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大会趣旨 

 

人口減少社会・超高齢化社会への対応が当面の日本の最大の課題とされる中、地方創

生が政府の政策においても最重要視されている。こうした中で、2020 年には 2 度目の

東京オリンピック・パラリンピックが開催されることとなり、成熟社会に入り、課題先

進国とも言われる日本が今大会をどのように地方創生に繋げていくのか、一つの重要な

政策課題ともなっている。 

構造改革特区・地域再生法に対応した現場からの政策形成促進を掲げて発足した地域

活性学会としても、成熟社会日本が、健康・文化・スポーツなどの分野を中心に今大会

を契機にどのように継続的な地域活性化を実現しうるのか、これまでの研究成果も活か

しながら提言を行っていくことが必要であろう。 

こうした観点から、オリンピックの翌年にワールドマスターゲーム開催を予定する兵

庫県での研究大会開催にふさわしい大会テーマを設定した。活発な議論を期待したい。 
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第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場 第8会場 第9会場 控室 控室 本部 本部

A44
（360名）

A45
（72名）

A46a
（60名）

A46b
（60名）

A21
（116名）

A22a
（60名）

A22b
（60名）

A24a
（84名）

A24b
（84名）

A23
（112名）

A28
（225名）

A42
（56名）

A43
（56名）

13：45集合 エクスカーション 甲子園博物館前集合

甲子園歴史館

17：00現地解散 白鹿記念館

18:00-19:00 （60分） 理事会 アートセンター　地下１階

19:00-20:30 （90分） 理事懇親会 アートセンター　2階

8:30～ 受付開始

9:30～11:30 （120分） 研究発表Ⅰ
1人30分×４発表
（発表20分、討論10分）

セッション
A

セッション
B

セッション
C

セッション
D

セッション
E

セッション
F

セッション
G

セッション
H

11:30～12:30 （60分） 休憩（昼食） 大手前大学　大学食堂

12:30～13:00 （30分） 総　会 総会

13:00～13:30 （30分） オープニング

大手前大学・柏木隆雄学長
内閣府・西村康稔副大臣
兵庫県・金澤和夫副知事
西宮市・今村岳司市長
西宮商工会議所　辰馬章夫会頭
（以上、予定）

オープニング

13:30～15:00 （90分） 基調講演
「健康・文化・スポーツと地方創生」

パソナグループ代表
南部靖之氏

基調講演

15:00～15:10 （10分） 休憩

15:10～16:40 （90分）

シンポジウム
「オリパラ・シニアゲー
ムを契機とした地方創
生」

コーディネーター：舘逸志副会長
嘉田由希子学長（びわこ成蹊スポーツ大学）
青木淑浩部長（近畿日本ツーリストスポーツ
事業部）
御園慎一郎事務局長
松井博司教授（大手前大学）

シンポジウム

16:40～16:50 (10分） 休憩

16:50～17:50 (60分） 特別セッションⅠ
JCとの連携セッション、自治体・団体発
表、部会発表

JC連携 自治体・団体 学生発表 離島振興部会

18:00～19:30 (90分） 交流懇親会 大手前大学　大学食堂

8:00～ 受付開始

9:00～12:00 （180分） 研究発表Ⅱ
1人30分×6発表
（発表20分、討論10分）

セッション
J

セッション
K

セッション
L

セッション
M

セッション
N

セッション
P

セッション
Q

セッション
R

12:00～13:00 （60分） 休憩（昼食） 大手前大学　大学食堂

13:00～15:00 （120分）

特別セッションⅡ
「関西の文化・観光と東
京オリパラ・シニアゲー
ム」

挨拶：兵庫県・井戸敏三知事
コーディネーター：橋本行史（関西大
学）
広瀬栄（養父市長）
金井啓修（有馬温泉御所坊社長）
松本繁樹（関西国際大学）
井山里美（NPO法人女性と子どもの
エンパワメント関西）
柴田いづみ（結のまちづくり研究所・
滋賀県立大学名誉教授）

特別
セッションⅡ

15:00 閉会

１日目
9月5日（土）

                   本館4階 本館2階 本館2階 本館4階

9月4日（金）

地域活性学会第７回研究大会・総会
日程：２０１５年９月４日（金）～６日（日）　会場：大手前大学夙川キャンパス（西宮市）

参加者
控え室

２日目
9月6日（日）

参加者
控え室

実行委員
控え室

実行委員
控え室 本部 本部

本部 本部

本部 本部
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発表
時間帯

ｾｯｼｮﾝ 会場 司会 氏名 所属 発表演題
掲載

ページ

高屋　聡 山形大学 6次産業化における事業継続・成長要因に関する研究 11

小林重人 北陸先端科学技術大学院大学
プログラミングの知識を持たない市民を巻き込んだオープンデータ
の利活用

15

柴田仁夫 埼玉学園大学 首都圏における女性起業家に関する一考察 19

正木　聡 法政大学
日本と外国のガイドブックから見る箱根地域の観光対象に関する研
究

23

宋　潔　 小樽商科大学大学院 自治体立病院における地域医療活性化の試みに関する考察 27

谷村　要 大手前大学
コンテンツツーリズムを活用した地域活性に資する地域資源
－「アニメ聖地」住民への聞き取りから－

31

北　裕充 関西大学大学院 地域ケア会議によるケアマネジャーのスキルアップの有効性 35

軍司聖詞 早稲田大学 コンテンツ観光に基づく地域活性化における都道府県の役割 39

池田千恵子 大阪市立大学
まち歩きと地図による地域アイデンティティの確立について
-新潟市中央区を事例に-

43

吉田　渉 早稲田大学 中山間地域の伝統産業施設を拠点とした多機能化と内発的地域づくり 47

伊藤　優 宮城大学
市民参加による文化財の活用方策
—仙台市の観光ガイドボランティアを通してー

51

鈴木一寛 ナチュラリスト 直島つり公園を事例とした海釣り公園における地域活性の可能性 55

森　勇治 静岡県立大学
地方議会における行政評価を利用したアカウンタビリティ向上によ
る自治体改革

59

石川直樹 筑波大学大学院 持続可能な都市・地域に向けた地域活性化指標の構築と施策評価 63

石橋裕基 一般財団法人関西情報センター
地方自治体におけるオープンデータ施策推進と地域・経済活性化
への道筋

67

田畑恒平 京都産業大学 地方自治体におけるスマートフォン向けアプリ活用と課題 71

今瀬政司 長岡大学
実践的教育・研究「今瀬ゼミ：とちお祭への裏方参画と調査・情報発
信」－地域を支える「裏方」と必要性からの「協働」－

75

小出秀雄 西南学院大学 産官学民連携事業による“学生活性化”の効果 79

斎藤和真 慶應義塾大学SFC研究所 コミュニティとの協働による公共スポーツ施設マネジメント 83

沢田史子 北陸学院大学短期大学部
地域課題解決活動とその教育効果
―ゆるキャラを活用した地域資源マップの作成を事例として―

87

菅原浩信 北海学園大学 商店街組織におけるソーシャル・ビジネス 91

高松和幸 獨協大学
「Community As Partner」モデルを用いた地域アセスメントによる地
域活性モデルの構築

95

田島悠史 宝塚大学 小規模地域アートイベント運用モデルの提案と検証 99

小野寺真央 宝塚大学
地域活性化を主眼としたアートプロジェクトにおける平面的表現の
意義

103

山中鹿次 近畿地域活性ネットワーク
関西における地域コミュニテイスペースの事例と地域活性の有効性
について

107

渡部　薫 熊本大学
民間の地域づくり活動の持続可能性と公共圏の形成
―創造都市による地域再生を追究する一つの視点として―

111

新井直樹 公立鳥取環境大学 地方の人口減少対策としての移住者誘致のあり方に関する考察 115

大野拓陽 東京都市大学 大都市近郊の銭湯を中心とした地域コミュニティー再生の考察 119

大宮徹
慶應SDM・小布施町
ソーシャルデザインセンター

小規模自治体における多様なアクターによる教育プログラムの実施
が果たす役割

123

長谷達弥 高知工科大学
中山間地域における地方自治体の補助金を活用した大学生の農業
組織運営

127

上総毬椰 高知工科大学
観光の視点による非日常性のデザインを通じた大学生の地域メッ
セージの発信

131

木村俊昭 東京農業大学 地域人財養成と定着のあり方 135

第1会場
木村俊昭

（東京農業大学）
JC連携特別 日本青年会議所 日本青年会議所地域プロデユーサー育成塾での成果報告 139

久保田章市 島根県浜田市長 浜田市における「地域資源」に着目した地域活性化の取組 143

宮本幸治 国立大学法人岩手大学
産学官連携による「オール岩手」で取り組んだ魚介乾製品の開発を
通じた水産業復興

147

第3会場
關　隆晴

（大阪教育大学）
学生セッション （地元学生による発表と討論）

「地域活性と学生の力（仮）」(1)東日本大震災復興支援ボランティア（大阪
学院大学経済学部松野ゼミ）(2)大阪キタ天神橋筋商店街 実践観光まちづ
くりプロジェクト(3) 京丹後市域学連携事業における取り組み～ラッピング
バスデザインと久美浜での実践から～（大手前大学谷村ゼミ）

151

第4会場
今瀬政司

（長岡大学）
離島振興部会 離島振興における今日的課題 ～観光と防災・情報の視点から～ 163

内田純一 北海道大学 海峡都市圏のデスティネーション・ブランディングに関する一考察 167

徐　斌 小樽商科大学 プライベート・ブランドと地域ブランドを融合する可能性 171

数納祥平 マクロミル
ロシア市場における「青森県産食品」のマーケティングミックスを考
える

175

辻本法子 桃山学院大学
水俣産野菜のオフライン・プロモーションの実践的検証
－地域に対する消費者の認知・理解の変化-

179

林　靖人 信州大学 地域に対する潜在的意識と顕在的意識の関係性 183

桃井謙祐 信州大学
我が国地方へのインバウンド誘致に関する研究
―長野県野沢温泉村を事例に―

187

地域活性学会2015年度研究大会研究発表演題一覧

9/6
（日）
9：00-
12：00

第8会場
坪井明彦

（高崎経済大学）

柴田いづみ
（結のまちづくり研究所）

D 第5会場
永松俊雄

（崇城大学）

E 第6会場
横山典弘

（日本政策金融公庫）

第2会場
末松広行

（農林水産省）

特別
セッションⅠ

9/5
（土）
9：30-
11：30

A 第2会場
舘逸志

（国土交通省）

B 第3会場
御園慎一郎
（大阪大学）

C 第4会場

F 第7会場
林靖人

（信州大学）

G

J 第2会場
根本祐二

（東洋大学）

H 第9会場
岡本義行

（法政大学）

9/5
（土）

16:50～
17:50
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発表
時間帯

ｾｯｼｮﾝ 会場 司会 氏名 所属 発表演題
掲載

ページ

藤科智海 山形大学 地方老舗菓子店の競争戦略‐つるおか菓子処木村屋を事例として‐ 191

岩本　隆 慶應義塾大学 東京オリンピックに向けた官民連携による観光産業活性化 195

佐藤　充 法政大学大学院
地域産業における研究開発活動とイノベーション創出に関する定量
的分析

199

西野宏太郎 関西大学 大都市近郊酒造メーカーのビジネスモデル 203

山本耕司 四国大学
学官産連携による地域住民のための情報提供機能の刷新プロジェ
クト

207

横畠康吉 NPO法人AUX
徳島県阿波市におけるトマト生産と加工を融合させた六次産業への
試み

211

相原憲一 絆塾／静岡大学大学院 五感コミュニケーションを活かすワクワク地域づくり 215

星野敦子 十文字学園女子大学 大学と行政の連携による地域人材育成制度の評価 219

田中美香 東京農工大学大学院 モバイル活用によるスタンプラリーの実態 223

小塩篤史 事業構想大学院大学 地域活性化のための地域類型に関する研究 227

中島智 東京立正短期大学 コミュニティ・カレッジから提案する都市型エコツーリズム 231

中村忠司 一橋大学大学院
コンテンツによる観光振興の持続可能性に関する考察
-岩手県久慈市を事例として-

235

木村晴壽 松本大学 地方創生プログラムと大学の地域連携活動 239

小林宗太郎 関西大学大学院 「廃県置藩」で広域自治体再編成 243

西川洋行 県立広島大学 自治体-大学連携による地域課題解決型事業 247

本田正美 島根大学 地域活性を担うアクターの顕在化 251

宮武　功 慶應義塾大学
陸前高田市における多様な主体連携被災地観光モデル「巨大ベル
トコンベア見学」の構築

255

樋口浩一 関西大学 協働による広域行政ー大阪湾フェニックス事業の分析 259

森本祥一 専修大学
大学生の力を活かした集落活性化事業の実践結果と考察
～南魚沼市辻又集落の活性化を通じて～

263

藤岡 秀英 神戸大学 地域活性化の理論と大学教育を通じた実践 267

ホー　バック 北陸先端科学技術大学院大学
アクティブシニアによる持続可能な地域づくり：若々しさ指標の開発
と学助によるその醸成

271

森田直之 千葉大学大学院
再開発完了地区における団地内商店街の住民参加型ワークショッ
プによる地域再考

275

保井俊之 慶應義塾大学
DSM及びCMIを用いた地域イノベーション活動のつながり可視化・
構造化モデルの提案

279

松本敦則 法政大学
イタリア産業集積の変遷と現状
-産業支援政策の視点からみるエミリアン・モデルの再検討-

283

竹村佑子 島根大学大学院
中山間地域における地域自治組織の活動形態と課題
－島根県旧赤来町を事例として－

287

藤沢重徳 長野県飯山高等学校桂陰会
ふるさとの“意思ある学び”ver2.0； 統合飯山高校への事業継承と
“ふるさと創生イノベーション”

291

岡本義行 法政大学地域研究センター
地方人口ビジョン・地方版総合戦略
―地域コミュニティや産業の変化に対応した政策に関する研究―

295

山下幸裕 北陸先端科学技術大学院大学 地域イベントにおける情報発信効果の分析 299

稲垣　円 慶應義塾大学
エビデンスデータを活用した観光戦略策定における大学の役割
-山梨県富士吉田市を事例として-

303

大田雅之 京都橘大学
地域活性化を目的としたイベントが果たす役割と課題について
―京都府京都市山科区「陶灯路」を事例に―

307

山崎泰央 石巻専修大学 被災地における復興支援団体の変容 311

亀山清美 佐賀大学大学院
佐賀市「子どもへのまなざし運動」による協働のまちづくりに関する
考察

315

白石史郎 法政大学大学院 愛媛県の地域産業発展史からみた地方創生の可能性 319

松本茂樹 関西国際大学
神戸ベンチャー研究会を中心にした関西の４ベンチャー研究会の取
組みに関する考察

323

籾山史奈 昭和女子大学
緑化された商業施設と地下空間の連続性と居住性の在り方につい
て

327

森田　剛 門倉商店
フィリピン国での生ゴミの安価で簡便な肥料化による環境改善,経済
性,就労の創出による地域活性

331

岩田貴子 日本大学 地域のマーケティングからみる中国（CHINA）世界遺産 335

岩月基洋 慶應義塾大学大学院
スポーツの街づくりと地域活性化の成果と課題
－秋田県能代市「バスケの街づくり」を事例に－

339

黒川祐光
特定非営利活動法人
あのうスポーツクラブ

総合型地域スポーツクラブの自立的運営に関する一考察
ー三重県内総合型地域スポーツクラブを着目してー

343

鈴木誠二 法政大学大学院 地域における生活とインフラに関する研究 347

樽井由紀 健康と温泉フォーラム 浮世絵に描かれた有馬の湯女　－江戸時代の温泉ブランド戦略 351

9/6
（日）
9：00-
12：00

※プログラム内容は変更になる可能性があります。ご了承ください。
※司会（コメンテーター兼）は仮です。変更となる可能性があります。

K 第3会場
中嶋聞多

（事業構想大学院大学）

L 第4会場
尾羽沢信一
（法政大学）

P 第7会場
伊藤一

（小樽商科大学）

Q

R 第9会場
藤田昌弘

（大手前大学）

第8会場
小野浩幸

（山形大学）

M 第5会場
那須清吾

（高知工科大学）

N 第6会場
上西康文

（白百合女子大学）
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日 時：2015 年 9 月 5 日（土） 13：30～15：00 

テーマ：健康・文化・スポーツと地方創生 

講演者：パソナグループ代表 南部靖之 氏 

 
講演者プロフィール 

株式会社パソナグループ 代表取締役グループ代表兼社長。 

大阪大学大学院国際公共政策研究科客員教授。 

1951 年兵庫県生まれ。1976 年関西大学在学中にパソナの前身である「テンポラリーセンター」を創業。

一代で人材総合企業へと成長発展させる。 

最近は、新規就農者や農業経営者の人材育成、地方移住促進などの地域活性化にも積極的に取り組む。 

また、京都府京丹後市の道の駅を『丹後王国「食のみやこ」』として 2015 年 4 月にリニューアルオープ

ン。地域の「6 次産業化」を推進するとともに、地元産業を担う次世代を育成する「人材育成」(4 次産

業)を加えた「10 次産業化拠点」を提唱し、話題となっている。 
 
  

基調講演 
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日 時：2015 年 9 月 5 日（土） 15：10～16：40 

テーマ：オリパラ・シニアゲームを契機とした地方創生 

パネリスト：嘉田由希子（びわこ成蹊スポーツ大学長） 

青木淑浩（近畿日本ツーリストスポーツ事業部長） 

御園慎一郎（本学会事務局長） 

松井博司（大手前大学教授） 

コーディネーター：舘逸志（国土交通省審議官・本学会副会長） 

 
  

シンポジウム 
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日 時：2015 年 9 月 6 日（日） 13：00～15：00 
テーマ：関西の文化・観光と東京オリパラ・シニアゲーム～地方創生にどうつなげるか～ 
 
13：00～13：20 知事挨拶 

知事紹介 御園慎一郎（元総務省審議官、地域活性学会事務局長） 
挨  拶  井戸敏三（兵庫県知事、関西広域連合長） 

13：20～15：00 パネルディスカッション 
広瀬 栄（養父市長） 

国家戦略特区養父市の取組み～農業改革から観光客誘致まで～ 
金井啓修（有馬温泉御所坊社長） 

有馬温泉の取組み～外国人観光客をどう迎えるか～ 
松本茂樹（関西国際大学准教授・神戸ベンチャー研究会代表世話人） 

多様化する外国人観光客～あいりん地区ゲストハウスを一例にして～」 
井山里美（NPO 法人女性と子どものエンパワメント関西事務局次長） 

外国人観光客と市民交流、ボランティア 
柴田いづみ（結のまちづくり研究所・滋賀県立大学名誉教授） 

伝統的建造物の保存と維持～観光にどのように活かすか～ 
〔モデレータ〕橋本行史（関西大学教授） 

 
パネリストプロフィール 

広瀬 栄（養父市長） 
昭和 46 年鳥取大学農学部を卒業。平成 20 年養父市長選に出馬し初当選。現在 2 期目。在職中より PPP 手

法を積極的に取り入れる。平成 26 年 5 月に国家戦略特区の指定を受けるなど、地方創生に向けてチャレン

ジを続けている。 
金井 啓修（有馬温泉御所坊社長） 

有馬温泉を代表する老舗旅館「御所坊」社長。有馬観光協会副会長。北海道の旅館を経て 1977 年社長に就

任。国の観光カリスマ。御所坊は、鎌倉時代の創業で 14 世紀末に足利義満が訪れた記録が残る。現在、有

馬温泉を中心に宿泊施設 5 軒、飲食店 2 軒、玩具博物館やギャラリーなどを経営。 
松本 茂樹（関西国際大学） 

神戸ベンチャー研究会代表世話人、関西ニュービジネス協議会理事、NPO 法人青年の村理事、1978 年神戸

商科大学商経学部経営学科卒業。2011 年より関西国際大学で「地域マネージメントコース」を担当し、起

業家教育、地域活性プロデューサー育成に取り組んでいる。 
井山 里美（NPO 法人女性と子どものエンパワメント関西） 

NPO 法人女性と子どものエンパワメント関西事務局次長、神戸市看護大学非常勤講師、園田学園女子大学

公開講座講師、羽曳野市男女共同参画推進審議会委員、神戸市立つつじが丘小学校学校評議員、神戸市垂水

区つつじが丘ふれあいのまちづくり協議会副委員長。 
柴田 いづみ（結のまちづくり研究所代表・滋賀県立大学名誉教授） 

地域活性学会理事。早稲田大学大学院修了。仏国立建築学校卒業。仏政府公認建築家。一級建築士。主な作

品は、JR 矢吹駅、JR 行橋駅他。内閣府、国交省、文化庁等委員歴任。 

特別セッションⅡ 
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６次産業化における事業継続・成長要因に関する研究

高屋聡・小野浩幸・柊紫乃（山形大学）

：６次産業化・農商工連携・地域活性化

【研究背景】 
日本における農林水産業・農山漁村は、農林水産物価格

の低迷などによる所得の減少、高齢化や過疎化の進展及び

耕作放棄地の増加等により厳しい状況に直面しており、そ

の再生・活性化が喫緊の課題となっている。

こうした状況の中、日本の農林水産政策においては、農

林水産業の成長産業化による地域経済の活性化を図るため、

様々な施策が進められている。その中でも６次産業化は、

施策の柱の一つである「需要と供給をつなぐバリューチェ

ーンの構築」において、農林水産物・食料の付加価値向上

を図るための重要な取組みとして位置付けられている。

一方、６次産業化の研究は「６次産業化」という言葉が

幅広い概念をもつものであるため、本稿ではまず６次産業

化の意味内容等に係る概念の整理を行う。また、先行研究

の視点から６次産業化の類型化を行い、全国事例を体系的

に整理し分析・考察を行った。

【農林水産業の危機的状況】

近年、食品の安全・安心の高まりや、食料自給率問題、

農地改革の進展、 等から農業に対する注目度が増し、

農家の大規模化や法人化の進展、異業種からの進展など、

日本の農業・食品を取り巻く環境は大きく変化してきてい

る。農林水産省の「生産農業所得統計」によれば、日本の

農業総生産額は昭和５９年の 兆円をピークに減少傾

向で推移している（表１）。これは昭和６０年以降の生産量

の減少はもとより、１９９０年代以降の農産物価格の下落

要因によるものである。

表１ 農業総産出額の推移

（出所）農林水産省「生産農業所得統計」より作成

農産物の価格は１９９０年代から下落傾向となっている。

農林水産省「農業物価統計」では農産物価指数と農業生産

資材価格物価指数の推移を見ることが出来る（表２）。表２

からは生産段階における「農産物価格」と、農家にとって

の直接的な経営コストとなる「農業生産資材価格」との相

対的な関係を示す農業の「交易条件指数」を比較したもの

である。

この場合の交易条件指数とは、産業への投入価格（原材

料コスト）に対する産出物価（販売価格）の相対比率値と

なることから、その低下はコストを販売価格に転嫁できな

い状況を示す。これは別途経費削減の手法等がない限り、

当該産業の生存領域の圧縮を意味する。農林水産業の場合

の交易条件は、１９９０年代、時系列的にも一貫して悪化

していることが分かる。特に、２００７年頃から飼料や肥

料、光熱動力等の価格上昇により農業生産資材価格が大き

く上昇し、その後、下方硬直的に推移しているにも関わら

ず、販売価格に転嫁できていない。

農業総産出額の減少と農産物価格の下落は農林水産業が

直面している課題の一部に過ぎないが、このような状況を

打開するための方法のひとつとして６次産業化が注目され

ている。

表２ 交易条件指数の推移

（出所）農林水産省「農業物価統計」より作成

【６次産業化の定義】

６次産業化は幅広い内容を持つ概念である。本論におけ

る６次産業化を定義する前に、以下、６次産業化に関する

概念として、１９８０年代後半以降に提示されたものの中

から、その代表的なものとして「農業の６次産業化」、「地
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域内発型アグリビジネス」、「食料産業クラスター」をとり

あげ、内容を簡単に示すことにする。

６次産業化という名称の普及において、今村奈良臣の果

たした役割は大きい。今村は「農業の６次産業化」を「農

業が１次産業のみにとどまるのではなく、２次産業（農産

物の加工・食品製造）や３次産業（卸・小売・情報サービ

ス・観光など）にまで踏み込むことで農村に新たな価値を

呼び込み、お年寄りや女性にも新たな就業機会を自ら創り

だす事業と活動」と定義している。

斎藤修は、６次産業化の取組による地域活性化について、

主としてフードシステム的視点から、主体間関係、サプラ

イチェーン、バリューチェーン、イノベーション、関係性

マーケティング、地域ブランド、プラットフォーム等の理

論的考察を踏まえた体系的な検討を行っている。斎藤は６

次産業化を考える際の基礎概念が「地域内発型アグリビジ

ネス」であり、その特質を「生産‐加工‐販売のチェーン

を統合化によって内部化し、加工・販売部門での利益を調

整して、再生産しにくくなった生産部門への再配分をはか

りながら、流通合理化と高付加価値化が連動したシステム

にある」としている。

農林水産省では、農業と食品産業を「食料産業」として

一体的に捉え、「食料産業クラスター」形成促進のための事

業を２００５年に開始した。そこでは、産官学の連携体制

が構築されていること、食品産業と農業が連携し、新製品

の開発、新たなサービスの提供などを通じた関連産業の集

積による地域経済の活性化に貢献することが見込まれるこ

とが重視されている。農林水産政策研究所によれば、食料

産業クラスターは、地域農業及び地域産業の競争力の強化

に向けて、農業をベースとした食料産業の地域への集積を

進め、これによる関係者間での「情報・知識の交流・共有・

蓄積」等を基礎とするイノベーションを誘発させながら地

域の活性化を図ろうとする重要な取組みとして捉えられて

いる。

以上の先行研究を踏まえ、本論では６次産業化における

イノベーションの誘発という点に着目し、６次産業化を「農

業をベースとした情報の共有を基礎とするイノベーション

を誘発させながら新たな付加価値を生み出す取組み」と定

義する。

【問題意識−６次産業の現状−】

農林水産省「６次産業化総合調査」によれば、６次産業

化を行う事業体の数は平成２２年の調査開始時から上昇傾

向にある。また、総販売額は平成２３年に東日本大震災の

影響で減少しているもの、こちらも調査開始時から上昇傾

向である（表３）

表３ ６次産業の販売額と事業体の推移

（出所）農林水産省「６次産業総合調査」より作成

販売額と事業体数は増加傾向にあるものの、個別の事業

体の経営は困難な状況であることが明らかになっている。

その一例として、農林水産省「６次産業化財務動向調査」

によれば、平成２４年時点で６次産業化を行っている事業

体のうち、４３％の事業体が赤字経営となっていることが

あげられる（表４）。このように、財務基盤が脆弱である事

業体が約半数を占める６次産業化において「イノベーショ

ンの誘発」や「新たな付加価値」を生み出すことは困難で

あると思われる。

表４ 平成２４年度の収益性

45%

43%

12%

黒字 赤字 その他

（出所）農林水産省「６次産業化財務動向調査」より作成

【研究目的・研究方法】

上記問題意識を踏まえて、本論では６次産業化を産業

として継続的に成長できるかどうかの観点で、先行研究

から 次産業化の類型化を整理した。槇平龍宏氏は 次

産業化を「垂直的」、「水平的」といった分類を行ってい

る 。また、農林水産政策研究所は垂直的な 次産業化を

「農業事業者が生産・加工・販売を一体的に行う多角化
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タイプ」、水平的な 次産業化を「農業事業者が商工業者

と連携する連携タイプ」と定義している 。同研究所では、

更に分類の視点として 次産業化が産業・ビジネス志向

か地域・コミュニティ志向かを提示している。本研究で

は、垂直タイプ／水平タイプをアライアンスの選択、産

業・ビジネス志向／地域・コミュニティ志向をマーケッ

トの選択とし、仮説として二次元マップを作成した。

作成した二次元マップには農林水産省による「総合化

事業計画」認定事業者のうち、平成 年から平成 年

に認定された 件の事業者を当てはめ、その傾向を把

握する 。そこから売上高、従業員数、詳細なアライアン

ス体制、選択したマーケットの情報が入手できる事例に

ついて詳細な分析を行った。

【調査結果】

農林水産省が認定した「総合化事業計画」には、主た

る事業者、連携体、事業内容について記載されている。

事業者、連携体の記述から多角化タイプと連携タイプに

分類する。ただし、連携体が記載されていない場合であ

っても事業内容から連携と判断できるものについては、

連携タイプに分類する。また事業内容の記述から販売方

法が百貨店、インターネット等と記載されている場合は、

産業・ビジネス志向、道の駅や直売所と記載されている

場合は地域・コミュニティ志向と分類する。

上記の視点で分類したところ、以下のような結果が得

られた。「多角化タイプ／地域・コミュニティ志向」が

件（ ）と最も多く、次いで「多角化タイプ／産業・

ビジネス志向」が 件（ ）、「連携タイプ／地域・

コミュニティ志向」が 件（ ）、「連携タイプ／産

業・ビジネス志向」が 件（ ）となった（図５）。

図５ ６次産業類型化マトリクス

（出所）筆者作成

先行研究によれば、６次産業化で最も参入しやすいタ

イプが垂直／地域コミュニティタイプである。本調査で

も垂直／地域コミュニティタイプが 件と全体の

％を占めており、このタイプが最も事業化し易いこ

とが証明された。また、垂直と水平では、垂直タイプが

件（ ％）、水平タイプが 件（ ％）と大き

く差が開いている。水平タイプが極めて少ないが、これ

は多くの農林漁業者が地域との連携、経済循環というと

ころまでを展開するに至っていないということである。

また、産業ビジネス志向と地域コミュニティという視点

で見ると、産業ビジネス志向は 件（ ％）、地域コ

ミュニティ志向が 件（ ％）となっている。この

ことから、次産業化はビジネスとして行っている事業体

が少ないことが明らかとなった。

次産業化の成功モデルとされるのは水平／産業ビジ

ネスタイプとされているが、本調査では全体の僅か ％

に留まっていることが明らかになった。

【事例研究】

マトリクス分析と補足するものとして、本論では特徴

的な事例の調査を行った。

稲作を営む農家集団が平成 年に設立した 社は直近

の売上高約 億円、従業員 名の中小企業である。米

価の安定を目的として独自の販売ルートを確保しながら、

平成２３年まで一貫して稲作を行ってきており、現在で

は 町分を超える経営面積を保有している。平成２０

年からは売上高の向上を目指し、米加工事業に取組み、

現在では都市圏の百貨店で販売されるなど６次産業化に

成功している事例として取り上げられている。

社について図５のマトリクスに当てはめてみると、６

次産業に取り組む以前は垂直的／地域コミュニティ志向

タイプに位置していた。自社加工品は当初は地元の道の

駅やスーパーなどで販売され、その後、自治体等の連携

を経て地域の企業と連携し、県外への販売へ繋がってい

る。つまり、連携を行い、加工品が競争力をもつ商品と

なったことで、事業自体が水平的／産業ビジネス志向タ

イプへ移行したことになる（図６）。

図６ 社の６次産業化モデル
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事業の経過を見ると、垂直／地域コミュニティタイプ

から水平／産業ビジネスタイプへ移行したことにより成

功したように思えるが、売上高と収益性を見ると課題は

多く残っている。

表７は 社の売上高と経常利益を表したものである。

６次産業化に取り組む平成２０年までは黒字での経営を

維持しているが、平成２０年移行は赤字経営から抜け出

せていない。平成２５年には一時的に経常利益が増加し

ているが、これは平成２４年に新商品を開発・販売して

ためである。しかし、その後は以前よりも赤字幅が大き

くなっている（表７）。

表７ 社の収益性

（出所）筆者作成（金額については都合により削除）

社は、６次産業化自体を成功はさせたものの、事業の

収益性という観点から見ると必ずしも成功したとは言え

ず、むしろ今後継続して６次産業を行い、自社や地域の

活性化は困難であると思われる。

【考察と今後の展開】

社の様に６次産業化は垂直／地域コミュニティ志向

タイプから参入し、最終的には水平／産業ビジネス志向

タイプを目指すことが多い。しかしながら、必ずしも連

携／産業ビジネス志向タイプへ移行することが事業の成

功を意味するものではない。

表４で示したように、６次産業化に取組んでいる事業

体の約半数が赤字となっている要因の一つに垂直／地域

コミュニティ志向タイプから水平／産業ビジネス志向タ

イプへ移行する場合に事業リスクが増大することが考え

られる。農林漁業者が行う６次産業化は財務体質が脆弱

であることが多く、また農閑期を保管する意味合いもあ

るため、地域コミュニティ志向であることが多い。しか

しながら、新たに加工を行い、全国をターゲットに販売

するとなれば、当然、初期投資や運営費などが増加する

ことになる。もともと財務基盤が脆弱であることが多い

農林漁業者が６次産業化を継続的に、且つ成長した産業

となるためにはアライアンスとマーケットの選択が重要

となってくるのではないだろうか。

本論では１つの事例を調査することでアライアンスと

マーケットの選択の重要性を明らかにした。しかしなが

ら、別のタイプに位置する事業体を調査し、詳細に分析

しなければ６次産業化の成功モデルを確立することはで

きないと考えている。今後の研究ではその点を明らかに

する必要がある。
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プログラミングの知識を持たない市民を巻き込んだオープンデータの利活用

小林重人（北陸先端科学技術大学院大学）

： オープンデータ、シビックテック、「税金はどこへいった？」、行政の透明性、市町村民税

【はじめに】 
オープンデータとは「自由に使えて再利用もでき、か

つ誰でも再配布できるようなデータ」（OKF 2012）のこと

である。一般的には行政が保有する統計情報、防災情報、

地理空間情報を機械判読に適した形式で公開することを

指す。近年、こうした誰もが自由に使える公共のオープ

ンデータを利用して、地域の課題を解決するための独自

のサービスを市民が構築する動き（シビックテック）が

欧米を中心として世界中に広がりを見せている。日本政

府もオープンデータの取り組みを積極的に推進しており、

オープンデータの意義と目的として、1）透明性・信頼の

向上、2）国民参加・官民協働の推進、3）経済の活性化・

行政の効率化、の 3 つを挙げている（高度情報通信ネッ

トワーク社会推進戦略本部 2012）。 

平成26年度版情報通信白書（総務省 2014）によると、

オープンデータへの取り組みを既に推進している地方自

治体の割合は市・特別区で11.2%（N=427）、町村で3.3%

（N=274）と全体に占める割合はまだ小さいが、年々その

割合は増大しつつある。このうちオープンデータのグッ

ドプラクティスとして知られる鯖江市では、公開された

多数の施設情報（トイレ、避難所、AEDの位置）や観光

情報を利用して開発された 100 以上のアプリが鯖江市の

ウェブサイト上で公開されており1、市民の生活だけでは

なく観光客にとっても役立つものとなっている。 

このようなオープンデータを活用した新たなアプリケ

ーションやサービスは、多様な人たちとアイディアを出

し合いまとめていく「アイディアソン」や短期間でプロ

グラミングを行う「ハッカソン」と呼ばれるイベントを

通じて開発されることが多い。同様のアプリケーション

やサービスを企業に発注した場合と比べると、実際に動

作する解決策がその場で作られるため、費用的にも時間

的にも低コストで抑えることができる（野邉 2014）。そ

の一方で、アイディアソンやハッカソンによる手法に対

して、現実の社会課題を解決していない、いつも同じよ

うなアプリを作っているといった実用性の低さを指摘す

る批判もある（庄司 2014a）。また、シビックテックの現

                                                   
1 データシティ鯖江 アプリケーション
(http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.html?id=12767) 

場がプログラミングの知識を有する一部の技術者に限ら

れていることや、活動のためのモチベーションを維持す

ることが難しいという指摘もされている（原他 2015）。

特に後者の指摘については、開発されたサービスを誰が

どのようにメンテナンスしていくのかというサービスの

持続性の問題とも直結する課題となっている。では、シ

ビックテックの担い手と期待されている一般市民のオー

プンデータに対する認識はどのようなものであろうか。 

2014 年 11 月に全国の住民（1034 人）を対象にインタ

ーネット経由で実施されたオープンデータに関する意識

調査（電子行政オープンデータ実務者会議 2015）による

と、オープンデータについて「よく知っている」と回答

した人が全体の 2.6%（27 人）であったのに対して、「全

く知らない」と回答した人は全体の 74.8%に上った。現

状ではほとんどの市民がオープンデータについて理解を

しておらず、その普及が一部の技術者に限定されている

状況であると推測される。この調査結果を受けて、2015

年 2 月に公開された「地方公共団体オープンデータ推進

ガイドライン（内閣官房情報通信技術総合戦略室 2015）」

では、オープンデータの利活用促進のためには地方公共

団体や民間企業だけではなく、一般市民への認知拡大へ

の取り組みを図ることの重要性について言及している。 

 

【市民参加によるオープンデータの活用事例】

市民参加によるオープンデータの先進的な活用事例と

して税金の使途を可視化する「税金はどこへいった？」

というサイトがある（図 1）。このサイトは、イギリスの 
Open Knowledge Foundation が開発した 「Where 
Does My Money Go?」が基礎となっており、2012年に

国際大学 GLOCOM で開催された「オープンデータ活用

ハッカソン」によって日本語版が作られた。このサイト

が構築された目的は、税金の使途の透明性と行政運営に

対する市民の意識向上を図ることである。自治体が公表

している予算書ないしは決算書のデータを基にして、自

分の年収と世帯構成を入力すると納めた市町村民税の概

算と使途別の一日当たりの支出額を知ることができる。

その他に自治体の使途別の予算額も一目でわかるように

なっている。 

事業の経過を見ると、垂直／地域コミュニティタイプ

から水平／産業ビジネスタイプへ移行したことにより成

功したように思えるが、売上高と収益性を見ると課題は

多く残っている。

表７は 社の売上高と経常利益を表したものである。

６次産業化に取り組む平成２０年までは黒字での経営を

維持しているが、平成２０年移行は赤字経営から抜け出

せていない。平成２５年には一時的に経常利益が増加し

ているが、これは平成２４年に新商品を開発・販売して

ためである。しかし、その後は以前よりも赤字幅が大き

くなっている（表７）。

表７ 社の収益性

（出所）筆者作成（金額については都合により削除）

社は、６次産業化自体を成功はさせたものの、事業の

収益性という観点から見ると必ずしも成功したとは言え

ず、むしろ今後継続して６次産業を行い、自社や地域の

活性化は困難であると思われる。

【考察と今後の展開】

社の様に６次産業化は垂直／地域コミュニティ志向

タイプから参入し、最終的には水平／産業ビジネス志向

タイプを目指すことが多い。しかしながら、必ずしも連

携／産業ビジネス志向タイプへ移行することが事業の成

功を意味するものではない。

表４で示したように、６次産業化に取組んでいる事業

体の約半数が赤字となっている要因の一つに垂直／地域

コミュニティ志向タイプから水平／産業ビジネス志向タ

イプへ移行する場合に事業リスクが増大することが考え
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しながら、新たに加工を行い、全国をターゲットに販売

するとなれば、当然、初期投資や運営費などが増加する

ことになる。もともと財務基盤が脆弱であることが多い
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本論では１つの事例を調査することでアライアンスと
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【引用・参考文献】

                                                   
1農林水産省「食料・農業・農村白書」２０１２年３月 
2農林水産省「食料・農業・農村基本計画」２０１０年

３月 
3 農林水産省「生産農業所得統計」 
4 農林水産省「農産物価統計」 
5 今村奈良臣『地域に活力を生む、農業の６次産業化』

（財）21世紀村づくり塾 1998年 
6 斎藤修「地域内発型アグリビジネスの展開条件と戦

略」、小野誠志編著『国際化時代における日本農業の展

開方向』筑波書房 
7 農林水産政策研究所「6次産業化の論理と展開方向−

バリューチェーンの構築とイノベーションの促進」

2015 
8 農林水産省「6次産業化総合調査」 
9 農林水産省「6次産業化財務動向調査」 
10槇平龍宏「地域農業・農村の『6 次産業化』とその

新展開」小田切徳美編著『農山村再生の実践』農文協、

2011 
11   農林水産政策研究所「6次産業化の論理と展開方

向−バリューチェーンの構築とイノベーションの促進」

2015 
12 農林水産省「六次産業化・地産地消法に基づく事業

計画の認定について」

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/nintei/ 
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図 1 「税金はどこへいった？」能美市版 

 

2015年 6月現在で168の自治体のサイトがあり2、主に

有志の市民によって構築・運営がなされている。各サイ

トの構築にはデータ入力や整理に関わる部分でプログラ

ミングの知識を持たない人たちも含めた取り組みがなさ

れているが、その多くはプログラミングの知識を持つ技

術者によって担われている。このような場合、一般市民

に対するサイトの周知や学習の機会にはなりにくいこと

に加えて、オープンデータそのものの普及に繋がりにく

いという問題がある。また、データがサイトを作成した

当初のままで年度を越えてもまったく更新されていない

自治体のサイトも多数見られることから、サービスの持

続性や発展性という点でも問題を抱えている。現状では

多数のサイトがプログラミングの知識を持つ技術者の一

時的なオープンデータの利用に留まっており、その知識

を有さない市民までを巻き込んだオープンデータの利活

用になっているとは言い難い。 

【オーブンデータ推進モデルとその課題】

市民参加を含めたオープンデータを推進するためのモ

デル研究はこれまでにいくつかなされている。庄司

（2014b）は、データそのものを社会で循環させる仕組み

を構築することでオープンデータを推進することを提言

し、早田他（2015）は行政職員の参加とプロデュース人

材に着目した協働推進モデルを提示している。これらの

モデルは、いずれもサービスを創出するための課題発見

やサービスを開発する過程での市民協働については言及

されているが、開発されたサービスをどのように利用し

てもらうのか、もしくはサービスをどのように持続・発

展させていくのかということについては言及されていな

い。このような問題に対してサービスの有効性や改善の

                                                   
2 Where Does My Money Go?プロジェクト

(http://spending.jp) 

検討、そして普及のための方策を考える「マーケソン」

というイベントによる解決も図られているが（庄司 

2014）、マーケソンで出されたアイディアを誰がどのよう

に実践していくのかという課題は残ったままとなってい

る。 

 
【研究目的】

そこで本研究は、いかにしてプログラミングの知識を

持たない市民を巻き込んだオープンデータの利活用を実

践するか、さらにどのようにして構築されたサービスの

持続性・発展性を担保するかというオープンデータの普

及に立ちはだかる問題の解決を実践によって取り組むこ

ととした。具体的にはプログラミングの知識を持たない

市民が「税金はどこへいった？」のデータ更新作業を通

じてどのような学習をすることができるのか、そしてそ

の学習の程度と今後の運営や開発に協力する意向との関

係について明らかにする。

【研究手法】

石川県能美市が主催する「まなびフェスタ 2015」にて

「税金はどこへいった？－税金の行き先がわかるウェブ

サイトをみんなでつくろう－」と題したワークショップ

を企画し開催した。参加者の募集は、主に市広報誌や

Facebook を通じて行われ、募集要項には 1）市税の使わ

れ方からまちづくりについて考える試みであること、2）

コンピュータの知識は一切必要ないこと、の 2 点が記載

された。ワークショップにはプログラミングの知識を持

たない市民 12名が参加し、4 名を 1グループとして各グ

ループでサイトのデータ更新を行うと共に、更新したサ

イトの情報を基に「税の使途」という視点から能美市の

まちづくりについて話し合いを行った（図 2）。ワークシ

ョップ終了後には参加した 12 名全員に質問紙を配布し、

このうち 20代から 60代までの 11名（男性 9名、女性 2

名）から質問紙を回収した。 

 

図 2「まなびフェスタ」におけるワークショップの様子 
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【ワークショップの狙いと内容】

表 1 は、本ワークショップの主な流れを示したもので

ある。「税」は身近にあるものでありながら、それがどの

ように算出され、自分たちの街のために使われているか

を知らない市民は多い。そこで、まず初めにアイスブレ

イクとして能美市の歳出の項目や使途を遊びながら学べ

るカードゲームを行い、その後で公開されている能美市

の予算書をグループごとで読むことを行った。「税金はど

こへいった？」能美市版に触れてもらう前に予算書を読

んでもらうことにしたのは、実際の予算書の情報量の多

さとそれに伴う理解の難しさを前もって体験してもらう

ためである。それから参加者に実際のサイトを触っても

らい、その後でオープンデータの目的や意義、他自治体

における先進事例を紹介し、参加者のオープンデータに

対する理解促進を図った。 

表 1 ワークショップのスケジュール 

1. 歳出の項目や使途がわかるカードゲーム 

2. 歳出・歳入に関する話題提供 

3. 能美市の予算書を読む 

4. 「税金はどこへいった？」のサイトを触る 

5. オープンデータに関する話題提供 

6. サイト作成に必要なデータを抜き出す 

7. データの更新と確認 

8. 平成25年度と26年度のデータ比較（話し合い） 

9. 開発者ミーティング（改善のアイディア出し） 

10. アンケート 

 

