能性を秘めている。たとえば、江戸

下町佃島漁師の賄料理であった佃煮は全国の地域食材を

生む産業として展開した。地方の下級武士の土産物とし

て共感を得て、全国の地元産業として根付いた。写真 4

の佃島の江戸時代からの老舗も浜名湖の店もいつしか地

元の名物食材である。図表11に示すようにスピルオーバ

ーは下級武士の感性が大きな役割を演じたといえる。 

この例に限らず、東京大田区における下町ボブスレー

の顔となった細貝淳一氏の存在もしかり[8]、ネットワー

ク社会の一人ひとりがソーシャルキャピタルの観点から

洞察力を豊かにしてブリッジパーソンの役割を果たすこ

とは今後必須である。 

加えて、日ごろの地域活動[9]を通して、生涯現役を意

識した後半生の生き方が幅広く世代間をつないでスピル

オーバーするプロセスイノベーションへの大きなヒント

[10]でもあることを実感している。 

   

写真4 今日佃島の元祖と浜名湖の佃煮名物店 

   

図表11 佃煮食文化のプロセスイノベーション 
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Ｘ－１ 「自己実現と場の作用モデル」による超域型場づくりの地域活性化分析 

―NPO 法人「ミラツク」を事例にー 

○保井俊之（慶應大学）・西村勇哉(ミラツク)・下向依梨(ミラツク)・ 

坂倉杏介(慶應大学)・早田吉伸 (慶應大学)・前野隆司 (慶應大学) 

Keyword： 自己実現と場の作用モデル、共同性、自己実現 

1. 研究目的及びその背景 

地域活性化団体の活動は2000年代に入り、三つの軸に沿

って新たな展開が見られる。 

一つ目の軸は、地域活性化を行う人への関与のあり方で

ある。従来のような活性化人材の育成ではなく、団体に参

加するメンバーが持つそれぞれのテーマの自己実現を促す

手法が出現している。 

二つ目の軸は、地域活性化の場への関与のあり方である。

地域活性化のために祭りや産業振興等の特定の場づくりへ

のコミットメントを求めるやり方から、構築した活性化の

場からメンバーが対話、協働及び協創により何を得るかを

追求する団体が出現している。 

この二つの軸の新展開から、例えばNPO法人「吉備路工

房ちみち」[1]等の「自己実現・場からの作用型」地域活性

化団体の台頭が浮き彫りになる(図1)。 

 

 

三つ目の軸は、場の境界設定である。特定地域へのコミ

ットメントを専らとする、これまでの地域活性化団体の多

くとは異なり、特定地域の境界を超える超域性の場づくり

をデザインする団体が近年出現している(図2)。 

本研究は、上記三つの方向性で新たな展開を示す団体

を「超域型場づくり」地域活性団体としてモデル化する。

そしてその代表的事例として、京都を本拠地にして全国

で地域活性化のために活動するNPO法人「ミラツク」の

活動をとり上げ、これが地域活性化に関与するモデルと

しての有効性、並びに社会イノベーションの加速に対す

る集団的インパクトの度合いを団体そのものと参加メン

バー双方のレイヤーで検証する。 

 

 

2. システム分析によるモデル化 

2.1 NPO法人ミラツクの概要 

ミラツクは 2011 年に設立された NPO 法人であり、

2008 年から「ダイアログ BAR」等の名称で行われてい

た社会イノベーションを志す若者等のための対話の場

づくりの活用が発展したものである[2]。ミラツクのこれ

までの活動の概要を表1に示す。 

 

 

ミラツクの活動は大別して、①ソーシャルイノベーショ

ンを加速するプラットフォームづくり、②オープンイノ

ベーション及び社会イノベーションのためのコンサルテ

ィング活動、の二つから成っている。 

この二つの活動のうち、ミラツクの「超域型場づくり」

地域活性団体としての特色をなすのは、①のプラットフ

ォームづくりの活動である。 

図2 地域活性化団体の類型: 地域性と超域性 

図1 地域活性化団体の類型: 人・場への関与の違い 

表1 ミラツクの活動概要 



この活動はミラツクの活動の基幹を成すものである。ミ

ラツク代表理事自らによる全国からの人材キュレーショ

ンにより、社会イノベーションのコンセプトとしてきわ

めて優れた先鋭性と実行能力に高いポテンシャルを持つ

と判断された社会イノベータまたは同候補 100 名が、地

域横断的かつ分野横断的に選ばれ、対話の場に招き入れ

られる。参加者は「ダイアログBAR」や「ミラツクギャ

ザリング」等の名称の対話の場へ参加し、ミラツクの持

つネットワークを活用しつつ、対話を通じて、地域活性

化等のためのイノベータ・コミュニティを形成し、選定

された参加者それぞれが場への参加を通して、自己実現

と成長を遂げることが期待されている。 

ミラツクはこの対話の場の運営により、二つの作用を通

じて社会イノベーションのためのコレクティブ・インパ

クトを作り出すことを目指している。 

一つ目の作用は、この場への参加者で、いずれもきわめ

て優秀で、いわゆるエッジの効いた社会イノベーション

のファシリテータ間の対話(F2Fの対話)を成立させ、参加

者のそれぞれの立場を超えた協力関係の関係性を生み出

すことである。二つ目の作用は、ミラツクが全国に散ら

ばる社会イノベーション関係者に持つネットワークを使

い、参加者の自己実現との関係性構築を支援することで

ある。 

社会イノベーションのためのコレクティブ・インパクト

を効果的に創りだすために、ミラツクは次の三つの要件

に照らして100名を選定している。 

 

イ. ミラツクが運営するイノベータ・コミュニティのダ

イバーシティを高めること 

ロ. 批評家ではなく、自らが社会イノベーションのテー

マを持ち、行動するイノベータであること 

ハ. 相手の協力を受け入れられること 

 

100 名の選定に当たっては、活動者としての優秀性に加

え、活動分野や活動地域に重複がないように目配りがさ

れる。さらにこの 100 名はミラツクにより毎年入れ替え

られ、参加者のみならず、ミラツクが設営する対話の場

自体も自己学習により流体のように成長していくように

設計されている。 

 

2.2 ミラツクの「場づくり」システムの構造化 

ミラツクの対話の場づくりのシステム概念図を図 3 及

び図 4 として示す。図 3 はミラツクの基本構造を社会シ

ステムのコンポーネントとして描写したものである。他

方、図 4 はミラツクの基本構造をその社会システムとし

て持つ機能に着目してシステム概念図にしたものである。 

 

 

 

 

 ミラツクは、対話の場に選定されたファシリテータ100

名の間の協働により社会イノベーションを自律的かつ持

続的に加速するために、次の3つの機能を具備している。

ミラツクがこのような 3 つの機能を包括的に有している

ことは、これまでの地域活性化団体にはない特徴と考え

られる。 

一つ目の機能は、参加者の自己実現を対話の場からの

作用によって創りだす機能である。この機能は、地域活

性化のための人材への関与のあり方として、人材を育て

るのではなく、自己実現の結果として人材が育つという

機能である。そして、地域活性化の場への関与のあり方

としては、作られた場そのものが地域活性化活動を直接

志向するのではなく、対話の場として運営される場にお

ける対話の作用として、地域活性化に資する人材が自ら

育つという機能である。 

ミラツクでは、対話の場への参加者それぞれが自己実

現と成長を遂げるとともに、参加者同士の関係性を拡大

して場の共同性を高めるように、対話の場が機能してい

図3  ミラツクの基本構造: コンポーネント 

図4  ミラツクの基本構造: 機能 



る。そして、参加者個人の自己実現と場の共同性の獲得

の総体として、ミラツク自身が団体として自己学習によ

る成長を行う場として機能している。 

二つ目の機能は、地域活性化団体として特定の地域に

活動をコミットするのではなく、地域を起点にしつつも

地域性を超えて全国で社会イノベーションを加速しよう

と運動する機能である。例えば、ミラツクは issue＋design

との共同プロジェクトにより、社会課題をある地域のス

テークホルダーとともに異業種かつ異分野の専門家の協

働により、ソリューション提案するなどのプロジェクト

を全国各地へ展開していく試みを行っている。 

三つ目の機能は、地域の社会イノベーションの加速に

必要なヒト・モノ・カネの自律的かつ持続的な調達機能

である。ミラツクが「超域型場づくり」地域活性団体と

して、公的助成に基本的には頼らず、団体そのものと参

加者の自己実現及び関係性の獲得を続けていくためには、

活動を持続するためのリソースを充足し続ける必要があ

る。そのためにミラツクは、それぞれのリソース調達に

必要な団体または個人と緩やかかつ戦略的な連携をボト

ムアップベースで行っている。 

すなわちヒトの面では、自らの活動を外部に告知し、

活動に関心を持った外部人材をキュレーションの対象候

補とする媒体として、主として greenz 等のウェブメディ

アと連携している。そしてモノすなわち社会イノベーシ

ョンの必要なコンテンツの面では、京都大学や慶應義塾

大学等の大学と共同研究を行っており、社会デザインの

全国展開で著名な issue＋design 並びにアート活動で先鋭

的なNosigner事務所等とも連携している。カネの面では、

購入型クラウドファンディングでは日本最大手の事業体

READYFOR?等と緊密に連携している。 

 

3. 調査･分析の結果 

3.1 場づくりの比較分析 

ミラツクの対話の場づくりの特徴を際立たせるために、

「よい場の10条件」[3]を参照基準に、場づくり志向の地

域活性化団体のうち、同条件を満たす20団体とミラツク

を比較し、ミラツクの同モデルとしての特徴を明らかに

した。「よい場の 10 条件」とは、ナレッジマネジメント

の観点から優れた創造性を発揮する場が共通して有する

特徴を[3]が豊富な企業等のケーススタディから帰納的に

導いたものである。 

20 団体の団体名、代表者名及び地理的展開を図 5 に示

す。この20団体は、総務省の地域づくり人育成ハンドブ

ック[4]、筆者らが2013年2月に予備調査として行った優

良な地域活性化団体特定のためのウェブ投票システムの

投票結果、並びに筆者らによる文献及び聞き取り調査の

結果選ばれたものである。  

 

 

 「よい場の 10 条件」に照らしたミラツク及び 20 団体

の特徴をそれぞれ図6及び図7に示す。 

 

 

  

「よい場の10条件」に照らしたミラツクと他の「場づく

り」優良20団体の比較分析の結果、ミラツクは社会シス

テムとして次のような三つの特徴を有していることが、

明らかとなった。 

一つ目は自己組織化と成長である。ミラツクは例えば

地域活性化や地域人材育成などとシステムの目的を固定

図5  地域活性化: よい「場」づくりの20団体 

図6  「よい場の10条件」とミラツク 

図7 「よい場の10条件」場づくり優良20団体 



せず、ミラツク自身がいわば流体として自己学習・成長

し、目的を革新し続ける運動化するシステムになってい

る。 

二つ目は参加者のコミットメント並びに境界の設定と

開放性である。場への参加者は社会システムの主要な構

成要素のひとつであるが、ミラツクにおいては、社会イ

ノベーションを起すシステムである社会イノベータに参

加者が限られている。そして社会イノベータが場の中で

交流し、システム間でインタラクションを起すことによ

り、ミラツクそのものも system of systemsとして複雑なふ

るまいを見せ、自己学習していく。さらにシステムの境

界は地理的な境界を超えている。ミラツクのシステムの

境界は物理的な地理ではなく、参加者の資質と行動性を

参照して引かれている。 

三つ目は、ダイアログにおける即興と相互作用の重視の

重視である。参加者のイノベーション活動自体に場の設

定者は関与せず、個々のイノベーション活動は、ワーク

ショップにおける自己体化として進化する仕組みになっ

ている。 

 