次にサイト作成に必要なデータを予算書から抜き出す

作業をグループで行った。この作業によってデータ更新

されたサイトを参照しながら、年度別の歳出データの比

較を行い、税の使われ方が年度によってどのように変化

したのかについて話し合いを行った。最後にサイトをも

っと面白く、そして多くの市民に役立つものにするため

のアイディア出しを参加者全員で行った。このアイディ

ア出しを「開発者ミーティング」と題したのは、参加者

にサイト開発者としての当事者意識を持ってもらうこと

を期待したためである。参加者からは、「税金の使途の細

分化」、「わかりやすいグラフへの変更」といったサイト

の具体的な修正案が出される一方で、「サイトを中学校の

公民の授業で利用する」ことや「予算配分に対する要求

や市民が意見を述べる場が欲しい」といった現実的な提

案が出された。

【調査結果】

サイトの利用によって能美市の税収の透明性が高まっ

たかを尋ねたところ、1 名を除いて 10 名が少なからず透

明性が高まったと思うと回答した（図3） 

 
図 3 サイトの利用によって能美市の税収の 

使途の透明性が高まったと思いますか。 

次に税金の使われ方に対する関心について尋ねたとこ

ろ、半数以上が「とても高まった」と回答し、残りもす

べて「少し高まった」という回答であった（図4）。この

ように回答した理由について尋ねたところ、「税の使われ

方を知ることは大切であると感じたから」や「市民が払

っている税を誰もが興味を持って知ることがどれだけ必

要か理解した」といった税に対する理解の促進が主な理

由として挙げられた。 

図 4 ワークショップに参加したことによって能美市に

おける税金の使われ方に対する関心が高まりましたか。 

ワークショップにおけるそれぞれの内容について「自

分自身の学び」という観点からどのくらい満足している

かを5段階評価で尋ねたところ、「開発者ミーティング」

の平均値が 4.40 で最も高く、次いで「サイトの閲覧（デ

ータ更新後）」の 4.30、「予算書の閲覧」と「サイトの閲

覧（データ更新前）」が4.00、最も低かったのは「データ

の入力」の3.90であった。 
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の学習の程度と今後の運営や開発に協力する意向との関

係について明らかにする。

【研究手法】

石川県能美市が主催する「まなびフェスタ 2015」にて

「税金はどこへいった？－税金の行き先がわかるウェブ

サイトをみんなでつくろう－」と題したワークショップ

を企画し開催した。参加者の募集は、主に市広報誌や

Facebook を通じて行われ、募集要項には 1）市税の使わ

れ方からまちづくりについて考える試みであること、2）

コンピュータの知識は一切必要ないこと、の 2 点が記載

された。ワークショップにはプログラミングの知識を持

たない市民 12名が参加し、4 名を 1グループとして各グ

ループでサイトのデータ更新を行うと共に、更新したサ

イトの情報を基に「税の使途」という視点から能美市の

まちづくりについて話し合いを行った（図 2）。ワークシ

ョップ終了後には参加した 12 名全員に質問紙を配布し、

このうち 20代から 60代までの 11名（男性 9名、女性 2

名）から質問紙を回収した。 

 

図 2「まなびフェスタ」におけるワークショップの様子 

17



最後に今後「税金はどこへいった？」の運営や開発に

協力してみたいと思うかを尋ねたところ、9名の参加者が

「協力したいと思う」と回答した（図5）。 
 

図 5 今後、能美市の「税金はどこへいった？」の 

運営や開発に協力してみたいと思いますか。 

【考察】

回答者のほとんどがサイトの利用によって税金の使途

の透明性が高まったと感じたことから（図 3）、自分たち

が納めた税が何にどのくらい使われているのかを大まか

にでも知ることができたと思われる。さらに回答者全員

の税金の使われ方に対する関心が高まったこと（図4）や
その具体的な理由から、まちづくりにおける税の重要性

と納税者として使途を監視することの役割について気づ

きが得られたと推察する。 
とりわけ興味深いのは、「開発ミーティング」における

回答者の学びの満足度が最も高かったことである。単に

サイトを利用するだけではなく、データ更新の作業を通

してサイトの開発者として当事者意識を持たせることで、

各自が積極的にアイディア出しを行い、それが回答者同

士の学びの機会に繋がったと考えられる。

オープンデータを用いたサイトの運営や開発は、プロ

グラミングの知識がないと携わることを遠慮しがちであ

るが、自分たちのデータ更新によって年度の比較が可能

となった達成経験がサイトの運営・開発に対する協力意

向を生み出したと考えられる（図 5）。サイト開発に関わ

る小さな経験や貢献意識から生まれた協力意向が、サイ

トの持続性を高める実際の活動に繋がっていくであろう。 

【結論・今後の展開】

本ワークショップにおける参加者の観察とアンケート

調査の結果から、プログラミングの知識を有さない市民

であっても、対象とするオープンデータについての学習

やサイト作成への関わり方の工夫によって主体的にサイ

トの開発に携われることを確認した。サービスの持続

性・発展性という観点からも技術者以外の市民がサイト

の更新や改善のためのアイディア出しに関わる方法を提

示できたことは大きな実務的な貢献である。

今後、行政の透明性をさらに向上させるためには、オ

ープンデータを様々な市民が利活用し、自治体が提供す

る公共サービスの受益と負担の関係を自ら理解すること

が不可欠となっていくだろう。このような活動に主体的

に取り組もうとする市民をサポートしていくことが、ま

ちづくりに対する具体的かつ責任のある意見を述べられ

る市民を増やすことに繋がると考える。
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首都圏における女性起業家に関する一考察 

柴田仁夫（埼玉学園大学経済経営学部） 
Keyword：女性起業家，支援者，弱い紐帯の強さ 
 

はじめに

（ ）背景

安倍政権が経済再生に向けて展開する 3 本の矢のうち

の 1 つ「成長戦略」は 2014 年 6 月に改訂され，そのう

ちの 1 つ「人材の活躍強化」に含まれる「女性が輝く日

本！」の中で，待機児童対策や女性の管理職の登用など

と並び，女性の起業支援を打ち出している。しかし首都

圏の東京都品川区や横浜市，さいたま市などではこれ以

前から女性起業家専門のインキュベーション施設を準備

したり，専門の支援者による創業支援やビジネスコンテ

ストの開催，補助金や融資制度など，さまざまな支援を

行ってきている。このように行政による女性起業家支援

が拡がっている背景には，高橋（2014）が述べるように

「女性経営者や起業家が増えることは，男性では気が付

かない事業機会の発見・開拓や新しい経営方法の開発を

通して，経営の世界の多様性につながる効果も期待でき

る」ためと考えられる。 
（ ）女性起業家研究の課題

しかし，実際には女性の起業は非常に小規模であるこ

とが多く，経営に関する知識の不足からくる事業の不安

定さから，一般的なビジネスの概念では事業といえない

ものが多い。このことは2012年版中小企業白書などでも

指摘されている。その一方で，地域コミュニティの中に

おける女性起業家は，地域の中小企業と中小企業を結ぶ

結節点となることが多く，男性起業家が目を向けない地

域課題を浮き彫りにし，その解決のために四苦八苦し，

地域に欠かせない存在になっていることも多い。しかし

これまでの女性起業家に関する研究は，女性起業家自身

に対して行ったアンケートやヒアリング，成功事例の紹

介が中心で，女性起業家が起業に至るまでにとってきた

様々な行動が結果的にどのように起業に繋がってきたか

分析されている研究はほとんどない。 
（ ）研究の目的

そこで，本研究では女性起業家支援が盛んな首都圏を

中心に，豊富な支援経験を有する女性起業家の支援者に

対してデプス・インタビューを行うことにより，女性起

業家の特徴や行動の傾向を分析し，女性起業家のどのよ

うな行動が起業に結びついているのか，検証することを

目的とする。 
 

女性起業家に関する先行研究

（ ）女性起業家研究の歴史

女性起業家に関する研究は，まだその歴史は浅い。田

中［2009］が1980年代から1990年代にかけての研究成

果から，「日本の女性起業家の特徴を，育児期間を終えた

30 歳代から 40 歳代の比較的高学歴の主婦で，経営形態

や売上も小規模なサービス業である」とまとめ，更に「女

性のキャリア形成過程の違いが，雇用労働環境の未整備，

能力評価への不満，市場の変化といったさまざまな動機

により，開業が誘発されて，開業目的も異なる」と結論

づけている。しかし，そもそも女性起業家に注目が集ま

っているのは，何も安倍政権が誕生した2010年代からで

はなく，田中［2009］が論じた1980年代から1990年代，

田村［2006］が指摘した 2000 年代においても，さまざ

まな理由から注目を集めてきた。そして女性起業家が注

目されているのは，日本国内に限ったことではなく，高

橋［2014］が指摘しているように，欧米でも女性起業家

は今後の経済成長の担い手であり「最も成長著しいセク

ター」として注目を集めている。 
しかし，一方で日本の女性起業家は，事業自体が小規

模であることが多いため，その存在感は先進国の中でも

非常に薄くなっている。たとえば高橋［2014］が指摘す

るように，日本の女性起業家は自営業が多く，古い調査

結果となるが1997年の自営業主全体の所得が2兆4,841
億円であったのに対し，女性起業家のこれに占める割合

はわずか 14.1％（3,530 億円）に過ぎない。また，次の

ような指摘もある。西尾・高橋［2012］は非常に珍しい

ケースとして京都の花街を取り上げ，これに関連する仕

事である「お茶屋」「屋形」「芸妓」「舞妓」は視点を変え

れば皆女性起業家として捉えることができるものの，日

本の独自文化が生んだ，歴史がありかつ地域が限定され

ている既存ビジネスについては，そこまで調査や支援の

目が行き届いていない現状がある，と指摘している。 
（ ）女性起業家に対する公的支援

現在の女性起業家の活躍に経済規模の問題はあるもの

の，こうした女性起業家ブームの中で，行政はさまざま

最後に今後「税金はどこへいった？」の運営や開発に

協力してみたいと思うかを尋ねたところ、9名の参加者が

「協力したいと思う」と回答した（図5）。 
 

図 5 今後、能美市の「税金はどこへいった？」の 

運営や開発に協力してみたいと思いますか。 

【考察】

回答者のほとんどがサイトの利用によって税金の使途

の透明性が高まったと感じたことから（図 3）、自分たち

が納めた税が何にどのくらい使われているのかを大まか

にでも知ることができたと思われる。さらに回答者全員

の税金の使われ方に対する関心が高まったこと（図4）や
その具体的な理由から、まちづくりにおける税の重要性

と納税者として使途を監視することの役割について気づ

きが得られたと推察する。 
とりわけ興味深いのは、「開発ミーティング」における

回答者の学びの満足度が最も高かったことである。単に

サイトを利用するだけではなく、データ更新の作業を通

してサイトの開発者として当事者意識を持たせることで、

各自が積極的にアイディア出しを行い、それが回答者同

士の学びの機会に繋がったと考えられる。

オープンデータを用いたサイトの運営や開発は、プロ

グラミングの知識がないと携わることを遠慮しがちであ

るが、自分たちのデータ更新によって年度の比較が可能

となった達成経験がサイトの運営・開発に対する協力意

向を生み出したと考えられる（図 5）。サイト開発に関わ

る小さな経験や貢献意識から生まれた協力意向が、サイ

トの持続性を高める実際の活動に繋がっていくであろう。 

【結論・今後の展開】

本ワークショップにおける参加者の観察とアンケート

調査の結果から、プログラミングの知識を有さない市民

であっても、対象とするオープンデータについての学習

やサイト作成への関わり方の工夫によって主体的にサイ

トの開発に携われることを確認した。サービスの持続

性・発展性という観点からも技術者以外の市民がサイト

の更新や改善のためのアイディア出しに関わる方法を提

示できたことは大きな実務的な貢献である。

今後、行政の透明性をさらに向上させるためには、オ

ープンデータを様々な市民が利活用し、自治体が提供す

る公共サービスの受益と負担の関係を自ら理解すること

が不可欠となっていくだろう。このような活動に主体的

に取り組もうとする市民をサポートしていくことが、ま

ちづくりに対する具体的かつ責任のある意見を述べられ

る市民を増やすことに繋がると考える。
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な方法により，女性の起業を支援してきている。先に述

べたようにアベノミクスの一環としての女性起業家支援

以前に，すでに各自治体レベルにおいては，さまざまな

支援が行われている。 
例えば，田村［2006］が指摘した女性のライフスタイ

ルに立ちはだかる「就職・結婚・出産・育児・転勤・介

護など仕事を続けていく」うえでの「壁」をどう乗り越

えているのかについて，萩原［2005］，鈴木［2014］，山

崎［2014］，辺見［2014］らは実際の現場の支援策を提

示し，「先駆者たちがこつこつ切り拓いてきた起業の道」

が現在にも繋がっていることを示している。 
萩原［2005］は石川県における公的支援の実体を，起

業家への面接ならびに観察を通じて調査しその結果を考

察，鈴木［2014］は日本の起業家には必要不可欠な信用

保証協会の立場から女性起業家支援策への取組みを紹介，

山崎［2014］，辺見［2014］は横浜という日本最大の政

令指定都市における女性起業家支援策について，政策立

案を行う行政側の立場ではなく，その実行側，いわゆる

現場における支援者の立場から女性起業家支援の実際に

ついて述べている。 
（ ）女性起業家のネットワークに関する研究

また，萩原［2005］や田村［2006］が指摘しているよ

うに女性起業家には自身の事業拡張のためのネットワー

クが乏しく，ロールモデルとなる人材が周囲に少ないた

めメンター制度の充実が有効であるが，山崎［2014］が

述べるように横浜をはじめとする一部支援機関ではこう

した提言を踏まえ，すでにメンター制度を実施している。

「『具体的な課題解決につながっただけでなく，経営者と

しての心の持ちようを学んだ』，『事業の方向性を確信で

きた』，『メンターのみならず，経営する仲間としてのメ

ンティーとの出会いがあった』」いった意見が出ている。 
更に女性起業家のネットワークの活用に関する研究も

進んでいる。田中［2006］は女性起業家を4つの型（従

来型，革新型，家庭型，急進型）に分類し，その特徴を

友人，知人，家族などの「属人的ネットワーク」と同業

者組合，専門学校などの「社会的ネットワーク」で特徴

づけ，すべての「型」で女性起業家は「社会的ネットワ

ーク」が不十分であることを指摘している。石坂［2010］
は女性起業家の斯業経験に着目し，斯業経験がある女性

起業家とそれがない女性起業家のネットワーク構造の違

いについて，斯業経験があるとアクセスできるリソース

や仲介者の数が増えるため，ノード数増えると指摘して

いる。三輪［2010］は安田［1997］の「行為者本人およ

び行為者を取り囲む人間関係の構造」である「社会的ネ

ットワーク」が新規開業に及ぼす影響力を分析し，男性

では統計的に有意であった仕事関係の友人・知人やその

他の友人・知人の影響が女性起業家では見られなかった

ことから女性はこれらの対象を情報源として活用してお

らず，別のネットワークを形成している可能性を指摘し

ている。最後に古賀［2011］は東京都区部における女性

起業家の就業行動を男性起業家と比較し，女性起業家の

空間的移動距離が短く，コンパクト化していることを指

摘している。 
 

調査研究

（ ）研究方法

本研究では，女性起業家支援に関わる支援者に対する2
時間程度の半構造化面接法によるデプス・インタビュー

を採用した。女性起業家支援に携わる支援者にヒアリン

グを行うのは，三輪［2010］が指摘しているように，こ

れまでの研究の多くがすでに起業し事業活動を行ってい

る経営者に対するヒアリングやアンケートが中心である

ため，起業時の女性起業家の行動が後付けでしか分から

ず，実際に行った活動と調査結果が乖離している可能性

があるからである。支援者は創業相談を行う際，様々な

情報を相談者から聞き出している。そこで彼等にヒアリ

ングを行うことで，実際の起業前後の女性起業家の活動

を浮かび上がらせることができよう。本稿執筆現時点で

は支援者 5 名に対してヒアリングは実施済みで，今後は

更に2～3名の追加ヒアリングを行う予定である。 
（ ）調査対象

本稿の調査対象は首都圏（東京・品川区，横浜市，相

模原市，千葉県，埼玉県）の公的支援機関で女性起業家

支援に関わったことがある支援者を対象とした1。首都圏

では近年女性起業家支援が活発で，政令指定都市を初め

とする多くの地域で女性起業家支援を行っているからで

ある。なお，本稿でいう女性起業家とは，公的支援機関

を利用した経験がある者を対象としている。そのため，

一般的な女性起業家よりその対象範囲が限定されている

ことに留意されたい。 
（ ）ヒアリング内容

ヒアリングにあたり調査対象者に確認した内容は，①

女性起業家の特徴，②女性起業家の課題，③成功する女

性起業家は何が違うと感じるか，④一般の創業支援と異

なる点，⑤女性起業家支援で支援者に特に必要だと思わ

れる能力，⑥女性起業家支援で特に気をつけている点，
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⑦女性起業家支援で支援者自身が抱える課題，⑧女性起

業家の支援者は女性がよいか男性がよいか，等について

である。 
 

調査結果及び分析に対する考察

調査対象に行ったヒアリングを簡単にまとめると次の

通りである。 
①女性起業家の特徴は，すでに多くの先行研究でも示

されているように，事業としての認識が低く，自己満足

的な発想で起業を考えている相談者が多い。②女性起業

家の課題としては，起業の目的や目標を明確化して，収

益をもっと志向する必要がある。③成功する女性起業家

の特徴として，成功の定義にもよるが，目的や目標が明

確になっており，好き嫌いなく多くの人とコミュニケー

ションをとれる能力を持ち，支援者の話や第三者の意見

を素直に受け止め，情報を積極的に取りに行く行動力が

あり，もらった意見やアドバイス，情報を有効活用でき

るといった点が挙げられる。④一般的な創業支援と異な

る点としては，女性起業家には収益計画や数値の管理が

苦手な人が多いため，「やりたいこと」と「できること」

が違うことを計画上で定量的に理解させるよう，その手

順に工夫が必要である。⑤女性起業家の支援者に特に必

要だと感じられる能力は，本心を聞き出す傾聴力と現状

と事実を論理的に伝える伝達力が必要である。⑥女性起

業家支援で特に気をつけている点は，一般的な経営支援

でもいえることだが，可能な限り専門用語は使用せず，

後ろ向きではなく，ポジティブ思考で真剣に話を聞くス

タンスを維持することである。⑦支援者が抱える課題と

しては，起業支援とは言い難い PC の操作やホームペー

ジの作成に関する質問などへ対処が難しいことが挙げら

れる。そして最後に⑧女性起業家の支援者については男

女混合がよい，という回答となった。 
そしてこのヒアリングの中で，3名の支援者から何人か

の女性起業家が異なる地域の女性起業家支援サービスを

受けているという話が出てきた。首都圏の各地域では

様々な女性起業家支援を行っているが総じて似たような

支援が多い。例えば，女性起業家向けの相談窓口やセミ

ナー，創業塾，メンター制度などが挙げられるが，これ

らは先行研究で示した萩原［2005］らが公的支援機関に

おける女性起業家支援策を示してきた影響が大きいと思

われる。しかし，これから創業しようとする女性起業家

が，何故他地域の支援を受けようとしているのだろうか。 
これにはいくつかの理由が考えられる。たとえば三輪

［2010］は，女性は「仕事関係の友人・知人」や「その

他の友人・知人」以外の情報収集ネットワークを情報源

としていると指摘しているが，この「公的支援機関が提

供している専門家」の活用が正にこれらとは別の情報収

集ネットワークであり情報源となっている。女性起業家

はこうすることでリスクを避け，様々な地域の支援サー

ビスを受けていると考えられる。また田中［2006］は創

業の困難性やキャリア形成の不足を克服するため，女性

起業家は属人的ネットワークと社会的ネットワークを活

用すると指摘しているが，各地域の支援機関の支援策の

活用は社会的ネットワークの活用に当たると考えられる。

なお，首都圏は鉄道網の発達により，他県の支援機関ま

で 2 時間以内で移動できることが多い。古賀［2011］の

先行研究では本稿とは異なる結果を示しているが，これ

は調査対象を東京都区部に就業地を持つ起業家を対象と

したインターネットアンケートであり，調査対象が現在

起業のための準備をしている起業家に絞り込めていない

ことが原因であると考えられる。 
では，この女性起業家の創業期における活動範囲の広

さをどのように捉えたらよいのだろうか。これは，女性

起業家の特徴といわれるコミュニケーション力や共感力

と共にグラノベッター［2006］の「弱い紐帯の強さ」理

論により説明できると考えられる。 
起業家が持つ友人・知人・家族，すなわち属人的ネッ

トワークは強い紐帯を表す。そして起業家が住む地域の

公的支援機関との関係は間接的な関係であり，弱い紐帯

で表される。公的支援機関で支援業務を行う支援者（あ

るいはセミナー講演者）は公的支援機関という仲介者を

通して起業家と繋がることになり，これにより起業家と

支援者との関係は弱い紐帯で結ばれることとなる。ここ

で，公的支援機関で支援業務を行う支援者に焦点を当て

てみると，支援者と支援機関の関係はその仕事の関係性

により，強い紐帯であったり弱い紐帯であったりするこ

とが分かる。更に支援者は複数の公的支援機関の仕事を

行うことがあるため，ある支援機関とは強い紐帯，また

別の支援機関とは弱い紐帯で結ばれていると考えられる。 
このように見て行くと，女性起業家が公的支援機関を

起業に必要な情報を得るための社会的ネットワークとし

て捉えたとき，その情報を得る先は各支援機関の支援者

からであり，複数の支援機関との繋がりをもつことはそ

れぞれの支援機関の支援者との関係を広く，あるいは深

く構築すること，すなわち自身に不足する情報ネットワ

ークを拡大あるいは深化させことにほかならない。こう
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な方法により，女性の起業を支援してきている。先に述

べたようにアベノミクスの一環としての女性起業家支援

以前に，すでに各自治体レベルにおいては，さまざまな

支援が行われている。 
例えば，田村［2006］が指摘した女性のライフスタイ

ルに立ちはだかる「就職・結婚・出産・育児・転勤・介

護など仕事を続けていく」うえでの「壁」をどう乗り越

えているのかについて，萩原［2005］，鈴木［2014］，山

崎［2014］，辺見［2014］らは実際の現場の支援策を提

示し，「先駆者たちがこつこつ切り拓いてきた起業の道」

が現在にも繋がっていることを示している。 
萩原［2005］は石川県における公的支援の実体を，起

業家への面接ならびに観察を通じて調査しその結果を考

察，鈴木［2014］は日本の起業家には必要不可欠な信用

保証協会の立場から女性起業家支援策への取組みを紹介，

山崎［2014］，辺見［2014］は横浜という日本最大の政

令指定都市における女性起業家支援策について，政策立

案を行う行政側の立場ではなく，その実行側，いわゆる

現場における支援者の立場から女性起業家支援の実際に

ついて述べている。 
（ ）女性起業家のネットワークに関する研究

また，萩原［2005］や田村［2006］が指摘しているよ

うに女性起業家には自身の事業拡張のためのネットワー

クが乏しく，ロールモデルとなる人材が周囲に少ないた

めメンター制度の充実が有効であるが，山崎［2014］が

述べるように横浜をはじめとする一部支援機関ではこう

した提言を踏まえ，すでにメンター制度を実施している。

「『具体的な課題解決につながっただけでなく，経営者と

しての心の持ちようを学んだ』，『事業の方向性を確信で

きた』，『メンターのみならず，経営する仲間としてのメ

ンティーとの出会いがあった』」いった意見が出ている。 
更に女性起業家のネットワークの活用に関する研究も

進んでいる。田中［2006］は女性起業家を4つの型（従

来型，革新型，家庭型，急進型）に分類し，その特徴を

友人，知人，家族などの「属人的ネットワーク」と同業

者組合，専門学校などの「社会的ネットワーク」で特徴

づけ，すべての「型」で女性起業家は「社会的ネットワ

ーク」が不十分であることを指摘している。石坂［2010］
は女性起業家の斯業経験に着目し，斯業経験がある女性

起業家とそれがない女性起業家のネットワーク構造の違

いについて，斯業経験があるとアクセスできるリソース

や仲介者の数が増えるため，ノード数増えると指摘して

いる。三輪［2010］は安田［1997］の「行為者本人およ

び行為者を取り囲む人間関係の構造」である「社会的ネ

ットワーク」が新規開業に及ぼす影響力を分析し，男性

では統計的に有意であった仕事関係の友人・知人やその

他の友人・知人の影響が女性起業家では見られなかった

ことから女性はこれらの対象を情報源として活用してお

らず，別のネットワークを形成している可能性を指摘し

ている。最後に古賀［2011］は東京都区部における女性

起業家の就業行動を男性起業家と比較し，女性起業家の

空間的移動距離が短く，コンパクト化していることを指

摘している。 
 

調査研究

（ ）研究方法

本研究では，女性起業家支援に関わる支援者に対する2
時間程度の半構造化面接法によるデプス・インタビュー

を採用した。女性起業家支援に携わる支援者にヒアリン

グを行うのは，三輪［2010］が指摘しているように，こ

れまでの研究の多くがすでに起業し事業活動を行ってい

る経営者に対するヒアリングやアンケートが中心である

ため，起業時の女性起業家の行動が後付けでしか分から

ず，実際に行った活動と調査結果が乖離している可能性

があるからである。支援者は創業相談を行う際，様々な

情報を相談者から聞き出している。そこで彼等にヒアリ

ングを行うことで，実際の起業前後の女性起業家の活動

を浮かび上がらせることができよう。本稿執筆現時点で

は支援者 5 名に対してヒアリングは実施済みで，今後は

更に2～3名の追加ヒアリングを行う予定である。 
（ ）調査対象

本稿の調査対象は首都圏（東京・品川区，横浜市，相

模原市，千葉県，埼玉県）の公的支援機関で女性起業家

支援に関わったことがある支援者を対象とした1。首都圏

では近年女性起業家支援が活発で，政令指定都市を初め

とする多くの地域で女性起業家支援を行っているからで

ある。なお，本稿でいう女性起業家とは，公的支援機関

を利用した経験がある者を対象としている。そのため，

一般的な女性起業家よりその対象範囲が限定されている

ことに留意されたい。 
（ ）ヒアリング内容

ヒアリングにあたり調査対象者に確認した内容は，①

女性起業家の特徴，②女性起業家の課題，③成功する女

性起業家は何が違うと感じるか，④一般の創業支援と異

なる点，⑤女性起業家支援で支援者に特に必要だと思わ

れる能力，⑥女性起業家支援で特に気をつけている点，
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することで起業を成功に導くことになるため，女性起業

家は複数の支援機関の支援サービスを利用していると考

えられる。 
 

今後の展開

支援者に対するヒアリング調査から，女性起業家の行

動範囲が想像以上に広域に広がっていることがわかって

きた。一般的に女性起業家の活動範囲は狭く，地域に密

着した事業を展開することが多いと言われているが，創

業時の一部の女性起業家は自分の居住地域以外のセミナ

ーや講演に積極的に参加して情報収集を行い，また各地

域の講師や支援者とのネットワークを意識的に広げてい

る。つまり，男性に比べ足りないと言われている経営ノ

ウハウや事業マネジメント，係数管理の経験が少ない点

を，広範な地域支援機関の支援者と弱い紐帯を結ぶこと

で彼等を情報源として活用していると考えられる。しか

し，国や地方自治体の女性起業家への支援策は地域に縛

られがちであり，実際の起業家へのフォローまで対応で

きていない。そこで地域支援機関同士の，地域の枠組み

を超えた，より精度の高い連携による情報共有が必要に

なってきていると考えられる。 
 
                                                   
1 本稿執筆時点では，東京・品川区，横浜市，千葉県，相

模原市で支援経験がある女性 4 名，男性 1 名の計 5 名

の中小企業診断士。 
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日本と外国のガイドブックから見る箱根地域の観光対象に関する研究

正木 聡 法政大学地域研究センター

： ガイドブック、観光対象、箱根

【問題・目的・背景】 
外国からの訪日外客数が 平成 年に 万人の

過去最高を記録して前年対比 ％増であり、観光者数だ

けでも 万人となっており、日本の観光地を訪れる外

国人観光者が増加している。

従来訪日観光者を対象としたインバウンド観光に関する

観光情報の提供では、日本を海外に紹介するガイドブック

が古くは 年代後半から英語で作られていた。

アジア圏言語の当初は、日本で制作した日本語のガイド

ブックの版権を提供して香港、台湾、韓国などからそれぞ

れの言語で翻訳版を出版している。

現在は英語、仏語、独語等に加えて、中国語、韓国語な

どで各国から出版されており、訪日する観光者はそれぞれ

の発地でガイドブックを入手している。

また、日本で制作しているインバウンド観光向けのガイ

ドブックやパンフレットは、日本語から英語、中国語、韓

国語、タイ語等に翻訳しているものがほとんどで、記事内

容は同一である。

観光旅行において全く観光情報を得ることなく、訪問地

へ行くことはなく、発地でなんらかの観光情報を得ており、

ネットや もあるが携行性や閲覧性からその際にはガイ

ドブックを使用することが多いと思われる。

箱根地域を比較して、観光対象をそれぞれどのように捉

え、観光者が求めるものを日本と外国のガイドブックから

探り、観光地域活性化への足掛かりとするのが本研究の目

的である。

【研究方法・研究内容】

本研究では訪日外客数全体の変遷と各国別での状況、旅

行手配方法の状況等を訪日外国人への既存調査から現在の

インバウンド観光の概観を整理することを行いその特徴を

見ていくことにする。

続いて質的調査方法からは、日本の箱根地域を対象とし

た日本、フランス、オーストラリア、アメリカ、香港・台

湾で制作したガイドブックのドキュメント分析で、観光対

象の掲載状況、テキスト内容から比較を行う。

補足でインタビューを用いて日本におけるガイドブック

編集者、旅行ジャーナリスト、地方自治体の観光行政等で

インバウンド観光に関わる者から本論で必要とすることを

尋ねた。

重ねて参与観察法を用いて、日本におけるガイドブック

の出版社、旅行記者クラブ、地方自治体の観光行政等の組

織の参与観察から、観光者が求めるものをガイドブック

から探る手立てを得る。

【研究・調査･分析結果】

■近年における訪日外客数の推移

訪日外客数は 平成 年の 万人以降は、

平成 年は 万人と 万人減少したが、

平成 年は 万人に増加、 平成 年には

万人を超えて 万人となり、 平成 年

は 万人と過去最高を記録して前年対比 ％増と

なった。

 
図 訪日外客数の推移（ 筆者作成）

出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 
■国・地域別の訪日外客数の現状 
訪日外客数を 平成 年の国・地域別で見ると、

韓国が 万人と一番多く、中国が 万人、香港のア

ジア地域が 万人と続いている。

アジア地域以外では、米国が 万人、豪州が 万人、

英国が 万人、カナダ 万人、フランス 万人とな

っている。

平成 年の訪日外客数 万人のうち、ア

ジア地域は 万人、北米地域が 万人、欧州地域

が 万人、オセアニア地域が 万人、南米地域が

万人、アフリカ地域 万人となっており、全体の 割

はアジア地域からである。

4 
 

することで起業を成功に導くことになるため，女性起業

家は複数の支援機関の支援サービスを利用していると考

えられる。 
 

今後の展開

支援者に対するヒアリング調査から，女性起業家の行

動範囲が想像以上に広域に広がっていることがわかって

きた。一般的に女性起業家の活動範囲は狭く，地域に密

着した事業を展開することが多いと言われているが，創

業時の一部の女性起業家は自分の居住地域以外のセミナ

ーや講演に積極的に参加して情報収集を行い，また各地

域の講師や支援者とのネットワークを意識的に広げてい

る。つまり，男性に比べ足りないと言われている経営ノ

ウハウや事業マネジメント，係数管理の経験が少ない点

を，広範な地域支援機関の支援者と弱い紐帯を結ぶこと

で彼等を情報源として活用していると考えられる。しか

し，国や地方自治体の女性起業家への支援策は地域に縛

られがちであり，実際の起業家へのフォローまで対応で

きていない。そこで地域支援機関同士の，地域の枠組み

を超えた，より精度の高い連携による情報共有が必要に

なってきていると考えられる。 
 
                                                   
1 本稿執筆時点では，東京・品川区，横浜市，千葉県，相

模原市で支援経験がある女性 4 名，男性 1 名の計 5 名

の中小企業診断士。 
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図 国・地域別の訪日外客数（ ）

筆者作成 出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

■訪日外国人観光の旅行手配方法の現状

旅行手配方法は、観光庁の 平成 年訪日外国人の

消費動向年次報告書によると、観光・レジャーが目的の全

体では「団体ツアー参加」が ％、「個人旅行パッケー

ジ利用」が ％、「個別手配」が ％となっており、

割強が個人旅行である。

国・地域別でみると中国が ％、台湾が ％と団体

ツアー参加が多く、フランスは ％、ドイツは ％、

カナダは ％、米国は ％、豪州は ％、英国は

％と個別手配が多い。

■訪日外国人観光者が滞在中にしたこと

全体では日本食を食べることが92.5％と一番多く、シ

ョッピングが73.3％、繁華街の街歩きが58.6％、自然・

景勝地観光が 54.4％、日本の酒を飲むことが 38.8％、

旅館に宿泊が37.3％、温泉入浴が32.7％と続いており、

飲食と買物が上位を占めている。 

 
図 訪日外国人が滞在中にしたこと（ ）

筆者作成 出典：観光庁

■出発前に得た旅行情報源で役立ったもの 
訪日前に得た旅行情報源で役立ったものは、検索サイ

トが28％と一番多く、続いて個人のブログ20％、日本

在住の親戚・知人が18％となっているが、外国の旅行

ガイドブックはその次の17％と、役に立った上位の旅

行情報源としている。 

 

図 出発前に得た旅行情報源で役立ったもの（ ）

筆者作成 出典：観光庁

■観光対象の分類

観光対象とは人々に観光行動を生起させるだけの魅力や

誘引力をもつ目的となる事象である。

観光対象を分類すると観光資源と観光施設の２つに分け

られ、観光資源は自然の力で発生する自然観光資源と人為

的に創作された人文観光資源、自然と人文が結びついてど

ちらとも言えない複合型観光資源の３つに分類する。

観光施設は観光者の観光欲求を充足させるための施設で、

観光旅行先での宿泊、飲食、物品販売、レクリエーション、

文化・教育、観光案内、公共サービス等に分類することが

できる。

観光資源 自然観光資源 山岳、海岸、河川、動植物、温泉等
人文観光資源 史跡、社寺、城跡、庭園、祭、催事等
複合型観光資源 大都市、農山漁村、郷土景観、歴史景観等

観光施設 宿泊施設 ホテル、旅館等
飲食施設 レストラン、カフェ、バー等
物品販売施設 おみやげ店、ショッピングセンター、道の駅等
レクリエーション施設 スキー場、レジャーランド、ゴルフ場等
文化・教育施設 博物館、資料館、美術館、動植物園等
観光案内施設 観光案内所、展望台
公共サービス施設 治安、保全、エネルギー、ゴミ処理等

表 観光対象の分類

出典：前田勇編著『観光概論』
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■対象とするガイドブックの概要

外国のガイドブックを代表的な例では、香港・台湾の

『遊旅全攻略東京』、オーストラリアの『ロンリープラネ

ット 』、フランスの『ミシュラン 』、アメリカ

の『フォーダー 』の４冊を対象とした。

日本のガイドブックは外国と同様に書籍型のものから

『楽楽箱根』と『たびまる箱根』の 冊を対象とした。

外国の日本全域のものは ～ ページ強、東京編は

ページ強とページ数が多く、束幅が広く語学辞典のよ

うな体裁である。

日本のガイドブックの箱根編は 、 ページと

ページ後半で持ち歩きにも簡便な体裁である。

記事紹介方法で日本版と根本的に異なるのはフラン

ス、オーストラリア、アメリカ版で、記事構成が記事と

データのみで、記事を読ませて説明しデータで補完して

いる。写真は代表的なものをイメージ的に配置している

だけである。また、物販施設の掲載はなく、アメリカ版

には飲食施設の掲載はない。

香港・台湾版は、写真が多く日本版のものに近く、飲

食施設と物販施設の掲載記事が多くある。

日本版は 冊とも記事とデータに写真が１点あり、多

いものでは写真が 点以上ある。

ガイドブックタイトル 遊旅全攻略 ロンリープラネット ミシュラン フォーダー 楽楽 たびまる
地域名 東京 箱根 箱根
出版元 Fodder’s JTBパブリッシング 昭文社

正文社 ロンリープラネット ミシュラン フォーダー
発行年次 2010年 2013年 2013年 2014年 2014年 2015年
発行場所 香港 オーストラリア フランス アメリカ 日本 日本
刊行地域 香港、台湾 全世界地域 全世界地域 全世界地域 日本 日本
価格 90HK＄（1,435円） 29.99＄（3,706円） 15.4€（2,126円） 25.99＄(3,212円） 880円 900円
判型 A5変形 A5変形 A5変形 A5変形 A5変形
全頁数

記事紹介方法 記事、データ、写真 記事とデータ 記事データ 記事とデータ 記事、データ、写真 記事、データ、写真

写真掲載 全点にあり 代表的なもの 代表的なもの 代表的なもの 全点にあり 全点にあり
箱根頁数 6ページ 6ページ 6ページ
箱根地図数 なし なし
箱根写真数 約400 なし 約1300 約1000
観光資源
観光施設
飲食情報 なし
物販情報 なし なし なし
宿泊情報
芦ノ湖の頁数 1/3ページ 1/12ページ 1/6ページ １/8ページ 4ページ 2ページ
〃　　　文章量 8行 6行 12行 8行 150行 33行
〃　　　写真数 3点 なし なし なし 15点 8点

表－ 対象とするガイドブックの概要

（ ）筆者作成

■箱根地域の掲載状況

対象とする日本と外国のガイドブックを観光対象の分類

に基づいて、箱根地域の掲載状況を見る。

外国のガイドブックは日本編と東京編で掲載収録地域や

ボリューム感が異なるが、香港・台湾の『遊旅全攻略東京』

が 件と一番多く、続いてオーストラリアの『ロンリープ

ラネット 』が 件、フランスの『ミシュラン 』

が 件、アメリカの『フォーダー 』が 件となる。

自然観光資源で日本版を含めた 冊すべてに掲載してい

るのは「芦ノ湖」だけで、外国版 冊に掲載しているのは

「大涌谷」と「天山温泉郷」、「箱根小涌園ユネッサン」の

つの温泉である。外国版に限ると「こもれ日の宿ふるさ

と」（温泉）がオーストラリア版のみに、「塔ノ沢一の湯」、

「湯の里おかだ浴池」、「閻魔台」のいずれも、温泉で香港・

台湾版にしかない。

人文観光資源は、外国版のみにあるものはなかったが、

外国版 冊に掲載しているのは「箱根関所」、「箱根神社」、

冊に掲載しているのは「恩賜箱根公園」である。

複合観光資源では、外国版 冊に掲載しているのは「旧

東海道」、「宮ノ下」、「強羅」、「箱根町・元箱根」、「早雲山」

である。「橿木坂」、「追込坂＆於玉坂」は香港・台湾版にし

かない。

観光施設の文化・教育施設では、外国版のみに掲載とい

うものはなく、香港・台湾版のみは、「箱根北原トイミュー

ジアム」、「箱根オルゴール館」、「箱根旧街道資料館」、「箱

根関所跡資料館」を掲載している。

公共の観光施設では、「箱根登山鉄道」、「箱根観光船」、

「箱根登山ケーブルカー」は、外国版では香港・台湾版の

みに掲載している。

宿泊施設は外国版 冊に「富士屋ホテル」と「富士箱根

ゲストハウス」が掲載されており、オーストラリア版のみ

が「近江屋旅館」、「 ペンション」、「箱根仙石原ユース

ホステル」、「旅館ますや」、香港・台湾版のみが「塔ノ沢キ

ャトルセゾン」と「ユネッサンイン」の２つがある。

飲食施設は外国版 冊に掲載されているのが、「甘酒茶

屋」と「餃子センター」で、オーストラリア版のみが「か

っ平寿し」、「だいち」（居酒屋）、本陣家康（焼き鳥）、香港・

台湾版のみが「塔ノ沢一の湯」内にある大正時代に造られ

た大広間を改造した「食堂神山」が紹介されている。

物販施設は日本版にあるが、外国版には香港・台湾版の

みで「まんじゅう屋菜の花」、「玉子茶屋」、「浜松屋」（寄木

細工）、「寄木細工畑の茶屋」、「雲助だんご」、「ゆーらんど」、

「あんの茶屋」の７つがある。

 
図 国・地域別の訪日外客数（ ）

筆者作成 出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

■訪日外国人観光の旅行手配方法の現状

旅行手配方法は、観光庁の 平成 年訪日外国人の

消費動向年次報告書によると、観光・レジャーが目的の全

体では「団体ツアー参加」が ％、「個人旅行パッケー

ジ利用」が ％、「個別手配」が ％となっており、

割強が個人旅行である。

国・地域別でみると中国が ％、台湾が ％と団体

ツアー参加が多く、フランスは ％、ドイツは ％、

カナダは ％、米国は ％、豪州は ％、英国は

％と個別手配が多い。

■訪日外国人観光者が滞在中にしたこと

全体では日本食を食べることが92.5％と一番多く、シ

ョッピングが73.3％、繁華街の街歩きが58.6％、自然・

景勝地観光が 54.4％、日本の酒を飲むことが 38.8％、

旅館に宿泊が37.3％、温泉入浴が32.7％と続いており、

飲食と買物が上位を占めている。 

 
図 訪日外国人が滞在中にしたこと（ ）

筆者作成 出典：観光庁

■出発前に得た旅行情報源で役立ったもの 
訪日前に得た旅行情報源で役立ったものは、検索サイ

トが28％と一番多く、続いて個人のブログ20％、日本

在住の親戚・知人が18％となっているが、外国の旅行

ガイドブックはその次の17％と、役に立った上位の旅

行情報源としている。 

 

図 出発前に得た旅行情報源で役立ったもの（ ）

筆者作成 出典：観光庁

■観光対象の分類

観光対象とは人々に観光行動を生起させるだけの魅力や

誘引力をもつ目的となる事象である。

観光対象を分類すると観光資源と観光施設の２つに分け

られ、観光資源は自然の力で発生する自然観光資源と人為

的に創作された人文観光資源、自然と人文が結びついてど

ちらとも言えない複合型観光資源の３つに分類する。

観光施設は観光者の観光欲求を充足させるための施設で、

観光旅行先での宿泊、飲食、物品販売、レクリエーション、

文化・教育、観光案内、公共サービス等に分類することが

できる。

観光資源 自然観光資源 山岳、海岸、河川、動植物、温泉等
人文観光資源 史跡、社寺、城跡、庭園、祭、催事等
複合型観光資源 大都市、農山漁村、郷土景観、歴史景観等

観光施設 宿泊施設 ホテル、旅館等
飲食施設 レストラン、カフェ、バー等
物品販売施設 おみやげ店、ショッピングセンター、道の駅等
レクリエーション施設 スキー場、レジャーランド、ゴルフ場等
文化・教育施設 博物館、資料館、美術館、動植物園等
観光案内施設 観光案内所、展望台
公共サービス施設 治安、保全、エネルギー、ゴミ処理等

表 観光対象の分類

出典：前田勇編著『観光概論』
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発行元 香港 オーストラリア フランス アメリカ 日本 日本