3.2 ミラツク参加者へのインタビューと地図化 

ミラツクの有力参加者の一人にインタビュー[5]を行い、

参加者の自己実現と共同性認識の変遷を「共同行為にお

ける自己実現の段階モデル」にもとづきマッピングし、

地域活性化モデルとしての有効性を検証した。 

 

   

「共同行為における自己実現の段階モデル」とは、筆者

らが[1]及び[6]で構造化並びに有効性を実証した地域活性

化に関するモデルであり、地域活性化の活動を通じて地

域住民ひとりひとりが自己実現と地域へのつながりを強

化し、主観的幸福度を高めていく遷移を地図化する枠組

みである。 

 筆者らが2014年5月に行ったインタビューにもとづき、

ミラツクの参加者が自己実現の達成と関係性の獲得を行

っていった様子を、典型例として図8に示す。 

 ミラツクの参加者はミラツクに参加することで、自ら

が持つ社会イノベーション希求の欲求を高めて行くと同

時に、ミラツクの場としての共同性の目的性を獲得して

いくのである。 

  

4. 結論及び今後の研究課題 

4.1 結論 

ミラツクは超域型場づくり地域活性化団体として、参

加者がミラツクで活動することでヒューマンなシステム

として自らのトランジションを遂げており、同時に、ミ

ラツク自身も地域イノベーションを加速する社会システ

ムとしてのトランジションを遂げているという、system of 

systemsとなっている。 

本研究の結果、同モデルの地域活性化モデルとしての

有効性、並びに地域を活性化する社会イノベーションの

加速効果が検証された。 

 

4.2 今後の研究課題 

 同モデルの他の団体のさらなる分析、並びに社会イノ

ベーションをどのように起こしたかに関する考察を行う。 
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1. はじめに 

従来，地域活性化研究は，経済面での地域活性化効果

に関するものが主流であった。これに対し，近年，地域

のコミュニティが持つ内発的な活力に焦点を当てた地域

活性化の重要度が多方面において指摘されつつある[1]。

筆者らは，人々の幸福•心の豊かさ•生きがいに寄与する

精神面での効果に着目し，岡山県総社市の NPO 法人吉備

野工房ちみちの活動の一つである体験プログラム“みち

くさ小道”を事例とした研究を行ってきた[1]。みちくさ

小道は，コーディネーターが地域の色々な人を“達人”

に育て，人を中心とした地域活性化を実現している事例

である。達人は，年に 2 回開催されるみちくさ小道にお

いて，「総社の古代古墳探訪」「小型の古墳を作ろう」「ピ

カピカの泥団子作り」「古民家で味わう食事と食の話」な

ど，各自の特徴を活かした体験プログラムを実施する。

体験プログラムは，地域の伝統に即した文化的なものか

ら懐かしさを喚起するもの，カルチャースクール的なも

のまでバラエティーに富んでいる。筆者らのこれまでの

研究では，みちくさ小道の活動を紹介するとともに，こ

の活動の妥当性を “共同行為における自己実現の段階モ

デル[2]”，“幸せの4因子（表1）[3]”，“多様性適応力評

価尺度[4]”に基づき定性的・定量的に示した。以上によ

り，幸福に資する地域活性化のありかたに対するひとつ

のモデルの可能性を示した。しかし，達人育成過程にお

ける人々の関係性と欲求の変化の明確化は行っていなか

った。一方，筆者らは，人々の利己的・利他的な欲求の 

 

表1 幸せの4つの因子[1][3] 

―――――――――――――――――――――――――――― 
第 1 因子 自己実現と成長：目標を達成したり，目指すべき目
標を持ち学習・成長していること 
―――――――――――――――――――――――――――― 
第 2 因子 つながりと感謝：多様な他者とのつながりを持ち，
他人に感謝する傾向，他人に親切にする傾向が高いこと 
―――――――――――――――――――――――――――― 
第 3 因子 まえむきと楽観：ポジティブ・前向きに物事を捉え
細かいことを気にしない傾向が強いこと 
―――――――――――――――――――――――――――― 
第 4 因子 独立とマイペース：自分の考えが明確で人の目を気
にしない傾向が強いこと 
―――――――――――――――――――――――――――― 

変化がビジネスや社会活動の際のステークホルダー間の

関係性や資金・情報・物質の移動に及ぼす影響を解析す

るための手法として欲求連鎖分析を開発した[5]。このた

め，本研究では，みちくさ小道での達人の成長および幸

福度向上に関する研究結果を踏まえ，欲求連鎖分析を用

いて，達人，コーディネーターらの欲求が変化していく

様子の可視化を行う。その結果，NPO法人吉備野工房ちみ

ちの活動が人々の幸せを育む人間中心地域活性化である

ことを，意識の変化および人の関係性の変化という視点

から示すことを本研究の目的とする。 

 