ガイドブックタイトル（発行年次） 遊旅全攻略2010 ロンリープラネット2013 ミシュラン2013 フォーダー2014 楽楽2014 たびまる2015

観光資源 掲載件数

自然 芦ノ湖 ○ ○ ○ ○ ○

自然 大涌谷 ○ ○ ○ ○

自然 天山湯治郷（温泉） ○ ○ ○ ○

自然 箱根小涌園ユネッサン（温泉） ○ ○ ○ ○ ○

自然 湯の里おかだ（温泉） ○ ○ ○

自然 木もれ日の宿ふるさと（温泉） ○ ○ ○

自然 塔ノ沢一の湯（温泉） ○ ○ ○

自然 湯の里おかだ浴池（温泉） ○

自然 閻魔台(温泉） ○

人文 箱根関所 ○ ○ ○ ○

人文 箱根神社 ○ ○ ○ ○

人文 恩賜箱根公園 ○ ○ ○ ○

人文 ケンペルとバーニーの碑＆興福院 ○ ○ ○

人文 箱根神社宝物殿 ○ ○

人文 平和鳥居 ○ ○

人文 馬子唄の碑 ○ ○

複合 旧東海道 ○ ○ ○

複合 宮ノ下 ○ ○ ○ ○

複合 強羅 ○ ○ ○ ○

複合 箱根町・元箱根 ○ ○ ○ ○

複合 早雲山 ○ ○ ○

複合 箱根湯本温泉 ○ ○ ○

複合 畑宿 ○ ○ ○

複合 畑宿一里塚 ○ ○ ○

複合 天下の嶮　七曲がり ○ ○ ○

複合 芦ノ湖杉並木 ○ ○ ○

複合 猿滑坂 ○ ○

複合 箱根八里・天下の嶮 ○ ○

複合 旧街道・石畳 ○ ○

複合 箱根旧街道一里塚 ○ ○

複合 橿木坂 ○

複合 追込坂＆於玉坂 ○

観光施設 掲載件数

文化 箱根美術館（古陶磁器） ○ ○ ○ ○

文化 彫刻の森美術館 ○ ○ ○ ○

文化 成川美術館（現代日本画） ○ ○ ○

文化 星の王子さまミュージアム ○ ○

文化 ポーラ美術館 ○ ○ ○

文化 平賀敬美術館 ○ ○ ○

文化 箱根北原トイミュージアム ○ ○

文化 箱根旧街道資料館 ○ ○

文化 箱根関所資料館 ○ ○

文化 箱根オルゴール館 ○ ○

公共 箱根ロープウェイ ○ ○ ○ ○

公共 箱根登山鉄道 ○ ○ ○

公共 箱根観光船 ○ ○ ○

公共 箱根登山ケーブルカー ○ ○

宿泊施設 掲載件数

富士屋ホテル ○ ○

富士箱根ゲストハウス
桐谷箱根荘 ○ ○

匠の宿佳松 ○ ○

箱根の森おかだ ○ ○

福住楼 ○ ○

強羅天翠 ○ ○

一の湯旅館 ○ ○ ○

B&Bパンシオン箱根 ○ ○

ホテルおかだ ○

長楽荘中路旅館（湯処長楽）
近江屋旅館
B&Bペンション
箱根仙石原ユースホステル
旅館ますや
箱根プリンスホテル（ザ・プリンス箱根芦ノ湖） ◯ ◯

ロッジ富士見苑 ◯

塔ノ沢キャトルセゾン ○

ユネッサンイン ○

飲食施設 掲載件数

甘酒茶屋 ○ ○ ○ ○

餃子センター ○

はつ花本店 ○ ○

鮨みやふじ ○ ○

極楽茶屋 ○ ○ ○

見晴茶屋 ○ ○ ○

暁亭 ○

ナラヤカフェ ○ ○

山そば ○ ○

御番所茶屋 ○ ○

ほん陣 ○ ○

かっ平寿し
食堂神山 ○

だいち（居酒屋）
本陣家康（焼き鳥）

物販施設 掲載件数

まんじゅう屋菜の花 ○ ○ ○

玉子茶屋 ○ ○ ○

浜松屋（寄木細工） ○ ○ ○

寄木細工畑の茶屋 ○ ○ ○

雲助だんご ○ ○

ゆーらんど ○ ○

あんの茶屋 ○ ○

総数  
表－ 箱根地域の掲載状況（ ）筆者作成

【考察・今後の展開】

日本と外国のガイドブックとの差異から、日本版は写

真が主体、外国版は文章が主体の傾向が見られ、外国の

中では香港・台湾版は日本のものに近いことがわかった。

なお、オーストラリア版は広く英語圏で使用している。

箱根地域の自然観光資源は、「芦ノ湖」をすべてが紹介、

外国版のそれ以外では温泉だけを紹介しており、湖沼と

温泉に関心があることが伺える。

人文観光資源の外国版全体では、「箱根関所」、「箱根神

社」、「恩賜箱根公園」の歴史、社寺、公園を取り上げて

おり、香港・台湾版は「箱根関所」に関した入鉄砲出女

のコラムがあり、旧東海道の碑にも関心を示している。

複合観光資源ではフランス版は「旧東海道」のみ、オ

ーストラリアとアメリカ版は「宮ノ下」、「強羅」、「箱根

町・元箱根」、「早雲山」の観光地を紹介している。

香港・台湾版は、唱歌「箱根八里」に唄われた天下の

嶮に関することや、旧東海道の石畳、一里塚、猿滑坂、

橿木坂、追込坂などを紹介しており、箱根の歴史に関す

る興味が伺える。

観光施設は、外国版の中でオーストラリア、フランス、

アメリカ版は、文化・教育施設で屋外展示がある「彫刻

の森美術館」を 冊が掲載、古陶磁器の「箱根美術館」

と現代日本画の「成川美術館」は 冊に掲載されている

が、香港・台湾版には掲載しておらず、それに対して香

港・台湾版は「箱根北原トイミュージアム」、「箱根オル

ゴール館」、「箱根旧街道資料館」、「箱根関所資料館」を

掲載しており、日本への関心は美術品よりも文化・歴史

にあるように思われる。

飲食施設は香港・台湾版が茶屋、そば、寿司等の和食

を紹介しており、オーストラリア版は和食に加えて餃子、

カフェも紹介している。

物販施設は香港・台湾版のみで、観光者が求めるもの

にショッピングの比重が高いと思われる。

インバウンド観光において、国別、地域別で観光の志

向を捉えることは、日本の観光政策や各地の観光地域活

性化を図る上での重要な判断材料になると考える。

【引用・参考文献】

ミルン・ダニエル 英語による日本のガイドブ

ックに見る言説の変遷 人間・環境学 第 号

大畑悟 ロマンチック街道の誕生 ～

年の日独の旅行ガイドブックにおけるロマンチック街道

の観光の言説 観光研究
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自治体立病院における地域医療活性化の試みに関する考察 

宋 潔（小樽商科大学大学院博士後期課程）・伊藤 一（小樽商科大学教授） 
Keyword： 患者満足度、職員満足度、メディカルツーリズム 
 
【背景・目的】 
地域で安心安全な生活を暮らすうえで地域医療機関の存

続は最低条件であり、生活基盤を支える重要な部門である

地域医療の充実が必要となる。 
しかし、近年日本においての地域医療の崩壊の事例が生

じてきている。地域医療が経営困難に至っている原因は、

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

及び診療報酬の減少によるものである（北海道保健福祉部

2008）。 
その中、地域医療の担い手である地方自治体立病院の経

営も悪化している。民間病院と比べ、地方自治体立病院は

公共の福祉と経済性を両立しながら、病院を存続させるた

めに、財的な負担が大きくなり、経営が非常に厳しくなっ

ているのが現状である。そこで、病院経営のあり方が問わ

れ、いかに地方自治体立病院を存続させ、地域医療を活性

化していくかが1つの大きな課題となっている。 
したがって、本研究は市立病院であるO市立病院を対象

に、2013年から病院で行われている「地域医療活性化の試

み」に密着しその病院で行われた活動がいかにサービスや

業績の向上につながっているかに焦点を当て考察した。 
それによって、医療機関のサービスの向上及び収益性の

向上に資する研究資料と提示する。 
 
【先行研究】 
1．患者満足度の重要性 
医療の場合は、Donabedianの主張のように、患者満足

を含むアウトカムの達成こそが究極の医療の質となると筆

者が考える。したがって、医療の質を評価する際に医療サ

ービスの利用者である患者の視点が最も大切である。その

根本的な理由は“医療は患者のためのもの”という医療組

織の本質的使命にある。さらに、医療の質を評価するため

の主要要因である“人間関係的要因”から考えても、受け

たサービスを評価するのは患者本人であり、その際の評価

は患者の主観的判断に依存する。患者の視点からの評価の

ない医療の質への評価は十分ではない。したがって、患者

による医療についての評価を測定することは重要な評価方

法であると規定できる。 
一方、顧客満足度に関して、南（2010）は「顧客満足度

は目に見えない概念であるが、それを測定し、顧客の目線

から見た企業への評価を測定することは、企業のマーケテ

ィング戦略や業務改善へ導くことが可能にするという点が

重要である」と述べていた。 
 

2．職員満足度の重要性（藤村 2009） 
組織に対する従業員の職務満足は顧客満足の向上にポジ

ティブな影響を及ぼすだけでなく、売上や収益性（離職率

の低下による人事管理コストの低減など）、生産性などにも

影響を及ぼす。さらに、サービス提供の効果及び効率に貢

献するような知識・技術を保有している従業員の満足を向

上させ、彼らの組織に対するロイヤルティを形成・強化す

ることも組織の存続・成長にとって重要である。特に、医

療の場合、医師が病院を変わることで患者も一緒にスイッ

チしてしまうこともあるため、職員の満足度は非常に重要

であると考える。 
 
3．患者満足度と職務満足度との関係 
サービス・プロフィット・チェーンはHeskettら（1994）

より提唱され、サービス組織における従業員側の内部的活

動と外部市場の顧客側の外部的活動から構成される。サー

ビス・プロフィット・チェーンでは、顧客満足は従業員満

足によってもたらされるプロセスと、一方の満足度が他方

の満足度を高めるという循環の様子を示している。（図1） 
図1 サービス・プロフィット・チェーンの構成図 

 
出所：藤川佳則他（2006）p.11の図1より筆者加筆 
上記の図1から見ると、顧客ロイヤリティの先行要因

として顧客満足があり、顧客満足の先行要因として顧客

サービス（価値）が位置づけられている。 

発行元 香港 オーストラリア フランス アメリカ 日本 日本

ガイドブックタイトル（発行年次） 遊旅全攻略2010 ロンリープラネット2013 ミシュラン2013 フォーダー2014 楽楽2014 たびまる2015

観光資源 掲載件数

自然 芦ノ湖 ○ ○ ○ ○ ○

自然 大涌谷 ○ ○ ○ ○

自然 天山湯治郷（温泉） ○ ○ ○ ○

自然 箱根小涌園ユネッサン（温泉） ○ ○ ○ ○ ○

自然 湯の里おかだ（温泉） ○ ○ ○

自然 木もれ日の宿ふるさと（温泉） ○ ○ ○

自然 塔ノ沢一の湯（温泉） ○ ○ ○

自然 湯の里おかだ浴池（温泉） ○

自然 閻魔台(温泉） ○

人文 箱根関所 ○ ○ ○ ○

人文 箱根神社 ○ ○ ○ ○

人文 恩賜箱根公園 ○ ○ ○ ○

人文 ケンペルとバーニーの碑＆興福院 ○ ○ ○

人文 箱根神社宝物殿 ○ ○

人文 平和鳥居 ○ ○

人文 馬子唄の碑 ○ ○

複合 旧東海道 ○ ○ ○

複合 宮ノ下 ○ ○ ○ ○

複合 強羅 ○ ○ ○ ○

複合 箱根町・元箱根 ○ ○ ○ ○

複合 早雲山 ○ ○ ○

複合 箱根湯本温泉 ○ ○ ○

複合 畑宿 ○ ○ ○

複合 畑宿一里塚 ○ ○ ○

複合 天下の嶮　七曲がり ○ ○ ○

複合 芦ノ湖杉並木 ○ ○ ○

複合 猿滑坂 ○ ○

複合 箱根八里・天下の嶮 ○ ○

複合 旧街道・石畳 ○ ○

複合 箱根旧街道一里塚 ○ ○

複合 橿木坂 ○

複合 追込坂＆於玉坂 ○

観光施設 掲載件数

文化 箱根美術館（古陶磁器） ○ ○ ○ ○

文化 彫刻の森美術館 ○ ○ ○ ○

文化 成川美術館（現代日本画） ○ ○ ○

文化 星の王子さまミュージアム ○ ○

文化 ポーラ美術館 ○ ○ ○

文化 平賀敬美術館 ○ ○ ○

文化 箱根北原トイミュージアム ○ ○

文化 箱根旧街道資料館 ○ ○

文化 箱根関所資料館 ○ ○

文化 箱根オルゴール館 ○ ○

公共 箱根ロープウェイ ○ ○ ○ ○

公共 箱根登山鉄道 ○ ○ ○

公共 箱根観光船 ○ ○ ○

公共 箱根登山ケーブルカー ○ ○

宿泊施設 掲載件数

富士屋ホテル ○ ○

富士箱根ゲストハウス
桐谷箱根荘 ○ ○

匠の宿佳松 ○ ○

箱根の森おかだ ○ ○

福住楼 ○ ○

強羅天翠 ○ ○

一の湯旅館 ○ ○ ○

B&Bパンシオン箱根 ○ ○

ホテルおかだ ○

長楽荘中路旅館（湯処長楽）
近江屋旅館
B&Bペンション
箱根仙石原ユースホステル
旅館ますや
箱根プリンスホテル（ザ・プリンス箱根芦ノ湖） ◯ ◯

ロッジ富士見苑 ◯

塔ノ沢キャトルセゾン ○

ユネッサンイン ○

飲食施設 掲載件数

甘酒茶屋 ○ ○ ○ ○

餃子センター ○

はつ花本店 ○ ○

鮨みやふじ ○ ○

極楽茶屋 ○ ○ ○

見晴茶屋 ○ ○ ○

暁亭 ○

ナラヤカフェ ○ ○

山そば ○ ○

御番所茶屋 ○ ○

ほん陣 ○ ○

かっ平寿し
食堂神山 ○

だいち（居酒屋）
本陣家康（焼き鳥）

物販施設 掲載件数

まんじゅう屋菜の花 ○ ○ ○

玉子茶屋 ○ ○ ○

浜松屋（寄木細工） ○ ○ ○

寄木細工畑の茶屋 ○ ○ ○

雲助だんご ○ ○

ゆーらんど ○ ○

あんの茶屋 ○ ○

総数  
表－ 箱根地域の掲載状況（ ）筆者作成

【考察・今後の展開】

日本と外国のガイドブックとの差異から、日本版は写

真が主体、外国版は文章が主体の傾向が見られ、外国の

中では香港・台湾版は日本のものに近いことがわかった。

なお、オーストラリア版は広く英語圏で使用している。

箱根地域の自然観光資源は、「芦ノ湖」をすべてが紹介、

外国版のそれ以外では温泉だけを紹介しており、湖沼と

温泉に関心があることが伺える。

人文観光資源の外国版全体では、「箱根関所」、「箱根神

社」、「恩賜箱根公園」の歴史、社寺、公園を取り上げて

おり、香港・台湾版は「箱根関所」に関した入鉄砲出女

のコラムがあり、旧東海道の碑にも関心を示している。

複合観光資源ではフランス版は「旧東海道」のみ、オ

ーストラリアとアメリカ版は「宮ノ下」、「強羅」、「箱根

町・元箱根」、「早雲山」の観光地を紹介している。

香港・台湾版は、唱歌「箱根八里」に唄われた天下の

嶮に関することや、旧東海道の石畳、一里塚、猿滑坂、

橿木坂、追込坂などを紹介しており、箱根の歴史に関す

る興味が伺える。

観光施設は、外国版の中でオーストラリア、フランス、

アメリカ版は、文化・教育施設で屋外展示がある「彫刻

の森美術館」を 冊が掲載、古陶磁器の「箱根美術館」

と現代日本画の「成川美術館」は 冊に掲載されている

が、香港・台湾版には掲載しておらず、それに対して香

港・台湾版は「箱根北原トイミュージアム」、「箱根オル

ゴール館」、「箱根旧街道資料館」、「箱根関所資料館」を

掲載しており、日本への関心は美術品よりも文化・歴史

にあるように思われる。

飲食施設は香港・台湾版が茶屋、そば、寿司等の和食

を紹介しており、オーストラリア版は和食に加えて餃子、

カフェも紹介している。

物販施設は香港・台湾版のみで、観光者が求めるもの

にショッピングの比重が高いと思われる。

インバウンド観光において、国別、地域別で観光の志

向を捉えることは、日本の観光政策や各地の観光地域活

性化を図る上での重要な判断材料になると考える。

【引用・参考文献】

ミルン・ダニエル 英語による日本のガイドブ

ックに見る言説の変遷 人間・環境学 第 号

大畑悟 ロマンチック街道の誕生 ～

年の日独の旅行ガイドブックにおけるロマンチック街道

の観光の言説 観光研究
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一方、そのサービス価値を向上させるためには、サー

ビスを提供するための内部的活動つまり、プロセス管理や

人材管理を徹底し、「従業員満足」を中心としたサイクルを

実現しなければならないと分かった。 
 

4．日本におけるメディカルツーリズムの導入の必要性 
近年、グローバルヘルスケアサービスの需要は驚異的に

成長し、世界的に注目され、国の一つの大きな財源まで成

長してきた。アジアでも、メディカルツーリズムを積極的

に展開している国が大勢ある。例えば、韓国では美容整形

手術を受ける目的の観光客が増えている。タイでは、バム

ルンラード病院は最も早く2002にJCIに認定され、外国

人向けの診察を積極的に受け入れ、多国語で診察を受けら

れている。それに対して、日本国内において、医療観光の

情報が非常に少なく、医療水準は決して他の先進諸国に劣

るものではないが、「メディカルツーリズム」の導入におい

ては、超後進国といっても過言ではない。 
最近、日本でも観光庁や経済産業省で、新しい産業とし

て、医療に特化した外国人の受け入れを考え始め、内閣に

発足した医療健康戦略本部ではインバウンドの医療観光の

充実を政策メニューに加え医療観光推進協議会が発足し事

業の推進を国策となっている。 
したがって、メディカルツーリズムという新たな市場機

会と地域医療機関の有している医療資源をいかに結びつけ、

さらに地域の観光事業と提携しながら、医療資源を活用す

るかというのが重要な課題となり、今後、一定の医療資源

を有する地域医療機関のグローバル化及び利益向上に重要

な意味をもつと考える。 
 
【研究内容及び調査結果】 

O市立病院は過疎地に立地する自治体立病院である。

2014年12月から従来の2か所の旧病院を統合し、新病

院を開院した。2013年から地元の国立大学と連携しなが

ら、経営業績を改善する活動などが行われている。 
 

1．患者満足度調査 
O 市立病院は外来患者満足度を把握し、現在提供して

いる医療サービスの問題点を見出し、サービス向上のた

めの改善策を立てるために、2013年から毎年外来患者を

対象とした患者満足度に関するアンケート調査を実行し

ている。（表1） 
 
 

表１ 患者満足度調査の実施概要 
実施期間 対象 有効回答数 

2013年9月24～27日 旧病院の外来患者 560票 
2014年1月20～23日 旧病院の外来患者 572票 
2015年1月19～21日 新病院の外来患者 370票 
 
1.1 改善策 
対象病院において、総じて外来患者の満足度評価は医

師の対応・医師の評価に依存することが明確となった。

また、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。分析結果から対象病院の対策として、以

下の5つの側面から考察した。 
①医師の対応 
医師への満足度は病院への満足度に大きく影響して

いるため、いかに医師の対応を改善するかが大切である。

そのため、調査結果でも現れているように医師との信頼

関係の構築が重要なポイントとなっている。 
一般に信頼関係を改善させるには、医師は患者の評価

を高めるためのコミュニケーション技法を身についける

必要がある。まず患者が分かりやすいように診療方針や

診断結果などを説明する必要がある。さらに、「患者との

十分な対話」や「患者の話に対する傾聴態度」も患者満

足度の向上につながると判明した。 
②看護師の対応 
外来において、患者が看護師により求めているのは、

「信頼感」「言葉遣いと態度」「迅速な対応」が挙げられ

る。看護師への信頼感を高めるには、「患者のプライ橋へ

の配慮」及び接遇がポイントとなっている。 
一方、対象病院の看護部において、「業務量調査」とい

う活動が行われている。看護師及び助手の業務内容を明

確化させることによって、看護師の業務の集約化ができ、

業務の効率性も上昇し、患者満足度の向上にもつながる

と考える。 
③他職員の対応 
病院への満足度全般に影響する項目として、医師以外

に、窓口の職員も重要な役割を担っている点が明確にな

った。患者に接触する機会の多い窓口の職員の言葉遣い

や態度を改善することが重要となる。 
④院内の清潔度 
清潔度に関する項目は病院への全体的満足度に影響す

る重要な要因として抽出された。清掃の徹底化が求めら

れる。 
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⑤施設・設備 
「案内板や掲示板の見易さ」という要因も注目され、

本調査の高い「高齢者」の割合から、お年寄りにも見や

すい掲示板や案内の工夫を入れる。 
 

1.2 患者満足度及び患者数の推移 
2013 年及び 2014年の患者満足度調査の結果に基づき、

改善方策を立て実施し、2015 年の新築効果と相まって、

図 2 及び図 3 で示しているように、外来患者からの評価

が高くなったことが判明し、外来患者数も以前より大幅

に増加した。 
図2外来患者満足度（平均値）の推移 

 
図3院病院統合後の外来患者数の推移 

 
 
2．職員満足度調査 
職務満足の現状を把握するため、2015 年 3 月に O 市

立病院の 359 人の職員を対象に、職場の働きやすさ及び

職業ストレスに関する職務満足度調査を実施した。 
 

2.1 職員の職種の構成（図４） 
下記の図 4 に示されたように、本調査の職員の構成に

関して、看護師が７割近くを占め、医師は約一割となっ

ている。 
 
 
 
 

図４ 職種の割合

 

 
2.2 外来患者満足度と職務満足度との比較 

下記の表2で示されたように、患者満足度より職員満

足度が全体的にやや低めとなり、3点未満の結果が多く出

た。一方、患者満足度が職員満足度より平均値が高いと

いうことも分かった。 
表2 外来患者満足度と職員満足度の平均値 
対象 満足度 平均値 回答者数

病院への満足度
職場の働きやすさ（疲労回復、雰囲気等）
職業ストレス

平均値 回答者数
医師への満足度
職場の働きやすさ（疲労回復、雰囲気等）
職業ストレス

平均値 回答者数
看護師への満足度
職場の働きやすさ（疲労回復、雰囲気等）
職業ストレス

平均値 回答者数
検査技師・放射線技師への満足度
職場の働きやすさ（疲労回復、雰囲気等）
職業ストレス

病院全体

医師

看護師

検査技師・放射技師

 
上記の結果から、病院全体及び看護師の場合は、職業

ストレスより職場の働きやすさに対する評価がやや高め

となっていることが分かった。一方、医師と検査技師・

放射技師の場合は、職場の働きやすさに対する評価がよ

り低めとなり、特に医師の場合は明らかに低いと判明し

た。 
 
3．メディカルツーリズム（MT）の導入 

O 市立病院は、2014 年 12 月新病院を開院した際に、

高額な医療機械を導入し、それらの機械の稼働率を向上

させ、病院の収益を上げるために、メディカルツーリズ

ムの導入に関する試みを始めた。地元の国立大学の研究

者と提携しながら、MT研究会を立ち上げ、2014年8月

から導入プロジェクトを開始した。 
 

3.1 導入活動 
O 市立病院は 2014 年 8 月から、メディカルツーリズ

ムの導入に関する活動を取り組みはじめた。実行した活

一方、そのサービス価値を向上させるためには、サー

ビスを提供するための内部的活動つまり、プロセス管理や

人材管理を徹底し、「従業員満足」を中心としたサイクルを

実現しなければならないと分かった。 
 

4．日本におけるメディカルツーリズムの導入の必要性 
近年、グローバルヘルスケアサービスの需要は驚異的に

成長し、世界的に注目され、国の一つの大きな財源まで成

長してきた。アジアでも、メディカルツーリズムを積極的

に展開している国が大勢ある。例えば、韓国では美容整形

手術を受ける目的の観光客が増えている。タイでは、バム

ルンラード病院は最も早く2002にJCIに認定され、外国

人向けの診察を積極的に受け入れ、多国語で診察を受けら

れている。それに対して、日本国内において、医療観光の

情報が非常に少なく、医療水準は決して他の先進諸国に劣

るものではないが、「メディカルツーリズム」の導入におい

ては、超後進国といっても過言ではない。 
最近、日本でも観光庁や経済産業省で、新しい産業とし

て、医療に特化した外国人の受け入れを考え始め、内閣に

発足した医療健康戦略本部ではインバウンドの医療観光の

充実を政策メニューに加え医療観光推進協議会が発足し事

業の推進を国策となっている。 
したがって、メディカルツーリズムという新たな市場機

会と地域医療機関の有している医療資源をいかに結びつけ、

さらに地域の観光事業と提携しながら、医療資源を活用す

るかというのが重要な課題となり、今後、一定の医療資源

を有する地域医療機関のグローバル化及び利益向上に重要

な意味をもつと考える。 
 
【研究内容及び調査結果】 

O市立病院は過疎地に立地する自治体立病院である。

2014年12月から従来の2か所の旧病院を統合し、新病

院を開院した。2013年から地元の国立大学と連携しなが

ら、経営業績を改善する活動などが行われている。 
 

1．患者満足度調査 
O 市立病院は外来患者満足度を把握し、現在提供して

いる医療サービスの問題点を見出し、サービス向上のた

めの改善策を立てるために、2013年から毎年外来患者を

対象とした患者満足度に関するアンケート調査を実行し

ている。（表1） 
 
 

表１ 患者満足度調査の実施概要 
実施期間 対象 有効回答数 

2013年9月24～27日 旧病院の外来患者 560票 
2014年1月20～23日 旧病院の外来患者 572票 
2015年1月19～21日 新病院の外来患者 370票 
 
1.1 改善策 
対象病院において、総じて外来患者の満足度評価は医

師の対応・医師の評価に依存することが明確となった。

また、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。分析結果から対象病院の対策として、以

下の5つの側面から考察した。 
①医師の対応 
医師への満足度は病院への満足度に大きく影響して

いるため、いかに医師の対応を改善するかが大切である。

そのため、調査結果でも現れているように医師との信頼

関係の構築が重要なポイントとなっている。 
一般に信頼関係を改善させるには、医師は患者の評価

を高めるためのコミュニケーション技法を身についける

必要がある。まず患者が分かりやすいように診療方針や

診断結果などを説明する必要がある。さらに、「患者との

十分な対話」や「患者の話に対する傾聴態度」も患者満

足度の向上につながると判明した。 
②看護師の対応 
外来において、患者が看護師により求めているのは、

「信頼感」「言葉遣いと態度」「迅速な対応」が挙げられ

る。看護師への信頼感を高めるには、「患者のプライ橋へ

の配慮」及び接遇がポイントとなっている。 
一方、対象病院の看護部において、「業務量調査」とい

う活動が行われている。看護師及び助手の業務内容を明

確化させることによって、看護師の業務の集約化ができ、

業務の効率性も上昇し、患者満足度の向上にもつながる

と考える。 
③他職員の対応 
病院への満足度全般に影響する項目として、医師以外

に、窓口の職員も重要な役割を担っている点が明確にな

った。患者に接触する機会の多い窓口の職員の言葉遣い

や態度を改善することが重要となる。 
④院内の清潔度 
清潔度に関する項目は病院への全体的満足度に影響す

る重要な要因として抽出された。清掃の徹底化が求めら

れる。 
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動は表3のように示した。 
表3 メディカルツーリズムの導入活動 

活動 実施期間 主な内容 
MT研究会 2014年 8月か

ら毎月一回 
導入課題の提示及び課題

の解決 
職員意向調査 2015年3月 導入する際の職員の反応 
先進地視察 2015年2月 

2015年4月 
実際に導入する際の注意

点や成功のヒント 
 
3.2 実施した導入活動の成果 
①MT研究会による課題の提示 
地方医療機関に「メディカルツーリズム」を導入する

際には、施設の整備、診療過程及び提示書類の多言語化、

職員の意向調査及び情報発信システムの整備などの課題

があげられた。 
②職員意向調査 
職員意向調査において、メディカルツーリズムについ

ての知識を「あまりない」及び「ない」と答えた方が 8
割近くを占めていたため、今後、それらに関する知識の

普及がまず必要であると考えられる。 
一方、メディカルツーリズムについての知識はあまり

持っていなくても、3割近くの職員は導入する必要がある

と思っていることが分かった。また、半分の方は「どち

らとも言えない」と回答したが、それはやはりメディカ

ルツーリズムに関する知識があまり持たず判断しにくい

ということだと考えられる。反対的な意見の割合はそれ

ほど高くなかったということも判明した。 
③先進地視察 

2015年2月と4月に、現在日本においての「メディカ

ルツーリズム」の先進地としての東京（2カ所）及び帯広

（1 カ所）にある 3 つの医療機関に視察しヒアリング調

査を実施した。それによって、3つの医療機関のハード及

びソフト面を比較しながら、共通点や成功につながるポ

イントをまとめてみた。 
a.ターゲティング 
「富裕層」と「インセンティブ」に分け、顧客のニー

ズをしっかりと把握し、異なる健診項目及び価格設定を

用意しサービスを提供する。 
b.プロモーション活動 
集客サイドの活用、観光庁の主催する海外イベントへ

の参加などがあげられる。 
c.運営ルート 
特定の仲介業者との連携が行われ、仲介業者がリスク

ヘッジとして「予約の受付」「当日の案内」「通訳の用意」

「支払」などの業務を遂行する。 
 
 【今後の課題】 
定期的に患者満足度調査及び職員満足度調査を実施し、

いかに患者満足度と職員満足度を改善していくかが課題

となり、さらに、両者の相関に関する分析も今後の課題

として検討すべきである。 
一方、高額機器の稼働率の向上を目的としてのメディ

カルツーリズムの導入効用を測定し、分析することも今

後の研究課題として検討する。 
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コンテンツツーリズムを活用した地域活性に資する地域資源

－「アニメ聖地」住民への聞き取りから－

谷村要（大手前大学）

： 無印の地域、土師祭、鷲宮、豊郷町

【問題・目的・背景】 
「コンテンツツーリズム」を活用した地域活性化事業―

―特に、アニメ作品を活用した事例（アニメ聖地巡礼現象）

が観光学や社会学等の分野で取り上げられるようになって

久しい。1

それらの先行研究では、埼玉県久喜市鷲宮地域や滋賀県

犬上郡豊郷町などがその事例として、とくに取り上げられ

（山村 など）、地域（ホスト）がどのようにアニメフ

ァンを受け入れていったのか。あるいは、観光客（ゲスト）

であるファンが地域とどのようにかかわってきたのかに着

目して議論されてきた。そこでは主にアニメを活用したま

ちおこしの新規性やゲストであるアニメファンによる地域

へのコミットメントや情報発信という（従来の観光形態と

比しての）非通念性がとりわけ強調されてきた。ただ、以

前拙稿（谷村 ）でも指摘したように、当事者である

人びとの経験的語りをより詳細に分析していく作業はまだ

十分ではない。

数多くの自治体が、「アニメ聖地」を旅するアニメファン

（聖地巡礼者）をターゲットにした観光振興策を打ち出す

ようになっている中、一方で、必ずしもその振興策が効果

を得られなかったという自治体も現れ始めているが、アニ

メを活用した地域活性化をより地域の実態を踏まえて議論

する必要性があると言えよう。

本稿では、地域外から訪れるアニメファンの表現活動や

地域行事への参画などを地域住民が受け入れた背景として、

どのような経緯や地域資源があったのかに着目し、コンテ

ンツツーリズムによる地域活性に資する地域資源について

                                                   
1 2012年3月30日に閣議決定された『観光立国推進

基本計画』では、ニューツーリズムの一つとして「フ

ァッション・食・映画・アニメ・山林・花等を観光資

源としたニューツーリズム」が挙げられており、「アニ

メについては、作品の舞台となった地域への訪問など、

参加者に対して周辺観光を促す地域の取組みを支援す

る」ことが明記されている。（国土交通省 2012: 56-57） 
2 まんたんWEB「アニメジャパン：自治体が聖地巡礼を

PR “セルフ聖地化”の動きも」

（http://mantan-web.jp/2014/03/23/20140323dog00m2
00024000c.html, 2015年6月25日閲覧） 

論じることを目的とする。

【研究方法・研究内容】

本稿では、アニメによる地域活性化の「成功例」とし

て知られる埼玉県久喜市鷲宮、滋賀県犬上郡豊郷町など

複数の「聖地」で地域活性事業の担い手となった住民へ

の聞き取り調査を通じて、アニメを活用した地域活性化

事業がどのように進められ、また、いかなる背景のもと

にその事業が進められていったかを明らかにする。

特に聖地巡礼現象の先駆けであり、その後のアニメに

よる地域活性化事業のモデルケースとして度々取り上げ

られる鷲宮において、活性化事業の中心を担った住民の

意識や鷲宮の地域資源がアニメによる観光振興の「成功」

に寄与したかに着目して、他の地域との比較を試みる。

【研究・調査･分析結果】

鷲宮で 年以上洋品店を営んでいるＡ氏は、毎年9月

第 1 週に鷲宮で開催される土師祭の主催母体である土師

祭興会の会長を務めている人物である。この土師祭は、

1983 年よりＡ氏たち土師祭興会のメンバーが中心とな

って、大正時代に途絶えた地域の祭りを復活させたもの

である。この土師祭では地元の鷲宮神社が所有している

千貫神輿が地域住民たちによって担がれるが、2008年以

降に増加したアニメファンと地域住民が協働で製作した

通称「らき☆すた神輿」が鷲宮の町内を練り歩くように

なっている。祭りでは、インターネットを通じて募集し

たアニメファンの担ぎ手たちが『らき☆すた』のキャラ

クター名や「萌え～」の掛け声を連呼しながら、街を歩

く姿は今や祭りの名物となり、土師祭の公式ホームペー

ジでは、「伝統と萌え（サブカル）が融合した終夏の祭典」

であることが謳われている。 
筆者は 年 月よりＡ氏に対し、継続的に聞き取り

調査を実施している。すでに拙稿（谷村、 ）にてそ

の経緯について取り上げているが、鷲宮で地域外から訪

れるアニメファンを地域の祭りに参与させることができ

た理由として、Ａ氏は土師祭がもともと鷲宮以外の地

域から神輿の担ぎ手を土師祭関係者のネットワークを

動は表3のように示した。 
表3 メディカルツーリズムの導入活動 

活動 実施期間 主な内容 
MT研究会 2014年 8月か

ら毎月一回 
導入課題の提示及び課題

の解決 
職員意向調査 2015年3月 導入する際の職員の反応 
先進地視察 2015年2月 

2015年4月 
実際に導入する際の注意

点や成功のヒント 
 
3.2 実施した導入活動の成果 
①MT研究会による課題の提示 
地方医療機関に「メディカルツーリズム」を導入する

際には、施設の整備、診療過程及び提示書類の多言語化、

職員の意向調査及び情報発信システムの整備などの課題

があげられた。 
②職員意向調査 
職員意向調査において、メディカルツーリズムについ

ての知識を「あまりない」及び「ない」と答えた方が 8
割近くを占めていたため、今後、それらに関する知識の

普及がまず必要であると考えられる。 
一方、メディカルツーリズムについての知識はあまり

持っていなくても、3割近くの職員は導入する必要がある

と思っていることが分かった。また、半分の方は「どち

らとも言えない」と回答したが、それはやはりメディカ

ルツーリズムに関する知識があまり持たず判断しにくい

ということだと考えられる。反対的な意見の割合はそれ

ほど高くなかったということも判明した。 
③先進地視察 

2015年2月と4月に、現在日本においての「メディカ

ルツーリズム」の先進地としての東京（2カ所）及び帯広

（1 カ所）にある 3 つの医療機関に視察しヒアリング調

査を実施した。それによって、3つの医療機関のハード及

びソフト面を比較しながら、共通点や成功につながるポ

イントをまとめてみた。 
a.ターゲティング 
「富裕層」と「インセンティブ」に分け、顧客のニー

ズをしっかりと把握し、異なる健診項目及び価格設定を

用意しサービスを提供する。 
b.プロモーション活動 
集客サイドの活用、観光庁の主催する海外イベントへ

の参加などがあげられる。 
c.運営ルート 
特定の仲介業者との連携が行われ、仲介業者がリスク

ヘッジとして「予約の受付」「当日の案内」「通訳の用意」

「支払」などの業務を遂行する。 
 
 【今後の課題】 
定期的に患者満足度調査及び職員満足度調査を実施し、

いかに患者満足度と職員満足度を改善していくかが課題

となり、さらに、両者の相関に関する分析も今後の課題

として検討すべきである。 
一方、高額機器の稼働率の向上を目的としてのメディ

カルツーリズムの導入効用を測定し、分析することも今

後の研究課題として検討する。 
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通じて関東圏全域に募集していたことを挙げている。

もともと他の地域の住民の協力によって祭りが成立し

ており、アニメファンを受け入れる際に心理的な抵抗

はなかったのだという。また、元々土師祭そのものが、

街の活性化を狙って始められたこともその一因である

という。鷲宮（2007年当時、埼玉県北葛飾郡鷲宮町）

ではアニメファンが訪れるようになった 2007 年時に

将来における久喜市との合併が取り沙汰されるように

なっており、Ａ氏としては鷲宮という地域の記憶を残

したいという意識もあったのだという。だからこそ、

地域外の他者であるアニメファンを祭りに参加させて、

10年20年後に鷲宮を記憶する人が少しでもいてくれ

ることを願い、現在も地域住民とアニメファンが交わ

る祭りを運営しているのだという。 
Ａ氏の聞き取りからは、（１）自身が住まう場所の地

域イメージの希薄さの自覚、（２）地域の将来に対する

諦観、（３）地域の記憶が少しでも継承されることへの

願いを特に見て取ることができる。 

写真 土師祭では、毎年ファンと地域住民が共同で制作

した「らき☆すた神輿」が街を練り歩く。

【考察・今後の展開】

このような地域側が文化的に他者を比較的受け入れ

やすい状況があったことは、アニメファンの趣味を地

域が受け入れたことと無縁ではなかろう。 
鷲宮は、久喜市に合併される前の 2005 年における

国勢調査によると3、昼夜間の人口比率は埼玉県内の自

                                                   
3 「平成17年国勢調査 都道府県・市区町村別統計表

（男女別人口，年齢（３区分）・割合，就業者数，昼間

人口など））」

（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=
000001007251, 2015年5月30日閲覧）を参照。 

治体で最も少なく（69.2%）、東京で勤務する人びとの

ベッドタウンとしての位置づけが強い町であった。い

わば、地域イメージが極めて希薄な郊外地域――「無

印の地域」であった。A氏や鷲宮のまちおこし当事者

たちは自らの地域にファンが訪れることについて、「こ

んな（何もない）地域に来てくれる（だから、何らか

の形でおもてなしをしなければならない）」という表現

をよく用いる。鷲宮ではアニメファンによる表現活動

が地域の景観に表出していることが注目されるが、自

らの地域に対する地域イメージの希薄さの自覚がそれ

らのファンによる表現活動を街中に表出することを受

け入れた要因であろう。 
同じくアニメ聖地で個人商店を運営しつつ、まちお

こし当事者として活動している住民への聞き取りでも

そのような「我が町」への自己評価と希望をうかがう

ことができるが、このような地域の抱える資源や状況

と住民の自己評価に着目していくことが今後のコンテ

ンツツーリズムによる地域活性化の分析については必

要ではないだろうか。
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通じて関東圏全域に募集していたことを挙げている。

もともと他の地域の住民の協力によって祭りが成立し

ており、アニメファンを受け入れる際に心理的な抵抗

はなかったのだという。また、元々土師祭そのものが、

街の活性化を狙って始められたこともその一因である

という。鷲宮（2007年当時、埼玉県北葛飾郡鷲宮町）

ではアニメファンが訪れるようになった 2007 年時に

将来における久喜市との合併が取り沙汰されるように

なっており、Ａ氏としては鷲宮という地域の記憶を残

したいという意識もあったのだという。だからこそ、

地域外の他者であるアニメファンを祭りに参加させて、

10年20年後に鷲宮を記憶する人が少しでもいてくれ

ることを願い、現在も地域住民とアニメファンが交わ

る祭りを運営しているのだという。 
Ａ氏の聞き取りからは、（１）自身が住まう場所の地

域イメージの希薄さの自覚、（２）地域の将来に対する

諦観、（３）地域の記憶が少しでも継承されることへの

願いを特に見て取ることができる。 

写真 土師祭では、毎年ファンと地域住民が共同で制作

した「らき☆すた神輿」が街を練り歩く。

【考察・今後の展開】

このような地域側が文化的に他者を比較的受け入れ

やすい状況があったことは、アニメファンの趣味を地

域が受け入れたことと無縁ではなかろう。 
鷲宮は、久喜市に合併される前の 2005 年における

国勢調査によると3、昼夜間の人口比率は埼玉県内の自

                                                   
3 「平成17年国勢調査 都道府県・市区町村別統計表

（男女別人口，年齢（３区分）・割合，就業者数，昼間

人口など））」

（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=
000001007251, 2015年5月30日閲覧）を参照。 

治体で最も少なく（69.2%）、東京で勤務する人びとの

ベッドタウンとしての位置づけが強い町であった。い

わば、地域イメージが極めて希薄な郊外地域――「無

印の地域」であった。A氏や鷲宮のまちおこし当事者

たちは自らの地域にファンが訪れることについて、「こ

んな（何もない）地域に来てくれる（だから、何らか

の形でおもてなしをしなければならない）」という表現

をよく用いる。鷲宮ではアニメファンによる表現活動

が地域の景観に表出していることが注目されるが、自

らの地域に対する地域イメージの希薄さの自覚がそれ

らのファンによる表現活動を街中に表出することを受

け入れた要因であろう。 
同じくアニメ聖地で個人商店を運営しつつ、まちお

こし当事者として活動している住民への聞き取りでも

そのような「我が町」への自己評価と希望をうかがう

ことができるが、このような地域の抱える資源や状況

と住民の自己評価に着目していくことが今後のコンテ

ンツツーリズムによる地域活性化の分析については必

要ではないだろうか。
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地域ケア会議を活用したケアマネジャーのスキルアップの有効性

北 裕充（関西大学大学院ガバナンス研究科）

： 地域包括ケアシステム ケアマネジャーの役割 地域ケア会議

【研究背景・目的】

2000年に介護保険法が施行され、15年が経過した。 
その間、高齢者を取り巻く環境は大きく変化してし

まった。 
内閣府『高齢社会白書』平成 26 年度版によると、

高齢者数は過去最高の 3300 万人となり、高齢化率も

制度当初の17％から26％に上昇、4人に1人が65歳

以上という状況である。 
年金や医療、介護などの社会保障費も、制度当初か

ら3倍にも膨張しており、また、少子高齢化が進行す

る中で、高齢者施策のいたるところに制度疲労が見ら

れるようになっている。 
介護保険制度におけるサービスは、要介護認定を受

けさえすれば、すぐに利用できるため、ケアプランあ

るいはケア予防プランは、高齢者支援において、最も

手早く活用できる処方箋的存在となっている。 
その処方箋を調整する重要な役割を担うのが介護

支援専門員（以下ケアマネジャー）である。 
しかしながら、ケアマネジャーは、『2015年の高齢

者介護』（高齢者介護研究会,2003）の考察において、

課題分析（アセスメント）が十分でなく、また、介護

サービス以外の医療・地域資源を含めた包括的ケアに

ついて位置づけがなされていないという指摘があり、

そのために、ケアマネジャー不要論も上がり、その専

門性を疑問視する声もある。 
本稿において、地域包括ケアシステムの構築が課題

となっている医療・介護分野において、最前線に立っ

ているケアマネジャーが、新たに法制化された「地域

ケア会議」を通じて、専門的能力をスキルアップし、

システムに不可欠な存在になることを期待して、その

課題を明らかにする。 
【研究方法・分析順序】

まず、立法者である厚生労働省が、「地域ケア会議」

においてケアマネジャーにどのような役割を求めてい

るかについて、 (1)「医療介護総合確保法」および「地

域ケア会議運営マニュアル」における位置づけ、(2) 
「介護支援専門員実務研修実施要項」の内容、(3)ケア

マネジャー活用の先進取組み事例の分析によって明ら

かにする。 
次に、「地域ケア会議」においてケアマネジャーが

抱える課題について、(1)医療連携における課題、およ

び(2)地域連携における課題に分けて、ケアマネジャー

研修や介護現場での経験（筆者）等に基づいて明らか

にするとともに、(3)ケアマネジャー不要論について整

理し、その反証を試みる。 
【ケアマネジャーに求められる役割】

(1) 「医療介護総合確保法」および「地域ケア会議運

営マニュアル」における位置づけ 
団塊の世代が 75 歳以上となり、高齢者人口がピー

クに達する「2025年問題」を前に、持続可能な社会作

りのために、「地域包括ケアシステム」を構築がするこ

とが、行財政における喫緊の課題となっている。 
地域包括ケアシステムについて、その定義をより明

確にしたのが、2014年に施行された「医療介護総合確

保法」である。 
その第 2 条に『「地域包括ケアシステム」とは、地

域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れ

た地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護

状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護

状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止を

いう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的

に確保される体制をいう。』とある。 
そして、地域の実情を把握、包括的支援が可能にな

るように、地域のアクターが課題を共有する場が地域

ケア会議である。地域ケア会議は 2011 年の介護保険

改正時に地域支援事業として法に明文化されたが、

2015 年 4 月より開催が法制化され、市町村の地域ケ

ア会議推進事業として実施されることとなった。 
「地域ケア会議運営マニュアル」によると、地域ケア

会議とは、地域関係者や行政機関からなる会議体と位

置づけており、その目的を、個別ケースの支援内容の

検討を通じた、①地域の介護支援専門員の、法の理念

に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメン

トの支援、②高齢者の実態把握や課題解決のための地

域包括支援ネットワークの構築、③個別ケースの課題
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分析等を行うことによる地域課題の把握としており、