2. 欲求連鎖分析とは 

 筆者ら[5]が開発した欲求連鎖分析は，ハートマークや

リーフマークとともに人々の利己的・利他的欲求を描き

だすことによって，人間間の欲求のやり取りを可視化す

る手法である。欲求連鎖分析の一般的な手順は以下のと

おりである。まず，そのビジネスや活動に関連するステ

ークホルダーを描き出す。次に，ステークホルダー間の

金銭，物品，サービス，情報などのやりとりを可視化す

る。さらに，各ステークホルダーの欲求を描き出す。各

人の欲求は，表2に示したように，利己的欲求／利他的欲

求，自力で解決できる欲求／他力により解決できる欲求

に分かれる。すなわち，私は○○をしたい（利己・自力），

私は誰かに○○をしてあげたい（利他・自力），私は誰

かに○○をしてほしい（利己・他力），私は誰かが別の

誰かに○○してあげてほしいと思う（利他・他力）の4つ 

 

表2 欲求連鎖分析における欲求の分類方法[5] 

 



である。このため，表2に示したハートマーク・リーフマ

ークを用いて，ステークホルダー間の欲求の連鎖の様子

を可視化することができる。なお，本研究では，利己的

という単語は，selfishという意味ではなく，self 

motivated，すなわち，自己充足的欲求という意味で用い

る。つまり，特に否定的な意味を持つ単語としてではな

く，あくまで自己の欲求を満たすことを目的とすること

を指すものとする。欲求連鎖分析では，利己的な欲求は

何らかの他者の行動によって満たされること，利他的な

欲求は何らかの他者への働きかけによって満たされるこ

となどのルールによって，ビジネスや活動の実現可能性

を確認できるというメリットがある。 

 本研究では，NPO法人吉備野工房ちみちのみちくさ小道

における達人やコーディネーターの欲求変化を，活動の

前・中・後において可視化し，人々の欲求が次第に利他

的な欲求に変化していくことを確認するために欲求連鎖

分析を用いる。 

 

3. 達人育成モデルと欲求連鎖分析による活動の可視化 

 前述のように，筆者らはこれまでにみちくさ小道のコ

ーディネーター及び達人に対してインタビューを行い，

みちくさ小道が幸せの 4 つの因子（表１）を満たす活動

であることを示した[1]。インタビューにより作成したみ

ちくさ小道の達人育成モデルを図 1 に示す。図よりわか

るように，スタッフの一部はコーディネーターとしての

役割（①〜⑥）を果たす。すなわち，一般の人々の中か

ら達人候補探しを行い，みちくさ小道への参加を促し，

実施へ向けた準備をする。コーディネーターが達人にカ

ウンセリングを行う際，(1)〜(4)のポイントが達人との

関係を形成する上で重要になる。すなわち，じっくりと

達人候補者と向き合い，彼等／彼女らの想いを形にする

体験プログラムを構築するための助言を行い，みちくさ

小道の実践を補佐する。みちくさ小道終了後は，振り返

りのための達人会議を行い，反省点などを明確にし，次

の活動へとつなげていく。プログラム参加者の中から次

の達人が生まれることも多々ある（破線参照）。このよう

に，みちくさ小道とは，地域住民である一般の人を“達

人”に育て上げるとともに，“達人”がそれぞれの能力を

活かしてプログラムを実施する活動である。図の右側に

図示したように，コーディネーターや達人が幸せの 4 つ

の因子を次第に満たしていく“新しい幸せモデルの実現”

である点が特徴である。なお，コーディネーターおよび

 
 

図1 NPO法人吉備野工房ちみちの達人育成モデル[1] 

 



達人の幸福度が向上する様子は，主観的幸福および幸せ

の 4 因子のアンケート調査により，定量的にも明らかに

した。 

 しかし，筆者らのこれまでの研究では，ステークホル

ダー間の心の状態の相互作用履歴の可視化は行っていな

かった。このため本研究では，欲求連鎖分析を欲求の相

互作用の変化履歴の分析に用いた。 

 欲求連鎖分析を用いてみちくさ小道の達人育成活動を

分析した結果を以下に示す。 

 みちくさ小道の場合，主要なステークホルダーは，ち

みち理事長，コーディネーター，達人，家族，参加者で

ある。これらのステークホルダー間での情報，気持ちの

やり取りの主な内容を，インタビュー結果に基づき,達人

になる前，達人になる途中，達人になった後の 3 つの段

階ごとに矢印とともに記入した。次に，それぞれのステ

ークホルダーがその行為に至った欲求が表 2 のどの欲求

に基づくかを推定し，表2のマークを記入した。その際，

欲求の内容についての補足説明を欲求のマークの近くに

記入した。 

 まず，みちくさ小道の達人育成活動のうち，達人にな

る前の欲求連鎖分析の結果を図 2 に示す。図中のマーク

からわかるように，ちみちの理事長は，「誰にでも良さが

ある事を知って欲しい」「コーディネーターに達人候補を

育てて欲しい」など，利他的な欲求を有しており，コー

ディネーターは，「達人候補者に得意なことを見つけても

らいたい」などの利他的欲求と「友達を増やしたい」な

どの利己的（自己充足的）欲求を有することがわかる。

また，達人候補者は，「地域の良さを知りたい」などの利

己的（自己充足的）欲求を持つことがわかった。みちく

さ小道がスタートした時点でのそれぞれの欲求はそれま

での各人の経験と深い関係があることがわかる。みちく

さ小道での活動経験の多い理事長やコーディネーターは，

地域の他の人たちに特技を見つけて欲しい，といったよ

うな他者への想いが欲求に現れている。 

 次に，達人育成過程における分析結果を図 3 に示す。

ここでは，コーディネーターの欲求は，すべて「達人候

補者に自分の想いを形にして欲しい」といったような,利

他的な欲求に変化している。達人候補者の欲求としては，

家族（他者）に自分の欲求を満たして欲しい，といった

他力による欲求も現れている。 

 次に，達人育成後の分析結果を図4に示す。ここでは，

ちみち理事長は，「達人の夢を叶える手伝いをすることで，

コーディネーターに達成感を感じて欲しい」という利他 

 

 

図2 みちくさ小道における欲求連鎖分析結果 

（達人になる前） 

 

 

 
 

図3 みちくさ小道における欲求連鎖分析結果 

（達人育成過程） 

 

 

 

 

図4 みちくさ小道における欲求連鎖分析結果 

（達人育成後） 

 

 



的な欲求のみが顕著になっている。コーディネーターの

欲求も，「達人が参加者にプログラムを実施することで満

足感とやりがいを感じて欲しい」といったように，対象

が他者になっている。達人も「地域の他の人たちにもこ

の経験をして欲しい」というような利他的欲求が芽生え

ていることがわかる。同時に，「ちみちでコーディネータ

ーをやってみたい」という欲求も生じており，人材育成

という観点から，好循環のループができているといえる。

また，みちくさ小道に客として参加した人達にも，それ

ぞれ「友達を増やしたい」「達人になりたい」などの欲求

が生じている。 

 つまり，達人育成前にはちみち理事長が持っていた複

数の利他的な欲求が，密なコミュニケーションの結果と

して，次第にコーディネーターに伝播し，さらにコーデ

ィネーターから達人へと伝播する様子が見て取れる。す

なわち，コーディネーターや達人，プログラム参加者が

皆で協働・協創することによって，つながりの形態が深

化するとともに，利他的な目的が育まれている。また，

達人に，コーディネーターになりたいという想いが生じ

たり，みちくさ小道参加者に，達人をやってみたいとい

う想いが生じる等，自己充足的な欲求と利他的な欲求の

進展がみちくさ小道のサステナブルで発展的な循環に寄

与していることが見て取れる。 

 以上の結果を受け，吉備野工房ちみちの活動の地域活

性化における意義について，以下に考察する。多くの地

域活性化は，最初に目標を定め，それを達成するための

人，物，金の配置を行い，成果を経済効果や人の数等で

可視化するという，トップダウンかつ計画的なやりかた

で行われる事が多い。これに対し，NPO法人吉備野工房ち

みちの達人育成は，最初は明確な目的を持たない達人や

コーディネーターが，対話・協働の中からやりがいのあ

る活動を自立的かつボトムアップ的に生成する結果，ま

ず,自己充足的な欲求が満たされ,次に利他的な欲求が伝

播し満たされていくことによって幸せの和が広がるとい

う人間中心地域活性化のユニークな事例である。特に，

協働や協創の中から利他的かつ相互扶助的な目的が自律

的に生成し，それが自己実現と共同性，ひいては幸福度

の向上につながっている点は，今後の人間中心地域活性

化のあり方に大きな示唆を与えるものであると考えられ

る。 

 今後は，町づくり，事業展開，観光など，他の地域活

性化事例の研究を行い，人間中心地域活性研究を進展さ

せていきたい。特に，利他的欲求が人々の心の豊かさ，

幸福，生きがいを生成するしくみについて，より体系的

に調査することによって，幸せと地域活性化の関係を明

らかにしていきたい。 

 

4. おわりに 

 吉備野工房ちみちのみちくさ小道の活動では，達人・

コーディネーターが相互に欲求を満たしているのみなら

ず，欲求が時間とともに発展し，次第に利己的欲求から

利他的欲求へと変化するとともに来場者へも影響を与え

ていることを，欲求連鎖分析によって明らかにした。つ

まり，吉備野工房ちみちの達人育成活動は，人々の幸福・

心の豊かさ・生きがいに寄与する，新たな人間中心地域

活性化活動であることを示した。 
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Ｘ－３ 調査過程がまちづくりおよび住民個人に資する方法 

笠井賢紀（龍谷大学） 

Keyword： 居場所、アクションリサーチ、ナラティブアプローチ 

【問題・目的・背景】 

まちづくりにおける地域住民参加の必要性は言を俟たな

い。これまで、多くの研究者・調査者といった専門家が居

場所づくりやワークショップ運営など、従来よりも＜現場

＞に近い場所で住民とともにまちづくりに携わってきた。

そうした場面において専門家は専門分野に限られずに汎用

的な知識・技術を持ち住民と専門性を繋げるコミュニケー

ターとしての機能を存分に果たしてきた。 

本研究ではこうした背景を踏まえて、専門家の本来の専

門性（本報告者の場合は質的調査法）がより直截にまちづ

くりに活かされるような実践を導く方法論を、実際の実践

事例（栗東市目川・岡地区における「かたつむプロジェク

トin栗東」）を通して模索し、その一端を明らかにするこ

とを目的とする。 

特に、[1]行政・住民・大学等の協働、[2]行政による補

助・大学教育等の制度活用、[3]調査過程への住民の参入に

よるまちづくりおよび参入当事者への作用の3点に着目す

る。 

 