その機能は①個別課題解決機能、②地域包括支援ネッ

トワーク構築機能、③地域課題発見機能、④地域づく

り・資源開発機能、⑤政策形成などに資するものとさ

れている。 
地域ケア会議のアクターは、先にも述べたとおり、

行政機関、医療・福祉専門職や地域住民など多岐にわ

たり、それぞれが専門的知識、情報を持ち寄り、地域

で尊厳のある生活が送れるようにネットワークを構築

するものである。 
地域ケア会議においては、個別事例を提供し、支援

のあり方を話し合い、その中から共通の地域課題を見

出し、最終的に行政の介護保険事業計画などの政策形

成まで繋がることが目的となるが、ケアマネジャーは、

その最初の部分において、個別支援事例を提供する役

割を担う。 
地域において、医療・介護・地域生活課題について

横断的に相談援助を行っている唯一の専門職といって

もよいぐらい、ケアマネジャーは、地域に密着したソ

ーシャルワークを行っており、課題共有の鏑矢になる

には、最も適した存在である。 
(2) 「介護支援専門員実務研修実施要項」における位

置づけ 
「介護支援専門員実務研修実施要項」において、「介護

支援専門員として、利用者の自立支援に資するケアマ

ネジメントに関する必要な知識及び技能を習得し、地

域包括ケアシステムの中で医療との連携をはじめとす

る多職種協働を実践できる介護支援専門員の養成を図

ることを目的とする」とあり、地域における対人援助

実践者としての重要性が現れたものとなっている。 
2015年度よりカリキュラムも大きく改訂された。 
資格そのものが更新制になったことに加えて、地域

援助技術に関する項目及び医療連携に関する項目が追

加され、実務研修では「地域包括ケアシステム及び社

会資源」が新設（3 時間）され、専門研修Ⅰについて

「対人個別援助技術及び地域援助技術」（3時間）が追

加、主任介護支援専門研修について「ケアマネジメン

トの演習：社会資源の活用に向けた関連機関との連携

に関する事例（4時間）が新設、「地域援助技術（コミ

ュニティソーシャルワーク）」3時間から6時間に増加」、

主任ケアマネジャー更新研修については、46時間の講

義のうち、多職種連携にかかる事例検討が中心となり、

「リハビリテーション及び福祉用具に関する事例」「看

取り等における看護サービスの活用に関する事例」「認

知症にかかる事例」「入退院時等における医療との連携

に関する事例」が、それぞれ6時間ずつ設定されてい

る 
研修実施要項からは、医療や介護・地域援助を含め

た、地域包括ケアにおける地域のエージェント的役割

を担うことが垣間見ることができる。 
(3)ケアマネジャーのスキルアップに関する地域ケア

会議の活用事例 
地域ケア会議を通してケアマネジャーのスキルア

ップを図った実践例として、富士吉田市における事例

を紹介したい。 
富士吉田市は平成 25 年度からの地域ケア会議の本

格始動をめざし、平成24年度から取り組みを行った。

以下、富士吉田市地域包括支援センターの舟久保美幸

氏が作成した資料から引用する。 
初年度においては、県の地域包括ケア推進アドバイ

ザー等派遣事業を活用、地域包括支援センターに対し

てはケアプラン点検支援の視点、進め方について研修

を行い、ケアマネジャー向けには「ケアマネジメント

のあるべき姿」をテーマにマネジメントの定義や過程

について研修の実施、法的な根拠の再確認と事例演習

により自立支援に向けての学びを深める取り組みを行

った。 
また、地域のケアマネジャー支援の取り組みとして、

行政や地域包括支援センターが、地域内のほぼ全員の

ケアマネジャーと個別ケースを使って、アセスメント、

プランニング、モニタリングという一連のケアマネジ

メントプロセスについての確認作業を行った。 
現在、各地で「介護給付適正化事業」が実施されて

おり、この事業は、給付抑制のための政策ともいえな

いことはないが、ケアマネジャーとしては、この事業

をケアプランの徹底的な見直しの機会ととらえて、ケ

アマネジャーの資質の向上と結びつけたことによって、

ケアプランに対するエビデンス能力の向上や職種の専

門性を高めることにつながり、また、各々の熱意や思

いをプランの中に言語化することで、問題の整理や課

題の設定能力の向上やマネジメントプロセスの標準化

能力につながったという。 
この事例が明らかにするように、地域ケア会議で取

り上げられた事例は、地域課題として共有されるとも

に、ケアマネジャーにとっては「宝の事例」になり、

次の実践の糧となる。 
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【ケアマネジャーが抱える課題】

 (1)地域援助における課題 
地域援助については、筆者の相談経験では、「地域

資源との橋渡しをしてほしい」「自分の支援が適切なの

かが分からない」とい内容のものが多数を占めていた。  
これは、そのままケアマネジャーが、自らのケアマ

ネジメント方法や地域連携について悩みを抱えながら

業務に従事していることを意味している。 
地域包括システムの構築において、ケアマネジャー

の重要性について至るところで述べられているものの、

具体的に求められているものが何なのかということが

不明瞭であり、現場のケアマネジャーも困惑している。 
(2)医療連携における課題 
もうひとつ、ケアマネジャーが苦手とするものに、

医療との関わりということがあげられる。介護保険が

導入される以前、医療や介護に関して相談に対応する

専門職は「ケースマネジャー」と呼ばれていた。 
アメリカの病院において、主として退院支援を行う

職種として配置されており、また社会制度を熟知して、

入院患者に情報を提供する役割を担っている。本来、

医療に関するコーディネートがケースマネジャーに含

まれていたのであるが、日本で導入されるときには、

介護福祉分野から取り組まれたために、医療部分が抜

け落ちてしまったのである。 
2013年の明治安田テクノロジーの「ケアマネジャー

の質の向上に関するケアマネジャーの意識調査」アン

ケートによると、医療連携を苦手に感じているケアマ

ネジャーは70％にものぼる。 
地域包括ケアの目標が、日常生活圏域内で医療、介

護、住まいを安心なものにしていくことにあるのだが、

介護保険制度のスタートが医療と介護の一体化の機会

を逃してしまった。 
(3)ケアマネジャー不要論から地域に不可欠な存在へ 
昨今、ケアマネジャー不要論ということが議論され

ている。 
先に上げた『2015年の高齢者介護』の中で、ケアマ

ネジャーのプランニングはアセスメントが不十分であ

り、誰が作っても、またどの利用者に対しても、代わ

り映えのしない「金太郎飴プラン」になっているとも

いう指摘もなされている。 
2006年に介護予防の概念が取り入れられると、高齢

者の自立支援に繋がっていないという指摘がなされ、

2012 年に地域密着型介護サービスや小規模多機能型

介護施設や介護・看護計画を一体的に行う巡回型訪問

看護・介護サービスが導入されると、ケアマネジャー

の存在は必要なのかということが囁かれ始めている。 
しかしながら、地域の実情を考慮すれば、ケアマネ

ジャーが地域のフィールドワーカーとして果たす役割

はあろう。まったく否定してしまうことに無理がある

ことも事実である。 
また、医療分野が急性期疾患から慢性期疾患への対

応にシフトチェンジしており、身近に「病気とうまく

付き合いながら生きていく」状況における相談者の存

在が必要不可欠になっている。 
このことは、健康寿命を延伸し、尊厳を保ちながら

生活ができることにも繋がる。 
それにより、近所付き合いの継続、住み慣れた地域

での生活が可能となる。 
そのためには地域において多様なネットワークを

駆使しながら支援を行っていく存在も必要不可欠であ

り、ケアマネジャーへの要請はますます広がっていく

はずである。 
【考察】

いずれにせよ、介護保険を中核として高齢者支援が

行われているのであり、要介護者の医療、介護、社会

資源を効率的にコーディネートしていくことは、ケア

マネジャーの重要な役割である。先にも述べたとおり、

ケアマネジャーは、介護保険を中心とする高齢者支援

体制において、今後さらにその役割は重要になり、ま

た多様な問題に立ち向かっていかなくてはならない立

場になる。 
「地域ケア会議」では、個別事例を用いて、支援の

あり方を話し合い、その中から共通の地域課題を見出

し、最終的に行政の介護保険事業計画などの政策形成

まで繋がることが目的となるが、ケアマネジャーは、

その最初に部分において、個別支援事例を提供する役

割を担う。ケアマネジャーは高齢者の相談援助の、い

わば最前線に位置する存在であり、それ故に地域にお

いて、独居高齢者や認知症高齢者、孤立死、虐待など、

地域での生活を脅かす様々な事例を提供し、問題提議

を行うには、最もふさわしいものである。 
「地域ケア会議」での活動を通じて、地域の住民や医

療機関となど多職種から解決法を提案されることで、

苦手としている分野との積極的な連携が期待される。  
この繰り返しが、ケアマネジャーにとってよい研鑽

の機会につながるといえよう。 

分析等を行うことによる地域課題の把握としており、

その機能は①個別課題解決機能、②地域包括支援ネッ

トワーク構築機能、③地域課題発見機能、④地域づく

り・資源開発機能、⑤政策形成などに資するものとさ

れている。 
地域ケア会議のアクターは、先にも述べたとおり、

行政機関、医療・福祉専門職や地域住民など多岐にわ

たり、それぞれが専門的知識、情報を持ち寄り、地域

で尊厳のある生活が送れるようにネットワークを構築

するものである。 
地域ケア会議においては、個別事例を提供し、支援

のあり方を話し合い、その中から共通の地域課題を見

出し、最終的に行政の介護保険事業計画などの政策形

成まで繋がることが目的となるが、ケアマネジャーは、

その最初の部分において、個別支援事例を提供する役

割を担う。 
地域において、医療・介護・地域生活課題について

横断的に相談援助を行っている唯一の専門職といって

もよいぐらい、ケアマネジャーは、地域に密着したソ

ーシャルワークを行っており、課題共有の鏑矢になる

には、最も適した存在である。 
(2) 「介護支援専門員実務研修実施要項」における位

置づけ 
「介護支援専門員実務研修実施要項」において、「介護

支援専門員として、利用者の自立支援に資するケアマ

ネジメントに関する必要な知識及び技能を習得し、地

域包括ケアシステムの中で医療との連携をはじめとす

る多職種協働を実践できる介護支援専門員の養成を図

ることを目的とする」とあり、地域における対人援助

実践者としての重要性が現れたものとなっている。 
2015年度よりカリキュラムも大きく改訂された。 
資格そのものが更新制になったことに加えて、地域

援助技術に関する項目及び医療連携に関する項目が追

加され、実務研修では「地域包括ケアシステム及び社

会資源」が新設（3 時間）され、専門研修Ⅰについて

「対人個別援助技術及び地域援助技術」（3時間）が追

加、主任介護支援専門研修について「ケアマネジメン

トの演習：社会資源の活用に向けた関連機関との連携

に関する事例（4時間）が新設、「地域援助技術（コミ

ュニティソーシャルワーク）」3時間から6時間に増加」、

主任ケアマネジャー更新研修については、46時間の講

義のうち、多職種連携にかかる事例検討が中心となり、

「リハビリテーション及び福祉用具に関する事例」「看

取り等における看護サービスの活用に関する事例」「認

知症にかかる事例」「入退院時等における医療との連携

に関する事例」が、それぞれ6時間ずつ設定されてい

る 
研修実施要項からは、医療や介護・地域援助を含め

た、地域包括ケアにおける地域のエージェント的役割

を担うことが垣間見ることができる。 
(3)ケアマネジャーのスキルアップに関する地域ケア

会議の活用事例 
地域ケア会議を通してケアマネジャーのスキルア

ップを図った実践例として、富士吉田市における事例

を紹介したい。 
富士吉田市は平成 25 年度からの地域ケア会議の本

格始動をめざし、平成24年度から取り組みを行った。

以下、富士吉田市地域包括支援センターの舟久保美幸

氏が作成した資料から引用する。 
初年度においては、県の地域包括ケア推進アドバイ

ザー等派遣事業を活用、地域包括支援センターに対し

てはケアプラン点検支援の視点、進め方について研修

を行い、ケアマネジャー向けには「ケアマネジメント

のあるべき姿」をテーマにマネジメントの定義や過程

について研修の実施、法的な根拠の再確認と事例演習

により自立支援に向けての学びを深める取り組みを行

った。 
また、地域のケアマネジャー支援の取り組みとして、

行政や地域包括支援センターが、地域内のほぼ全員の

ケアマネジャーと個別ケースを使って、アセスメント、

プランニング、モニタリングという一連のケアマネジ

メントプロセスについての確認作業を行った。 
現在、各地で「介護給付適正化事業」が実施されて

おり、この事業は、給付抑制のための政策ともいえな

いことはないが、ケアマネジャーとしては、この事業

をケアプランの徹底的な見直しの機会ととらえて、ケ

アマネジャーの資質の向上と結びつけたことによって、

ケアプランに対するエビデンス能力の向上や職種の専

門性を高めることにつながり、また、各々の熱意や思

いをプランの中に言語化することで、問題の整理や課

題の設定能力の向上やマネジメントプロセスの標準化

能力につながったという。 
この事例が明らかにするように、地域ケア会議で取

り上げられた事例は、地域課題として共有されるとも

に、ケアマネジャーにとっては「宝の事例」になり、

次の実践の糧となる。 
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【今後の展開】

地域ケア会議がケアマネジャーにとって効果的な

研鑽の場になるかどうかは、今後の取り組み次第であ

る。地域ケア会議においてケアマネジャーが重要なア

クターと位置付けられている実例を見ていきながら、

ケアマネジャーが地域包括ケアシステムを牽引する役

割となるように、考察を深めていきたい。 
【引用文献・参考文献】

『2015 年の高齢者介護』（報告書）高齢者介護研究

会,2003 
『平成26年版高齢社会白書』 
『地域ケア会議マニュアル』長寿社会開発センタ

ー,2012 
『自分たちで創る現場を変える地域包括ケアシステ

ム』竹端寛・伊藤健次・望月宗一郎・上田美穂編著，

ミネルヴァ書房,2015 
『地域ケア会議等推進の手引き』山梨県福祉保健部長

寿社会課,2014 
『1人居宅介護支援事業所の状況等』（資料）介護支援

専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に

関する検討会,2012 
『地域のネットワークづくりの方法』白澤政和,中央出

版,2012 
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コンテンツ観光に基づく地域活性化における都道府県の役割

軍司聖詞（早稲田大学）

： コンテンツ観光（コンテンツツーリズム）、地域活性化、アニメーション

【序論】 
１．問題の所在

地域社会の過疎化・高齢化が深刻化するなか、アニメな

どの若年向けコンテンツ作品の舞台（聖地と呼ばれる）と

なったことを契機として、他地域在住の若年層の観光を誘

致し、ないし彼らを当該地域の住民に準じる存在として地

域活性化を行う、コンテンツ観光に基づく地域活性化に注

目が集まっている。軍司（ ）（ ）（ ）は、この

成功事例として埼玉県秩父市や茨城県大洗町などを捉え、

この観光誘致施策のありよう等を考察した。コンテンツ観

光に基づく地域活性化が注目されるにつれ、花房（ ）

（ ）などをはじめ、聖地市区町村の取り組みに関する

事例研究が蓄積されつつあるが、過疎化・高齢化による地

域社会の衰退、すなわち他地域在住の若年層の誘致は、都

道府県単位においても課題であり、よってコンテンツ観光

に基づく地域活性化における、都道府県の役割についても、

考察が行われる必要がある。

２．研究の目的および方法

そこで本研究は、コンテンツ観光の誘致、ないしこれに

基づく地域活性化における都道府県の役割とその施策のあ

りようを考察するため、県内に数多くの聖地市町村を有し

ており、多数の若年コンテンツ観光客を参集させている都

道府県のうち、比較的消極的な施策を打ち出すに留めてい

る富山県と、比較的積極的な施策を打ち出している埼玉県

を捉え、その施策担当者に対してヒアリング調査を行う（表

１参照）。

表 調査対象

調査対象 特徴

富山県 消極的施策

埼玉県 積極的施策

【調査結果】

１．富山県の事例

（１）富山県概要

富山県は、北陸地方に位置し、東名阪からほぼ等距離に

立地している。東京からは北陸新幹線によって約 時間で

アクセス可能である。観光庁（ ）によると、富山県の

観光客数（延べ宿泊者数、 年）は全国第 位（

万人泊）であり、富山県は必ずしも多くの観光客の訪れる

地域ではない。しかし富山県は、立山黒部アルペンルート

や五箇山合掌造り集落よろしく、日本を代表する観光資源

を数多く有しており、観光予算として約 億円を計上

（ 年当初、観光庁（ ））するなど、観光誘客に注

力している県の つである。

富山県を代表する観光地は、上記のほか、黒部渓谷鉄道

や宇奈月温泉など、中高年向けのものが多く、これまで富

山県を訪れる観光客の中心は中高年層であった。しかし、

「 」や「おおかみこどもの雨と雪」、「ゆるゆり」

など、コンテンツ作品の聖地となる自治体が増加するにつ

れ、多くの若年コンテンツ観光客が訪れることとなった。

（２）富山県によるコンテンツ観光施策

富山県は、数多くの聖地を有するコンテンツ観光資源の

豊富な県であるが、県として若年コンテンツ観光客の誘致

施策はほとんど行っていない。すなわち、富山県における

コンテンツ観光施策は、県発行の観光情報誌『ロカルちゃ』

の特集として各聖地市町村を取り上げる程度に留められて

いる。富山県では、コンテンツ観光の誘致に関する予算は

計上しておらず、また、県として各聖地市町村間の調整な

ども行ってはいない。

このように、富山県がコンテンツ観光施策の実施に消極

的であるのは、第一に、コンテンツ観光客の誘致は、各聖

地市町村がすでに独自に行っており、県がこれに積極的に

加わることが必ずしも良いとは限らないと考えているため

である。例えば、富山県南砺市を舞台とし、若年アニメフ

ァンに広く富山県を認識させるに至った「 」

（ 年放映開始）は、日本を代表するアニメ製作会社の

つである 社が、南砺市に設立されたことを契

機として、同市を舞台として製作されたものであるが（大

石（ ））、南砺市は 社と連携しながら様々な

コンテンツ観光施策をすでに打ち出しており（軍司

（ ））、必ずしも県の助力を必要としてはいない。

第二に、富山県内を舞台とするコンテンツ作品は、作品

ごとにファン層が異なるため、県として一概に誘致施策を

【今後の展開】

地域ケア会議がケアマネジャーにとって効果的な

研鑽の場になるかどうかは、今後の取り組み次第であ

る。地域ケア会議においてケアマネジャーが重要なア

クターと位置付けられている実例を見ていきながら、

ケアマネジャーが地域包括ケアシステムを牽引する役

割となるように、考察を深めていきたい。 
【引用文献・参考文献】

『2015 年の高齢者介護』（報告書）高齢者介護研究

会,2003 
『平成26年版高齢社会白書』 
『地域ケア会議マニュアル』長寿社会開発センタ

ー,2012 
『自分たちで創る現場を変える地域包括ケアシステ

ム』竹端寛・伊藤健次・望月宗一郎・上田美穂編著，

ミネルヴァ書房,2015 
『地域ケア会議等推進の手引き』山梨県福祉保健部長

寿社会課,2014 
『1人居宅介護支援事業所の状況等』（資料）介護支援

専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に

関する検討会,2012 
『地域のネットワークづくりの方法』白澤政和,中央出

版,2012 
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実施し、また各聖地市町村間の調整を行うことが難しいた

めである。例えば、上記の「 」は高校生男女の

恋愛模様を、「おおかみこどもの雨と雪」は狼人間との間に

子供を持った女性の子育てを、「ゆるゆり」は女子中学生の

部活動の日常を描いた作品であり、そのファン層、すなわ

ちコンテンツ観光客層は異なっている。県として一部作

品・一部地域に偏った観光誘致施策を打ち出すことは難し

く、コンテンツ観光誘致施策を行う場合は各聖地市町村を

等しく支援しなければならないが、包括的な施策を打ち出

すことは困難である。

第三に、県はコンテンツ観光を、富山県観光の主流とな

り得るものではなく、県内の観光資源に物足りなさを感じ

る人々のための付随的なものとして捉えているためである。

県では、比較的興味関心の強い愛好家層にも、富山県の魅

力を伝えるため、通常の観光情報誌には載らない「アニメ」

「鉄道」等のような愛好家向けの観光資源を伝えるものと

して、『ロカルちゃ』を発刊しているが、コンテンツ観光に

はそのテーマの つに過ぎないと考えている。富山県の観

光誘致戦略は、あくまで既存の自然資源や歴史資源に対す

る観光の拡大を目指すものであり、コンテンツ観光の開発

は未だ俎上に乗っていない。

（３）考察

富山県は、中高年層向けの観光資源を数多く有しており、

若年層向けの新しい観光形態であるコンテンツ観光には、

必ずしも大きな期待を寄せられていない。富山県にとって

コンテンツ観光は、既存の観光資源に対する付随的資源で

あり、コンテンツ観光自体を推進する意図はない。すなわ

ち、富山県内の聖地に対するコンテンツ観光ないしこれに

基づく地域活性化において、富山県は、役割を担う意向は

なく、現在のところ、聖地市町村がほぼ全ての役割を担っ

ており、一定の成果が挙げられている。

しかしながら、言うまでもなく富山県においても高齢

化・過疎化は確実に進行しており、県としても若年層の定

着が課題となっている。これに対し、富山県はすでにコン

テンツ観光客として他地域在住の若年層を多数、参集させ

ることに成功しており、コンテンツ観光によって高齢化・

過疎化対策のアドバンテージが生じているともいえよう。

各聖地市町村が独自にコンテンツ観光施策を打ち出し、県

はこれに特に関与しない戦略は、観光誘致としては つの

パレート均衡となっているが、今後、高齢化・過疎化対策

を本格化させる際には、富山県を訪れる若年コンテンツ作

品ファンを対象とした ターン・ ターンを支援するなど、

現在のアドバンテージを活かした多面的な施策が求められ、

県として一定の役割を担わなければならなくなることも考

えられる。

２．埼玉県の事例

（１）埼玉県概要

埼玉県は、関東地方に位置し、南側を東京都に接してい

る、首都圏の一部をなしている地域である。観光庁（ ）

によると、埼玉県の観光客数（延べ宿泊者数、 年）は

全国第 位（ 万人泊）であり、埼玉県は必ずしも多く

の観光客が訪れる地域ではない。また、計上されている観

光予算も約 億円（ 年当初、観光庁（ ））程度

と、全国最下位となっている。

埼玉県は、小江戸の街並み（川越市）や長瀞渓谷（長瀞

町）など一部地域には有名な観光資源を有してはいるもの

の、全体として自然資源や歴史資源などの観光資源に乏し

く、県としては新たな観光資源を開発することが課題とな

っていた。この状況が長く続いてきた中、「らき☆すた」や

「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」、「神様はじ

めました」など、数多くのコンテンツ作品が埼玉県内を舞

台として製作され、これらコンテンツ作品のファン層が、

各聖地自治体に多数、参集することとなった。

（２）埼玉県によるコンテンツ観光施策

こんにち、埼玉県は数多くの聖地市町村を有する、日本

を代表するコンテンツ観光県の つとなっているが、埼玉

県がコンテンツ観光に着目しはじめたのは比較的早く、聖

地となる市町村がほとんどない時期から、積極的な取り組

みが行われてきた。すなわち、埼玉県久喜市（旧鷲宮町）

を舞台とした「らき☆すた」（ 年放映開始）の放映開

始翌年にはすでに、コンテンツ観光に関する検討会「聖地

化プロジェクト検討会議」が、県庁内の若手職員を中心メ

ンバーとして開催されている。

これは、上記のように埼玉県が新たな観光資源の開発を

模索していた最中、「らき☆すた」の舞台となった鷲宮神社

（旧鷲宮町）の初詣客が激増した（ （ ）によ

ると、 年に約 万人であった初詣客数は、 年に約

万人となった。ただし ビジネス （ ）

など異なる数字を示す資料もある）ため、このコンテンツ

作品ファンによる舞台探訪行動（聖地巡礼と呼ばれる）を

新たな観光形態として捉えられないかと考えられたためで

ある。

この「検討会議」は、翌 年には旧鷲宮町関係者や大
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学関係者等を含めた「アニメツーリズム検討会議」に進展

し、 年には提案書をまとめるに至った。この組織は

年現在、県・各市町村（非聖地を含む）・各大学・各

メディア等をメンバーとした「アニメの聖地化プロジェク

ト会議」へと進展し、埼玉県のコンテンツ観光施策を企画・

立案しているほか、各市町村間の調整なども行っている。

埼玉県のコンテンツ観光施策は、この「プロジェクト会

議」が中心となり、参加メンバーが分担して行っているが、

うち、埼玉県自身は、第一に、聖地各市町村に対するアド

バイザーの役割を担っている。特に、新たに聖地となった、

コンテンツ観光客受け入れ経験のない市町村に対し、コン

テンツ観光客誘致に成功した聖地市町村の取り組みを紹介

するなどしている。

第二は、「アニメ＝埼玉県」というパブリックイメージを

醸成することによる、コンテンツ観光客の取り囲みの役割

を担っている。そのため埼玉県は、アニメ作品の制作によ

って県全体の観光 を行ったり、埼玉県内を舞台とするア

ニメ作品を集めたイベント「アニ玉祭」を主催したりする

などしている。

第三は、全国の各聖地自治体を取りまとめることによる、

コンテンツ観光そのものを振興する役割を担っている。「ア

ニ玉祭」では、埼玉県外の市町村を舞台としたアニメ作品

の聖地市町村の出展も受け入れはじめたほか、現在、「プロ

ジェクト会議」を基礎として、全国の聖地市町村を取りま

とめる協議会の設立が検討されている。

（３）考察

既存の観光資源の乏しい埼玉県は、積極的にコンテンツ

観光誘致施策を打ち出し、コンテンツ観光客の誘客のみな

らず、「アニメ＝埼玉県」というパブリックイメージを醸成

することを戦略としている。そのため、市町村・関係機関

を横断した「プロジェクト会議」を運営し、また聖地市町

村へのアドバイスや、市町村単位では難しい施策を打ち出

すなど、県独自の役割を積極的に担っている。

観光誘客による地域活性化という意味においては、上記

の通り、埼玉県は重要な役割を担っており、一定の成果を

達成している。しかしながら、軍司諸論文が捉えたような、

若年コンテンツ観光客を各聖地市町村に定着させ、地域づ

くり活動の担い手とするための役割については、未だ担わ

れていない。今後、上記の協議会が設立されることにより、

全国の聖地市町村の取り組み事例が参集するなどによって、

コンテンツ観光客を聖地自治体に定着させる方法を開発す

るなど、コンテンツ観光によって他地域在住の若年層を定

着させようと企図する市町村に対し、積極的な支援を行う

役割を担っていくことが期待される。

【結論】

コンテンツ観光の誘致、ないしこれに基づく地域活性化

における都道府県の役割は、コンテンツ観光を都道府県が

どのように位置付けているかによって異なる。本研究が捉

えた富山県・埼玉県はともに、観光客の少ない地域である

が、豊富な観光資源を有し、コンテンツ観光を既存観光資

源の付随的要素と捉える富山県は、コンテンツ観光誘致に

対して消極的な役割を果たすにとどまり、既存の観光資源

が乏しく、新たな観光資源を必要としている埼玉県は、積

極的な役割を果たしている。

コンテンツ観光誘客に積極的な役割を果たしている埼玉

県は、市町村・関係機関を横断した「プロジェクト会議」

を設立してコンテンツ観光施策を打ち出したり、市町村単

位では難しいような施策を打ち出したりするなど、様々な

役割を担っている。しかし、軍司諸論文が捉えたような、

若年コンテンツ観光客を聖地市町村に定着させ、地域づく

り活動の担い手とする意味の地域活性化は、埼玉県におい

ても行われていない。県と市町村との現在の役割分担がパ

レート均衡となっているとも考えられるが、移住支援施策

を都道府県が打ち出すことは一般的となりつつある現在、

埼玉県が市町村の求める若年コンテンツ観光客の定着支援

を行わない理由はない。今後、この役割を都道府県が担っ

ていくことが期待される。

【引用・参考文献】

・大石玄， ，『 』にみる富山の風景，釧路工

業高等専門学校紀要，

・観光庁， ，平成 年 月〜 月確定値 概要資料，

宿泊旅行統計調査，観光庁ウェブサイト

・観光庁， ，平成 年度 自治体の観光予算一覧，自

治体の観光に関する状況，観光庁ウェブサイト

・軍司聖詞， ，コンテンツ観光に基づく地域活性化，

地域活性研究，

・軍司聖詞， ，コンテンツ観光に基づく地域活性化に

おける地域社会政策の役割，地域活性研究，

・軍司聖詞， ，コンテンツ観光に基づく地域活性化の

新展開，地域活性研究，

・軍司聖詞， ，地方自治体のコンテンツ作品制作に基

づく地域活性化，日本地域政策学会個別報告

・花房真理子， ，富山県南砺市城端におけるアニメフ

実施し、また各聖地市町村間の調整を行うことが難しいた

めである。例えば、上記の「 」は高校生男女の

恋愛模様を、「おおかみこどもの雨と雪」は狼人間との間に

子供を持った女性の子育てを、「ゆるゆり」は女子中学生の

部活動の日常を描いた作品であり、そのファン層、すなわ

ちコンテンツ観光客層は異なっている。県として一部作

品・一部地域に偏った観光誘致施策を打ち出すことは難し

く、コンテンツ観光誘致施策を行う場合は各聖地市町村を

等しく支援しなければならないが、包括的な施策を打ち出

すことは困難である。

第三に、県はコンテンツ観光を、富山県観光の主流とな

り得るものではなく、県内の観光資源に物足りなさを感じ

る人々のための付随的なものとして捉えているためである。

県では、比較的興味関心の強い愛好家層にも、富山県の魅

力を伝えるため、通常の観光情報誌には載らない「アニメ」

「鉄道」等のような愛好家向けの観光資源を伝えるものと

して、『ロカルちゃ』を発刊しているが、コンテンツ観光に

はそのテーマの つに過ぎないと考えている。富山県の観

光誘致戦略は、あくまで既存の自然資源や歴史資源に対す

る観光の拡大を目指すものであり、コンテンツ観光の開発

は未だ俎上に乗っていない。

（３）考察

富山県は、中高年層向けの観光資源を数多く有しており、

若年層向けの新しい観光形態であるコンテンツ観光には、

必ずしも大きな期待を寄せられていない。富山県にとって

コンテンツ観光は、既存の観光資源に対する付随的資源で

あり、コンテンツ観光自体を推進する意図はない。すなわ

ち、富山県内の聖地に対するコンテンツ観光ないしこれに

基づく地域活性化において、富山県は、役割を担う意向は

なく、現在のところ、聖地市町村がほぼ全ての役割を担っ

ており、一定の成果が挙げられている。

しかしながら、言うまでもなく富山県においても高齢

化・過疎化は確実に進行しており、県としても若年層の定

着が課題となっている。これに対し、富山県はすでにコン

テンツ観光客として他地域在住の若年層を多数、参集させ

ることに成功しており、コンテンツ観光によって高齢化・

過疎化対策のアドバンテージが生じているともいえよう。

各聖地市町村が独自にコンテンツ観光施策を打ち出し、県

はこれに特に関与しない戦略は、観光誘致としては つの

パレート均衡となっているが、今後、高齢化・過疎化対策

を本格化させる際には、富山県を訪れる若年コンテンツ作

品ファンを対象とした ターン・ ターンを支援するなど、

現在のアドバンテージを活かした多面的な施策が求められ、

県として一定の役割を担わなければならなくなることも考

えられる。

２．埼玉県の事例

（１）埼玉県概要

埼玉県は、関東地方に位置し、南側を東京都に接してい

る、首都圏の一部をなしている地域である。観光庁（ ）

によると、埼玉県の観光客数（延べ宿泊者数、 年）は

全国第 位（ 万人泊）であり、埼玉県は必ずしも多く

の観光客が訪れる地域ではない。また、計上されている観

光予算も約 億円（ 年当初、観光庁（ ））程度

と、全国最下位となっている。

埼玉県は、小江戸の街並み（川越市）や長瀞渓谷（長瀞

町）など一部地域には有名な観光資源を有してはいるもの

の、全体として自然資源や歴史資源などの観光資源に乏し

く、県としては新たな観光資源を開発することが課題とな

っていた。この状況が長く続いてきた中、「らき☆すた」や

「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」、「神様はじ

めました」など、数多くのコンテンツ作品が埼玉県内を舞

台として製作され、これらコンテンツ作品のファン層が、

各聖地自治体に多数、参集することとなった。

（２）埼玉県によるコンテンツ観光施策

こんにち、埼玉県は数多くの聖地市町村を有する、日本

を代表するコンテンツ観光県の つとなっているが、埼玉

県がコンテンツ観光に着目しはじめたのは比較的早く、聖

地となる市町村がほとんどない時期から、積極的な取り組

みが行われてきた。すなわち、埼玉県久喜市（旧鷲宮町）

を舞台とした「らき☆すた」（ 年放映開始）の放映開

始翌年にはすでに、コンテンツ観光に関する検討会「聖地

化プロジェクト検討会議」が、県庁内の若手職員を中心メ

ンバーとして開催されている。

これは、上記のように埼玉県が新たな観光資源の開発を

模索していた最中、「らき☆すた」の舞台となった鷲宮神社

（旧鷲宮町）の初詣客が激増した（ （ ）によ

ると、 年に約 万人であった初詣客数は、 年に約

万人となった。ただし ビジネス （ ）

など異なる数字を示す資料もある）ため、このコンテンツ

作品ファンによる舞台探訪行動（聖地巡礼と呼ばれる）を

新たな観光形態として捉えられないかと考えられたためで

ある。

この「検討会議」は、翌 年には旧鷲宮町関係者や大

41



ァンと地域住民の交流に関する現地調査，湘南藤沢学会報

告書

・花房真理子， ，地域観光としてアニメ舞台めぐりが

両立するアニメツーリズム推進モデルの研究，地域活性研

究，

・堀内彰宏， ，今年はテレビも来たぞ、『らき☆すた』

聖地の鷲宮神社へ初詣に行ってみた， 年 月 日付記

事
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まち歩きと地図による地域アイデンティティの確立 －新潟市中央区を事例に－

池田千恵子（大阪市立大学大学院 創造都市研究科）

：まち歩き、地図、歴史的資産 まちづくり アイデンティティ

【問題・目的・背景】 
少子化による人口減少に歯止めがかからず、空洞化が進

む市街地縮小の時代において、都市を基盤にした経済力や

文化活動の総体として、都市間・地域間の競争が増してい

る。 年には、都市再生特別措置法により、都市再生整

備計画区域に対しては、まちづくりが推進され、それぞれ

の地域において歴史、文化、自然環境等の特性を活かした

個性あふれるまちづくりが期待されている。

新潟市にも、「みなとまち新潟」の歴史を継承する歴史

的資産が数多く存在し、自然、小路、近代建築、町並み、

名勝など多岐に渡っている。しかし、「みなとまち新潟」

という「都市のイメージ」は、市民の中では、充分に形成

されていない。新潟市の歴史的資産の保全活動は 年代

末から始まり、ＮＰＯ団体によって町家、花街、小路、近

代建築の価値が発掘され、それらを発信することにより、

市民がその価値を認識するところから始まった。

西山（ ）によると、歴史的資産を継承したまちづく

りは、地域にある歴史的資産の①発掘、②リスト化、③リ

ストの整理、④価値付けにより地域住民のアイデンティテ

ィが確立されている。本稿では、新潟市中央区の歴史的資

産を継承したまちづくりを西山（ ）の地域のアイデン

ティティ確立までのプロセスをもとに、「まち歩き」と「地

図」により検証する。

【研究方法・研究内容】

地図については、新潟市中央区内で歴史的資産を対象と

している「堀」「町家」「花街」など 種類の地図を集め、

比較検討を行った。

「まち歩き」については、新潟市中央区のまち歩き事業「え

んでこ」を対象に調査を実施。実施状況の調査ならびにま

ち歩きへの参加による参与観察を実施した。

１．地図で伝える

新潟市中央区では、小路や町家や堀など新潟市内の歴

史的資産を伝える地図が、 年から 年の間に

団体から の種類が発行されている（ 年 月段階）。

表１に発行の状況についてまとめた。項目の対象として

いるのは、地図がなにを伝えるかについて、明らかにし

たものである。これらの地図は、場所を示すだけではな

く、多くの情報を伝えている。いくつか特徴的な地図を

紹介する。

表１ 新潟市中央区で発行されている地図一覧

年代 名称 対象 発行

2002年 「寺」まちあるき地図　にいがた寺町から 寺と坂 にいがた寺町からの会

2003年 改訂版　にいがた湊下町めぐりマップ 町家 市民の声の会

2004年 にいがた掘割物語　絵図 堀 NPO法人掘割再生まちづくり新潟

2005年 NIIGATA　MACHIYA　MAP 町家 新潟まち遺産の会

2006年 異人池・ドッペり坂界隈 歴史的建造物 新潟まち遺産の会

2007年 新潟の町　小路めぐり<新潟市中央区本町通界隈編> 小路と歴史 新潟市

2009年 西大畑・旭町界隈の「古くてアートな」町歩きマップ 歴史的建造物 水と土の芸術祭実行委員会

2010年 柳都新潟　古町花街　たてものマップ 花街と建造物 新潟まち遺産の会

2010年 湊から港へ　新潟下町あるき　日和山登山のしおり 日和山周辺と歴史 新潟市

2011年 新潟の町　坂道めぐり寺町あるき 寺と坂 新潟市

2013年 沼垂の町　小路めぐり<新潟市中央区沼垂東・沼垂西界隈> 小路と歴史 新潟市

2014年 つなぐ町　流作場あるき<古信濃川めぐり> 万代橋と流作場 新潟市  
各種団体ホームページ・会報により作成

（１）堀を伝える『新潟掘割物語 絵図』

年、ＮＰＯ法人掘割再生まちづくり新潟が発行し

た「にいがた掘割物語 絵図（写真 ）」は、 年に全

て消失した 近い堀跡を訪ね、堀の話を集めて、堀を支

え、堀に支えられていた人々の暮らしを探りながら作成

されている。このように堀の歴史をたどりながら、堀の

復活への願いがこめられている。地図には、新潟の の

堀の存在時期をまとめた年表や新潟の掘割の歴史、新潟

を訪れた歌人とその句の紹介など、堀や堀に関する歴史

が記されている。マップの裏面には、堀があった当時の

写真や四つ橋での盆踊りの絵が掲載されるなど、新潟の

堀に関する歴史書となっている。「にいがた掘割物語 絵

図（写真１）」からは、三代目の萬代橋が初代萬代橋とわ

ずかに異なる場所に架けられ、三代目の 倍の長さがあ

ったことがわかる。

写真 にいがた掘割物語 地図

（２）町家を伝える「 」

年に新潟まち遺産の会が作成した「

（写真 ）」は、古い建物の魅力や価値を理

解してもらいたいという願いが、地図に記されている。

地図で示されているように、新潟の町家の形態は「Ｔ字

ァンと地域住民の交流に関する現地調査，湘南藤沢学会報

告書

・花房真理子， ，地域観光としてアニメ舞台めぐりが

両立するアニメツーリズム推進モデルの研究，地域活性研

究，

・堀内彰宏， ，今年はテレビも来たぞ、『らき☆すた』

聖地の鷲宮神社へ初詣に行ってみた， 年 月 日付記

事

・ ， ，

， ，
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造り」で道路側が平入で奥側が妻入で、上空から見た場

合に屋根の棟がＴ字型になっているなど、高窓付雨戸、

張り出し２階、大戸、せがい造りなど建造物の特徴を伝

えている。これら町家に関する専門的な情報は、新潟大

学の都市計画研究室の協力を得ている。また、裏面には、

鍋茶屋など古い料亭や古い建物を活用した 店舗を写真

付きで紹介し、その店舗を訪れたい気持ちを喚起する工

夫が凝らされている。

写真 筆者撮影

（３）花街を伝える「古町花街 たてものマップ」

2010年に新潟まち遺産の会は「古町花街 たてものマ

ップ（写真 、 ）」を発行した。新潟市内外の人々に、古

町花街を伝えるために作成されたマップである。新潟大

学の都市計画研究室が中心になって作成され、表２のよ

うに「花街とは」「花街のしくみ」「古町花街の建物」「ま

ちのなりたち」「たてもの」「まちのつくり」「花柳界」の

情報など、古町花街にかかわる情報が、あますことなく

掲載されている。参考文献を明記し、行政、花柳界の人々

の協力を得て作成されたこのマップは、学術書のような

仕上がりである。花街建築の特徴について、料亭、茶屋、

置屋の外観や料亭座敷の床の間、局面仕上げの上げ裏、

玄関引き戸の透かし彫り、目隠し板などがイラストで描

かれている。 

 
写真 古町花街たてものマップ

 
写真 古町花街たてものマップ

表 「古町花街 たてものマップ」情報の構成

項目 小項目

花街とは

花街の仕組み

古町花街の建物

花街発祥の地

政府の規制と明治の大火

新道の誕生

その後の古町

古町に残る花街建築

花街建築の見どころ

ほかの花街との違い

新潟の町割

新道の誕生

路地

六軒小路

新しい取り組み

若手芸妓の育成

市山流と新潟をどり

古町花街歳時記

まちのなりたち

たてもの

まちのつくり

花柳界

 
「古町花街 たてものマップ」による

地図で伝えるということ

すでになくなってしまった堀や歴史的建造物も、地図

の中でその当時の写真、それが出来た由来、人々の暮ら

しなどと表現することで、当時の様子を伝えることがで

きる。花街も、まちの成り立ちや花柳界の話と共に伝え

ると日本古来の文化になる。日頃見慣れた路地の名前の

由来や生活の雰囲気がイラストで表現されると特別な風

景に見えてくる。何気なく利用していた店が、江戸時代

に建築され、地域特性の建築様式によって建てられたこ

とを知ると遠い過去に思いをはせる。このように、地図

は、写真、イラスト、文章などの表現手段を用い、伝え

たいと想う人々のメッセージを伝えるツールになる。伝

えたい対象の魅力を見えない部分も情報として付加する

ことで、伝えることができる。そして、地図を見た人々

は、見えていない部分を知り、見えていない部分を認識

することで、歴史的建造物に新たな価値を見出していく。

これらの地図は、堀、花街、町家、小路、寺、近代建

築などの保全活動を行っている各団体から発行されてい

るが、各団体には、伝えたいことが多くあった。団体の

活動が盛んになった 年から毎年のように地図が発行

されているのも、それらに起因している。そして、地図

を使い、まち歩きが行われたり、新潟市内の観光施設に

設置されたり伝達ツールとして活用されていくことで、

地域のアイデンティを醸成する機能を果たしている。

２．歩く‐下町、湊町、日和山、西大畑－

新潟市には大きな震災はなかったものの大火や新

潟大地震などで、建物を焼失した。また、高度成長期

からバブル期にかけて近代化を推し進めてきた結果、
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歴史的近代建築も壊され続けてきた。 近くあった堀

も、 年には全て埋められ、まちの「見える記憶」

が失われていっている。それでもまちの記憶はすっか

り失われたわけではなく、人々の記憶の中の「見えな

い記憶」として残っている。

「見えない記憶」をたどる手法として「まち歩き」

の有効性を、茶谷（ ）は論じている。私たちの「ま

ち」の記憶も、再現して楽しむことは可能で、それは、

頭の中にまちの記憶をふんだんに仕込んだ「語り部」

が語ることで、それを聞く人々がその記憶を楽しむも

のである。見えていないものを語られることで、イメ

ージを最大限に膨らませることができる（茶谷 ：

‐ ）。

新潟市でも、まち歩きが行われている。各種市民団

体は、活動の一貫としてマップ作りを行ってきたが、

そのマップを片手にまち歩きを推進してきた。 年

４月に発足した「新潟シティガイド」は、新潟市中央

区の新潟島エリアと沼垂エリアを中心に、約２時間の

コースを歩きながら、みなとまち新潟の魅力を伝えて

いる。また、新潟市中央区では 年から始まった「え

んでこ」まち歩き事業では、「新潟シティガイド」のボ

ランティアガイドがまち歩きの案内を行っている。こ

こでは、「記憶」を伝えているまち歩きのガイドについ

て論じる。

（１） 個人で歩く－新潟シティガイド－

新潟シティガイドは、 年に発足した観光ボラン

ティアガイドのグループである。新潟市が 年から

実施している「みなとまち新潟観光ボランティアガイ

ド養成講座」の受講生が、講座終了後にボランティア

ガイドとして登録している。 年現在、ボランティ

アガイドは 名、主にシニアの人たちがスタッフとし

て活躍している。

年の発足当初は、登録ボランティアガイドは

名、まち歩きコースは４つ設定されていたが、 年

月段階では、「みなとまち新潟の魅力を伝える」を

テーマに４エリア コースとテーマコースが２コー

ス設定されている。表 は、 年度の「新潟シティ

ガイド」まち歩きコースである。

「新潟シティガイド」まち歩きコースでは、各エリ

ア単位で専任のスタッフを配置し、そのエリアの担当

者が案内している。所要時間は 時間、参加料金は

円でまち歩きの保険代＋ガイド料（要確認）として徴

収している。参加人数は 名からで、各コースは、原

則 日前までの予約が必要である。新潟シティガイド

の若杉明氏は、下町エリアの担当スタッフとしてまち

歩きガイドを行っている。若杉氏は、場所ごとに昔撮

影された写真を説明資料として使用している。説明が

行われる場所ごとに昔の写真を示しながら、かつての

まちの風景やその風景にかかわる歴史を解説している。

表 「新潟シティガイド」まち歩きコース

エリア コース ガイド
にいがた湊・歴史散策コース
新潟町屋コース
下町お店巡りうんめぇもんコース
信濃川左岸と戦争の記憶巡りコース
日本海展望・日和山海岸と北前船コース
下町神社仏閣巡りパワースポットコース
西大畑のお屋敷町コース
古町老舗と花街巡りコース
西海岸公園・歴史と文学の散歩道コース
萬代橋・古町花街浪漫コース
白山神社・白山公園ミステリーコース
上古町・本町界隈今昔物語コース
新潟町と新潟医学のルーツを巡るコース
学校町・関谷・旧北国街道をたどるコース
万代橋西詰と磯町界隈を巡るコース
沼垂町並み散策コース
沼垂小路巡りコース
新潟日報メディアシップと萬代橋・流作場界隈コース