【研究方法・研究内容】 

本研究で用いる事例は本報告者が2012年度より教育プ

ログラムの一環として行っている「かたつむプロジェク

ト in 栗東」である。同プロジェクトは、[1]住民の語り

の場＝居場所である「かたつむ邸」の運用、[2]住民によ

る手作りの「東海道ほっこりまつり」への参画、[3]地域

の年中行事への参加を三本柱とした継続的訪問型実習で

ある。同プロジェクトにおいて本報告者は教員として地

域と住民を繋げる役割を果たしながら、質的調査法の専

門性を持つ者として住民と学生との「語り」に着目して

きた。 

本研究では、これまでのプロジェクトの経過を踏まえ

て協働、制度活用について沿革を整理するとともに、特

に語りの場＝居場所における語りがその当事者にとって

どのような意義を持つのか、また、その個人的意義がど

のようにまちづくりという社会的意義に繋がるのか明ら

かにする。その際、住民の語りの内容（テキスト）を素

材として扱うが、ナラティブアプローチを取り、テキス

トに内包される矛盾を排除しないこととする。 

 

本プロジェクトは2012年度に本報告者の大学赴任と同

時に、栗東市の目川・岡両自治会が結成していた「東海

道ほっこりまつり実行委員会」、栗東市建設部都市計画課、

および龍谷大学社会学部笠井賢紀ゼミナールが、「第6回

東海道ほっこりまつり」を共催するための協働を行った

ことに始まる。連携の契機は、報告者が2011年度に自治

体シンクタンク（横須賀市都市政策研究所）勤務だった

時分に総務省主催の域学連携シンポジウムで都市計画課

職員と出会ったことと、2012 年度に同課が協働主体とな

った環びわ湖大学・地域コンソーシアムの「大学地域連

携課題解決事業」で協働相手を探していたことである。 

2012 年度は東海道ほっこりまつりの共催に限定した、

ゼミ内有志の活動に留まったが、それでも教員・学生が

同地域に訪問した回数は年間で60日を超え、地域・行政

と大学との信頼関係醸成が大いに進んだ一年であった。

10月28日に開催された第6回東海道ほっこりまつりでは、

学生提案企画の多くを地域住民が実現し「マンネリ化を

防いでくれた」と歓迎された。なお、共催に関しては大

学内で学部教授会の承認を経た。 

2013 年度からは、名称を「かたつむプロジェクト in

栗東」として、ゼミ内有志ではなく「コミュニティ免じ

メント実習」という2から4年次配当の正課実習科目が

取り組むプロジェクトの一つとして大学内の教育課程上

に位置づけられた。これにより、学生たちが実習計画を

立て、それに基づいて予算と単位が付与される仕組みが

整った。名称の由来は同じく正課講義科目である「語り

から未来を紡ぐ」（コンソーシアム京都コーディネート科

目）の名称から実習学生が考案したものであり、「過去や

現在についての語りの中から、どのようなまちにしたい

かという未来を紡ぎ出したい」という意味と、「成果を性

急に求めずにかたつむりのようにゆっくりと歩を進めた

い」という意味との二つが掛けられている。 

実習化に伴い、まつりの共催に留まらず、目川・岡自

治体を中心として、さまざまな地域活動に地域・行政と

協働して取り組むこととなった。同プロジェクトの三本

柱について説明する。 

 

まず、[1]住民の語りの場＝居場所である「かたつむ邸」

の運用である。かたつむ邸は目川・岡地域でまちづくり



の資源としても生活範囲としても重要な旧東海道に位置

し、実習用に住民から利用許可を得てプロジェクト拠点

となっている一般の民家である。場の目的として地域・

行政・大学の3者が了解しているのは「交流の促進」、「愛

着の醸成」、「空気の把握」の 3 点である。利用料の支払

いや管理は大学が行っているが、栗東市協働事業提案制

度を利用した景観まちづくりをテーマとする地域・行政

の 2 者協働事業の拠点ともなっており、外装の補修等は

同事業で賄われている。週に1,2 回、学生2,3 名と教員

とが1回あたり3時間程度滞在している。イベントを開

催することは少なく、大学側が動員を掛けることもない

ため、訪問人数にはばらつきがあるが、おおよそ 1 年度

間で開放日50日、のべ来訪者数200人程度が見込まれる。 

イベント等を行わないことについては、当初、地域・

行政の双方から疑義・異論も出たが、イベントによる各

主体の疲弊が起きることが懸念されたことと、訪問者数

の増加自体は特段の目的ではないことから、負担が少な

い形態を選択した。さらに、大学（特に学生）が提供し

て地域が消費するという展開を防ぐため、実習学生には

「地域で何をやるかではなく、地域が・地域と何をでき

るかを考えるように」、また、「大学は遠くない将来、こ

の地域の活動をやめるというつもりで取り組むように」

と指導してきた。現在では、かたつむ邸の利用法やイベ

ント等の提案を地域・行政が持ちかけ、それに大学が対

応するという一連の流れが自然にできている。 

拠点では、全来訪者が記帳するとともに、学生は語り

の記録をフィールドノーツに残し、来訪者ごとの個人シ

ー ト と 活 動 公 開 ・ 告 知 用 の Blog

（http://katatsumu.main.jp/ritto/）でそれぞれに適し

た内容・形式の記録を残している。さらに毎月「かたつ

む通信」なる 1 面の通信を発行し、一ヶ月に起きたこと

を写真入りで紹介し、翌月の開放予定日を公表している。

同通信は目川・岡の両自治会により全戸（1,024世帯、2，

895名）に回覧されている。来訪者の年齢や地域には偏り

があり、実習学生たちはより多くの層に来てもらえるよ

うに多様な取り組みを行っているが、各種団体への動員

要請は行っていない。 

 

次に、[2]住民による手作りの「東海道ほっこりまつり」

への参画である。2012年度に引き続き、2013年度もまつ

りに行政・大学ともに参画したが、同年9月16日の台風

18 号が目川地域で金勝川の堤防決壊に伴う民家の基礎破

壊という大きな被害をもたらしたことを受け、当初延期、

結果としては中止された。 

台風の甚大な被害とまつりの中止は地域・行政・大学3

者の士気を下げることとなった。他方、自治体の避難勧

告前に地域住民が60年前の水害の記憶と語り継ぎを基に

自主的に避難していたことや、岡自治体が目川自治体を

助けにきたこと、若年層の初動が早かったことなど、地

域のこれまでのつながりや新たな側面の発見機会として

も生かされた。 

石川県能美市仏大寺集落では偶然にも東海道ほっこり

まつりと同じ年から同じ10月に「能美ほっこりまつり」

という名称を一にするまつりを行っており、両者は第 3

回から毎年互いの住民がまつりに参加して交流を深めて

きた。しかし、2013 年度は東海道ほっこりまつりの中止

や台風被害を受けて、地域・行政ともに能美訪問をする

余裕がなかった。その中で、大学から教員・学生 4 名が

能美ほっこりまつりに参加し、目川・岡の被害状況を正

確に伝えるとともに交流をつないだ。なお、同年11月21

日に能美市仏大寺の中心となっていた施設が落雷により

全焼しており、両ほっこりまつりは乗り越えなければな

らない大きな災害を経験したと言える。 

東海道ほっこりまつりに向けては月 1 回の実行委員会

への参加や出し物の準備など、連携・協働として目に見

えるわかりやすい活動がある。もし、このまつりだけが

協働内容であったならば、地域・大学の連携は勢いを失

っていた可能性が高いが、同年度にはすでにかたつむ邸

の運用が始まっており、地域住民との交流が日常的に行

われていたため、大きな問題は起きなかった。 

 

最後に、[3]地域の年中行事への参加である。目川・岡

など6自治体による小槻大社祭礼においては、2013年度

に初めての地域外団体による神輿の担ぎ手として龍谷大

学の教員・学生が参加した。このほか、営農組合、子ど

も会、老人会、コミュニティセンターなどの各種団体が

行うイベントやプロジェクトに教員・学生が参加してい

る。 

 

【研究・調査･分析結果】 

ここまで事例の紹介を行ってきた。ここからは、各活

動について考察を加えていく。 

 

頻繁に来訪する地域住民からは「自分たちの昔の話を

学生たちが関心を持って聞いてくれるのがとても嬉し

い」という声があがる。兼業農家が多い同地域では、か



たつむ邸に頻繁に通う60代、70代の男性にとって農業の

手伝いは子どものころから当たり前だった。染料となる

アオクサ取り、玄関先で来客と立ち話をしながら飲んで

いた自家消費用の茶の栽培、近くにあったカゴメ工場に

駄賃のジュースが欲しくてグリーンピース運び、往来し

ていた牛とそれに轢かれて死んでしまった人など、農業

に関わる多種多様な経験が語られる。こうした語りは学

生の素朴な質問によって引き出される。家族にとっては

当たり前のこと、何度も聞き飽きたことであるこうした

経験談は学生にとっては昭和の暮らしやまちづくりにつ

いてわかりやすく学ぶ貴重な機会であり、大学での講義

科目の受講や読書等の学修に直接つながる経験である。 

語りが相互行為であることを意識させるために、「わか

らないことは、その場で、語った本人に聞くように」、「相

手の経験を記録するだけではなく、必ず、自分の経験や

感想も伝えること」などといった指導を教員が行ってい

る。このことは、大学の講義等でたとえば相互行為とし

てのインタビュー（アクティブ・インタビュー）の概念

を教えることで補完する。 

「事実と異なる知識や経験が披露された場合、訂正を

してもかまわないが、訂正自体を目的としないように」

という指導もある。あくまで語りが目的なのであって、

正確で矛盾がない生活史を編むことが目的なのではない。

これも、たとえば、嘘や記憶違いなどの矛盾が生じる場

合こそが注目すべき経験・記憶が扱われている場面であ

ることがままあることや、訂正行為が発話を抑制するこ

とといった質的調査の一般的な知見の活用である。この

ようにまずはやってみせ、やらせてみてから概念理解を

行うという過程をとっている。 

他方、中心的な語り手である地域住民にとっては、語

りの過程は教育・学修目的ではない。語りは語り手の個

人にとっては、現在を映す鑑となる。つまり、振り返れ

るどのような過去を持っているかという経験の側面と、

過去をどのように振り返るかという反省・受容・表出の

側面とがあり、同じ経験であっても語りの状況によって

反省・受容・表出のありかたは異なる。さらに、語るた

びに学生から質問等の応答が入る。この応答は語りの攪

乱要素として働き、応答者である学生の意図とは関係な

く、個人史の反省・受容のありかたに自信を持たせたり

変更を迫ったりする作用がある。加えて、語りは地域住

民と学生の一対一で行われるのではなく、場全体で行わ

れていることが重要である。同じ地域で同じ時代を生き

ていながら、経験そのものも多様であり、類似の経験に

おいても反省・受容・表出のありかたが多様であること

に住民どうし気がつくのである。かたつむ邸での語りを

通じて、同じように「景観」を重視していても、思い描

いている景観像が大きく異なることが発見されたり、転

入者どうしの親の出身地が同じであることが初めてわか

ったりしてきた。 

かたつむプロジェクトがまちづくりのプロジェクトで

あることはすべての来訪者に理解されている基本事項で

あるから、「何かしらまちづくりに関係があること」とい

う、語りに社会性を持たせる配慮が多くの場合に働く。

特に、実習学生に新メンバーが入ったときには、地域住

民は、これまでの語りをまちづくりという文脈の上に配

置してまとめて語り直す再編集過程を経る。以上の過程

を経て、個人の経験談としての語りが地域住民の共有の

記憶となると同時にまちづくりという社会性を帯びた経

験として個人に埋め込まれる。これが「語り手となる」

という経験であり、一般には日常生活中には行われない

ことである。 

この語り手経験生成過程において、学生はその聞き手

としての存在自体がもっとも重要なことである。教員は

質的調査法とまちづくりの両分野から専門的な知識と現

場での学びとを架橋する役割、および、語りの記録を分

析する役割を負う。 

 