14人

9人

11人

11人

下町

西大畑・古町・西海岸公園

白山・旭町・上古町

沼垂

新潟シティガイド」ホームページより

また、若杉氏は現存している歴史的建造物、「見える記

憶」についても、独自の工夫で伝えていた。写真 は、

下町にある町家であるが、町家の特徴を示すときに手書

きのイラストで説明を行っている。実際に見えているも

のでも、イラストなどでその特徴を示されるとすぐに理

解できる。また、イラストによって特徴を示すことで、

理解しやすくなり、記憶にも強く残る効果がある。

写真 町家の特徴を記したイラスト

シティガイド若杉氏手書きの資料

（２）団体で歩く－「えんでこ」まち歩き事業－

新潟市中央区地域課では、「えんでこ」まち歩き事業を

行っている。「えんでこ」とは新潟弁で「歩いて行こう」

の意味である。 年から始まったこの事業は 年で

年を経過した。 年から 年の前期の間に累計参

加者は 人に及んでいる。定員に対する参加率は、

年度から 年度を累計すると ％で、毎年定員

の数を増やしている中、確実に参加者を増やしている。

新潟シティガイドのまち歩きでは、固定の コースを

随時 名から提供しているが、「えんでこ」まち歩き事業

造り」で道路側が平入で奥側が妻入で、上空から見た場

合に屋根の棟がＴ字型になっているなど、高窓付雨戸、

張り出し２階、大戸、せがい造りなど建造物の特徴を伝

えている。これら町家に関する専門的な情報は、新潟大

学の都市計画研究室の協力を得ている。また、裏面には、

鍋茶屋など古い料亭や古い建物を活用した 店舗を写真

付きで紹介し、その店舗を訪れたい気持ちを喚起する工

夫が凝らされている。

写真 筆者撮影

（３）花街を伝える「古町花街 たてものマップ」

2010年に新潟まち遺産の会は「古町花街 たてものマ

ップ（写真 、 ）」を発行した。新潟市内外の人々に、古

町花街を伝えるために作成されたマップである。新潟大

学の都市計画研究室が中心になって作成され、表２のよ

うに「花街とは」「花街のしくみ」「古町花街の建物」「ま

ちのなりたち」「たてもの」「まちのつくり」「花柳界」の

情報など、古町花街にかかわる情報が、あますことなく

掲載されている。参考文献を明記し、行政、花柳界の人々

の協力を得て作成されたこのマップは、学術書のような

仕上がりである。花街建築の特徴について、料亭、茶屋、

置屋の外観や料亭座敷の床の間、局面仕上げの上げ裏、

玄関引き戸の透かし彫り、目隠し板などがイラストで描

かれている。 

 
写真 古町花街たてものマップ

 
写真 古町花街たてものマップ

表 「古町花街 たてものマップ」情報の構成

項目 小項目

花街とは

花街の仕組み

古町花街の建物

花街発祥の地

政府の規制と明治の大火

新道の誕生

その後の古町

古町に残る花街建築

花街建築の見どころ

ほかの花街との違い

新潟の町割

新道の誕生

路地

六軒小路

新しい取り組み

若手芸妓の育成

市山流と新潟をどり

古町花街歳時記

まちのなりたち

たてもの

まちのつくり

花柳界

 
「古町花街 たてものマップ」による

地図で伝えるということ

すでになくなってしまった堀や歴史的建造物も、地図

の中でその当時の写真、それが出来た由来、人々の暮ら

しなどと表現することで、当時の様子を伝えることがで

きる。花街も、まちの成り立ちや花柳界の話と共に伝え

ると日本古来の文化になる。日頃見慣れた路地の名前の

由来や生活の雰囲気がイラストで表現されると特別な風

景に見えてくる。何気なく利用していた店が、江戸時代

に建築され、地域特性の建築様式によって建てられたこ

とを知ると遠い過去に思いをはせる。このように、地図

は、写真、イラスト、文章などの表現手段を用い、伝え

たいと想う人々のメッセージを伝えるツールになる。伝

えたい対象の魅力を見えない部分も情報として付加する

ことで、伝えることができる。そして、地図を見た人々

は、見えていない部分を知り、見えていない部分を認識

することで、歴史的建造物に新たな価値を見出していく。

これらの地図は、堀、花街、町家、小路、寺、近代建

築などの保全活動を行っている各団体から発行されてい

るが、各団体には、伝えたいことが多くあった。団体の

活動が盛んになった 年から毎年のように地図が発行

されているのも、それらに起因している。そして、地図

を使い、まち歩きが行われたり、新潟市内の観光施設に

設置されたり伝達ツールとして活用されていくことで、

地域のアイデンティを醸成する機能を果たしている。

２．歩く‐下町、湊町、日和山、西大畑－

新潟市には大きな震災はなかったものの大火や新

潟大地震などで、建物を焼失した。また、高度成長期

からバブル期にかけて近代化を推し進めてきた結果、
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では、日程を決めて募集型でまち歩きを運営している。

まち歩きの案内は、新潟シティガイドに登録しているボ

ランティアガイドが行っている。

表 「えんでこ」まち歩き事業 年度前期コースと参加状況

月 日 コース 定員 申込者数参加者数 参加率
①にいがたと港と“豪商の館”2館巡り 25人 24人 22人
②沼垂小路巡り（沼垂発酵食ランチ付）
③新潟町と新潟医学のルーツを巡る
④古町花柳と西大畑のお屋敷町散歩
⑤下町お店巡り「うんめぇもん」

⑥萬代橋・流作場界隈散策

⑦新潟町屋
⑧西大畑のお屋敷
⑨白山神社・白山公園ミステリー
⑩沼垂小路巡り（沼垂発酵食ランチ付）
⑪にいがた湊・歴史散策
⑫上古町・本町界隈今昔物語
⑬日本海展望・日和山海岸と北前船
⑭古町老舗・名店巡り
⑮沼垂町並散策
⑯にいがた古町花柳界巡り
⑰学校町・関谷・旧北国街道をたどる
⑱西海岸公園・歴史と文学の散歩みち

計

新潟市中央区地域課資料より

年度前期コース（表 ）と参加状況（表 ）か

らは、ランチ付きやうんめぇもんを巡る企画は、 ％

を超えているが、町屋、日和山、港など湊町に関する

企画は ～ ％と定員に対する参加率が低く、「みな

とまち新潟」に対する市民の興味の低さが窺われる。

今後、「みなとまち新潟」に興味を抱いてもらう施策が

必要である。例えば、⑦新潟町屋の参加率は ％と低

いが、巡っている場所は、⑤下町お店巡り「うんめぇ

もん」と同じである。⑬日本海展望・日和山海岸と北

前船の日和山には 年 月にオープンしたカフェ

「日和山五合目」では、路地連新潟の野山氏が館長を

務め日和山の魅力を語っている。⑪にいがた湊・歴史

散策には旧小澤家住宅があり、新潟漆器を用いて食事

を提供することができる。すなわち、参加率が低い企

画でも食と掛け合わせることで、参加者を増やすこと

ができ、「みなとまち新潟」を人々に知ってもらう目的

を果たすことができる。

【研究・調査・分析】

新潟市のように「都市のイメージ」が形成されず、地域

住民のアイデンティティが確立されていない地域において

は、アイデンティティの確立が重要な要素になってくる。

歴史的資産を継承したまちづくりにおいて、地域にある歴

史的資産を発掘し、リスト化を行い、その後、歴史的資産

について学術的価値と市民にとっての価値の 軸から価値

付けを行う。価値付けを行った歴史的資産を活用していく

ことで、その価値が市民に伝わり、アイデンティティが確

立されていく。一方で、新潟市のように歴史的資産が継承

されてこなかった地域においては、歴史的資産の活用によ

り、アイデンティティが確立されていくという仮説のもと

に調査を行った。結果、本論では二つの結論に集約した。

一つ目は、歴史的資産の見えない部分を伝えることであ

る。見えない部分を伝える方法に地図がある。すでになく

なってしまった堀や歴史的建造物も、地図の中でその当時

の写真、それが出来た由来、人々の暮らしなどを表現する

ことで、当時の様子を伝えることができる。花街も、まち

の成り立ちや花柳界の話と共に伝えると日本古来の文化に

なる。日頃見慣れた路地の名前の由来や生活の雰囲気がイ

ラストで表現されると特別な風景に見える。このように、

地図は、写真、イラスト、文章などの表現手段を用い、伝

えたいと想う人々のメッセージを伝えるツールになる。伝

えたいと思う対象の魅力を、見えない部分も情報として付

加することで、伝えることができる。そして、地図を見た

人々は、見えていない部分を知り、見えていない部分を感

じることで、歴史的建造物に新たな価値を見出していく。

見えないものを伝える方法の二つ目は、まち歩きである。

それはまち歩きのガイドの語りによって行われる。目の前

にないもの、それはかつてそこにあった建造物やかつてそ

こで過ごした時間など、まち歩きガイドの記憶と共に語ら

れる個人の歴史である。ガイド個人の記憶やかつてそこに

あったモノの写真、建造物の特徴を手書きで表したイラス

トなどで語られることで、目の前の風景が受けての記憶に

鮮明に残る。そして、再びそこを通った時に、ガイドに教

えてもらった様子と共に記憶として蘇る。このようにガイ

ドと街を歩いた人々に記憶として残り、その記憶を第三者

に伝えていくことで、見えなかったものが伝達される。

近代化に伴い、すでに多くの歴史的資産を焼失したまち

においても、地域にある歴史的資産を人々に発掘し、発掘

したものに価値付け、それが地図による伝承やまち歩きを

通じて、過去の記憶とともに伝えられ、その土地固有の歴

史的資産の価値や地域固有の歴史を人々が認識することで、

その土地に暮らす人々のアイデンティティが形成されてい

く。そして、それは、人から人の伝承により行われていた。

【引用・参考文献】
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中山間地域の伝統産業施設を拠点とした多機能化と内発的地域づくり

～埼玉県東秩父村「和紙の里」の事例～

吉田 渉（早稲田大学大学院）

：伝統産業施設、和紙、多機能化、内発的地域づくり

【背景】

日本では近年急速に少子高齢化が進行している。特に中

山間地域においては若者を中心とした都市への人口流出等

によって、高齢者の人口に占める割合が一段と大きくなり、

それが著しくなっている。そういった自治体では、人口減

少による税収の減少等で財政状況は年々厳しさを増してい

る。また、過去に作られた公共施設等の更新や人口減少等

による今後の利用需要の減少を背景に、昨年国からは公共

施設等総合管理計画の策定要請も出され、統廃合を含めた

公共施設等の対策を推進する必要にも迫られはじめている。

そういう中で、中山間地域の自治体が効率的に政策を進め

ていくためには、ある程度の地域機能を集約していくこと

が必要となる。

また、地域の社会経済の環境が大きく変化したことによ

り、中山間地域では比較的強固だった地縁的な関係性も希

薄化し、地域コミュニティが衰退している。したがって、

機能面ばかりでなく、地域の資源や伝統文化を通して、地

域の誇りの醸成や住民間のコミュニケーションを活発化し

ていくことも必要とされる。

【先行研究】

既存の公共施設にいろいろな機能を持たせる多機能複合

施設についての研究は、これまで多くなされている。公立

小中学校と地域公共施設（生涯学習施設）との複合化事例

について（斉藤・金子・上野、 ）、図書館にミュージア

ム機能、文化活動・交流機能等を持たせた事例（樋口 ）、

その他、公民館などその地域にある施設を拠点として一部

の機能を集約する研究等がある。しかし、それらは一部の

機能の集約であり、本稿が対象とする中山間地域の生活面

に関わる多くの機能に関するものではない。

また、その地域に存在する施設を利用し、地域の資源や

伝統文化を活かすことで地域づくりをする内発的地域づく

り（上田・三橋 ）という視点を通しての地域の誇りや

交流の活発化についても考えてみたい。寺田（ ）は、

内発的地域づくりは、地域住民の誰もが参加でき、多くの

住民の参加によって地域住民の共通意識の形成と連帯感の

強化ができるとしている。

【目的】

今回は、 年 月に地元の和紙（細川紙）がユネス

コ無形文化遺産に登録され、中山間地域にも位置する東秩

父村の伝統産業施設（和紙の里）に注目して、以下の２点

について明らかにする。

①さまざまな地域機能を集約した「多機能複合施設」とし

ての役割について

②地域資源や伝統文化を通した誇りの醸成や住民の交流を

活発化する「内発的地域づくりのための施設」としての役

割について

【研究方法】

・文献調査

東秩父村や和紙についての現状および課題をさぐるため、

東秩父村の過疎地域自立促進計画、東秩父村総合振興計画

基本構想、地域計画書等の文献を調べた。

・インタビュー調査

文獻調査をもとに、まず、東秩父村の現状および「和紙

の里」の現状と地域拠点としての可能性についての考えを

聞くために、住民に対してインタビュー調査を実施した。

インタビュー調査は 回のみで、質問項目を固定せず回答

者に自由に答えてもらう非構造化インタビューを行った。

本稿において、インタビュー調査は「和紙の里」支配人を

メインに行うことを考えていたため、住民へのインタビュ

ー調査はそのための予備的調査と位置付けた。

次に、「和紙の里」の現状と地域拠点としての可能性につ

いて把握することを目的に、「和紙の里」支配人へのインタ

ビュー調査を実施した。インタビュー調査は合計 回実施

した。 回目のインタビュー調査は非構造化インタビュー

を行ったが、 回目と 回目は事前にある程度の質問項目

を決めておき回答によってさらに詳細に聞いていく半構造

化インタビューを行った。

【東秩父村について】

東秩父村は、埼玉県西部に位置する埼玉県内唯一の村で、

東京都心からは 圏内にある。山林が ％を占め、

周囲は外秩父山地などの山々に囲まれ、山の中腹や槻川沿

では、日程を決めて募集型でまち歩きを運営している。

まち歩きの案内は、新潟シティガイドに登録しているボ

ランティアガイドが行っている。

表 「えんでこ」まち歩き事業 年度前期コースと参加状況

月 日 コース 定員 申込者数参加者数 参加率
①にいがたと港と“豪商の館”2館巡り 25人 24人 22人
②沼垂小路巡り（沼垂発酵食ランチ付）
③新潟町と新潟医学のルーツを巡る
④古町花柳と西大畑のお屋敷町散歩
⑤下町お店巡り「うんめぇもん」

⑥萬代橋・流作場界隈散策

⑦新潟町屋
⑧西大畑のお屋敷
⑨白山神社・白山公園ミステリー
⑩沼垂小路巡り（沼垂発酵食ランチ付）
⑪にいがた湊・歴史散策
⑫上古町・本町界隈今昔物語
⑬日本海展望・日和山海岸と北前船
⑭古町老舗・名店巡り
⑮沼垂町並散策
⑯にいがた古町花柳界巡り
⑰学校町・関谷・旧北国街道をたどる
⑱西海岸公園・歴史と文学の散歩みち

計

新潟市中央区地域課資料より

年度前期コース（表 ）と参加状況（表 ）か

らは、ランチ付きやうんめぇもんを巡る企画は、 ％

を超えているが、町屋、日和山、港など湊町に関する

企画は ～ ％と定員に対する参加率が低く、「みな

とまち新潟」に対する市民の興味の低さが窺われる。

今後、「みなとまち新潟」に興味を抱いてもらう施策が

必要である。例えば、⑦新潟町屋の参加率は ％と低

いが、巡っている場所は、⑤下町お店巡り「うんめぇ

もん」と同じである。⑬日本海展望・日和山海岸と北

前船の日和山には 年 月にオープンしたカフェ

「日和山五合目」では、路地連新潟の野山氏が館長を

務め日和山の魅力を語っている。⑪にいがた湊・歴史

散策には旧小澤家住宅があり、新潟漆器を用いて食事

を提供することができる。すなわち、参加率が低い企

画でも食と掛け合わせることで、参加者を増やすこと

ができ、「みなとまち新潟」を人々に知ってもらう目的

を果たすことができる。

【研究・調査・分析】

新潟市のように「都市のイメージ」が形成されず、地域

住民のアイデンティティが確立されていない地域において

は、アイデンティティの確立が重要な要素になってくる。

歴史的資産を継承したまちづくりにおいて、地域にある歴

史的資産を発掘し、リスト化を行い、その後、歴史的資産

について学術的価値と市民にとっての価値の 軸から価値

付けを行う。価値付けを行った歴史的資産を活用していく

ことで、その価値が市民に伝わり、アイデンティティが確

立されていく。一方で、新潟市のように歴史的資産が継承

されてこなかった地域においては、歴史的資産の活用によ

り、アイデンティティが確立されていくという仮説のもと

に調査を行った。結果、本論では二つの結論に集約した。

一つ目は、歴史的資産の見えない部分を伝えることであ

る。見えない部分を伝える方法に地図がある。すでになく

なってしまった堀や歴史的建造物も、地図の中でその当時

の写真、それが出来た由来、人々の暮らしなどを表現する

ことで、当時の様子を伝えることができる。花街も、まち

の成り立ちや花柳界の話と共に伝えると日本古来の文化に

なる。日頃見慣れた路地の名前の由来や生活の雰囲気がイ

ラストで表現されると特別な風景に見える。このように、

地図は、写真、イラスト、文章などの表現手段を用い、伝

えたいと想う人々のメッセージを伝えるツールになる。伝

えたいと思う対象の魅力を、見えない部分も情報として付

加することで、伝えることができる。そして、地図を見た

人々は、見えていない部分を知り、見えていない部分を感

じることで、歴史的建造物に新たな価値を見出していく。

見えないものを伝える方法の二つ目は、まち歩きである。

それはまち歩きのガイドの語りによって行われる。目の前

にないもの、それはかつてそこにあった建造物やかつてそ

こで過ごした時間など、まち歩きガイドの記憶と共に語ら

れる個人の歴史である。ガイド個人の記憶やかつてそこに

あったモノの写真、建造物の特徴を手書きで表したイラス

トなどで語られることで、目の前の風景が受けての記憶に

鮮明に残る。そして、再びそこを通った時に、ガイドに教

えてもらった様子と共に記憶として蘇る。このようにガイ

ドと街を歩いた人々に記憶として残り、その記憶を第三者

に伝えていくことで、見えなかったものが伝達される。

近代化に伴い、すでに多くの歴史的資産を焼失したまち

においても、地域にある歴史的資産を人々に発掘し、発掘

したものに価値付け、それが地図による伝承やまち歩きを

通じて、過去の記憶とともに伝えられ、その土地固有の歴

史的資産の価値や地域固有の歴史を人々が認識することで、

その土地に暮らす人々のアイデンティティが形成されてい

く。そして、それは、人から人の伝承により行われていた。

【引用・参考文献】
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いに集落が開けている。人口は県内で最も少なく、人口減

少率、平均年齢ともに県内で最も高い。また、高齢化率が

県内トップのため介護保険料も最も高額である。一方、市

町村税納税率 、衆院選小選挙区投票率はいずれも県内トッ

プで、模範的な数値からもまじめな気質が推し量られる。

平成の大合併においては、近隣市町村と協議し、合併を

模索したが、いずれも合併には至らなかった。そして、

年に都幾川村と玉川村が合併してときがわ町ができたこと

により、埼玉県内唯一の村となったのである。

【和紙と和紙の里】

東秩父村は、隣接する小川町とともに日本有数の和紙の

産地として知られている。特に、国産の楮（こうぞ） だけ

を使用して伝統的な製法で作られる「細川紙」は、その歴

史と伝統が評価され、 年に国から重要無形文化財の指

定を受けた。また、 年 月にはユネスコ無形文化遺

産へ登録された。

東秩父村の和紙の歴史は古く、 年も前から和紙づ

くりが行なわれてきた。和紙づくりに必要な木ときれいな

水にも恵まれ、大消費地である江戸・東京に比較的近いと

いうこともあって、伝統工芸が受け継がれてきた。しかし、

戦後以降、後継者不足、洋傘の普及や洋紙などに押され、

その存続も危ぶまれたが、近年では、手作りで自然素材を

原料とした紙として再評価されている。

こうした中、「伝統産業に新たなる光をあて、手漉き和紙

の技術の伝承・後継者の育成に努め、併せて地域の活性化

を図る」という目的で、「和紙の里」が 年に完成した。

施設は古くから地域に伝わる木造建築技術によってつくら

れた８棟の和風の建物で構成されているおり、施設内では、

紙漉き体験をはじめいろいろな伝統文化に触れることがで

きる。

「和紙の里」は現在、指定管理者である株式会社東秩父

村和紙の里によって運営されている。株式会社東秩父村和

紙の里は、 年に東秩父村と商工会の出資により設立さ

れた第 セクターで、村長が社長を務めている。

【調査結果】

まず、住民 名に対するインタビュー調査の結果は以下

の通りである。

・ 代・男性・みかん農家

東秩父村の現状には楽観的であった。「和紙の里」の地域

拠点としての可能性については、自らみかん狩りを通して

観光客とのつながりができていることもあって、観光の拠

点として期待しているが、内発的地域づくりの拠点として

は期待していないようだった。

・ 代・男性・年金生活者

東秩父村の現状には悲観的であり、収入も低く生活は苦

しいとのことだった。「和紙の里」の地域拠点としての可能

性を尋ねると、直接的な言及はなかったが、医療と森林に

関わる話をしてくれた。昔は病院が隣町にしかなく、それ

も非常に遠く、交通機関もなかったため、子供が病気にか

かって死ぬこともあった。また、近年ますます森林が荒廃

してきているのが気掛かりとのことだった。

・ 代・女性・主婦

東秩父村の現状については、災害もなく、安心して暮ら

せる環境なので、非常に満足しているが、過疎化や高齢化、

空き屋問題は心配とのことだった。「和紙の里」の地域拠点

としての可能性については、イベントやフェスティバルの

際は人が集まり、非常に賑わうので、観光の拠点として多

くの観光客を呼んでほしいとのことだった。また、内発的

地域づくりの拠点としても期待しているようだった。

次に、「和紙の里」支配人へのインタビュー調査の結果は

以下の通りである。

多機能複合施設としての役割については、現在のところ、

観光、体験学習・伝統学習、ＣＳＲ活動、防災の拠点とな

っている。観光の拠点としては、和紙づくり体験やそば・

うどん手打ち体験、施設内での宿泊、アルファロメオ・オ

ーナーの集い等ユニークなイベント、レンタル電動自転車

の貸し出し等を行っており、ハイキングのための起点にも

なっている。体験学習の拠点としては、地元小学生の和紙

づくり体験（植林～原料作り～紙漉き）およびその和紙を

使用した卒業証書の作成が、伝統学習の拠点としては、住

民向けの和紙フラワーづくり・ランタンづくり教室があげ

られる。ＣＳＲ活動の拠点としては、企業のＣＳＲ活動の

一環での森づくり、防災の拠点としては、来館者も参加す

る消火訓練が行われている。

将来的にも、交通、買物、金融の拠点としても考えられ

ている。特に交通では、村とイーグルバスの共同プロジェ

クトにおいて地域交通のハブとして位置づけられており、

近々にも実現するようである。これは観光客の利便性と地

域住民の利便性を兼ね備えたものである。「和紙の里」に近

隣の鉄道駅や村内の観光スポットを結ぶ中継ポイトを作る

ことで近年増加するハイカー等の利便性を高め、また、「和

紙の里」に郵便局やコンビニ等のさまざまな施設を置くこ

とで地域住民の利便性も高めると同時に雇用も生むという
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ものだ。一方、医療の拠点として病院や診療所等の医療機

関を置くことは、医者の不足等もあって、考えられていな

かった。

そして、内発的地域づくりのための施設としての役割に

ついては、住民向け和紙フラワーづくり・ランタンづくり

教室を行い、伝統を学びながら、住民同士が交流できる場

がある。実際に、ユネスコ無形文化遺産への登録の話が具

体化するにつれて住民の来館者も増加しているようだ。ま

た、地元小学生が和紙づくりと卒業証書作成を体験できる

場もあるが、それを超えた地域に対する愛着・誇りを育成

する活動は少ない。

【考察・今後の展開】

「和紙の里」は、多機能複合施設として、現在も多くの

役割を担っており、今後も多くの役割を担っていくものと

考えられる。特に、交通の拠点としては、「和紙の里」を地

域交通のハブとして位置づけている東秩父村とイーグルバ

スの共同プロジェクトの実行が待たれる。一方、医療の拠

点としては、先行き不透明である。 年に村で実施され

た意識調査の生活環境の項目において、満足度が最も低か

った「医療機関の便利さ（ ％）」（不満、やや不満の合

計）は解消されないままである。

内発的地域づくりのための施設としては、一定の役割は

担っているものの、住民のより積極的な参加を促す等の工

夫次第でより重要な役割を担っていくができよう。

本研究は今後、 年 月の細川紙のユネスコ無形文

化遺産への登録が、内発的地域づくりにどのように影響し

ていくのかについて注視していきたい。そのためには、「和

紙の里」利用者の住民に対するアンケートを実施して、そ

の影響を分析することも重要であると考える。
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いに集落が開けている。人口は県内で最も少なく、人口減

少率、平均年齢ともに県内で最も高い。また、高齢化率が

県内トップのため介護保険料も最も高額である。一方、市

町村税納税率 、衆院選小選挙区投票率はいずれも県内トッ

プで、模範的な数値からもまじめな気質が推し量られる。

平成の大合併においては、近隣市町村と協議し、合併を

模索したが、いずれも合併には至らなかった。そして、

年に都幾川村と玉川村が合併してときがわ町ができたこと

により、埼玉県内唯一の村となったのである。

【和紙と和紙の里】

東秩父村は、隣接する小川町とともに日本有数の和紙の

産地として知られている。特に、国産の楮（こうぞ） だけ

を使用して伝統的な製法で作られる「細川紙」は、その歴

史と伝統が評価され、 年に国から重要無形文化財の指

定を受けた。また、 年 月にはユネスコ無形文化遺

産へ登録された。

東秩父村の和紙の歴史は古く、 年も前から和紙づ

くりが行なわれてきた。和紙づくりに必要な木ときれいな

水にも恵まれ、大消費地である江戸・東京に比較的近いと

いうこともあって、伝統工芸が受け継がれてきた。しかし、

戦後以降、後継者不足、洋傘の普及や洋紙などに押され、

その存続も危ぶまれたが、近年では、手作りで自然素材を

原料とした紙として再評価されている。

こうした中、「伝統産業に新たなる光をあて、手漉き和紙

の技術の伝承・後継者の育成に努め、併せて地域の活性化

を図る」という目的で、「和紙の里」が 年に完成した。

施設は古くから地域に伝わる木造建築技術によってつくら

れた８棟の和風の建物で構成されているおり、施設内では、

紙漉き体験をはじめいろいろな伝統文化に触れることがで

きる。

「和紙の里」は現在、指定管理者である株式会社東秩父

村和紙の里によって運営されている。株式会社東秩父村和

紙の里は、 年に東秩父村と商工会の出資により設立さ

れた第 セクターで、村長が社長を務めている。

【調査結果】

まず、住民 名に対するインタビュー調査の結果は以下

の通りである。

・ 代・男性・みかん農家

東秩父村の現状には楽観的であった。「和紙の里」の地域

拠点としての可能性については、自らみかん狩りを通して

観光客とのつながりができていることもあって、観光の拠

点として期待しているが、内発的地域づくりの拠点として

は期待していないようだった。

・ 代・男性・年金生活者

東秩父村の現状には悲観的であり、収入も低く生活は苦

しいとのことだった。「和紙の里」の地域拠点としての可能

性を尋ねると、直接的な言及はなかったが、医療と森林に

関わる話をしてくれた。昔は病院が隣町にしかなく、それ

も非常に遠く、交通機関もなかったため、子供が病気にか

かって死ぬこともあった。また、近年ますます森林が荒廃

してきているのが気掛かりとのことだった。

・ 代・女性・主婦

東秩父村の現状については、災害もなく、安心して暮ら

せる環境なので、非常に満足しているが、過疎化や高齢化、

空き屋問題は心配とのことだった。「和紙の里」の地域拠点

としての可能性については、イベントやフェスティバルの

際は人が集まり、非常に賑わうので、観光の拠点として多

くの観光客を呼んでほしいとのことだった。また、内発的

地域づくりの拠点としても期待しているようだった。

次に、「和紙の里」支配人へのインタビュー調査の結果は

以下の通りである。

多機能複合施設としての役割については、現在のところ、

観光、体験学習・伝統学習、ＣＳＲ活動、防災の拠点とな

っている。観光の拠点としては、和紙づくり体験やそば・

うどん手打ち体験、施設内での宿泊、アルファロメオ・オ

ーナーの集い等ユニークなイベント、レンタル電動自転車

の貸し出し等を行っており、ハイキングのための起点にも

なっている。体験学習の拠点としては、地元小学生の和紙

づくり体験（植林～原料作り～紙漉き）およびその和紙を

使用した卒業証書の作成が、伝統学習の拠点としては、住

民向けの和紙フラワーづくり・ランタンづくり教室があげ

られる。ＣＳＲ活動の拠点としては、企業のＣＳＲ活動の

一環での森づくり、防災の拠点としては、来館者も参加す

る消火訓練が行われている。

将来的にも、交通、買物、金融の拠点としても考えられ

ている。特に交通では、村とイーグルバスの共同プロジェ

クトにおいて地域交通のハブとして位置づけられており、

近々にも実現するようである。これは観光客の利便性と地

域住民の利便性を兼ね備えたものである。「和紙の里」に近

隣の鉄道駅や村内の観光スポットを結ぶ中継ポイトを作る

ことで近年増加するハイカー等の利便性を高め、また、「和

紙の里」に郵便局やコンビニ等のさまざまな施設を置くこ

とで地域住民の利便性も高めると同時に雇用も生むという
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市民参加による文化財の活用方策	 —仙台市の観光ガイドボランティアを通してー	 

伊藤優（宮城大学大学院）	 

Keyword：「歴史文化基本構想」	 文化財保護	 市民参加	 観光ガイドボランティア	 

	 

【研究の背景と目的】 
	 近年の社会環境の変化等により、文化財の継承が困難

になりつつあるという課題意識のもと、文化庁が「歴史

文化基本構想（以下：基本構想）」（文化審議会文化財部

会企画調査会2007）を提唱した。その大きな柱は、指定、

未指定を問わず「文化財を総合的に把握する方策」と、「社

会全体で文化財を継承していくための方策の２つであり、

基本的な方針として、「地域社会に関わるあらゆる主体が

参画し、地域の文化財の保護を担っていくこと」（文化庁

2012）の必要性が示されている。これは、市民による「地

域的公共的課題の解決」（佐藤2013）といった市民参加型

社会の形成理念とも呼応し、今後の文化財保護政策にあ

たり、より一層の市民参加の方向性を示すものといえる。	 

	 仙台市においても1999年から全国に先駆けて「協働に

よるまちづくり」（仙台市2014）に積極的に取り組んでい

ることや、少子高齢化、公的財源不足などによる文化財

をめぐる厳しい現状から、基本構想で示された「市民参

加」「協働」の理念は、同市の今後の文化財保護施策上、

検討すべき施策のひとつと思われる。	 

	 さらに、基本構想のなかでは、文化財に対する理解の

増進のため、エコツーリズム、あるいはエコミュージアム

に関しても、その推進力のひとつとして言及されており、

仙台市内の観光ガイドボランティア団体の活動実態を把

握することは、「市民参加」、「協働」の理念をこれからの

文化財保護政策に生かすための糸口になると思われる。	 

	 以上により、本研究では、市民参加の理念と文化財保

護とのあり方について、仙台市の観光ガイドボランティ

ア団体等の活動の実態を分析し、同市の文化財保護との

関係性の研究事例の端緒となるべく、考察を進める。	 

【研究方法・研究内容】	 

	 仙台市内における市民活動団体のうち「仙台市観光ボラ

ンティアガイドネットワーク」（以下：ネットワーク）に所

属する17団体を対象として、活動内容を分析し、文化財保

護行政との関係性を明らかにするとともに、今後の課題と

可能性とを考察する。主な研究方法は聞き取り調査と成果

資料等の分析、行政資	 料等の閲覧による。なお、本研究

においては「文化財」は広義に捉え、指定措置されたもの

に限らずに用いることとする⑴。	 

【ネットワークの概要】	 

（表１	 仙台市観光ガイドボランティアネットワーク団体名）	 

	 ＊設立経緯ごとに作表	 

仙台市教育委員会が養成	 

①陸奥国分寺薬師堂ガイドボランティア会	 

②宮町・東照宮歴史と文化財ガイドボランティア	 

③NPO法人仙台城ガイドボランティア会	 

④北山ガイドボランティア	 

⑤国宝大崎八幡宮観光ボランティアガイド「仙台回廊」	 

市民センター・区役所等が養成	 

⑥泉区歴史民俗ガイドボランティア「七北田探検団」	 

⑦東口ガイドボランティア「宮城野さんぽみち」	 

市・主催事業参加者による設立	 

⑧岩切歴史探訪の会	 

⑨仙台彫刻鑑賞会「ぺろんこ」	 

ミュージアム施設が養成	 

⑩仙台市博物館ボランティア三の丸会	 

⑪地底の森ミュージアムボランティア会	 

⑫仙台市縄文の森広場ボランティア会	 

市民による自主的な設立	 

⑬NPO法人シニアネット仙台観光ボランティア	 

	 	 	 ガイド「グループ・よっこより」	 

⑭「ふるさと」の歴史を学ぶ会	 

⑮仙台市歴史と文化財ガイドボランティア友の会	 

⑯瑞鳳殿ガイドの会	 

⑰仙台ボランティア英語通訳ガイドグループGOZAIN	 

	 	 

（図１	 各団体の主な活動地区）番号なしは市域全体で活動する	 
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	 ネットワークは2008年の「仙台・宮城デスティネーショ

ンキャンペーン」の際に仙台市により17団体で組織された。	 

17団体の選定基準は、従来の観光スポットである、大崎八

幡宮、仙台城跡、瑞鳳殿の観光ガイドを基本とし、旧城下

町を広く対応できる団体を選んだことが窺える。また、ほ

とんどが歴史系の団体であるが、美術作品のガイド⑨や外

国人向けの通訳ボランティア⑰も取り込み、多様な要請に

対応可能な組織となっている。観光利用者は、各団体に直

接連絡を取り、ガイドを受けるシステムである。	 

	 仙台市ではこのような観光ガイドを紹介する他、ループ

ルバス（市内循環観光バス）や、近隣の松島への観光プラ

ンなども多数提案されているが⑵、ネットワークの位置付

けは、そのパンフレット⑶から明らかである。つまり、「自

分たちが暮らしている地域の観光資源や、自然、歴史など

を案内」すること、「様々なバックグラウンドをもったガイ

ドが、自ら地域の魅力を修得し」その魅力を伝えることが

できる、という、エコツアーとしての性格を打ち出してい

る。これは、後述するように、各団体の日頃の活動から裏

打されており、仙台市は、地域資源を市民目線で伝えるこ

とも重視していると考えられる。	 

【団体設立の経緯】	 

仙台市の養成事業	 （表１）のうち、①〜⑦は仙台市が養

成した団体である。このうち、②〜⑤は、同市教育委員会

の「歴史と文化財ガイドボランティア養成講座」による団

体である。①、⑦は市民センター、区役所がそれぞれ養成

している。これらを示したのが（表 2）である。対象地は

史跡や歴史的景観が色濃くみられる地域であるが、養成事

業から団体の組織化に至らなかった事例も少なくない。対

象地区に、誘客的要素を持つ文化財が、他と比べて相対的

に少ないことが要因のひとつとして挙げられよう。とはい

え、当該年度に養成したガイドボランティアが、翌年度の

教育委員会主催の普及啓発事業のガイドを担うという循環

的な事業も実施されてきた。仙台市観光ガイドボランティ

アネットワークに所属する団体のうち、最も人材を輩出し

てきた事業といえる。	 

市・主催事業参加者による設立	 （表１）の⑧、⑨は市の

主催事業参加者が自主的に有志を募り設立した団体である。	 

ミュージアム等の養成事業	 （表１）の⑩〜⑬は各ミュー

ジアム等で養成された団体であり、主に展示会場の解説や

ミュージアム主催事業への協力を担っている。	 

市民による自主的な設立	 （表１）の⑭〜⑰は市民により

自主的に組織された団体である。	 

	 

	 （表2	 仙台市におけるガイドボランティア団体の養成）	 

	 ＊「養成団体」は表１の団体番号と対応する	 	 

	 開催年	 養成事業・対象地区	 養成団体	 

1996年	 泉	 区	 	 七北田地区等	 ⑥	 

1996年	 若林区	 	 新寺地区	 
①	 

1997年	 若林区	 	 史跡陸奥国分寺跡	 

1998年	 青葉区	 	 北山・新坂町地区	 ④	 

1999年	 青葉区	 	 宮町・東照宮地区	 ②	 

2000年	 若林区	 	 荒町地区	 −	 

2001年	 青葉区	 	 片平・霊屋下・向山	 −	 

2002年	 青葉区	 	 一番町・支倉町地区	 −	 

2003年	 宮城野区	 榴ケ岡・原町地区	 ⑦	 

2004年	 青葉区	 	 史跡仙台城跡	 ③	 

2005年	 青葉区	 	 大崎八幡宮・史跡仙台城

跡	 

⑤	 

2006年	 青葉区	 	 史跡仙台城跡	 ⑧	 

2007年	 若林区	 	 史跡陸奥国分寺跡	 ①と同じ	 

	 

【団代の活動（1）-北山ガイドボランティアの事例-】	 	 

	 ここで、活動事例として（表１）④の北山ガイドボラン

ティアの活動を紹介する。北山とは仙台藩祖、伊達政宗が、

五つの寺を城下の北に配した地区であり、伊達家ゆかりの

古刹による落ち着いた佇まいの町並みが特徴的である。

2014年度のガイド実績としては、年間24件、のべ1066名

をガイドしている（表３）。拠点にしている北山市民センタ

ーからの依頼のほか、市内外の公共施設、学校、各種サー

クルや北山五山での法要法話のほか、JR北仙台駅から「駅

長オススメのちいさな旅」に係るガイドも行っている。ま

た、特筆すべきは、北山地区の墓碑を丹念に調査し、『仙台

藩の埋もれた遺臣たち』（北山ガイドボランティア 2014）

を刊行したことで、これまで表立って史上に現れなかった

仙台藩の家臣の系譜、功績を顕彰したことは、地元に根ざ

した団体ならでは実績といえるだろう。	 

（表３	 北山ガイドボランティア会	 2014年度実績）	 

	 依頼元	 	 依頼元	 

１	 JR北仙台駅	 13	 北山市民センター	 

２	 福島市文化財ボランティア	 14	 北山シミセンター	 

３	 北山シルバースクール	 15	 北山市民センター	 

４	 松山訪ね歩きの会	 16	 御施餓鬼供養・法話	 

５	 国見地区老人クラブ	 17	 沖野耕友会	 

６	 福沢市民センター	 18	 荒巻小学校5年生	 

７	 黒沢尻北地区交流センタ

ー	 

19	 東北大ＯＢ会落研	 

８	 JR北仙台駅	 20	 豊齢学園２年生	 

９	 JR北仙台駅	 21	 加茂市民センター	 

10	 通町小学校5年生	 22	 仙台観光コンベンション協会	 

11	 南中山市民センター	 23	 NPO法人ジョイナス	 

12	 仙台城ガイドボランティア	 24	 仙台観光コンベンション協会	 
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【団体の活動（2）-七北田探検団の事例−】	 

	 1996年から始まった泉市民センターの「歴史民俗ボランテ

ィア講座」の参加者を母体した同団体は、旧泉歴史民俗資料

館のガイドを初発の事業として、その後、旧七北田村に係る

歴史や文化財調査と進展し、その後は活動範囲を徐々に広げ

ながら、最終的には泉区（旧泉市）全域にわたる調査事業に

着手している。その間、各地域の市民センター主催講座での

歴史ガイドや拠点とする泉区市民センター事業に積極的に

参加している。これまでの調査事業のひとまずの区切りとし

て、『はっけん	 七北田』（仙台市 2003）を刊行している。古

代から近現代までの通史的な記述とし、そこに七北田地域の

文化財の写真、図版をあてはめることで、七北田地区の文化

財ガイドブックといえるだろう。	 

（図２	 「昭和15年頃の七北田・市名坂略図」）	 

『はっけん	 七北田』から	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【団体の活動（3）−岩切歴史探訪の会の事例−】	 

	 岩切は宮城野区の北端に位置する。古代の古墳をはじめ、

国の史跡である中世の岩切城跡を擁し、多くの板碑群が建

立されている東光寺城跡や、近世期には足軽集落と家臣団

が配置された地として知られている。同会は2004年の岩切

市民センターの歴史講座をきっかけに組織された。最初に

取り組んだ事業は「岩切歴史探検マップ」の製作で、37の

文化財が詳細に記された。また、区の助成金も利用して「岩

切の歴史散策マップ」も完成させている。さらに、松尾芭

蕉が訪れたとされる「十府の池跡」など、域内34箇所に、

「岩切地区・名所旧跡」に係る説明板を地元企業等の寄付

や広告料収入により2008年に設置した。これほか、地域に

自生するカラムシ（苧麻）の本格的な栽培を始め、木綿が

多用される以前の植物繊維であるカラムシによる織物にも

挑戦している。また、近年は地域で継承されてきた古文書

解読も行われている。	 

	 

（図３	 「岩切探検マップ	 1」抜粋）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3【団体の活動（4）−瑞鳳殿ガイドの会の事例−】	 

	 （公財）瑞鳳殿は、伊達政宗以降３代の藩主の霊屋、霊

廟を中心とし、ガイダンス施設として資料館が設けられて

いる。1945年の仙台空襲によって霊屋は焼失したが、それ

以前は国宝に指定されていた。この瑞鳳殿、史跡仙台城趾、

国宝大崎八幡宮は「伊達３名所」と呼ばれ、市民に親しま

れ、仙台では中心的な観光地である。瑞鳳殿ガイドの会は、

他のミュージアム施設のようにミュージアムが養成した団

体ではなく、あくまでも自主的に設立されたガイド団体で

ある。2014年度のガイド実績は（表４）の通りで、のべ３

万人近くの利用者に対応している。前述のとおり、瑞鳳殿

が養成した団体ではないために、他のミュージアム施設の

ようにガイドの内容については、事前に施設側と擦り合わ

せが行われているわけではないし、会としても統一マニュ

アルを作成しているわけでもない。むしろ、ガイド個人の

知識と技術に一任されている。そのため、ガイドごとに資

料ファイルの作成に努めている。	 

（写真１	 瑞鳳殿ガイドの会	 資料ファイルの一例）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 ネットワークは2008年の「仙台・宮城デスティネーショ

ンキャンペーン」の際に仙台市により17団体で組織された。	 

17団体の選定基準は、従来の観光スポットである、大崎八

幡宮、仙台城跡、瑞鳳殿の観光ガイドを基本とし、旧城下

町を広く対応できる団体を選んだことが窺える。また、ほ

とんどが歴史系の団体であるが、美術作品のガイド⑨や外

国人向けの通訳ボランティア⑰も取り込み、多様な要請に

対応可能な組織となっている。観光利用者は、各団体に直

接連絡を取り、ガイドを受けるシステムである。	 

	 仙台市ではこのような観光ガイドを紹介する他、ループ

ルバス（市内循環観光バス）や、近隣の松島への観光プラ

ンなども多数提案されているが⑵、ネットワークの位置付

けは、そのパンフレット⑶から明らかである。つまり、「自

分たちが暮らしている地域の観光資源や、自然、歴史など

を案内」すること、「様々なバックグラウンドをもったガイ

ドが、自ら地域の魅力を修得し」その魅力を伝えることが

できる、という、エコツアーとしての性格を打ち出してい

る。これは、後述するように、各団体の日頃の活動から裏

打されており、仙台市は、地域資源を市民目線で伝えるこ

とも重視していると考えられる。	 

【団体設立の経緯】	 

仙台市の養成事業	 （表１）のうち、①〜⑦は仙台市が養

成した団体である。このうち、②〜⑤は、同市教育委員会

の「歴史と文化財ガイドボランティア養成講座」による団

体である。①、⑦は市民センター、区役所がそれぞれ養成

している。これらを示したのが（表 2）である。対象地は

史跡や歴史的景観が色濃くみられる地域であるが、養成事

業から団体の組織化に至らなかった事例も少なくない。対

象地区に、誘客的要素を持つ文化財が、他と比べて相対的

に少ないことが要因のひとつとして挙げられよう。とはい

え、当該年度に養成したガイドボランティアが、翌年度の

教育委員会主催の普及啓発事業のガイドを担うという循環

的な事業も実施されてきた。仙台市観光ガイドボランティ

アネットワークに所属する団体のうち、最も人材を輩出し

てきた事業といえる。	 

市・主催事業参加者による設立	 （表１）の⑧、⑨は市の

主催事業参加者が自主的に有志を募り設立した団体である。	 

ミュージアム等の養成事業	 （表１）の⑩〜⑬は各ミュー

ジアム等で養成された団体であり、主に展示会場の解説や

ミュージアム主催事業への協力を担っている。	 

市民による自主的な設立	 （表１）の⑭〜⑰は市民により

自主的に組織された団体である。	 

	 