語りはプロジェクトの中心的な活動であるが、当然の

ことながら「まちづくり」という課題において万能では

ない。特に語りが社会性を帯びて個人に埋め込まれる段

階に達するまでは、「私はただ自分の経験を披瀝している

に過ぎない」と、語り手である地域住民は自身の行為を

過小評価する。この段階において、かたつむ邸に来なく

なることが極めて多く、「自分がいること・語ることが社

会的に意味をもつのだ」という意識を持たせるための工

夫が必要となる。そうした役割意識の醸成には、語り以

外の方法を補完的に用いることになる。 

まず、得意分野や職業、地域での活動などに直接アク

セスすることが重要である。プロジェクトに必要となる

看板を作ってもらったり、かたつむ邸の外装を直しても

らったりといった「何かをしてもらう」という行為を大

学として積極的に取るようにしているのもそのためだ。

各種団体の年中行事への参加も、信頼関係の醸成のみな

らず、地域住民が活躍している場での学生との出会いを

創出するために行っている。 

さらに「誰でも（社会性を持った）語り手になれる」



ことを自覚できるように、昔の写真、年表などの語りを

促す媒体を用意して円滑な語りを生むように心がけてい

る。東海道ほっこりまつり実行委員会の景観ルール部会

が中心となって準備した「寄り合い」では、学生が司会

進行するとともに昔の写真や地図を提示して、自治会館

で語らう場を設けた際には、かたつむ邸には来たことが

ない住民たちも大いに盛り上がり、その後のかたつむ邸

訪問へとつながった。 

 

プロジェクトのすべての活動は、異なる役割を持った

地域・行政・大学という 3 者が、まちづくりという同じ

目的に向かって動いているという意味で協働である。 

本プロジェクトにおいては、地域住民があくまで中心

であるという大前提が全主体に強く理解されており、行

政や大学への依存は比較的に弱い。行政・大学もともに、

過剰に入り込みすぎないように意識的に活動を抑制して

いる。 

さらに、協働がフォーマルに行われるように各種制度

を活用してきた。地域と大学は環びわ湖大学・地域コン

ソーシアムの制度利用、地域と行政は栗東市共同事業提

案の制度利用、行政と大学は協定締結に向けた担当職員

レベルの交渉段階がある。教員（本報告者）が栗東市の

市民参画等推進委員であることも本プロジェクトのフォ

ーマルな関係を強めている。 

関係の持続可能性や資金面での協力においてもフォー

マルな制度利用は不可欠である。特定個人の資質に依存

せずに引き継いでいけるような仕組みを作っていかなけ

ればまちづくりは立ちゆかない。特に行政は人事異動、

大学は学生の卒業が毎年あることに注意が必要である。 

フォーマルな関係を構築しながらもそれが形骸化しな

いようにするためには、協働の中心的主体である地域を

構成する地域住民が当事者意識を強く持つことが必要で

ある。当事者意識を醸成するためには、活動への巻き込

み（inclusion）と、役割の付与、さらには個人と社会と

の肯定的な架橋が有効であり、それぞれに対応する仕組

みの提供が重要である。かたつむプロジェクトはこれま

でに紹介してきたように、かたつむ邸の運用等を通じて

インフォーマルな場でこれらのすべてを意識的に行って

いるものである。 

 

本研究の結果、主に次の点が明らかになった。[1]まち

づくりに熱心とみられる旧住民・自治体役員といった層

においても語りの場＝居場所が求められており、「語り手

となる」という経験自体が活動への意欲や誇りの維持に

繋がっている。[2]インタビュー技術、史資料の利活用等

の専門性は、専門的なまま伝達するには敷居が高いがワ

ークショップや語りの場＝居場所運用といった行為レベ

ルにすることで伝達可能性が高まる。[3]協働、制度活用、

当事者意識の3点を鼎立させることが重要である。 

 

【考察・今後の展開】 

本研究で用いる事例においては、「景観まちづくり」を

軸としたまちづくりが展開されてきた。旧東海道という

地域資源を活かすために、景観協定を結ぶ主体となるこ

とが想定されて市との協働が進む中、語りの場＝居場所

等でのインフォーマルな語りを通じて、地域資源の描き

方自体が一枚岩ではないことが明らかになった。こうし

た事実は見方によってはまちづくりを停滞させることに

なったが、他方、中長期的な視点で見れば立ち止まるべ

きときに立ち止まったとも言える。 

当事者意識を置き去りにせずに、また、まちづくりに

積極的に携わる人たちのボランタリーな精神にも常に動

機付けが必要であることを忘れずに、協働や制度活用を

進めるといった 3 要素の鼎立の重要性が描き出されたの

は、本事例のみならず地域コミュニティ一般に敷衍可能

な議論であろう。 

なお、まちづくりに積極的に参加していない層や若年

層の参入については本研究の議論対象としなかったが、

今後の研究では着目する必要があろう。多様な主体との

交流を経て、2014 年度には子どもたちが遊びに来るよう

になるなど、新たな動きが見られる。だが今後、新たな

層の参入を議論する際、「どのように参加させるか」のみ

ならず「参加しない理由」はどのように担保できるか検

討を要する。 
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