	 （表2	 仙台市におけるガイドボランティア団体の養成）	 

	 ＊「養成団体」は表１の団体番号と対応する	 	 

	 開催年	 養成事業・対象地区	 養成団体	 

1996年	 泉	 区	 	 七北田地区等	 ⑥	 

1996年	 若林区	 	 新寺地区	 
①	 

1997年	 若林区	 	 史跡陸奥国分寺跡	 

1998年	 青葉区	 	 北山・新坂町地区	 ④	 

1999年	 青葉区	 	 宮町・東照宮地区	 ②	 

2000年	 若林区	 	 荒町地区	 −	 

2001年	 青葉区	 	 片平・霊屋下・向山	 −	 

2002年	 青葉区	 	 一番町・支倉町地区	 −	 

2003年	 宮城野区	 榴ケ岡・原町地区	 ⑦	 

2004年	 青葉区	 	 史跡仙台城跡	 ③	 

2005年	 青葉区	 	 大崎八幡宮・史跡仙台城

跡	 

⑤	 

2006年	 青葉区	 	 史跡仙台城跡	 ⑧	 

2007年	 若林区	 	 史跡陸奥国分寺跡	 ①と同じ	 

	 

【団代の活動（1）-北山ガイドボランティアの事例-】	 	 

	 ここで、活動事例として（表１）④の北山ガイドボラン

ティアの活動を紹介する。北山とは仙台藩祖、伊達政宗が、

五つの寺を城下の北に配した地区であり、伊達家ゆかりの

古刹による落ち着いた佇まいの町並みが特徴的である。

2014年度のガイド実績としては、年間24件、のべ1066名

をガイドしている（表３）。拠点にしている北山市民センタ

ーからの依頼のほか、市内外の公共施設、学校、各種サー

クルや北山五山での法要法話のほか、JR北仙台駅から「駅

長オススメのちいさな旅」に係るガイドも行っている。ま

た、特筆すべきは、北山地区の墓碑を丹念に調査し、『仙台

藩の埋もれた遺臣たち』（北山ガイドボランティア 2014）

を刊行したことで、これまで表立って史上に現れなかった

仙台藩の家臣の系譜、功績を顕彰したことは、地元に根ざ

した団体ならでは実績といえるだろう。	 

（表３	 北山ガイドボランティア会	 2014年度実績）	 

	 依頼元	 	 依頼元	 

１	 JR北仙台駅	 13	 北山市民センター	 

２	 福島市文化財ボランティア	 14	 北山シミセンター	 

３	 北山シルバースクール	 15	 北山市民センター	 

４	 松山訪ね歩きの会	 16	 御施餓鬼供養・法話	 

５	 国見地区老人クラブ	 17	 沖野耕友会	 

６	 福沢市民センター	 18	 荒巻小学校5年生	 

７	 黒沢尻北地区交流センタ

ー	 

19	 東北大ＯＢ会落研	 

８	 JR北仙台駅	 20	 豊齢学園２年生	 

９	 JR北仙台駅	 21	 加茂市民センター	 

10	 通町小学校5年生	 22	 仙台観光コンベンション協会	 

11	 南中山市民センター	 23	 NPO法人ジョイナス	 

12	 仙台城ガイドボランティア	 24	 仙台観光コンベンション協会	 

	 

53



【考察】	 

ガイドボランティアの意義	 冒頭で述べた通り、これから

の文化財施策として「地域社会に関わるあらゆる主体が参

画し、地域の文化財の保護を担っていくこと」が「歴史文

化基本構想」で示されている。本研究がガイドボランティ

アに特に焦点を当てたのは、その「あらゆる主体」として、

「仙台市観光ガイドボランティアネットワーク」が相当し、

しかも、事例で一部紹介したとおり、地域の緻密な文化財

情報を豊富に把握していると考えられるからである。ほぼ

すべての団体が、定期的な勉強会や講座の開催、現地調査

により、地域に密着した歴史・文化財情報を有している。

また、どの団体（あるいは会員）も、さらなる文化財の掘

り起こしを行っている。例えば、北山ガイドボランティア

会は北山五山だけが活動範囲ではなく、周辺地域まで視野

に入れた調査・ガイドが行われている。歴史や文化財の他

地域との繋がりを研究するために、複数の団体に重複して

所属している会員が非常に多いことも頷ける。また、事例

のとおり、ガイドは外部からの観光客向けだけに行われて

いるものではない。市民向けの講座やガイド、学校教育と

の連携も積極的に行われ、各団体の活動の幅の広さを物語

っている。岩切歴史探訪の会では、作成した文化財マップ

を、岩切小学校、岩切中学校の全児童、生徒に無償で配布

され、保護者の目にも届くような工夫がなされている。ガ

イドという手法によって、文化財の価値や意味が広く周知

されているということが指摘できる。	 

市民参加とガイドボランティア	 本研究における「市民参

加」の視角は、行政の関与度及び市民の関与度により、「行

政主導型の市民参加」、「協働」、「自治」の3類型とした（佐

藤2013、高橋2013）。現時点では、どの観光ボランティア

団体からも、ネットワークでもたれる会議自体が、行政か

らの観光キャンペーン取組みや、助成金の申請方法等のみ

の情報伝達機関であり、双方向の情報交流にはなっていな

いという意見が圧倒的に多い。また、文化財保護部署から

も、主催事業への協力依頼が最も多く、この視点によると、	 	 	 	 	 	 

仙台市においては、より一層、協働への取組みが必要と思

われる（図４）。	 

【結論・今後の展開】	 

	 文化財保護という営為には、多様な主体が関係している。	 

地域における文化財の再確認、新たなる掘り起こし、また、

地域社会での共有化に尽力してきたという観点から、観光

ガイドボランティア団体は、特に重要な役割を果たしてき

たといえる。	 

	 仙台市教育委員会・仙台市文化財保護審議会は2009年に

「文化財の指定・登録方針」を改めて検討し、これからは、

地域社会等との連携により、文化財情報の集約等に努める

旨の内容を決議している⑷。地域社会が指す内容は多義で

はあるが、地域で活動するガイドボランティア団体も当然

含まれ、協働により、膨大で質の高い地域の文化財情報を

共有しあうことが、これから、より一層求められるだろう。	 

	 今後は、文化財保護という営みに連なる主体がどのよう

な役割をこれまで果たしてきたのかを、政策的な視点及び、

市民レベルの視点で分析し、「歴史文化基本構想」や「文化

資源マネジメント」⑸等の取組みを視野に入れながら、文

化財保護における「協働」の意義についてより認識を深め

ていきたい。	 
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・安福恵美子（2014）「地域資源と『観光ボランティア』の関係性	 

	 に関する一考察」『愛知大学綜合郷土研究所紀要59』	 
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自	 治	 市民立法、コミュニティ組織への権限委

協	 働	 市民会議、NPOと行政とによる協働事業	 

行政主導型の市民参加	 	 

アンケート	 審議会への市民公募	 

・パブリックコメント 

（図４市民参加のエレベータ・モデル	 佐藤（2013）から発表者作図）	 
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直島つり公園を事例とした海釣り公園における地域活性の可能性

○鈴木一寛（ナチュラリスト）・友成真一（早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科教授）

：直島、直島つり公園、地域活性

【研究の背景】  
観光地域づくりや地域興しを扱う文献や研究において香

川県の直島を事例紹介するものは多い。観光庁では、熱意

と創意工夫による魅力的な観光地域づくりを紹介した事例

集を 年から 年の間に 版発刊している。うち

版に直島の取り組みを紹介している。

直島は瀬戸内海国立公園区域内に位置する群島の一つで

あり、面積は ㎡で人口は約 人である。行政上

は香川県香川郡直島町に含まれる。大正時代より銅製錬と

養殖を中心とした水産業が基軸産業であった。現在は、水

産業は衰退するが、島の北部には三菱マテリアル直島製錬

所がある。 年に社会問題化していた豊島の産業廃棄物

を受け入れるための中間処理施設を同施設内に設置をした。

年国からエコタウン事業の承認を受け、環境配慮をＰ

Ｒした地域づくりが進めている。

一方、 年ベネッセコーポレーションによるホテルと

美術館を一体とした「ベネッセハウス」、続いて 年に

「地中美術館」が直島にオープンしたことをきっかけに島

全体が現代アートの発信基地として世界中は注目を浴びる

こととなった。島全体が芸術に関心のある海外や国内の旅

行者の受入に沿って変容している。米国の旅行紙

｢ ｣ 年 月号 では、世界で行くべき つの場

所の一つとして直島を紹介している。

直島町来訪者数は 年 人であったのが、

年は 人と増加している。うちアート文化見学客は

人であり、産業施設見学客は 人であった。

外国人宿泊者数では 年 人が 年 人とな

っている。直近の統計は不明だが、直島観光協会では訪問

者の約 割が外国人と推計している。今後も古い家屋を活

用した「家プロジェクト」や「瀬戸内国際芸術際」など官

民一体となったイベントにより芸術を目当てにした来訪者

の誘致を見込んでいる。

本研究では、環境と芸術を題材に観光地域づくりや地域

興しの先進的地域と紹介されている直島で、環境や芸術を

目当てにした来訪者には馴染みが薄い直島町営の「直島つ

り公園」について着目をし、地域活性について提案を示す。

【研究方法】

直島つり公園を管理する直島町役場の担当者からの資料

提供及びヒアリングや、施設の従業員からのヒアリング、

観光地域づくりや地域興しで直島を紹介している文献や先

行研究などを整理し、加えて直島町発行の「第 次直島町

総合計画」 などから直島の未来像を考察した上で、

直島つり公園の今後の役割と地域活性の可能性について論

じる。

（単位：人）

H2年(1990) H7年(1995) H12年(2000) H17年(2005) H20年(2008) H21年(2009) H22年(2010) H23年(2011)

直島町人口

来訪者入込合計

　・ｽﾎﾟｰﾂ､ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ客

　・産業施設見学客 － － －

　・ｱｰﾄ文化客 －

　　　　ﾍﾞﾈｯｾﾊｳｽ －

　　　　地中美術館 － － －

　　　　家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ － － － －

　　　　直島銭湯 － － － － －

　　　　李禹煥美術館 － － － － － －

＊人口統計は住民基本台帳(4/1時点）ベース
（出典：「地域いきいき観光まちづくり2011」）

図表1. 数字でみる「直島町来訪者入込客数動向」

 

【考察】	 

ガイドボランティアの意義	 冒頭で述べた通り、これから

の文化財施策として「地域社会に関わるあらゆる主体が参

画し、地域の文化財の保護を担っていくこと」が「歴史文

化基本構想」で示されている。本研究がガイドボランティ

アに特に焦点を当てたのは、その「あらゆる主体」として、

「仙台市観光ガイドボランティアネットワーク」が相当し、

しかも、事例で一部紹介したとおり、地域の緻密な文化財

情報を豊富に把握していると考えられるからである。ほぼ

すべての団体が、定期的な勉強会や講座の開催、現地調査

により、地域に密着した歴史・文化財情報を有している。

また、どの団体（あるいは会員）も、さらなる文化財の掘

り起こしを行っている。例えば、北山ガイドボランティア

会は北山五山だけが活動範囲ではなく、周辺地域まで視野

に入れた調査・ガイドが行われている。歴史や文化財の他

地域との繋がりを研究するために、複数の団体に重複して

所属している会員が非常に多いことも頷ける。また、事例

のとおり、ガイドは外部からの観光客向けだけに行われて

いるものではない。市民向けの講座やガイド、学校教育と

の連携も積極的に行われ、各団体の活動の幅の広さを物語

っている。岩切歴史探訪の会では、作成した文化財マップ

を、岩切小学校、岩切中学校の全児童、生徒に無償で配布

され、保護者の目にも届くような工夫がなされている。ガ

イドという手法によって、文化財の価値や意味が広く周知

されているということが指摘できる。	 

市民参加とガイドボランティア	 本研究における「市民参

加」の視角は、行政の関与度及び市民の関与度により、「行

政主導型の市民参加」、「協働」、「自治」の3類型とした（佐

藤2013、高橋2013）。現時点では、どの観光ボランティア

団体からも、ネットワークでもたれる会議自体が、行政か

らの観光キャンペーン取組みや、助成金の申請方法等のみ

の情報伝達機関であり、双方向の情報交流にはなっていな

いという意見が圧倒的に多い。また、文化財保護部署から

も、主催事業への協力依頼が最も多く、この視点によると、	 	 	 	 	 	 

仙台市においては、より一層、協働への取組みが必要と思

われる（図４）。	 

【結論・今後の展開】	 

	 文化財保護という営為には、多様な主体が関係している。	 

地域における文化財の再確認、新たなる掘り起こし、また、

地域社会での共有化に尽力してきたという観点から、観光

ガイドボランティア団体は、特に重要な役割を果たしてき

たといえる。	 

	 仙台市教育委員会・仙台市文化財保護審議会は2009年に

「文化財の指定・登録方針」を改めて検討し、これからは、

地域社会等との連携により、文化財情報の集約等に努める

旨の内容を決議している⑷。地域社会が指す内容は多義で

はあるが、地域で活動するガイドボランティア団体も当然

含まれ、協働により、膨大で質の高い地域の文化財情報を

共有しあうことが、これから、より一層求められるだろう。	 

	 今後は、文化財保護という営みに連なる主体がどのよう

な役割をこれまで果たしてきたのかを、政策的な視点及び、

市民レベルの視点で分析し、「歴史文化基本構想」や「文化

資源マネジメント」⑸等の取組みを視野に入れながら、文

化財保護における「協働」の意義についてより認識を深め

ていきたい。	 

	 

引用文献	 

・北山ガイドボランティア会（2014）『仙台藩の埋もれた遺臣たち』	 

・佐藤徹（2013）「市民参加の基礎概念」『新設	 市民参加』公人社	 

・仙台市泉市民センター（2003）『はっけん	 七北田』	 

・仙台市（2014）『平成26年度第4回仙台市市民公益活動促進委	 	 

	 員会』配布資料	 

・文化審議会文化財分科会企画調査会（2007）『文化審議会文化	 	 

	 財分科会企画調査会	 報告書』	 

・文化庁文化財部（2012）『「歴史文化基本構想」策定技術指針』	 

注記	 	 

⑴文化財保護法においては、文化財」とは本来、指定の有無に関	 	 

	 わらず、文化的所産を示すものを指すため。	 

⑵仙台市HPなど http://www.city.sendai.jp/kanko/ 
⑶仙台市（2015）『観光ボランティアガイドネットワーク』パンフ	 

	 レット	 

⑷仙台市教育委員会（2009）『平成21年度第1回文化財保護審議	 	 

	 会』配布資料	 

⑸西山徳明2012「文化資源からはじまる歴史文化まちづくり」『季

刊まちづくり35』参照	 

参考文献	 

・総合観光学会編（2010）『観光まちづくりと地域資源活用』同文	 

	 館出版	 

・法政大学多摩シンポジウム実行委員会編（2012）『文化遺産の保	 

	 存活用とNPO』岩田書院	 

・安福恵美子（2014）「地域資源と『観光ボランティア』の関係性	 

	 に関する一考察」『愛知大学綜合郷土研究所紀要59』	 
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協	 働	 市民会議、NPOと行政とによる協働事業	 

行政主導型の市民参加	 	 

アンケート	 審議会への市民公募	 

・パブリックコメント 

（図４市民参加のエレベータ・モデル	 佐藤（2013）から発表者作図）	 
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【直島つり公園の現状】

直島つり公園は 年 月に設置。 ｍの固定型釣り桟

橋の他に浮桟橋 基、釣り筏 基、磯釣り施設、釣り堀が

設置されている。基本釣料は大人 日 円、半日

円である。他の海釣り公園と同様に釣り桟橋や磯釣り施設、

釣堀は釣りの初心者、家族連れなどが安心して楽しめる。

道具のレンタル（有料）があるので手ぶらの観光客でも楽

しむことができる。釣堀では時価でタイを釣って持ち帰る

ことができるため、容易くお土産が確保できる。

一方、沖に設置された筏は、専門的な釣りの技術を要す

るため常連客の利用が多い。来場者総数のうち大半は筏利

用の常連客である。 年度の入場者は見学者を除き

人である。過去 年間でみると、 年度が

人で最多であった。 年度以降は減少傾向である。公営

の公園施設には珍しく深夜利用が可能である。島全体が優

良な釣り場であるため島内の来場者は少ない。 割は島外

からの来場者であり、週末の筏の深夜利用が人気である。

筏利用の専門的な常連客が多い一方で、他の地域の海釣

り公園のように手ぶらの観光客が少ない。

環境や芸術を目当てにした来訪者とは明確に住み分けが

なされている。

（出典：直島町資料）

【課題の整理】

直島への来訪者が増加している一方で、直島町の人口は

年に約 人であったのが 年で約 人と

なり、年々減少傾向である。他の地方同様に少子高齢化、

若者の地元での就業離れ、第一次産業の衰退などが構造的

な社会問題となっている。

古川（ ）は、直島における地域活性化の問題点の一

つとして、住民の危機意識の欠如をあげている。直島にお

ける地域活性化は、主として、産官主導で行われてきてい

る。大企業が倒産する経済情勢や逼迫する地域財政などの

社会の現状を鑑みると、産官に依存したスキームでは直島

においても持続的な発展は期待できないと指摘している。

直島町総合計画では定住人口の確保を重要課題としてい

る。同計画（基本計画第 章にぎわい島プラン第 節若者

定住）には基本目標として「地域活性化の主たる担い手と

なる若者の定住化を促進するため、町内に若者の雇用の場

を確保します。」と明記している。

【今後の可能性】

地方の地域活性化の最たる方法には企業誘致があげられ

るが、一方で、工場設置による自然環境への負担が指摘さ

れることが多い。

自然環境を保全し、景観美の維持や自然体験プログラム

の運営により来場者を誘致すると同時に雇用を確保すると

いう方法が理想である。直島では水産業従事者は減少して

いるものの 人以上は居住しており、水産業を存続させ

ている。農業の分野では農業体験や農作物を素材にした農

家レストランを活用した 次産業化の取り組みが盛んであ

る。水産業の分野においても、釣り場を活用した 次産業

化の取り組みが各地で始まっている。安全面などを考慮す

ると既存の海釣り公園の有効活用が望ましい。

筆者による調査 では、全国の海釣り公園に

おいて釣りを活用して地域の水産業振興や職業教育を施し

ている施設は多い。

また、観光客を対象とした釣り教室を定期的に開催し、

漁業の元従事者や現役従事者が釣りや釣った魚の調理法な

どの講師をしている海釣り公園があり、地域活性に寄与し

ている。

直島つり公園の入場者は常連客が多いので、他の海釣り

公園に比べて、職業教育や釣り教室のニーズが少なく、開

催実績がほとんどないという。

直島での水産業の立て直しや定住人口の確保の改善策の

一案として直島つり公園の戦略的な運営が考えられる。他

の海釣り公園と同様に釣り具メーカーや島外の観光関係者

や教育関係者との連携や情報発信の構築が前提になる。

地域の受入体制側としては、釣った魚を料理できる飲食

店や宿泊施設、バーベキュー施設などを直島つり公園で斡

旋できるシステムを構築することが考えられる。

また、海釣り公園では自然で遊ぶための最低限度のマナ

ーについて啓発することが可能である。釣りの初心者に対

し、入場前の簡単なレクチャーにより、ゴミの投棄や乱獲

など禁止行為やマナーについて教示することが可能である。

釣りという行為が少なからず自然への負荷がある一方で同
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時に自然から学ぶことも多く、結果として自然環境への尊

厳が育まれることを期待できる。

直島町総合計画（基本計画第 章にぎわい島プラン第

節観光）の基本目標には「（直島）つり公園・つつじ荘を中

心とした既存施設の整備を進めるとともに、受け入れ体

制・サービス機能の充実を図ります。」と明記し、交流・滞

在型の余暇活動拠点の形成をめざすとしている。直島つり

公園の活用については、 次産業化に向けた幅広いネット

ワーク構築のために、主体的な情報発信やイベント企画が

できるプラットフォームとしての機能充実化が考えられる。

環境教育や職業教育などの教育目的や地域雇用など多面的

観点からのアプローチが提案できる。

来場者に対しては、直島には景観美と生態系に富んだ自

然環境があることを知ってもらい、同時に楽しんでもらう

ために観光資源の再発見や接遇技術の向上といった体制づ

くりを島一丸となって取り組むことが望ましい。

【謝辞】

本研究のためにヒアリング及び貴重な資料の提供にご協

力を頂いた直島町役場建設経済課の松野吉高様、直島つり

公園のスタッフの皆様には暑く御礼を申し上げます。
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【直島つり公園の現状】

直島つり公園は 年 月に設置。 ｍの固定型釣り桟

橋の他に浮桟橋 基、釣り筏 基、磯釣り施設、釣り堀が

設置されている。基本釣料は大人 日 円、半日

円である。他の海釣り公園と同様に釣り桟橋や磯釣り施設、

釣堀は釣りの初心者、家族連れなどが安心して楽しめる。

道具のレンタル（有料）があるので手ぶらの観光客でも楽

しむことができる。釣堀では時価でタイを釣って持ち帰る

ことができるため、容易くお土産が確保できる。

一方、沖に設置された筏は、専門的な釣りの技術を要す

るため常連客の利用が多い。来場者総数のうち大半は筏利

用の常連客である。 年度の入場者は見学者を除き

人である。過去 年間でみると、 年度が

人で最多であった。 年度以降は減少傾向である。公営

の公園施設には珍しく深夜利用が可能である。島全体が優

良な釣り場であるため島内の来場者は少ない。 割は島外

からの来場者であり、週末の筏の深夜利用が人気である。

筏利用の専門的な常連客が多い一方で、他の地域の海釣

り公園のように手ぶらの観光客が少ない。

環境や芸術を目当てにした来訪者とは明確に住み分けが

なされている。

（出典：直島町資料）

【課題の整理】

直島への来訪者が増加している一方で、直島町の人口は

年に約 人であったのが 年で約 人と

なり、年々減少傾向である。他の地方同様に少子高齢化、

若者の地元での就業離れ、第一次産業の衰退などが構造的

な社会問題となっている。

古川（ ）は、直島における地域活性化の問題点の一

つとして、住民の危機意識の欠如をあげている。直島にお

ける地域活性化は、主として、産官主導で行われてきてい

る。大企業が倒産する経済情勢や逼迫する地域財政などの

社会の現状を鑑みると、産官に依存したスキームでは直島

においても持続的な発展は期待できないと指摘している。

直島町総合計画では定住人口の確保を重要課題としてい

る。同計画（基本計画第 章にぎわい島プラン第 節若者

定住）には基本目標として「地域活性化の主たる担い手と

なる若者の定住化を促進するため、町内に若者の雇用の場

を確保します。」と明記している。

【今後の可能性】

地方の地域活性化の最たる方法には企業誘致があげられ

るが、一方で、工場設置による自然環境への負担が指摘さ

れることが多い。

自然環境を保全し、景観美の維持や自然体験プログラム

の運営により来場者を誘致すると同時に雇用を確保すると

いう方法が理想である。直島では水産業従事者は減少して

いるものの 人以上は居住しており、水産業を存続させ

ている。農業の分野では農業体験や農作物を素材にした農

家レストランを活用した 次産業化の取り組みが盛んであ

る。水産業の分野においても、釣り場を活用した 次産業

化の取り組みが各地で始まっている。安全面などを考慮す

ると既存の海釣り公園の有効活用が望ましい。

筆者による調査 では、全国の海釣り公園に

おいて釣りを活用して地域の水産業振興や職業教育を施し

ている施設は多い。

また、観光客を対象とした釣り教室を定期的に開催し、

漁業の元従事者や現役従事者が釣りや釣った魚の調理法な

どの講師をしている海釣り公園があり、地域活性に寄与し

ている。

直島つり公園の入場者は常連客が多いので、他の海釣り

公園に比べて、職業教育や釣り教室のニーズが少なく、開

催実績がほとんどないという。

直島での水産業の立て直しや定住人口の確保の改善策の

一案として直島つり公園の戦略的な運営が考えられる。他

の海釣り公園と同様に釣り具メーカーや島外の観光関係者

や教育関係者との連携や情報発信の構築が前提になる。

地域の受入体制側としては、釣った魚を料理できる飲食

店や宿泊施設、バーベキュー施設などを直島つり公園で斡

旋できるシステムを構築することが考えられる。

また、海釣り公園では自然で遊ぶための最低限度のマナ

ーについて啓発することが可能である。釣りの初心者に対

し、入場前の簡単なレクチャーにより、ゴミの投棄や乱獲

など禁止行為やマナーについて教示することが可能である。

釣りという行為が少なからず自然への負荷がある一方で同
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地方議会における行政評価を利用したアカウンタビリティ向上による自治体改革

○森 勇治（静岡県立大学）・小川直紀（静岡県立大学）

Keyword： 自治体改革、議会改革、行政評価、事務事業評価

【問題意識・背景】

多くの地方自治体では、1990年代後半のバブル崩壊後の

財政悪化が進む中で行政評価が地方自治体に広まっていっ

た。2014年10月時点では、1060団体(59%)で行政評価は既

に導入されている。行政評価とは政策・施策・事務事業の

それぞれについて財務を含めた多面的な評価を行うもので

ある（図表1）。

政策体系

基本目標

基本施策

施策

事務事業

目的

手段

目的

手段

政策評価

事務事業
評価

行政評価

図表1．政策と行政評価

これによって職員のコスト意識を高め、既存事業の優先

順位を見直すことで、財政の効率性を改善するとともに住

民へのアカウンタビリティ（報告を含めた受託責任の遂行）

をより積極的に果たすことで、住民満足度を高めることが

期待されている。

これらの５つの意図の関連性がどれほど明確に意識され

ているのかは別にして、少なくとも従来から行われてきた

ように決算において適切な予算執行を確認するにとどまら

ず、政策・事務事業に対して多面的な評価を行い、それを

次年度の予算（つまり計画）に反映することが期待されて

いるのである。これは予算編成(P)-予算執行(D)-決算・事

務事業評価(C)-評価の次年度予算への反映(A)というPDCA

サイクルを構築することであり、予算編成改革にも繋がる

（図表2）。しかし現実には行政評価と予算編成は実施部局

が異なることもあり、両者の連携は十分とは言えず、上記

のPDCAサイクルは十分に機能してないようだ。

またこの一連のプロセスは行政内部だけでも完結できる

が、事務事業評価を行う約半数の団体で外部評価が行われ

ている。ただしそこに議員が参加することは外部監査を実

施している団体の4.5％とごくわずかである。つまり予算

と決算を審議（議決）している議会の関与はあまり期待さ

れてないようだ（図表3）。

PlanDo

Check Action

①年度初めに
目標を設定

②効率的に
事業を行う

③達成状況を評価
（内部評価)

④外部評価員が質問・ヒアリ
ングで評価（外部評価 )

⑤評価に対する考
えや見直しの方向
性を示す

⑥事業の見直し
や予算編成等に
活用する

図表2．行政評価を中心としたPDCAサイクル

全団体(465)

団体数 構成比

学者 338 72.7%

経済人 195 41.9%

弁護士 29 6.2%

税理士・会計士 136 29.2%

議員 21 4.5%

住民 413 88.8%

NPO等の他団体の職員 175 37.6%

図表3. 外部有識者による評価の実施(地方公共団体に

おける行政評価の取組状況等に関する調査結果 総務省

自治行政局行政経営推進室 平成26年3月 筆者修正）

2015年春の統一地方選挙においても論点となったよう

に、現在、議会の存在意義が強く問われている。住民は議

会の役割に疑問を抱くことが多く、打開策の一つとして、

多くの議会は、議会基本条例を制定し、住民参加を進め、

議会の活性化を目指している。しかし住民参加の柱である

議会報告会も議会活動の報告会ではなく、市の政策を報告

するだけで、住民との議論が十分には行われていないこと

もあるようだ。
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審議機関である議会は行政が構築したPDCAサイクルに

積極的に参加することで、決算を議決し、その議論の結果

を予算編成へフィードバックするという議会本来の活動が

より明確になる。地域のキーアクターである自治体に対し

て住民の関心が高まることは、住民自らが単なる受益者で

はなく、自らが主権者であること、地域の課題は自らの課

題であることを認識させることに繋がり、そのことが地域

活性化の土台となるだろう。そのためには行政・議会から

住民へのアカウンタビリティ向上がまずは必要となるとい

うのが、本研究における問題意識である。

【研究目的】

本研究の目的は行政執行部が構築しているPDCAサイク

ルに議会が直接的に関与することにより、従来から重視

されてきた審議に関連する監査、提言機能の強化を模索

することにある。

議会制民主主義では住民代表である議会が行政を監視

することになっている。行政の代表である首長も住民の

直接選挙で選ばれる。地方自治体は、このような二元代

表制であるところに特徴がある。これは地方では国以上

に民主制が徹底しているということが言えるが、実態は

どうか。残念ながら、議会縮小論や廃止論が盛んとなっ

ているということは、議会は十分に機能していないのだ

ろう。機能し過ぎて、それを警戒してのものだとは思え

ない。

では議会は行政の何を監視しているのであろうか。行

政の中核的な意思決定である予算編成は当然重要な監視

対象であるはずだ。またその成果についての評価を、次

年度以降の意思決定に反映することが必要である。また

住民の代表である議会は、そのチェックの結果を住民に

公開すべきである(図表4)。

図表4は、行政側のPDCAサイクルと、議会・住民側の

PDCAサイクルを事務事業評価を利用して実施するもので

ある。行政では現時点も行われているように、予算編成

を実施(P)し、予算を執行(D)し、それを決算とともに事

務事業評価(C)を行い、予算編成へ反映(A)している。そ

の一方、議会・住民においては、議会による事務事業評

価を利用して当初予算に対する意見を議会報告会等で討

論(P)し、議会は討論の結果を行政に伝える(D)。そして

議会は当初予算にどの程度意見が反映されたかどうかを

チェック(C)し、執行部に対し追及(A)し、それを住民に

伝える。それと同時に、行政の実施結果について事務事

業評価を活用しながら、チェック(C)し、その結果を次年

度の活動へ反映する(A)。このように議会と住民とで PDCA

を実施することにより、議会としてのチェック機能の強

化、住民の議会を通じた住民参加が進むのではないだろ

うか。

図表4． 予算と事務事業評価を利用した議会による住民参加
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このPDCAサイクルは私達が考えたプロセスではあるが、

このようなプロセスが実現できるのだろうか。議会が事

務事業評価はどのように活用されているのか。またそれ

を利用して、どのように住民との議論に活用しているの

か。これら点について、全国自治体の先進事例にアンケ

ート調査を実施することで、この点を明らかにしよう。

【研究方法】

既に述べたように、住民参加のための議会改革におい

て事務事業評価を議会主体で実施する必要であると考え

る。実際に議会主体で事務事業評価を行っている自治体

に対してアンケートによる調査を行い、議会による事務

事業評価と評価に対する住民の関与を調査する。

アンケートの送付自治体は、『議会改革白書』 (2013)

の質問27で、事務事業評価を議会主体で行っていると回

答している39団体の議会事務局長宛に郵便で送付した。

アンケートは、2014年(平成26年)6月30日に送付、回

答期限は2014年(平成26年)8月13日でお願いをした。

大変忙しい時期に回答をして頂いた多くの担当の皆様に

は心より感謝申し上げる。

【研究結果】

議会主導で事務事業評価を行っている先進議会に対し

てアンケートによる調査を行い、議会の事務事業評価に

関する考えと取組を調査した。アンケートは、39団体の

議会事務局長宛に郵送で送付し、33団体から回答を頂い

た(回答率84%)。

全回答33団体のうち9団体からは(既に？）議会主導

で事務事業評価を行っていないとの回答であった。つま

り議会主導で事務事業評価を実施しているのは24団体で

あった。それらを対象とした機能の比較である。

議会が評価する事務事業をどのように選択するのかを

質問したところ、執行部が行う事務事業評価と同じ事業

を選択する議会が 7団体あり、独自に選定する議会が15

団体であった。

議会による事務事業評価を実施し、その結果を市長や

担当部局に伝達する団体は（複数回答で）22団体で、そ

れに対して行政に評価結果を伝達しない団体が 1団体あ

る。議会による事務事業評価を実施して、評価結果がど

のように予算に反映されたかをチェックしている団体は

16団体で、チェックしていないのは6団体であった。

多くの先進事例は我々の考えるPDCAサイクル(図表4）

の通り、予算への要望検討（P)でも、予算への要望（D)

でも利用されている。

また我々が考えるモデルのように、予算にどの程度反

映したかチェック(C)を行い、もし反映していない場合、

さらに追求する(A)議会は9団体あり、うち8団体は委員

会と議会で討論し、1団体は首長や関係部局への直接質問

を行っているが、それに対して何も対処しないという団

体も4つあった。

議会のみで事務事業評価を行い、住民の関与をほとん

ど見ることができない団体が多数だが、一方で住民が議

会における事務事業評価を議会報告会で討論・報告する

ような議会や、予算への反映状況を議会報告会で討論・

報告するような団体が4団体あった。つまり図表 4にお

ける、議会による事務事業評価（C）と予算編成への反映

の確認（C）において、住民参加を進めている議会の存在

が明らかになった。

財政状態が厳しい中で、事業の廃止は縮小等の選択も

必要になると考えられるが、平成25年度の評価で減額の

評価があった団体は24団体中7団体に留まった。

これまでをまとめると今回の調査では、議会による事

務事業評価を行っているとは言っても、実際の内容に関

しては団体ごとに濃淡が大きくあることが分かった。

事務事業評価を活用して行政へのチェック機能を向上

させ、かつそのチェック機能を住民と情報共有する先進

的な議会が存在するのと同時に、事務事業評価をおこな

っても議会内部に留め、執行部にも住民にもアクション

を起こしていないような、あまり積極的に実施できてい

ない団体もあった。そこには、さまざまな理由が考えら

れるが、その一つの理由としては事務作業量が挙げられ

るだろう。行政執行部は、多くの人員と時間を費やし事

務事業評価を行っている。同じ事を議会で行うには、あ

まりにもスタッフの不足が想像される。

現時点のおける地方議会メンバーや議会事務局のス

タッフの人員からみても、行政が作成した事務事業評価

を再度議会で行うことには非効率なのかもしれない。そ

こで議会が独自に事務事業評価を行うのではなく、行政

執行部が行っている事務事業評価を監査し、次年度以降

の予算に反映することもありうるという結論を得た。

【考察・今後の展開】

議会による事務事業評価には多様な取り組みがあるこ

とが分かったので、その多様性をより深く理解するため

にインタビュー調査を進めたい。

審議機関である議会は行政が構築したPDCAサイクルに

積極的に参加することで、決算を議決し、その議論の結果

を予算編成へフィードバックするという議会本来の活動が

より明確になる。地域のキーアクターである自治体に対し

て住民の関心が高まることは、住民自らが単なる受益者で

はなく、自らが主権者であること、地域の課題は自らの課

題であることを認識させることに繋がり、そのことが地域

活性化の土台となるだろう。そのためには行政・議会から

住民へのアカウンタビリティ向上がまずは必要となるとい

うのが、本研究における問題意識である。

【研究目的】

本研究の目的は行政執行部が構築しているPDCAサイク

ルに議会が直接的に関与することにより、従来から重視

されてきた審議に関連する監査、提言機能の強化を模索

することにある。

議会制民主主義では住民代表である議会が行政を監視

することになっている。行政の代表である首長も住民の

直接選挙で選ばれる。地方自治体は、このような二元代

表制であるところに特徴がある。これは地方では国以上

に民主制が徹底しているということが言えるが、実態は

どうか。残念ながら、議会縮小論や廃止論が盛んとなっ

ているということは、議会は十分に機能していないのだ

ろう。機能し過ぎて、それを警戒してのものだとは思え

ない。

では議会は行政の何を監視しているのであろうか。行

政の中核的な意思決定である予算編成は当然重要な監視

対象であるはずだ。またその成果についての評価を、次

年度以降の意思決定に反映することが必要である。また

住民の代表である議会は、そのチェックの結果を住民に

公開すべきである(図表4)。

図表4は、行政側のPDCAサイクルと、議会・住民側の

PDCAサイクルを事務事業評価を利用して実施するもので

ある。行政では現時点も行われているように、予算編成

を実施(P)し、予算を執行(D)し、それを決算とともに事

務事業評価(C)を行い、予算編成へ反映(A)している。そ

の一方、議会・住民においては、議会による事務事業評

価を利用して当初予算に対する意見を議会報告会等で討

論(P)し、議会は討論の結果を行政に伝える(D)。そして

議会は当初予算にどの程度意見が反映されたかどうかを

チェック(C)し、執行部に対し追及(A)し、それを住民に

伝える。それと同時に、行政の実施結果について事務事

業評価を活用しながら、チェック(C)し、その結果を次年

度の活動へ反映する(A)。このように議会と住民とで PDCA

を実施することにより、議会としてのチェック機能の強

化、住民の議会を通じた住民参加が進むのではないだろ

うか。

図表4． 予算と事務事業評価を利用した議会による住民参加
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持続可能な都市・地域に向けた地域活性化指標の構築と施策評価

石川直樹（筑波大学大学院システム情報工学研究科社会工学専攻修士 年）

： データベース、地域活性化度、定量分析

【問題・目的・背景】

人口減少社会における、国民生活と国際競争力の維

持・向上には、効果的な都市・地域の活性化と効率性

を要する。

川喜田（ ）が提唱した「地域活性」の概念は、

その後、定性的概念の統一、そして昨今の定量的指標

化の研究へと展開してきた。橋詰（ ）は、農村地

域を対象に「地域産業の発展」と「定住人口」を総合

した地域活性を定義し、指標化に、人口増減率、一人

当たりの工業出荷額・課税所得額などの 指標を採

用した。藤本 は、域歳収支 客観的利益 と地域

の精神的・文化的な受益 主観的評価 を考慮した「地

域利益」の定義・指標化を試みた。

本研究では、先行研究の各論を踏まえ、地域活性を

持続的発展の観点で捉え直し、また、研究途上にある

指標化について、特に、地方自治体の施策と地域活性

や持続可能性との関係性を指標化し、定量的分析を試

みる。現状や施策の効率性・効果性を共通化と全国標

準との比較、および総体的固有性の分析により考察す

る。実データとの一連の分析手続きにより、適切な自

治体評価・改善への貢献を狙う。

【研究方法・研究内容・分析結果】

本研究では、我が国の課題として、「地域の持続的

な発展にむけた施策の影響度に関する定量的分析」、

「総合計画等を実行する上での実施施策の効率性・効

果性に関する分析」、「地域の豊かさの状態を表す統一

的・客観的指標による地域活性化評価と地域間比較」、

「市民へのアカウンタビリティ、市民参画を促すよう

な情報基盤づくり」を挙げ、それらを解決するために

以下 つの目的を設定した。

① 地域間比較を容易にする地域情報の集約と可視

化

② 経済的要素・非経済的要素の両面を考慮した地

域活性化指標の設計

また本研究が目指した成果の全体像を、図１に示す。

このうち、本紙では、可視化・分析に関する結果を報

告する。

図１ 本研究の全体像

（ サイクル各段への提案）

指標化

①に対しては、地域情報を集約するデータベースを

構築し、全国 地方自治体の データおよび

都 県（東京都・滋賀県・茨城県の約 市区町村）

の総合計画の情報（政策・施策情報）を、表１ 文末

記載 のように のカテゴリに分類して集約した。加

えて、集約したデータとレーダーチャート等を用いて、

各施策における市区町村間の相違や現状値を全国平

均と比較し相対的な市区町村の位置づけを可視化し

た（図２）。
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図２．カテゴリ別施策割合（市町村比較）

分析

②に対しては、従来のような指標ごとの標準化値の

単純平均・総合から脱し、主成分分析を用いて、指標

間の相関を考慮した総合化指標を構築した（図３ 図

４）。

世界標準の人口・社会統計である データを用

いてカテゴリごとの主成分分析を行い、経済的要素お

よび非経済的要素の両方を含んだ地域活性化指標の

設計を図った。従来の自治体評価においては、目標を

達成した程度を中心に自己評価が行われるに留まっ

ているが、本研究で開発した新指標では、全国統一的

で客観的なデータ体系と指標を用いることで地域間

比較を可能にした。また、各自治体が策定する総合計

画の実施施策割合と地域活性化指標をあわせて 軸

のポートフォリオ分析をすることにより、自治体の政

策の傾向や今後優先的に取り組むべき課題の可視化

をはかった。

図 主成分分析を用いた地域活性度の定義

施策立案戦略の地域間比較、効率性評価を行うため

に、図５のようなポートフォリオ分析を行う。横軸に

自治体の施策割合（施策数 予算）、縦軸に施策カテ

ゴリ別に総合した地域活性度をとり、全国標準を原点

として可視化する。自治体間比較では自治体の施策立

案戦略の特徴（差異化、または均質化など）が、また、

自治体内比較では、施策と結果のバランス等が見てと

れる。

図４． を用いた市町村区間の比較

次に、図５の分析事例を用いて自治体による政策戦略

の相違を示す。大津市では、現状値が低いものを重点

改善項目として、また現状値が一定以上に達している

項目については維持項目と判断・区分して施策立案が

行われているようである。一方、武蔵野市の結果では、

現状値が高いものを更に強くする重点維持項目エリ

アが多くみられ、それとともに現状値の低い分野（こ

こでは、相対的にコスト要因で、社会関係資本に関わ

る分野が多い）については改善項目エリアに残し重点

化しない２極化区別がとられているようである。この

ように、ポートフォリオ分析によって、各市区町村の

施策立案の戦略の違いも見てとれる。

図 ポートフォリオ分析（地域間比較）

また、地域間比較という視点からも分析することが

可能である（図６）。この図は、「産業」カテゴリにお

ける滋賀県内の 自治体のポートフォリオ分析を表

したものである。地域間比較を行う際は、対象となる

地域の平均値を加えて表すことで、地域固有の特徴を
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反映した形で分析することが可能となる。図６の太い

青線で表された縦軸と横軸の原点は、それぞれ滋賀県

内での平均値を表している オレンジ色の細い線で示

されている軸は全国平均水準である 。まず、軸の配

置から、滋賀県全体の「産業」の水準が相対的に高い

ことが見て取れる。滋賀県内の「産業」カテゴリにお

いて、得点が県平均水準以上である自治体は つある。

ほとんどの自治体が全国の平均水準を上回っている

のに対して、県内の平均水準で比較した際には相対的

に下回ってしまうことがあるのは、滋賀県全体の「産

業」の水準が相対的に高いためである。県内で最も得

点が高いのは竜王町であり、自動車メーカーであるダ

イハツ工場の滋賀工場があること、産業人口における

第二次産業従事割合が と高いことが影響して

いる。

図 同一地域におけるポートフォリオ分析

次に、施策重点度を表す指標として施策割合の他に

予算割合を使用し可視化を行った。

予算面からも施策戦略を見てとれることがわかっ

た。

図７ 予算を用いた施策重点度と地域活性度

（草津市）

【考察・今後の課題】

本研究で用いた データは全市区町村で比較す

るに有用なデータではあるが、指標が人口・施設数な

ど経済的な指標への偏りが見受けられるため、非経済

的な指標の共通指標を用いて分析する課題が残った。

本研究で用いたポートフォリオ分析では単にカテゴ

リ別の施策数をその自治体のカテゴリ別の重要度と

したが、カテゴリ別の予算データあるいは自治体が考

える施策の優先度の情報を付与することで、自治体の

優先課題とその現状をより明確に対比することが期

待される。なお、本研究内で示した評価指標では、主

に、線形関係を前提とした形式を示したが、指数形式

など変換関数を用いた地域活性指標の設計も進めて

おり、一般化にも向かっている。

また、全国の 自治体を一律に分析した事例を

示したが、地方自治体の規模などで地域を分類した上

で同様の分析をすること等によって、大都市と過疎地

域などの差異を考慮したモデルの構築が必要である

と考えられる。政策デザインへの応用に関しては、関

係性の方向を含めた解釈を可能にするため、指標の見

直しや主成分回帰分析の改良などが必要である。また、

「政策－施策－事務事業」の成果指標を用いて因子分

析をするなどして、それぞれの指標の関係性を工学的

に分析し、総合計画の全体構造をデザインする課題が

残されている。

【引用・参考文献】

橋詰登 「農山村自治体の地域活性化診断」

藤本理弘 「情報化社会における地域活性化の観

点」
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分類カテゴリ 指標

産業

農業産出額（百万円 人）、製造品出荷

額等（百万円 人）、小売業年間商品販

売額（百万円 人）、商業年間商品販売

額（百万円 人）、卸売業年間商品販売

額（百万円 人）、第 次産業事業所数

（所 人）、第 次産業事業所数（所

人）、第 次産業事業所数（所 人）

健康

平均余命・男（年）、平均余命・女（年）、

一般病院数（施設 人）、一般診療所数

（施設 人）、薬剤師数 人 住民 人あ

たり 、医師数 人 住民 人あたり

福祉

老人ホーム数（所 老年人口 人あた

り）、保護施設数（所 人）、老人福祉

施設数（所 老年人口 人あたり）、障

害者支援施設等数（所 人）、介護老人

福祉施設（所 老年人口 人あたり）、

身体障害者更生援護施設数（所 人）、

知的障害者援護施設数（所 人）、介護

老人福祉施設（所 老年人口 人あた

り）、民生費（千円 人）、社会保障費

（千円 人）

子育て・教育

保育所入所待機児童数（人 年少人口

人あたり）、保育所数（所 年少人口

人あたり）、幼稚園数 園 年少人口

人あたり 、小学校数（校 年少人口

人あたり）、中学校数（校 年少人口

人あたり）、高等学校数（校 年少人口

人あたり）、小学校教員数（人 年少

人口 人あたり）、中学校教員数（人

年少人口 人あたり）、児童福祉施設

数（所 年少人口 人あたり）、

文化

公民館数（館 人）、図書館数（館 人）、

社会教育費（千円 人）、保健体育費（千

円 人）

自然環境

都市公園面積（箇所 人）、１日当たり

ごみ排出量（ｇ 人日）（逆）、ごみリ

サイクル率（％）、衛生費（千円 人）

都市基盤

主要道路舗装率（％）、舗装道路実延

長（ｋｍ 総面積 ㎡あたり）、郵便

局数（局 人）、住居地域面積（ 人）、

工業・準工業地域面積（ 人）、商業・

近隣商業地域面積（ 人）、小売店数

（店 人）、飲食店数（店 人）

安全

建物火災出火件数（件 人）（逆）、交

通事故発生件数（件 人）（逆）、刑法

犯認知件数（件 人）（逆）、火災負傷

者数（件 人）（逆）、消防費（千円

人）、災害救助費（千円 人）

交流

外国人人口（％）、転入率（％）、転出

率（％）、社会増減率（％）、人口増減

率（％）、昼夜間人口比率（％）、人口

集中地区人口（％）、 他市区町村から

の通勤者数 他市区町村への通勤者

（％）

政策推進

一般行政部門職員 人あたり人口

人 、財政力指数、実質収支比率（％）、

経常収支比率（％）、実質公債費比率

（％）、将来負担比率（％）、自主財源

額（千円 人）

表 データの分類（市区町村 団体）

※（逆）とは、指標の上昇、下降の動きが反対に逆サ

イクルの系列のことで符号を逆転させたものである。
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Keyword：オープンデータ、シビックテック、地方創生 

 

【問題・目的・背景】 

公共データの活用促進、すなわち「オープンデータ」の

推進により、行政の透明性・信頼性の向上、国民参加・官

民協働の推進、経済の活性化・行政の効率化が三位一体で

進むことが期待されている。2012年 7月、国・地方自治体

における公共データの活用促進のための基本戦略として、

「電子行政オープンデータ戦略」（IT 総合戦略本部）が発

表された。公共データの利活用促進に向けた基本的な方向

性として、機械判読可能な形式で、取り組み可能なものか

ら順次着手するなど、公的部門がデータ公開を積極的に進

めるべきとの理念を示したものである。また本戦略におい

ては、公共データを活用する意義・目的として以下の 3点

を掲げている。 

1. 透明性・信頼性の向上 

2. 国民参加・官民協働の推進 

3. 経済の活性化・行政の効率化 

このうち1.及び 2.は、遡ること 2010年 5月の「新たな情

報通信技術戦略」において、国民本位の電子行政実現のた

めに必要な取り組みとして提唱された「オープンガバメン

ト」の概念に沿うものであった。 

これに対し、2013年 6月の「世界最先端 IT国家創造宣

言」においては、公共データの民間開放施策が、情報技術

（IT）やデータを十分に利活用し、新たな付加価値を創造

するサービスや革新的な新産業・サービスの創出と全産業

の成長を促進する社会を実現することを目指すという観点

でとりわけ重要であると位置づけられた。また IT戦略本部

「電子行政に関するタスクフォース」においては、オープ

ンデータ関連でもたらされる「経済的な効果」について、

市場規模が約1.2兆円、経済波及効果が約5.5兆円との推計

がなされている。すなわち諸外国も含めたグローバルな経

済の進展状況を踏まえ、また「地方創生」の大きな流れの

中で、昨今ではいわゆるビッグデータ、オープンデータの

「経済活性化」面での効果がとりわけ強調されつつあると

いうことである。 

これらを背景に、地方自治体においても、オープンデー

タ施策は新たな地域情報化関連の施策の目玉として昨今取

り組みが進みつつある。福井県鯖江市や静岡県等は、いち

早く「オープンデータカタログサイト」を設けたことで知

られている。他の追随する自治体の多くもまた、新たにオ

ープンデータカタログサイトを自治体ウェブサイト内に設

け、自治体が保有するいくつかのデータを csvやExcel形式

といった「機械判読可能な形式」で公開する取り組みが主

流である。しかし先に述べたように、オープンデータの経

済活性化面での効果が期待されつつある中、単にウェブサ

イト上でデータを公開することが政策的な成功を意味する

ものではないことは論を俟たない。 

昨今、いくつかの地域や自治体においては、ITを中心と

する技術者が地域課題解決のために集まり、それぞれの強

みを生かしたソリューションを検討・提供する「シビック

テック」の活動が推進されている。この活動にオープンデ

ータを素材として十分用いられれば地域経済の活性化や地

域課題解決につながると考えられるが、現時点ではアイデ

アソンやハッカソン等のイベントが展開されるにとどまっ

ている。 

このような観点から、本稿では、地方自治体が推進する

オープンデータ施策に対し、主に地域あるいは経済の活性

化という観点から現状把握と現時点での評価を行うことと

した。このため、本研究ではまずは全国自治体におけるオ

ープンデータ施策の現状を網羅的に把握するとともに、い

くつかの先進的な事例については聞き取り調査を行った。

オープンデータ施策の地域・経済活性化への方向性を示し、

成功へのカギがどこに存在するかを見いだすことを目的と

するものである。 

 

【研究方法・研究内容】 

■アンケート調査 

本分析に際しては、まず一般財団法人関西情報センター

が2015年1月に実施したアンケート調査のデータを用い分

析を行った。本調査は、全国 1,742 自治体（都道府県・市

区町村）に対し、オープンデータ施策の導入状況や成果、

課題等を尋ねる設問を設定し、郵送にて配布・回収を行っ

たものである。現時点でのオープンデータ施策推進状況（カ

タログサイト公開状況・予定含む）や掲載しているデータ

の概要、ライセンス形態とともに、施策実施の目的等につ

いて尋ねるとともに、同施策の政策面での位置づけやデー

タの公開形式、それにオープンデータ施策を推進したこと
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により得られた成果等についての情報を収集している。ま

た逆にオープンデータを推進していない・推進する予定が

ない自治体に対しても、その理由や阻害要因等についてデ

ータを集めている。 

＜調査の概要＞ 

調査期間：2015年1月～2月 

送付先：全国1,742都道府県・市区町村 

調査方法：郵送式アンケート調査 

回収数：466（回収率26.8％） 

（１）オープンデータ推進状況 

アンケートを実施した 1,742団体のうち 466団体からア

ンケート結果を得た。そのうち 74団体が既にウェブサイト

等でオープンデータを公開している、また14団体が近く公

開予定であると回答した。 

自治体の規模別では、10万人を境にグループを分けたと

ころ、オープンデータ施策の実施状況に顕著な差が見られ

た。すなわち10万人以上の自治体では3割近い団体が既に

実施しており、「現在検討中」まで含めると 7割を超える結

果となった。一方10万人未満の自治体では、実施済みは1

割程度であり、逆に「実施する予定はない」と回答した自

治体が6割近くあった。 

 

また、公開している（予定含む）データの種類について

は、統計情報や公共施設・防災関連の情報が多かった。 

 

（２） データの公開形式 

オープンデータは、その趣旨から、活用する側で自由に

加工・編集が可能なデータ形式で提供される方が望ましい

とされている。現時点でオープンデータカタログサイト等

を公開している団体、あるいは予定・検討中の団体に対し、

提供中（あるいは予定）のデータ形式について、現状の及

び将来実現したいレベルについて尋ねた。 

現在の公開状況と、将来的な希望（実現したいレベル）

とでは傾向に違いがある。現在は形式はともかく公開する

ことを第一に考え、jpeg画像やPDFドキュメント等の形式

が主流となっている。一方で機械判読可能な形式において

も、WordドキュメントやExcelワークシート等の場合は容

易に csv形式に変換できることもあってか、割合としては

csv形式の方が多い結果となっている。 

将来的にはこれを機械判読可能なrdfやxml形式で提供し

たいという意識が窺える。 

（３）オープンデータ施策実施の目的と成果 

多くが「住民サービス向上のため」を主たる目的として

いるが、公開するデータの種類により、地域内の経済活性

化や住民参画の促進等を目的とする割合が高いものが見受

けられた。上記の公開データの分類の中では、経済活性化

を目的として位置づける割合が高いものは都市計画情報や

地図情報等、住民参画を促進することを目的とするものは

政策立案に関する情報、といった具合である。 

 

これに対し、実際に得られた（あるいは、期待する）成

果がどのようなものであったかを尋ねたところ、約 6割の

自治体において「住民サービスの向上」が実現できた（あ

るいは、見込み）との回答が得られた。しかし本設問回答

について詳細に内容を確認してみたところ、「データをもと

に民間主導でアプリが開発された」等の回答が少数ある程

度で、明確な経済活性化、地域活性化の効果が得られたと

現時点で判断することが難しい状況であった。 

 

（４） オープンデータ施策を推進する上での課題 

オープンデータ施策を推進する上で課題や障害となるこ
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とがらについては、行政職員の作業負荷増を懸念する声、

公開に際しての業務フローが明確になっていないという声

のほか、データ公開に対する効果が明確でないとの意見が

目立った。これは現時点で明確な経済効果が見出していな

いことにも関連がある回答結果であると思われる。 

一方で「個人情報保護上公開できない」や「データの誤

りによる問題発生が心配」、それに「民間による営利目的使

用が心配」との声は少数であった。 

 

■ヒアリング調査 

上記のアンケート結果を踏まえ、より具体的な取り組み

内容や意見を聴取するため、主に先進的にオープンデータ

施策に取り組んでいる 5つの団体に対しヒアリング調査を

行った。 

ヒアリングにおいて尋ねたポイントは、オープンデータ

公開の経緯、公開されているデータの内容、施策実施の効

果、施策推進に向けた課題及びその解決に向けた考え方、

等である。 

（１）事例調査先と特徴 

兵庫県 NPO 法人がオープンデータ活用のモデル事業とカタログサ

イト構築に向けたサポートを実施。オープンデータを用いた

サービス・アプリを開発するとともに、利活用促進に向けた

イベント等を随時実施。 

・「税金はどこへ行った？」サイト構築 

・アイデアソン・ハッカソンイベント「AwajiCAMP！」 

・IoT関連実証実験（農業関連等）など 

大阪市 市のハッカソンイベントがきっかけで、早い段階でオープン

データの取り組みを始めた。当初は施設情報や防災情報等地

図関連のデータが中心。 

大津市 単に公開するだけでなく、市のオープンデータを十分に活用

してもらい、住民と行政とが一体となって課題解決を進め

る。商工会議所・Code for Shigaが主催する「花火大会オー

プンデータ活用実証事業」にデータ提供後援。 

橋本市 規約や指針の策定を行い、昨年度末にオープンデータカタロ

グサイトを市ウェブサイト上で公開。 

県と連携し、市民と一緒に地域の名所等情報を地図に落とし

こんでオープンデータを作成する「マッピングパーティー」

イベントを推進。 

静岡県 県が有する避難所等の位置情報をオープンデータとしてウ

ェブでいち早く公開。地質調査のボーリング柱状図データも

XMLで公開。 

観光地ビューポイントやロケ地、自然休養林の遊歩道なども

公開。スマホアプリ等も多く製作されている。 

（２）データ利活用促進に向けた考え方 

各団体へのヒアリングを通じ、自治体には情報を公開す

る義務があるとの認識が共通的に得られた。他方、利用目

的や利用方法は住民や企業に任せればよく、まずはできる

ところから公開すればいいという考え方が主流であった。

そのためにはできるだけ所管課の負担とならないよう、公

開しやすいデータから始めることが肝要であると考えられ

ている。 

また公開に際してのファイル形式も、「3つ星」以上が望

ましいと言われることがあるが、手間をかけずに公開する

ために、当面、ファイル形式にはこだわらないとの考え方

が主流である。 

（３） オープンデータの目的とファイル形式の関係 

自治体の持つ情報は税金を使って作成した公共資産なの

で、オープンデータとして公開し、住民や企業に還元する

義務がある。しかし、オープンデータそのものをどのよう

に活用するのかは、自治体がイニシアティブを取ることで

はなく、住民や企業の権利として任せるべきだとの認識で

あった。 

一方、公開までが自治体の義務であるとはいえ、「ビジネ

ス活用」を主たる目的とするか「地域課題解決」を目的と

するかにより、2 種類の異なるタイプのオープンデータが

求められることが見えてきた。このうち「ビジネス活用」

を進めるためには、フォーマットの統一がある程度、前提

となると考えられていることもヒアリングの中で明らかに

なってきた。 

あくまで概念的な分類を考えると、以下の表のように整

理することができる。 

  ビジネス活用 地域活用 

目的 

マーケティング 

マネタイズ 

地域課題の解決 

地域の活性化 

対象となるエリア 広域性が必要 

特定の地域限定でも

OK 

比較的ニーズの高いフ

ァイルフォーマット 

CSV、Excel、PDF アプリ用のXML、RDF 

フォーマットの統一 

広域で活用できるよ

うフォーマットの統

一が必要 

特定地域で使えれば

いいので、必ずしも必

須ではない。 

 

自治体側でデータを加工・整理する必要があるかどうか

についても意見を聴取した。ひとつの考え方は、当初は手

間をかけないために元のファイル形式のまま公開するが、

いずれはニーズの高いデータについては、活用のしやすい

形式に自治体が加工・編集して公開するというものである。 

もうひとつの考え方は、自治体はあくまでも公開するの

が役割で、活用しやすくするためのデータの加工・編集は、

新たなビジネスとして企業に任せるというものである。 

どちらが主流となるかは現時点では不明であるが、自治

体間での統一的なガイドライン等が整備され、ある程度の

公開レベルで各自治体がオープンデータ化を推進するよう

になれば、「利活用しやすいように改めてデータを加工・編
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集する」という必要性は低くなると予想される。 

（４） オープンデータの利活用促進とその評価 

オープンデータ施策を行政評価の側面から評価する際に

は、現在は公開しているデータセット数とダウンロード数

を基準にすることが考えられている。多くの自治体では今

年度以降オープンデータ施策に取り組んでいることから、

政策評価のケースも今後増えていくであろう。 

しかし、オープンデータの取り組みを地域・経済活性化

のための施策として位置づけた場合には、活性化の効果を

把握するための指標を設定し、PDCA サイクルを回してい

く必要がある。確かにどの地域でも、現段階ではアイデア

ソンやハッカソンなどの住民主体のイベントでオープンデ

ータが活用され、成果が出ているとの意見は得られた。こ

れらはいずれも定性的な評価にとどまっており、明確な経

済的効果を生み出した事例は現段階では見受けられなかっ

た。評価の基準や考え方も、現時点では未だ発展途上であ

ると言えよう。 

つまり、現状では、オープンデータを地域課題解決のト

ライアルとして利用するケースは多数あるものの、企業に

よるビジネス活用は一向に進んでいないことがわかった。

ヒアリングの意見を総合し、その要因として、公開されて

いるデータが圧倒的に少なすぎることも重要なポイントで

あると考えられる。とくに「広域」データがないというこ

とは、企業等におけるビジネス利活用を考えると大きなネ

ックになっている。 

この点を解決する施策の一つとしては、ファイルフォー

マットやデータベースで使用する「語彙」等を統一するこ

とが考えられる。これにより複数の自治体において提供さ

れるオープンデータの形式が揃えられ、広域性を確保する

ことができる。現在国において進められている共通語彙基

盤の整備が期待されている。 

また、地域の特性（政令市等大都市、地方の中核都市、

衛星都市、過疎状態にある自治体等）により課題は異なる。

オープンデータを活用し地域課題の解決にあたるとはいえ、

課題そのものが異なっている場合には取り組み方針も異な

るはずである。地域の属性や特徴を踏まえ、詳細な分析が

必要である。 

 

【結論と今後の展開】 

オープンデータ施策実施による成果を尋ねたアンケート

設問では、既にカタログサイトを公開している自治体のう

ち約半数が「住民サービス向上につながった」と回答した。

しかしこれに関しては定性的な評価にとどまり、具体的か

つ明確な経済活性効果が得られたとは言い難い状況である

ことがわかった。 

ヒアリングにおいても、経済活性化の効果は強く期待さ

れつつも、現時点では目立った成果は得られていない結果

となった。今回ヒアリングを実施した対象自治体では、比

較的早くからオープンデータ施策に取り組み、民間団体や

企業との連携の中で利活用に向けたシビックテック活動を

進めている。問題意識として「公開されているデータの種

類・量がまだ足らない」との意見が複数得られた一方で、

今後の展開として「地域課題を解決するため、様々な主体

がサービスを組み合わせること等により、ビジネスとして

の資金獲得の可能性はある」との期待も得られた。 

なお、本調査においては十分なサーベイができていない

が、米国等海外においては、公共機関が公開するオープン

データを用いた民間ビジネスが活況を呈しており、データ

の円滑な流通による経済活性化効果が見出されている。市

場環境や行政体の役割、それに個人情報の取り扱い等に対

する人々の意識等の差から、簡単に欧米でのビジネスモデ

ルが我が国においてもそのまま適用できるとは考えづらい

が、オープンデータだけでなく、様々なデータを関連付け

た新たなビジネスが生み出される素地はあると考えられる。 

さらに、最近では、ITを中心とする地域産業活性化とオ

ープンデータ施策を密接に連携させ、単なるデータカタロ

グサイト公開にとどまらない、データに基づいた自治体経

営を推進しようとする動きも見いだせる。 

今後、オープンデータ施策の進展を背景としたシビック

テック活動がより活発さを増し、地域に根付くとともに、

地域経済の活性化に具体的につながっていくための要因等

について引き続き調査研究を進める予定である。 
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地域活性化におけるスマートデバイス向けアプリの活用と課題

田畑 恒平（京都産業大学 外国語学部）

：スマートデバイス、アプリ、 技術、

はじめに

スマートデバイスの急速な普及に伴い（図 ）、地域活

性化の場面においてもスマートデバイス向けアプリ を

活用した様々なサービスが運用されている。特にスマー

トフォンならではの などの機能を活用したアプリを開

発することによって、大きな話題を呼び地域活性化に繋

げている事例も少なくない。ここでは地域活性化におけ

るスマートデバイス向けアプリの効果を、神奈川県箱根

町の事例を通じて概観しつつ、地域活性化におけるスマ

ートデバイス向けアプリ技術を使った活用の取り組み及

びその課題について論を進めていく。

図 情報通信端末の世帯保有率の推移

※ 「携帯電話・ 」には、平成 年末から平成 年末までは携帯

情報端末（ ）も含めて調査し、平成 年末以降はスマートフォンを

内数として含む。なお、スマートフォンを除いた場合の保有率は ％

である。※ 「スマートフォン」は「携帯電話・ 」の再掲である。

出典：総務省「平成 年通信利用動向調査」

概況整理

各地域おいて提供・運用されているスマートデバイス

向けアプリを概観した場合、以下の図 のような形に大

きく分類可能である。これらのアプリの多くは地方自治

体や地域団体（観光協会など）が開発（もしくはアプリ

製作会社に開発依頼）し、自身の管理の下で運用公開し

ているものである。

図 地域団体、自治体作成のスマートデバイス向けアプリの分

類

種類 内容

観光系 地域観光情報紹介、地図情報表示、ナ

ビゲーションなど

行政サービス系 ゴミ分類、災害避難情報、行政情報、

地域コミュニティなど

エンタテインメ

ント系

地域をモチーフにしたゲーム、ゆるキ

ャラなどを活用した アプリなど

出典：田畑

例えば、観光系アプリとしては埼玉県所沢市の「トコ

トコマップ」、長崎県佐世保・平戸・西海エリアの「ウェ

ルカモメ」などの標準的な地域観光情報紹介アプリなど

がある。更に、岡山県倉敷美観地区、岡山カルチャーゾ

ーンを中心に活用されている音声による観光ガイドアプ

リ「おとなび」、大阪市の難波宮の復元画像と現実の風景

とを重ねて見られる アプリ「 難波宮」や後述する

神奈川県箱根町の「箱根補完計画 スタンプラリー」

などスマートデバイスならではの機能を活用したアプリ

や観光情報と乙女ゲームを組み合わせて話題となった蒲

郡市の「ときめきがまごおり」などのアイディアに溢れ

たオリジナルアプリが存在する。このように観光系アプ

リは多種多彩であり、様々な手法で話題化と利用者拡大、

利便性の向上を図っている。

一方、行政サービス系アプリは、ゴミの分類や災害時

の避難誘導など実生活に直結したアプリが多く、インタ

ーフェースや機能も観光系アプリと比較すると落ち着い

たものが多い傾向がある。加えて、行政サービス系アプ

リの特徴として挙げられるのが、「住民参加型」アプリが

多いということである。「住民参加型」というのは、この

場合、住民がアプリの利用者としてだけでなく情報提供

者としてアプリの運営に主体的に関わっていることを指

す。「住民参加型」アプリの代表例として挙げられるのが、

千葉市の展開する「ちばレポ」であろう。このアプリは、

市民が千葉市の行政に対して道路の補修など改善を要求

したい箇所の写真と状況、 による位置情報を、アプリ

を通して千葉市に対して通報し、千葉市はその情報を活

用し課題解決に向けて具体的なアクションを起こすとい

う仕組みである。大きな市域を抱える自治体では従来か

ら細かいところまで行政サービスが行き届かない面が指
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摘され、住民の自治体に対する満足度への悪影響を及ぼ

してきたが、課題を住民発信で吸い上げる仕組みを作る

ことで、行政の対応を促進し、かつ行政も無駄な動きを

極力抑えることに成功した画期的な事例であると言える。

最後に、エンタテインメント系アプリであるが、自治

体が主体となってアプリを開発する際にはエンタテイン

メントに特化したアプリを制作することは難しいと言わ

ざるを得ない。そうした中で、観光・特産品 に特化し

た和歌山県有田市の有田みかんの栽培をリアルに体験で

きるシミュレーションゲーム「 」が特徴的であ

ろう。このアプリは、有田みかんのゆるキャラ「あり太

くん」と、”有田みかん大使”であるお笑い芸人「ハリ

センボン」が力を合わせて、有田みかんを栽培するリア

ル体験シミュレーションゲームであり、地域の特産品で

ある「有田みかん」を することに特化したアプリとな

っている。したがって、エンタテインメントの要素が前

面に出た自治体アプリとして話題になったものであった。

の概要

とは、現実の空間には実際に存在しない情報を、ス

マートデバイスの画面上に表示する技術のことである。

例えば、現実の空間には存在しないマーキングや映像、

情報を示したタグなどの現実世界の補足的な情報を画面

上に表示することが可能である。こうした のメリット

として挙げられる点は、

スマートデバイス等のメディアツールを通して、デジ

タル情報を現実世界に付与することで可能にし、実際に

は現実に起こっていないことが可視化される点。

このように現実空間に合わせて情報を重層化するた

め、情報を直感的にユーザに伝えやすいという点。

上記の 点である。

また、認識方式も 種あり、それぞれに特徴がある。

位置情報型

や などから得られる位置情報に紐付けて情

報を表示するものである。メリットとしてはユーザが

を使用できる環境であれば、どこでも の利用が可能で

ある点が挙げられるが、一方で、情報が の精度に依

存してしまうため、室内では使えない、位置精度が悪い

などのデメリットも存在する。

画像認識型

の画像認識・空間認識などの技術を利用して、現実

の環境を認識・解析することで情報を表示する。この画

像認識型 はさらに大きく つ マーカータイプ・マー

カーレスタイプ に分類できる。

マーカータイプ

マーカーと呼ばれる決まった形の図形コードを認識し

て、現実の世界にはない補足的な情報を画面上に付加す

る。マーカー型のメリットとしては、マーカーを起点に

表示させるため、表示位置などの精度が高い。すぐに利

用できるオープンソース・ソフトウェアのライブラリが

公開されていて比較的取り組みやすいなどの点が挙げら

れる。一方、マーカーのデザインが限定されるなどのデ

メリットが存在する。

マーカーレスタイプ

決まった形の図形ではなく、現実の環境に実在する物

体や空間を画像として認識して、現実の世界にはない補

足的な情報を画面上に付加する。メリットとしては、マ

ーカータイプのような特定のフォーマットに従わなくて

もよい点が挙げられるが、マーカーの代替とする図形や

画像が特徴の少ないものであると、認識できない可能性

が高くなるデメリットがある。

事例検討

神奈川県箱根町「箱根補完計画 スタンプラリー」

概要

年 月 日から 年 月 日まで、神奈川県

箱根町の観光スポットを中心とした特定の地点で、スマ

ートデバイスの画面に「新世紀エヴァンゲリオン」のキ

ャラクターが出現するインバウンド観光誘致イベント

「箱根補完計画 スタンプラリー」を実施、 スタンプ

ラリーとしては世界最大規模の取り組みである。開催期

間中には、スタンプラリーのチェックポイントが カ

所以上、 コンテンツが出現するスポットが カ所以上

設置し、 出現スポットではエヴァンゲリオンのキャラ

クターを表示した コンテンツをスマートデバイス上に

再現する。したがって、参加者は用意されたコースに沿

って 出現スポットを巡ることで、キャラクターに出会

うことができ、 再現を目的とした回遊が生まれる形と

なっている。

技術

「箱根補完計画 スタンプラリー」の スポット情

報と コンテンツは、ソフトバンクモバイル株式会社の

アプリケーション「ふらっと案内」（ 、 版）で

提供されている。アプリケーションの中に用意されたコ

ースを巡り、 コンテンツの出現スポットに到達すると、

アプリケーションをインストールしたスマートデバイス
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のカメラ越しに風景を映すことで画面上に コンテンツ

が表示される形をとっている。この「箱根補完計画 ス

タンプラリー」では 空間情報を活用しているとしてい

る。この技術は位置情報とそれに紐付けられたデータか

らなる情報をスマートデバイスの中で再現するものであ

り、前項で述べた「 位置情報型 」の情報再現技術と

ほぼ同義である。また、気象、天候、時間、場所、方向

などの周囲の状況に応じて異なる コンテンツを表示す

るなどの実験的な 認識技術が導入されていることもこ

の取り組みの特徴である。

関係団体

取り組みの主体は一般財団法人箱根町観光協会である。

また、箱根に関連する各観光協会も協力している。また、

自治体（神奈川県、箱根町）や地元商工会議所、大規模

な宿泊・リゾート施設を運営している会社や鉄道会社な

どバックアップしている団体も箱根をほぼ網羅している

と言っても過言ではない。 の技術提供はソフトバンク

グループが、キャラクター版権管理においては株式会社

グラウンドワークスが全面的に協力している。

．取り組みのポイント

今回の取り組みのポイントは過去の成功体験やコンテ

ンツの力、先進技術に頼り切らず、それらをベースにゲ

ーム要素を高め、参加者を巻き込むと、仕掛け作りに注

力していることである。

スタンプラリー自体においては、単なるスタンプラリ

ーではなく、スタンプラリーにスコアをつけて競争させ

る要素を取り入れ、フォトコンテストなども実施してい

る。また、早朝のスタンプ取得や写真撮影など参加者の

行動によって規定のスコアに「レアポイント」などのゲ

ーミフィケーション的要素を付加させている。更に

や などソーシャルメディアとも連動し、情

報交換を促す仕組みを付加することで、個人間の情報伝

達による口コミ効果を狙っている。加えて、デジタル技

術で組み立てた企画である利点を最大限に生かし、スタ

ンプや は参加者の反応を見ながら追加するなど、機動

的に運営している。

実際の回遊観光コースは箱根町観光協会が厳選し、箱

根の歴史・文化に触れられる コースと美術館めぐりや

公共交通機関で行くなど目的別 コースを用意している。

各コースの所要時間は半日を想定しており、日帰りや短

期旅行では全コースを終了させることは難しく、延泊や

リピートしても参加したくなるような仕掛けで、コンテ

ンツだけに頼らない箱根の魅力を中心に置いた形が取ら

れている。

箱根町観光協会とエヴァンゲリオンの共同の取り組み

は今回が初めてではなく、 年に公開された「ヱヴァ

ンゲリヲン新劇場版」の初公開に合わせて、作品の舞台

となった場所を表示した「エヴァンゲリオン箱根補完マ

ップ」を作成まで遡る。この取り組みは当初用意した

部が 日間ですべてなくなるなどの大きな実績を残した。

更に 年の「第 新東京市上映会」には 日間で

名が来場し、同年にローソン仙石原店を「ローソン第

新東京市店」に改名すると、訪問者で車が動かなくなる

大渋滞が起こるなどの大きな反響があり、箱根町観光協

会としても地域活性化の面でのインパクトがあることを

十分認識した上での取り組みとなっている。箱根には年

間 万人の観光客が訪れる一方、若年層の取り込みを

課題としており、このエヴァンゲリオンによる集客によ

る新規顧客開拓と観光オフシーズンの底上げを期待する

側面が強い。

図 箱根町観光協会と「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」の取組み

年 内容 効果

ヱヴァンゲリヲン

箱根補完マップ

部

第 新東京市上映会 名／ 日

ローソン第 新東京市店 名／日 来店

限定版「箱根補完マップ」

配布

箱根補完マップスタンプ

ラリー

箱根補完マップスタンプ

ラリー

箱根補完宿泊プラン

箱根補完計画 スタンプ

ラリー・フォトコンテスト

好評につき期間延長

残された課題

こうしたスマートフォンアプリを活用した観光促進や

地域紹介の取り組みが盛んに行われているが、これらの

取り組みにおける課題として「スマートフォンアプリと

しての費用対効果の検証がされていない」点を挙げてお

きたい。

まずはスマートフォンアプリの製作・運用コストであ

る。製作コストは、スマートフォンアプリの内容・機能

から逆算して、概算の製作費用を見積もった場合、先に
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挙げたようなアプリは最低でも あたり 万程度の

製作コストが必要なことがわかる。また、 のバージョ

ンアップに対応する形で、改良運用を重ねていった場合、

大体 ～ 万円程度の改修・運用費がかかるものと推

計される。例えば 難波宮の場合、 や を対

象とした の履歴を見た場合、過去に 回程度のバー

ジョンアップが行われており、これらのバージョンアッ

プの内容から推計すると 年 月の公開から今までの

およそ 年間で総額 万円程度の投資を行っている

ものと推測可能である。また、 向けでも、ほぼ

同じ回数のバージョンアップがなされており、トータル

の費用は 万円の 倍、 万円程度に達すると想

定できる。

次に 端末にインストールされている「 難波

宮」のアプリの数だが、 によると ，

件のインストールとなっている。仮に 件のイン

ストールがあったとして、 における インス

トール当たりの単価は 円となる。この 円と

いう数字が、観光誘致や などを目的とした費用対効果

の観点で見た場合に妥当なのかという点について議論を

していく必要があろう。

結び

今回取り上げた箱根町観光協会とエヴァンゲリオンの

共同の取り組みは、スマートデバイス向けのアプリを使

うことによって、地域活性化の動きに広がりと機動性を

持たせ、より緊密な地域と繋がりを作ることに成功した

事例と言えるであろう。これは「エヴァンゲリオン」と

いう稀有なコンテンツと箱根とのストーリー上でのマッ

チングの妙が大きな要因である。加えて、そのコンテン

ツパワーに完全に依拠することなく、参加者目線で楽し

めるデジタルコンテンツの提供と様々な仕掛け、ソーシ

ャルメディアを意識したメディア広報の戦略など綿密か

つ丁寧に練り込まれた企画であった点と継続的に地域と

コンテンツが結びついて、同質の情報を発信し続けた継

続性の点も大きく影響していると考えられる。

エヴァンゲリオンの事例からもわかるように、 技術

は個人のデバイスの中に入り込んで、ユーザエクスペリ

エンスを演出し、地域と自分とを自然に強固に結びつけ

ることに成功している。いわば、地域の魅力を倍加させ

る装置として非常に有効なテクノロジーである。

しかし、一方でスマートデバイス向けアプリのダウン

ロード数と利用率は両極化が進んでいる。こうした厳し

い環境の中で、多額の予算をかけて地方自治体や地域団

体はアプリを作成リリースし、運用しているのである。

こうした団体に必要なことは、成功のラインをどこに引

くかということである。今までの地域活性化の施策とは

異なり、アプリのようにダウンロード数や利用数など、

現実の数字によって裏付けられる費用対効果という面を

意識して、施策を作っていかなければならない場面に地

域は直面しているのである。

【註】

スマートデバイス向けのアプリは、 対応の場合は

、 の場合は、 からダウ

ンロード可能。

 「拡張現実（ ）」の略で、実際の

景色、地形、感覚などに、プログラムを使ってさらに情

報を加える技術をいう。

主催：箱根町観光協会、後援：神奈川県、協力団体・

企業：箱根町、小田原箱根商工会議所、箱根温泉旅館協

同組合、箱根湯本観光協会、箱根芦之湯観光協会、箱根

太平台観光協会、箱根仙石原観光協会、箱根宮ノ下観光

協会、箱根町箱根観光協会、箱根小涌谷観光協会、元箱

根観光協会、箱根町宮城野木賀観光協会、箱根強羅観光

協会、芦ノ湖・芦之湯地区観光連絡協議会、箱根プロモ

ーションフォーラム、藤田観光株式会社、箱根小涌園、

富士屋ホテル株式会社、東方之光、プリンスホテルズ＆

リゾーツ、伊豆箱根鉄道グループ、小田急箱根ホールデ

ィングス株式会社、株式会社グラウンドワークス、ソフ

トバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式

会社
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国土交通省総合政策局 観光地が取り組む効果
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書」
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田畑恒平 「自治体におけるスマートフォン向け

アプリの活用と課題」第 回情報通信学会大会予稿集

情報通信学会
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実践的教育・研究「今瀬ゼミ：とちお祭への裏方参画と調査・情報発信」

－地域を支える「裏方」と必要性からの「協働」－

今瀬 政司（長岡大学経済経営学部 准教授、特定非営利活動法人市民活動情報センター 代表理事）

：裏方、協働、実践的教育・研究

【問題意識：「誰がどのように地域を支えるか」】

地域を活性化していくには、「自助」「共助」「公助」の推

進、そのための組織づくり、地域づくりが大事だと一般に

よく言われる。だが、地域の現場では、「助け合うにも人が

いない」、「組織があっても実際に動く人がいない」、「結局、

誰がやるのか」、といった現実に直面することが少なくない。

そのため、「誰」が地域を支えるのか、地域を活性化する「担

い手」が具体的には誰なのか、そのことが問われる。

また、そうした地域の担い手たちが、具体的にどのよう

な取組みを行うのか、どのように「協働」して行うのか、

そのことが明らかになることも重要となっている。

本稿では、地域活性化の取組みであり、かつ大学におけ

る実践的教育・研究の取組みの一事例として、筆者が担っ

ている長岡大学 今瀬政司ゼミナールによる 年度『と

ちお祭への裏方参画と調査・情報発信 ～長岡・栃尾地域を

元気にするために～』の事業を紹介する。そして、その地

域活性化の実践的教育・研究を通じて浮かび上がった事と

して、地域の「担い手」とその取組み方、ならびに「協働」

の進め方のあるべき姿を提言する。

【実践的教育・研究の内容と成果：

今瀬ゼミ『とちお祭への裏方参画と調査・情報発信』】

長岡大学 今瀬政司ゼミナールでは、実社会の現場におけ

る実践的な活動や調査等のノウハウを学び、社会の中で「生

きる力」の基礎を身につけ、地域（社会）の活性化に貢献

することを目的に活動している。教員がレールを敷いて、

その上に学生を乗せて走らせるといった授業方法ではなく、

社会をモノサシにして、学生の自発力・自主性・自律性を

育み、学生が自らの生き方・働き方を創造するような教育

を行いたいと考えている。

①今瀬ゼミ活動の企画立案における試行錯誤

年度の今瀬ゼミでは、 年 月～ 月に「自治と

協働による地域づくり」という大テーマのもと、ゼミ生た

ち自身で、企画書の立案を行うところから始まった。ゼミ

生たちが自ら取組み内容を検討して、様々な関係機関に事

前取材・相談を行った。最初の企画書（案）は、「長岡駅か

ら過疎地域を繋ぐ」というものであったが、様々なご協力

機関の方々にご相談し、貴重なご助言を頂いたことで、企

画を何度も更新して、試行錯誤を重ねた。その上で、『とち

お祭への裏方参画と調査・情報発信 ～長岡・栃尾地域を元

気にするために～』という企画書を立案した。

そして、 月から翌年 月にかけて、長岡市栃尾地域（旧

栃尾市）における「とちお祭」の「裏方」として、現場で

の実践活動、調査研究、提言、情報発信、新規の協働事業

等を行い（現場活動は 日間超）、栃尾活性化への貢献を

めざした。主な取組みの内容と成果は以下の通りである。

②「とちお祭」の歴史と現状の調査

今瀬ゼミの活動の つ目として、 月～翌 月に、「とち

お祭」の歴史を調査して、栃尾地域の経済的な背景と共に

整理を行った。

また、 年度の「第 回とちお祭」の「裏方」スタ

ッフと「表方」参加者としての現場活動を通じて、その実

態を調査し、提言や情報発信等を行った（後述）。

◇「とちお祭」の歴史と経済的背景

「とちお祭」は、毎年、年に一度行われ、祭り事の多い

栃尾の中でも地域を代表する祭りの一つである。その歴史

は古く 年まで遡り、当初は「繊維まつり」として存在

していた。栃尾観光協会が 年に発足して、その翌年に

繊維まつりは当時の「うま市」と統合され、名称を「とち

お祭」に変えた。「とちお祭」に変わる際には、多くのイベ

ントが引き継がれて、 年度にも実施された「仁和賀 に

わか 行進」や「樽みこし綱引き」は古い歴史を持っている。

当時の「繊維まつり」は、栃尾地域の商工業の中心であ

った繊維産業と深い関わりがあった。繊維業界が中心とな

って祭りを行い、「織物求評会」なども行われ、産業の振興・

発展の象徴として地域の人たちから愛されていた。また、

住民が参加し祭りを楽しむという意図とは別に、「栃尾市の

産業、商工業を市内外に周知する」といった広報面での役

割を担っていた。当時は、北海道、関東、関西など全国各

地から 数十社の商社を招いていたということから、栃

尾で繊維工業が如何に盛んであったかということが分かる。

そして、その後は、繊維工業の衰退に伴い、現在の「とち

お祭」の形に徐々にシフトしていった。

「繊維まつり」に転機が訪れたのが、第 回目の

年である。前年まで繊維まつりと併せて行われていた「織
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物求評会」が切り離して行われたことで、より一層祭りを

盛り上げる必要があった。その方策として、商工会が企画

したイベントが、現在の「とちお祭」でも主要イベントと

して行われる「樽みこし綱引き大会」であった。 年度

の現在も樽みこし綱引きは、商工会青年部が中心となって

企画・実施をする「全日本樽みこし綱引き選手権大会」と

して、とちお祭に残るイベントである。

◇「第 回とちお祭」（ 年度）の概要

年度の「とちお祭」は 周年を迎えて、栃尾の人々

にとって大きな一つの節目となった。開催日は、 月 日

土 と 日 日 の 日間で、栃尾観光協会（主催）や長岡

市（共催）の栃尾支所が中心となり、栃尾の各町内や諸団

体などの協力・参画のもと行われた。

日間で様々なイベントが行なわれ、地域を盛り上げた

が、その中でも注目されたのが次の３つのイベントである。

「全日本樽みこし綱引き選手権大会」は、全国でも珍しい、

力自慢の男女が樽の載ったみこしを綱引きする、とちお祭

の中でも非常に迫力のあるイベントである。「仁和賀行進」

は、町内会ごとの参加団体が、時代を反映し趣向を凝らし

た山車と踊りでパフォーマンスを行いながら町内を練り歩

いて、その特色を競い合う。「大花火大会」は、山の頂上か

ら約 発の美しい花火が打上げられ、「とちお祭」と栃

尾の夏のフィナーレを飾る。その他、とちお祭の幕開けを

告げる「オープニングイベント」や、一日目の夜に行われ

た、伝統の栃尾甚句が通りを埋めつくす「大民踊流し」や、

半纏合わせ必見の「みこし渡御」などがあった。

③祭りの会合等への参加と取材

ゼミ活動の つ目として、 月～ 月に、「とちお祭」の

準備段階などで、各種の会合等への参加と取材を行った。

祭りの「結団式」や「安全祈願祭」、イベントの「仁和賀行

進」、「全日本樽みこし綱引き選手権大会」、「大花火大会」

等の会合、事務局スタッフ会合等である。

月 日、祭りの「結団式」が開催されて、約 人の地

元の方々が参加し、事務局から当年度のプログラム等の説

明があると共に、互いに親睦を深めた。参加者の多くは高

齢の方々で、 代ぐらいの若者もいたが人数は少なく、ゼ

ミ生たちの若さが新鮮に映った。今後、高齢の方が抜けて

しまった分を如何に埋めていくかが課題として見られた。

各町内のチームが毎年競い合ってきた「仁和賀行進」の

部会では、参加団体数が減少してきていることの報告があ

り（最盛期の 団体から半減）、部会参加者の中からは「来

年は仁和賀行進をやめて、それに代わるイベントを新たに

検討すべきではないか」といった意見も出るなど、栃尾地

域の過疎化の深刻さを肌身で伺う場となった。

また、部会では、参加団体の住民らが皆で議論をすると

いう雰囲気ではなく、事務局が決めた事項を説明して確認

し合うという意味合いが大きいものとなっていた。

「全日本樽みこし綱引き選手権大会」の説明会では、地

元住民による参加チームの減少傾向に対して、それを補う

形で栃尾域外から若者ボランティアたちによるチームの参

加登録が報告された。説明会に裏方参加して取材を行って

いた今瀬ゼミ生にも、大会参加の呼びかけがあり、即席チ

ームを結成することとなった。

④祭りの現場作業と取材（事前準備・当日運営・片付け）

ゼミ活動の つ目として、 月～ 月に、「とちお祭」の

現場作業と取材を行った。「仁和賀行進」に参加する栃尾本

町区の出し物の準備、祭りの提灯やのぼり設置等の事前準

備、チラシ配布等の事前ＰＲ活動、会場設営等の前日準備、

当日２日間の様々な運営作業、会場等の後片付け等である。

「仁和賀行進」の参加団体（地区）の一つである「栃尾

本町区」では、「とちお祭」が近づくと連日のように住民た

ちが集まって、栃尾中心街の諏訪神社等で準備を進めてい

る。神社の境内には、過去の仁和賀行進で使われていた仮

装の衣装、着ぐるみ、小道具などが多数置かれている。そ

れらすべては住民が手作りで作ったもので、その質と量は

驚くほどであり、さすが繊維のまちといった印象を受ける。

仁和賀行進が毎年行われることで、地区のつながりを豊か

に保っている。ただ、他の地区の多くでは、祭りへの参加

が減る傾向にあり、栃尾地域の過疎化の課題は大きい。な

お、ゼミ生たちは「仁和賀行進」の準備を手伝い、また取

材する中で、住民の方々からお声がけを頂いて、祭りの「表

方」として演技に加わって一緒躍らせて頂くことになった。

また、 月上旬になると、祭りの事務局が会場周辺でＰ

Ｒ用の提灯やのぼり等を設置する作業を行った。ただ、予

算などの問題もあってか、その設置場所は限定的な範囲で

あった。さらに、栃尾の域外からも祭りの見学に来てもら

えるように、長岡市役所本庁舎「アオーレ長岡」で事前Ｐ

Ｒイベントを行うと共に、チラシ配りを行った。だが、来

場者の多くは栃尾地域からで、既に「とちお祭」を知って

いる人が殆どであったため、ＰＲ方法には課題も残った。

そして、祭りの前日には、事務局スタッフが総出で会場

設営等を本格的に行った。祭りの当日には、前年度までの

経験を踏まえて予め緻密に作られた計画書に従って、早朝

から深夜まで様々な運営作業を行うと共に、各イベントが

終了するごとに設備の後片付け等を行った。

こうした祭りの事前準備・当日運営・後片付け等の一連

の「裏方」作業において、今瀬ゼミ生やボランティア学生
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たち（長岡大学、約 名）は、祭りの事務局スタッフたち

に混じって作業を行う共に、その過程を取材メモや写真、

ビデオ、録音等の記録に残していった。

⑤大花火大会の現場作業と取材（事前準備・打上・片付）

ゼミ活動の つ目として、月の祭り当日と前後日に、「大

花火大会」の現場作業と取材を行った。「とちお祭」の花火

は山の頂上で打上げるもので、全国でも珍しいものとなっ

ている。その花火の打上げ場所の事前準備では、枯れ草の

清掃、テントや防火水槽の設営等を行い、山の麓にある花

火の見学側では大会本部の設営等を行った。

そして、打上げでは花火の筒から ～ メートルの距離

のテント等から点火の合図を送った。頭上をほぼ垂直に打

ち上がり舞う花火、降り注ぐ花火の燃えかすには圧倒され

るものがあった。翌日には、打上げ場所周辺に落ちた燃え

殻を回収するなどの片付けを行った。ゼミ生たちは、そう

した一連の諸作業すべてを「栃尾煙火協会」の方々と一緒

に行うと共に、取材メモや写真、ビデオ等で記録に残した。

花火大会は全国で開催されているが、打上げ関連作業の

多くを花火業者等に丸投げしている事が少なくない。だが、

栃尾地域では住民たちが「栃尾煙火協会」を結成して、花

火師しかできない筒の設置・回収や点火等以外のすべての

打上げ関連作業を毎年、住民が手作りで行い続けている（栃

尾に花火業者はない）。その一連の作業は毎年、住民から住

民に引き継がれてきたもので、安全を第一に、手際よく、

確実にこなすものであった。ただ、現在、花火の担い手が

なかなか現れず、後継者への引継ぎが課題となっている。

⑥祭りのイベントの「表方」への参加と取材

ゼミ活動の つ目として、祭り当日に、イベントの「表

方」として参加と取材を行った。当初の今瀬ゼミの企画で

は「裏方」に徹する予定であったが、地元住民の方々から

のお声がけで、「全日本樽みこし綱引き選手権大会」に出場

した（結果は準優勝）。また、「仁和賀行進」では、栃尾本

町区の方々が行うパフォーマンスに参加した。

「全日本樽みこし綱引き選手権大会」は、当初、非常に

激しい競技と聞いており、敷居の高さを感じていたが、ゼ

ミ生たちが実際に参加してみると、怖さよりも興奮が上回

るイベントであった。この面白みを知ってもらう機会を何

らかの形で作ることができれば、地元の若い世代の参加者

が再び増える可能性もあるのではないかと思われた。

「仁和賀行進」では、途中から雨が降ったものの、ずぶ

濡れになりながら踊り、多くの見物客が見続けて賑わいを

見せた。踊る者と見物客が一体となって楽しむ光景は、こ

れからの栃尾地域にとって貴重なものと思われた。

⑦今瀬ゼミの「とちお祭」への提言

ゼミ活動の つ目として、こうした「とちお祭」での「裏

方」スタッフと「表方」参加者の現場活動と調査を通じて、

「今瀬ゼミのとちお祭への３つの提言」を策定して、 月

以降、発表会やパネル展等の様々な機会で発表を行った。

提言 ：「とちお祭」で準備・運営・片付けなどを行う「裏

方さん」の大変さ、大事さ、面白さが地元で再評価される

ような仕掛けをして、「裏方さん」（特に、若い人）が増え

るようにしていくこと。／提言 ：とちお祭の「全日本樽

みこし綱引き選手権大会」を栃尾以外の地域の祭において

出前開催すること。それにより、樽みこし綱引きの魅力を

栃尾内外に波及的に広く知ってもらうこと。／提言 ：と

ちお祭の会場で、地元商店や料理上手な家庭の方などの力

を借り、地元の名物料理や家庭料理などの屋台を多く出す

ようにして、域外からの来場者の楽しみを増やすこと。

⑧今瀬ゼミと地域の協働による仁和賀行進の「出前開催」

ゼミ活動の つ目として、 月の長岡大学の学園祭「悠

久祭」で、とちお祭の「仁和賀行進」を“出前開催”した。

栃尾本町区の住民の方 （々約 名）と今瀬ゼミによる「協

働事業」として、大学キャンパスで合同「栃尾本町仁和賀

隊パフォーマンス」を披露して栃尾地域をＰＲした。

「とちお祭」では、栃尾本町区の「仁和賀行進」で今瀬

ゼミも一緒躍らせて頂いたが、住民たちとゼミ生たちの間

で話が弾み、この仁和賀行進の「出前開催」の独自企画が

生まれた。この祭りの「出前開催」により、栃尾を訪れた

ことのない人にも「とちお祭」の一部を直接に味わっても

らうことができた。今後、これが前例となって、「全日本樽

みこし綱引き選手権大会」についても、栃尾域外で「出前

開催」が行われることが期待される（前述の今瀬ゼミ提言）。

⑨今瀬ゼミと地域の協働による長岡市内巡回「パネル展」

ゼミ活動の つ目として、今瀬ゼミで「とちお祭への裏

方参画と調査・情報発信」の展示パネルを作成した（ １サ

イズ 枚）。ゼミ活動と「とちお祭」を紹介したもので、

長岡大学「悠久祭」でパネル展を開催した。

また、今瀬ゼミと長岡市（栃尾支所商工観光課、市民協

働推進室）と栃尾観光協会による「協働事業」として、

月～翌 月に、長岡市内で巡回「パネル展」を開催した（道

の駅に隣接する「長岡市栃尾産業交流センターおりなす」、

長岡駅前にある長岡市役所本庁舎「シティホールプラザ ア

オーレ長岡」）。パネル展を通じて、栃尾と「とちお祭」の

情報発信を行うとともに、事務局スタッフ等しか知らない、

とちお祭の「裏方さん」の大変さや面白さ、大事さを地元

住民の方々に知ってもらう機会になればと考えた。

物求評会」が切り離して行われたことで、より一層祭りを

盛り上げる必要があった。その方策として、商工会が企画

したイベントが、現在の「とちお祭」でも主要イベントと

して行われる「樽みこし綱引き大会」であった。 年度

の現在も樽みこし綱引きは、商工会青年部が中心となって

企画・実施をする「全日本樽みこし綱引き選手権大会」と

して、とちお祭に残るイベントである。

◇「第 回とちお祭」（ 年度）の概要

年度の「とちお祭」は 周年を迎えて、栃尾の人々

にとって大きな一つの節目となった。開催日は、 月 日

土 と 日 日 の 日間で、栃尾観光協会（主催）や長岡

市（共催）の栃尾支所が中心となり、栃尾の各町内や諸団

体などの協力・参画のもと行われた。

日間で様々なイベントが行なわれ、地域を盛り上げた

が、その中でも注目されたのが次の３つのイベントである。

「全日本樽みこし綱引き選手権大会」は、全国でも珍しい、

力自慢の男女が樽の載ったみこしを綱引きする、とちお祭

の中でも非常に迫力のあるイベントである。「仁和賀行進」

は、町内会ごとの参加団体が、時代を反映し趣向を凝らし

た山車と踊りでパフォーマンスを行いながら町内を練り歩

いて、その特色を競い合う。「大花火大会」は、山の頂上か

ら約 発の美しい花火が打上げられ、「とちお祭」と栃

尾の夏のフィナーレを飾る。その他、とちお祭の幕開けを

告げる「オープニングイベント」や、一日目の夜に行われ

た、伝統の栃尾甚句が通りを埋めつくす「大民踊流し」や、

半纏合わせ必見の「みこし渡御」などがあった。

③祭りの会合等への参加と取材

ゼミ活動の つ目として、 月～ 月に、「とちお祭」の

準備段階などで、各種の会合等への参加と取材を行った。

祭りの「結団式」や「安全祈願祭」、イベントの「仁和賀行

進」、「全日本樽みこし綱引き選手権大会」、「大花火大会」

等の会合、事務局スタッフ会合等である。

月 日、祭りの「結団式」が開催されて、約 人の地

元の方々が参加し、事務局から当年度のプログラム等の説

明があると共に、互いに親睦を深めた。参加者の多くは高

齢の方々で、 代ぐらいの若者もいたが人数は少なく、ゼ

ミ生たちの若さが新鮮に映った。今後、高齢の方が抜けて

しまった分を如何に埋めていくかが課題として見られた。

各町内のチームが毎年競い合ってきた「仁和賀行進」の

部会では、参加団体数が減少してきていることの報告があ

り（最盛期の 団体から半減）、部会参加者の中からは「来

年は仁和賀行進をやめて、それに代わるイベントを新たに

検討すべきではないか」といった意見も出るなど、栃尾地

域の過疎化の深刻さを肌身で伺う場となった。

また、部会では、参加団体の住民らが皆で議論をすると

いう雰囲気ではなく、事務局が決めた事項を説明して確認

し合うという意味合いが大きいものとなっていた。

「全日本樽みこし綱引き選手権大会」の説明会では、地

元住民による参加チームの減少傾向に対して、それを補う

形で栃尾域外から若者ボランティアたちによるチームの参

加登録が報告された。説明会に裏方参加して取材を行って

いた今瀬ゼミ生にも、大会参加の呼びかけがあり、即席チ

ームを結成することとなった。

④祭りの現場作業と取材（事前準備・当日運営・片付け）

ゼミ活動の つ目として、 月～ 月に、「とちお祭」の

現場作業と取材を行った。「仁和賀行進」に参加する栃尾本

町区の出し物の準備、祭りの提灯やのぼり設置等の事前準

備、チラシ配布等の事前ＰＲ活動、会場設営等の前日準備、

当日２日間の様々な運営作業、会場等の後片付け等である。

「仁和賀行進」の参加団体（地区）の一つである「栃尾

本町区」では、「とちお祭」が近づくと連日のように住民た

ちが集まって、栃尾中心街の諏訪神社等で準備を進めてい

る。神社の境内には、過去の仁和賀行進で使われていた仮

装の衣装、着ぐるみ、小道具などが多数置かれている。そ

れらすべては住民が手作りで作ったもので、その質と量は

驚くほどであり、さすが繊維のまちといった印象を受ける。

仁和賀行進が毎年行われることで、地区のつながりを豊か

に保っている。ただ、他の地区の多くでは、祭りへの参加

が減る傾向にあり、栃尾地域の過疎化の課題は大きい。な

お、ゼミ生たちは「仁和賀行進」の準備を手伝い、また取

材する中で、住民の方々からお声がけを頂いて、祭りの「表

方」として演技に加わって一緒躍らせて頂くことになった。

また、 月上旬になると、祭りの事務局が会場周辺でＰ

Ｒ用の提灯やのぼり等を設置する作業を行った。ただ、予

算などの問題もあってか、その設置場所は限定的な範囲で

あった。さらに、栃尾の域外からも祭りの見学に来てもら

えるように、長岡市役所本庁舎「アオーレ長岡」で事前Ｐ

Ｒイベントを行うと共に、チラシ配りを行った。だが、来

場者の多くは栃尾地域からで、既に「とちお祭」を知って

いる人が殆どであったため、ＰＲ方法には課題も残った。

そして、祭りの前日には、事務局スタッフが総出で会場

設営等を本格的に行った。祭りの当日には、前年度までの

経験を踏まえて予め緻密に作られた計画書に従って、早朝

から深夜まで様々な運営作業を行うと共に、各イベントが

終了するごとに設備の後片付け等を行った。

こうした祭りの事前準備・当日運営・後片付け等の一連

の「裏方」作業において、今瀬ゼミ生やボランティア学生

77



⑩今瀬ゼミの情報発信による栃尾地域ＰＲ

ゼミ活動の つ目として、 月以降、今瀬政司研究室の

ホームページで（ ）、

ゼミの活動報告等を随時掲載している。また、長岡大学の

地域活性化プログラム成果発表会（文部科学省の大学ＣＯ

Ｃ事業「地（知）の拠点整備事業」）、「栃尾タイムス」への

記事掲載など、ゼミの情報発信を通じて栃尾をＰＲした。

【実践的教育・研究からの提言：

地域を支える「裏方」と必要性からの「協働」】

これまで、今瀬ゼミの『とちお祭への裏方参画と調査・

情報発信』の事業を紹介してきた。この地域活性化の実践

的教育・研究を通じて浮かび上がった事として、地域の「担

い手」とその取組み方で重要な「裏方さん」というものに

ついて、また、「協働」を推進する上で重要なあり方につい

て、あるべき姿を提言する。

①地域を支える上で重要な「裏方さん」づくり

地域づくりでは、リーダー、コーディネーター、アイデ

アを出す人、専門家等のキーパーソンが大事だと一般によ

く言われる。だが、それらの人がいたとしても、「作業する

人がいなければどうにもならない」、「実際に誰がやるのか」、

「理想の実現は容易ではない」、といった現実の状況がある。

また、地域づくりでは一般に、地域のイベント等の事業

に如何に多数の市民が参加するかが重要とされる。けれど

も、多数の市民参加があったとしても、市民は「表方」へ

の参加のみに留まっていることが多い。

現在の「とちお祭」でも、各イベントで地区住民の参加

が「表方」としてある一方で、それを実施するに当たって

の企画・準備・運営・片付け等の「裏方」作業の多くにつ

いては、祭りの事務局を担う栃尾観光協会（主催）や長岡

市栃尾支所（共催）の職員たちが業務として行っている。

地区住民が祭りに「裏方」として参画する場面は少なく、

そのことが課題として思われた。この場合、地域づくりの

実質の波及効果や継続性が高くないと見られるからである。

今瀬ゼミの「とちお祭」での取組みを通じて改めて浮か

び上がったのが、「裏方さ

ん」の重要性とそれを増や

すことの必要性である。地

域力を培うのに大事なこと

は、市民が「表方」と共に、

「裏方」を担うことが重要

なのである。

そして、地域を活性化し

ていく上では、「作業をする

人」、「裏方さん」を高く評価して、スポットをあてて、そ

の大変さ、大事さ、楽しさを学ぶ機会づくり、「裏方さん」

を少しでも多く生み出す仕掛けづくりが必要と言える。

②実績と信頼の積み重ねと互いの必要性による「協働」

今瀬ゼミの取組みでは、白紙の状態からゼミ生が企画を

立て、市役所や地域の団体、住民の方々との関係を一から

作り上げていった。ゼミ活動の開始当初は、ゼミ生たちが

地域の方々に、地域活性化に協力させてもらえるように一

方的にお願いする関係であった。そして、始めて出会う関

係であったため、双方の間には当初、どこかぎこちない空

気もあった。だが、不備がありながらも、少しずつ協力さ

せていただき、実績を積み重ねていく中で、徐々に互いの

信頼関係が生まれていった。そして、ある頃からは、地域

の方からも声をかけて下さるようになり、積極的にゼミ生

たちと相互に協力し合って下さるようにもなっていった。

そして、ゼミ活動を開始して半年を経た頃には、長岡市

（栃尾支所商工観光課、市民協働推進室、他）、栃尾観光協

会、栃尾本町区（地区住民）、栃尾煙火協会、栃尾商工会な

ど、様々な地域の団体・住民の方々との「協働」の関係が

生まれていった。ゼミで作成したパネルの長岡市内巡回「パ

ネル展」は、今瀬ゼミと地域の方々の双方から自然な形で

沸き起こった「協働事業」であり、地域の方から自然な形

で看板作成・設置などの費用や人手も提供していただいた。

今瀬ゼミの取組みを通じて浮かび上がったことは、「協

働」の関係はいきなりできるものではなく、互いに誠意を

持って実績と信頼の関係を積み重ねていくことで、また、

互いが互いを必要とすることで初めてできるものであり、

気づいてみたら「協働」していたというものなのである。

【引用・参考文献】

長岡大学 今瀬政司ゼミナール「とちお祭への裏方参画と調

査・情報発信報告書 ～長岡・栃尾地域を元気にするために

～」 年 月（ゼミ生：五十嵐信彦、澤井芳秀、須田一

聖、相山祐輝、太刀川健太朗 当時３年生、五十音順）
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産官学民連携事業による“学生活性化”の効果

小出秀雄（西南学院大学）

： 産官学民連携、学生活性化、環境問題、持続可能な開発のための教育 、卒業論文

１．本研究の目的 
西南学院大学の教育インキュベートプログラム「福岡

超大学環境ゼミナール」（以下、ふくお環かんゼミ）は、2012
年度後期から2015年度前期の３年間、学生の基礎能力を

向上させるために行われた、産官学民の連携による教育

研究事業である（小出(2014a～c, 2015)）。ふくお環かんゼミ

の取組は大きく分けて、およそ３カ月に１回、大学を超

えて学生と社会人が集う「全体の取組」（以下、超大学イベ

ント）と、取組主体である経済学部の小出ゼミ（３年・４

年）が人前で話す度胸や説明力を養う「日常の取組」の２

つで構成されている。 
本研究は、ふくお環かんゼミの取組の実績をもとに、産

官学民が連携したこの教育研究事業の遂行により、取組

主体である小出ゼミの学生がどの程度「活性化」された

のかを検討する。 
本稿を執筆している時点で小出ゼミと学生有志は、「姪

浜西南大学まち」(Meinohama Seinan Univer“City”)と称す

る、学生の社会力向上と地域（商店街）の活性化を目的と

し た 新 た な 教 育 研 究 事 業 に 着 手 し て い る

<https://www.facebook.com/meinoseinan> 。 こ のよう な

Project Based Learning型教育の本質として、まちづく

りに関わる学生たち自身が活性化してはじめて、その周

囲の学生や地域の方々にエネルギーを与え、それがまち

の繁栄につながるものと思われる。したがって本研究で

は、ふくお環かんゼミの成果と課題を整理しつつ、姪浜西

南大学まちで取り入れるべきしくみに言及する。 
 

 

図１ ふくお環かんゼミの体制（筆者作成） 
 

２．ふくお環かんゼミの目的・目標

図１は、発足当初のふくお環かんゼミのイメージである

（小出(2014a)）。福岡市内で環境問題やエネルギー問題を

学ぶ５大学、６つのゼミ・研究室の教員・学生有志がこ

のゼミに参加していたが、実際には大学関係者だけでな

く、企業、行政、各種団体の方々も多く関わり、図では

表し切れないほど重厚な関係を作ることができた。 
環境問題は自然現象から人間の振る舞いに及ぶ、長く

複雑なプロセスから構成されており、単一の学問を学ぶ

だけで理解できるものではない。また、環境問題自体が

多岐に及ぶため、学生が積極的に研究したい問題につい

て担当教員がよく理解していないことが原因で、例えば

ゼミ内のリポートや卒業論文の作成において、有益な指

導ができないこともしばしばある。 
そこでふくお環かんゼミは、環境問題の効果的な教育方

法を確立するために、発足時に次の３つの目的を掲げた。 
①文系・理系の学生たちが定期的に集まり、ともに学

び発言する機会を創る。 
②その学生たちが主体的に協同し、双方の研究分野を

理解しようと努力する。 
③学生を指導する立場の教員がその活動を見て、自身

の教育姿勢を改善する。 
そして、ふくお環かんゼミが達成すべき目標を、以下の

ように３つの大項目と、３つずつの小項目に分けて設定

した。 
《目標１》母体である小出ゼミの学生の積極的な活動

●ふくお環かんゼミのリーダー（＝小出ゼミの各学年幹事）が

次にすべきことを把握し、他の学生に必要な連絡をする。 

●勉強会での討論者、研究発表会での発表者に積極的に立候

補して、一定の成果を挙げる。 

●ふくお環かんゼミの活動に、すべての学生が何らかの形で関

与する。 

《目標２》文系・理系を超えた環境問題および研究手

法の相互理解

●施設見学会で同じものを見聞きして、その感想を言い合う

ことができる。 

●勉強会や研究発表会でお互いの取り組んでいることをある

程度理解するとともに、意見を交換することができる。 

⑩今瀬ゼミの情報発信による栃尾地域ＰＲ

ゼミ活動の つ目として、 月以降、今瀬政司研究室の

ホームページで（ ）、

ゼミの活動報告等を随時掲載している。また、長岡大学の

地域活性化プログラム成果発表会（文部科学省の大学ＣＯ

Ｃ事業「地（知）の拠点整備事業」）、「栃尾タイムス」への

記事掲載など、ゼミの情報発信を通じて栃尾をＰＲした。

【実践的教育・研究からの提言：

地域を支える「裏方」と必要性からの「協働」】

これまで、今瀬ゼミの『とちお祭への裏方参画と調査・

情報発信』の事業を紹介してきた。この地域活性化の実践

的教育・研究を通じて浮かび上がった事として、地域の「担

い手」とその取組み方で重要な「裏方さん」というものに

ついて、また、「協働」を推進する上で重要なあり方につい

て、あるべき姿を提言する。

①地域を支える上で重要な「裏方さん」づくり

地域づくりでは、リーダー、コーディネーター、アイデ

アを出す人、専門家等のキーパーソンが大事だと一般によ

く言われる。だが、それらの人がいたとしても、「作業する

人がいなければどうにもならない」、「実際に誰がやるのか」、

「理想の実現は容易ではない」、といった現実の状況がある。

また、地域づくりでは一般に、地域のイベント等の事業

に如何に多数の市民が参加するかが重要とされる。けれど

も、多数の市民参加があったとしても、市民は「表方」へ

の参加のみに留まっていることが多い。

現在の「とちお祭」でも、各イベントで地区住民の参加

が「表方」としてある一方で、それを実施するに当たって

の企画・準備・運営・片付け等の「裏方」作業の多くにつ

いては、祭りの事務局を担う栃尾観光協会（主催）や長岡

市栃尾支所（共催）の職員たちが業務として行っている。

地区住民が祭りに「裏方」として参画する場面は少なく、

そのことが課題として思われた。この場合、地域づくりの

実質の波及効果や継続性が高くないと見られるからである。

今瀬ゼミの「とちお祭」での取組みを通じて改めて浮か

び上がったのが、「裏方さ

ん」の重要性とそれを増や

すことの必要性である。地

域力を培うのに大事なこと

は、市民が「表方」と共に、

「裏方」を担うことが重要

なのである。

そして、地域を活性化し

ていく上では、「作業をする

人」、「裏方さん」を高く評価して、スポットをあてて、そ

の大変さ、大事さ、楽しさを学ぶ機会づくり、「裏方さん」
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地域の方々に、地域活性化に協力させてもらえるように一
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係であったため、双方の間には当初、どこかぎこちない空
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せていただき、実績を積み重ねていく中で、徐々に互いの
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【引用・参考文献】

長岡大学 今瀬政司ゼミナール「とちお祭への裏方参画と調

査・情報発信報告書 ～長岡・栃尾地域を元気にするために
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聖、相山祐輝、太刀川健太朗 当時３年生、五十音順）
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●そこで得た経験を、自分たちの研究に役立てることができ

る。 
《目標３》ゼミ・研究室の担当教員の姿勢の変化

●一連の行事に参加して、自分のゼミ・研究室の学生の姿勢

に良い変化を見出す。 

●自分の日常の教育内容に取り入れたい、新たな発見がある。 

●その発見を、教育内容に実際に反映させる。 
 

３．ふくお環かんゼミのイベント実績 
冒頭で述べたように、ふくお環かんゼミの取組は大きく

分けて、大学を超えて学生と社会人が集う超大学イベン

トと、小出ゼミが人前で話す度胸や説明力を養う日常の

取組の２つで構成されている。 
 

 
表１ 超大学イベント（筆者作成） 

 

 

表２ 勉強会・発表会の参加者（筆者作成） 
 
表１は、ふくお環かんゼミが開催した超大学イベントの

一覧である。表２はそのうち、各種勉強会と研究発表会

の参加者の内訳を示したものである。そして図２は、超

大学イベントで撮影した写真である。 
ふくお環かんゼミの発足当初は、季節の巡りに沿って「施

設見学会→秋期勉強会→研究発表会→春期勉強会」とい

うルーティンを想定していた。その途中、エフコープ生

活協同組合の環境助成を獲得し、2013年度の２つの勉強

会とカップリングの形で(c/w)、「ふくお環かんたび」コンテ

ストと企画実施報告会（グランプリ決定戦）を開催した。

これをきっかけに、Facebook などの SNS や YouTube
を教育研究事業で活用する意義を見出した。 

2014年7月には、子どもと大学生が一緒に絵描き歌を

楽しく学ぶ「なつのおべんきょうかい」を催し、世代間

交流を試みた。さらに、同年11月には、名古屋で開催さ

れた「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネス

コ世界会議」の併催イベント（セミナー）として、「ふく

お環かんゼミ inなごや」を開催した。これは文部科学省に

採択されたセミナー企画であり、ESD すなわち

Education for Sustainable Developmentについて不勉

強であった筆者は、これをきっかけに、現在ゼミ生とESD
のテキストを勉強しているところである。 
 

 

 
図２ 超大学イベントの様子（筆者作成） 

 
４． の視点と学生活性化の成果と課題

以下では、３年間実施した超大学イベントと日常の取

組の内容、データを引用しつつ、下記の「ESDの視点に

立った学習指導で重視する能力・態度」（７つの例）に照

らし合わせて、小出ゼミの学生活性化にどれだけ効果が

あったかを記述する。 
①批判的に考える力 

②未来像を予測して計画を立てる力 
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③多面的・総合的に考える力 

④コミュニケーションを行う力 

⑤他者と協力する態度 

⑥つながりを尊重する態度 

⑦進んで参加する態度 
なお、日本政府による ESD の定義は、「私たち一人ひ

とりが、世界の人々や将来世代、また環境との関係性の

中で生きていることを認識し、行動を変革することが必

要であり、そのための教育」である（「国連持続可能な開発

のための教育の10年」関係省庁連絡会議(2011)4頁）。つまり、

ESDはいわゆる環境教育の範囲にとどまらず、多くの教

育分野に関連する取組方針である。 
前述の７つの例は関連部分が多いため、以下では、①

と③と⑥、②と⑦、④と⑤をそれぞれ合わせて考察する。 
 

 
表３ 卒論タイトル中のキーワード（筆者作成） 

 
４－１．①批判的に考える力、③多面的・総合的に考え

る力、⑥つながりを尊重する態度

《国立教育政策研究所教育課程研究センター(2012)の定義》 
①合理的、客観的な情報や公平な判断に基づいて本質を見抜

き、ものごとを思慮深く、建設的、協調的、代替的に思考・判

断する力、③人・もの・こと・社会・自然などのつながり・か

かわり・ひろがり（システム）を理解し、それらを多面的、総

合的に考える力、⑥人・もの・こと・社会・自然などと自分と

のつながり・かかわりに関心をもち、それらを尊重し大切にし

ようとする態度。 

ふくお環かんゼミでは、環境問題やエネルギー問題を文

系・理系の学生がともに学び、研究成果を発表し合うこ

とによって、単体のゼミでは想像できない貴重な経験を

得ることができた。 
同じ環境問題の専門用語であるにも関わらず、例えば

社会科学の用語と自然科学の用語はかなり異なる。経済

学のゼミにおいても、環境経済学だけではなく、法学や

倫理学、地理学、気象学、工学などの他分野を学ぶ必要

がある。したがって、ある特定の問題を深く思考するた

めには、多くの知識と論理を学ばなければならず、学生

は相当勉強になる（→①）。 
また、環境問題は複数の問題の集合で、しかも環境と

社会が密接に関連しているため、まさに俯瞰的、メタ的

な視野が欠かせない（→③）。例えば、再生可能エネルギ

ーの普及促進を研究する学生は、特定の発電・熱利用技

術に注目するだけでなく、日本政府が掲げる電源構成、

エネルギー供給をめぐる国際情勢、固定価格買い取り制

度の課題など、全体のつながりを知る必要がある（→⑥）。 
表３は、直近３年間に受理した卒業論文（計 36 本）の

タイトルにあるキーワードを、多い順に並べたものであ

る（五十音順）。筆者が指導できる内容であればテーマは

自由であるが、やはり環境問題やエネルギー問題が多い。

一方、経済学部の他の講義で関心を持ったテーマもあれ

ば、趣味の知識を生かしたテーマもある。 
 
４－２．②未来像を予測して計画を立てる力、⑦進んで

参加する態度

《国立教育政策研究所教育課程研究センター(2012)の定義》 
②過去や現在に基づき、あるべき未来像（ビジョン）を予想・

予測・期待し、それを他者と共有しながら、ものごとを計画す

る力、⑦集団や社会における自分の発言や行動に責任をもち、

自分の役割を理解するとともに、ものごとに主体的に参加しよ

うとする態度。 

環境問題の将来を予測することは文系において至難で

あるが、学生がゼミの専門分野を貪欲に学び、研究成果

としてのリポートや卒業論文をいかに高水準のものに仕

上げるかは、十分計画が立てられることである（→②）。 
小出ゼミでは毎年、日頃のゼミでの報告・発言や超大

学イベントの企画運営に積極的に取り組み、筆者が学内

外の人に自信を持って紹介できる卒業論文を提出する優

秀な学生が、数名現れる。彼・彼女たちは頭でっかちで

はなく、団体の中で自分に求められる役割や主体性を身

につけた人材である（→⑦）。その一方、ゼミや講義での

学習をおろそかにしたために、拙い内容の成果しか出せ

ない、あるいは卒業論文を書かない（あるいは書けない）

学生も、毎年一定数いる。 
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図３ 環境経済学のゼミの出席率（筆者作成） 

 
図３は、筆者が担当している演習Ⅰ（３年の必修科目）

と演習Ⅱ（４年の選択必修科目、卒業論文と併せて履修するよ

う指導）の出席率を、昇順に並べたグラフである。１年間

皆勤の学生は、４ゼミの中でなんと１名しかいない。少

人数のゼミは毎回出席して当然だと筆者は思っているが、

今の学生はそう思っていないようだ。 
広く深い学びと実践を経験して、自分自身が変容

(transform)を遂げるような誇るべき人材を輩出するには、

卒業時に求められる成果の質を想定しつつ、それを達成

するには今何をしなければならないかを教員が伝え続け、

また学生が自己チェックをし続けなければならない。 
 
４－３．④コミュニケーションを行う力、⑤他者と協力

する態度

《国立教育政策研究所教育課程研究センター(2012)の定義》 

④自分の気持ちや考えを伝えるとともに、他者の気持ちや考

えを尊重し、積極的にコミュニケーションを行う力、⑤他者の

立場に立ち、他者の考えや行動に共感するとともに、他者と協

力・協同してものごとを進めようとする態度。 

小出ゼミの学生は毎年、超大学イベントの企画、チラ

シや「旅のしおり」づくり、講演者との内容交渉、司会・

出演など、自分たちで役割を決めて、物事を進めること

ができた（→④・⑤）。分担がうまくいかず教員が手助け

することもあったが、それも明日につながる経験である。 
紙面が尽きたため詳細は割愛するが、最後に図４を紹

介したい。これは、2014年の「ふくお環かんたび」コンテ

ストでグランプリを獲得した本学経済学部・法学部の女

子チームが制作した、日帰り旅行企画のパンフである。 
ぜひこのようなセンスとチーム力を持った学生が次々

と現れて、学生の活性化に貢献するとともに、地域社会

を盛り上げてほしい。そのためには、企画段階から多く

の決定を学生に任せるとともに、要所で教員あるいは社

会人が進捗確認、アドバイスをする体制が必要である。

また現在、率先して動いてくれる学生が非常に少ないの

で、効果的なインセンティブを設定し、各学生の隠れた

スイッチをONにするよう、努力を重ねる。 
 

 

 

図４ 旅行企画の三つ折りパンフ（学生作成） 
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コミュニティとの協働による公共スポーツ施設マネジメント 

－A市の民間企業 B社を事例として－ 

斎藤和真（慶應義塾大学 SFC研究所）、松橋崇史（東京工科大学）、岩月基洋（嘉悦大学） 

 

Keyword： 指定管理者制度、民間企業、地域スポーツ振興、CSR 

 

１.はじめに 

 本研究ではA市の企業B社を事例として取り上げる。 

A市は人口 10万人弱の地方都市で、B社は A市に本社を置

く農機具販売を専門とするいわゆる中小企業である。B 社

は A市の公共スポーツ施設である野球場の指定管理を受け、

野球場という収入を上げにくい施設にも関わらず、元プロ

選手や、元日本代表選手によるトップレベルのスポーツ教

室の実施から地元の保育園の絵画展示まで地元に野球場を

有効活用すべく様々な事業を行っている。中でも2008年か

ら実施されているプロ野球の２軍戦の招致は B社の代表的

な事業であり、A 市の内外から毎年何千人もの人が足を運

ぶ恒例行事となっている。ただ、プロ野球の２軍戦を招致

することは容易ではなく、例年 1000万円前後の予算が必要

である。しかし、入場料収入は例年 200万円ほどで、本来

であれば 800万円もの赤字が発生してしまうところを、地

域内の企業からの協賛金 500万円と自社から 300万円を持

ち出して賄っている。そこまでしても、B 社は地域の子ど

もたちのためにと 10000枚以上の無料招待券を市内の全小

学校に配布し、地域のスポーツ振興に貢献している。 

 

B社社長「もうね、周りに頼らざるを得なかったわけだよ。

だからこのイベントだって、ボランティアさんや、それか

らもちろんスポンサードしてくれている企業さん達によ

って支えられているイベントなわけだよね。～中略～何の

ためにやるかって言ったら、究極的には人のためっていう

ことだよ。」 

 

公的な事業は支出の回収が難しく、企業は消極的になる

傾向がある中で、本研究では大手の指定管理企業ではなく、

地元の老舗中小企業である B社がどのようにコミュニティ

から協働を得て事業実施を可能にしているのかという秘密

を明らかにする。 

 

２.目的 

 本研究では、地方部に立地し、多くの利用料収入が得ら

れないにも関わらず、限られた委託料の中で積極的に自主

事業を展開している企業を事例として取り上げ、いかにし

て事業が可能となっているかを明らかにする。 

 

３.研究手法 

 本研究では参与観察とインタビュー調査を主とする。 

🔴🔴研究対象 

A市の株式会社B社 

🔴🔴参与観察（2013年5月 30～31日、6月 10日～18日） 

A市の株式会社B社へのインターンシップ、事業実施に

関する運営補助業務 

🔴🔴インタビューインフォーマント（期間；2013年 4月 30

日～1月 6日） 

① 株式会社Ｂ社の社員18人へのインタビュー調査 

② A市自治体関係者12人へのインタビュー調査 

③ 事業実施関係者42人へのインタビュー調査 

④ A 市内主要ステークホルダー（企業、商工会、地域

活動団体など）56人へのインタビュー調査 

 

４.調査結果 

（１）.自社の内部リソースの活用 

インタビュー調査から事業が実施できている背景には B

社の本業で蓄積した資金や人材などの自社リソースを活用

できることで、事業を実現していることがわかった。 

 B社は事業当日までの準備のために本業の社員20名を動

員し、協賛金で賄いきれない赤字分の資金を自社から補填

している。そこには、B 社が農機具販売事業者であり、ア

グリ部門、グリーン部門、スポーツ施設部門と複数部門か

らなり、指定管理料によらない資金と他部門の人員が存在

し、社長がそれらを会社の方針として流動的に活用できる

中小企業ならではの良さが影響している。 

表１からプロ野球２軍戦において最も多くマイナスが発

生した2008年度のB社の売上高を見てみても農業部門が閉

める割合が最も多く、表２から毎年純利益も確保できてい

て、企業トータルでは黒字を維持できている。 

 

 

 
図３ 環境経済学のゼミの出席率（筆者作成） 

 
図３は、筆者が担当している演習Ⅰ（３年の必修科目）

と演習Ⅱ（４年の選択必修科目、卒業論文と併せて履修するよ

う指導）の出席率を、昇順に並べたグラフである。１年間

皆勤の学生は、４ゼミの中でなんと１名しかいない。少

人数のゼミは毎回出席して当然だと筆者は思っているが、

今の学生はそう思っていないようだ。 
広く深い学びと実践を経験して、自分自身が変容

(transform)を遂げるような誇るべき人材を輩出するには、

卒業時に求められる成果の質を想定しつつ、それを達成

するには今何をしなければならないかを教員が伝え続け、

また学生が自己チェックをし続けなければならない。 
 
４－３．④コミュニケーションを行う力、⑤他者と協力

する態度

《国立教育政策研究所教育課程研究センター(2012)の定義》 

④自分の気持ちや考えを伝えるとともに、他者の気持ちや考

えを尊重し、積極的にコミュニケーションを行う力、⑤他者の

立場に立ち、他者の考えや行動に共感するとともに、他者と協

力・協同してものごとを進めようとする態度。 

小出ゼミの学生は毎年、超大学イベントの企画、チラ

シや「旅のしおり」づくり、講演者との内容交渉、司会・

出演など、自分たちで役割を決めて、物事を進めること

ができた（→④・⑤）。分担がうまくいかず教員が手助け

することもあったが、それも明日につながる経験である。 
紙面が尽きたため詳細は割愛するが、最後に図４を紹

介したい。これは、2014年の「ふくお環かんたび」コンテ

ストでグランプリを獲得した本学経済学部・法学部の女

子チームが制作した、日帰り旅行企画のパンフである。 
ぜひこのようなセンスとチーム力を持った学生が次々

と現れて、学生の活性化に貢献するとともに、地域社会

を盛り上げてほしい。そのためには、企画段階から多く

の決定を学生に任せるとともに、要所で教員あるいは社

会人が進捗確認、アドバイスをする体制が必要である。

また現在、率先して動いてくれる学生が非常に少ないの

で、効果的なインセンティブを設定し、各学生の隠れた

スイッチをONにするよう、努力を重ねる。 
 

 

 

図４ 旅行企画の三つ折りパンフ（学生作成） 
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表１：B社部門別売上高 

表２：B社純利益（2009-2013） 

  

B 社社員も、赤字になる事業にも関わらず、何週間にもわ

たり会議を重ね、連日遅くまで準備に取り組むものの、方

針に対して不満はないという。それも、インタビューから

社員が最初は受身的に事業に参画していたが、次第に「事

業を楽しむ」という好意的なフェーズに移り、今では「子

どもの喜ぶ顔が見たい」と企画に積極的に提案し、事業を

盛り上げるまでに変化していったことが確認された。 

 

B 社社長「会社の連中っていうのはもう一番大事なステー

クホルダーなんだけど、連中からしたら「仕方ねえな」っ

ていうふうについてきてくれてるのが正直なところだと

思うよ。笑。 ～中略～ 赤字も、会社をやっていくうえで

キチンとプラスを出さなければ社長やめなければいけな

いって常に言っている。金銭だけじゃないんだよ。」 

B 社社員「大変だけっども、仕事だかんね、それも。仕方

ねえんだよ。まあ、楽しいよ。笑。」 

 

（２）.地域内の外部リソースからの協力の引き出し方 

プロ野球２軍戦の実施にコミュニティからの協働として

A 市野球連盟と企業からの協賛は欠かすことができない要

素である。 

 

表３：2013年度 プロ野球２軍戦スタッフ数 

表４：プロ野球２軍戦協賛企業数と協賛金額（2009-2013） 

  

表３は2013年度のプロ野球２軍戦のスタッフ数である。表

から分かるように、野球連盟からの人的支援が大きく、２

日間で延べ78名ものスタッフを出している。具体的に審判

やボールボーイ、会場の設営、清掃まで欠かすことのでき

ない多様な役割を担っている。B社社長は、「野球連盟の協

力なくしては、事業が実施できない。」と言う。 

 表４は 2009年から 2013年までのプロ野球２軍戦に関す

る協賛企業数と協賛金額の推移を表したものである。図よ

り毎年 500万円以上の協賛が集まっていることが分かる。

これは事業の支出の約半分を企業からの協賛金で賄ってい

ることになる。この70社を越える企業の教唆があることで

事業が実施できている。 

 以上のコミュニティからの協力である人的支援と経済的

支援を引き出している要因を A市野球連盟と協賛企業への

インタビュー調査から明らかにする。 

 

＜野球連盟＞ 

会長「B 社さんはあのイベントはマイナスだし、大変だと

は思うんだけども、だけども、B 社さんでなければ出来な

いんでねえか。…中略…何より、B 社の社員の方々が一生

懸命なんだよね。 」 

副会長「だいたい B 社社長があれだけ一生懸命ですから、
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我々はご相談があれば全面的に協力しているわけですか

ら。…中略…連盟ももちろんですけど、相互補助ですよ。

愛して愛されてですね。」 

理事長「赤字になる部分は他の会社から集めてるわけで、

それって言うのは行政ではできないよね。…中略…B 社の

全社員がね、目標に向かってやっていくよっていう、この

姿勢が見えるんで、大したもんだなって俺は思ってんだけ

どさ。」 

 

以上のインタビューから野球連盟は 

1. B社の赤字でもA市のために取り組んでいる姿勢 

2. B社社員の懸命に取り組んでいる姿勢 

という2点が理由として協力している。 

 

＜協賛企業＞ 

協賛企業 C社「B社全然利益なんて出もしないんだから。

柴山さんの三条でプロ野球を見せたいという思いに感動

してね。やっぱり企業を営業してやっぱり地元の人達にそ

の利益を還元するのも、企業としての仕事なんですよ。」 

協賛企業 D社「今ここ（A市）に会社がありますから、そ

ういう繋がりのあるところで出来る事をやっていきたい。

…中略…B 社社長さんも、野球を呼ぶために会社からやっ

ぱりかなりのお金を持ち出しているわけですから、うちも

少し応援できればということで。」 

協賛企業 E社「B社社長さんは金儲けでやっているわけじ

ゃないしさ、それをじゃあ何のためにやっていうところで

やっぱり A市のためってわけでさ。A市でいいことやろう

っていうのを助けるよっていう風にみんなでこの町（A市）

を作っていこうねってことだよ。」  

 

以上のインタビューから協賛企業は、 

1. B社が赤字でもA市のために取り組んでいる姿勢 

2. A市の発展のために企業が主体的に関与する土壌 

という２点が理由で協力している。 

A 市は地場産業で有名な町で、人口に対する社長の割合

が日本一高い町と言われていて、企業ネットワークが非常

に発達している。小規模事業者が多いことから社長本人が

主体的にリソースを動かせる経営体制となっており、様々

な事業が盛んに行われている。A 市が属する県の県庁所在

地の商工会議所の事業数と A市のそれを比較すると A市の

方が４倍以上もあることから、主体的な企業の多さを伺い

知ることができる。 

 

 これら野球連盟や協賛企業の協力を得るために B社社長

は以下のように訴求したと言う。 

 

B 社社長「なんでこんな儲からないことをやるんだって言

われて、そりゃそうだよね。だから俺たちは「地域貢献で

やっている。だから力を貸してください。」って言うしか

言いようがなかった。小さな球場で２軍戦でマスコミにも

載るか分からないようなことにお金出してくれるってい

うのは、やっぱり地域貢献しかないんだと思う。」 

 

以上のことから、B 社社長が事業の価値の訴求と併せて利

益を生みにくいことを説明することで、コミュニティから

の人的、経済的な協力を引き出し、協働を実現している。 

 

５．考察 

 B社がプロ野球２軍戦を行っている背景には、自社のリ

ソースの活用と、外部リソースの上手な引き出し方があ

ることが確認された。 

 ここでは本事例の適用可能性を考えていく。 

 

（１）.指定管理者制度の現状 

表５：H24年全指定管理施設の管理主体別内訳 

 

指定管理者制度は、公共施設への民間活力の参入を促す

制度であるが、企業や NPOが管理運営する公共施設は未だ

に限られている。民間企業が参入する施設はというと、マ

ーケットとして企業が認めた都市部や、施設自体が魅力的

で集客力がある施設に限定されていて、多くの施設では従

前の管理制度のまま、自治体の直営、もしくは自治体出資

の外郭団体に管理権を制度上移行したものが多く、下請け

的な指定管理であるという問題点が指摘されている。 

背景には、制度の性格上、コスト削減に逆行しかねない

自主的な事業の評価が難しいことが挙げられる。だが、指

定管理者制度に参入する民間企業としても、行政としても、

多くの事業が展開され地域スポーツ振興が図られることは

望ましいことである。 

しかし、地方部では現実として企業が利益を上げること

は難しい。さらに、人口減少社会の中で自治体が既存の団

体の継続のために指定管理を委託するケースも多く、依然
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表１：B社部門別売上高 

表２：B社純利益（2009-2013） 

  

B 社社員も、赤字になる事業にも関わらず、何週間にもわ

たり会議を重ね、連日遅くまで準備に取り組むものの、方

針に対して不満はないという。それも、インタビューから

社員が最初は受身的に事業に参画していたが、次第に「事

業を楽しむ」という好意的なフェーズに移り、今では「子

どもの喜ぶ顔が見たい」と企画に積極的に提案し、事業を

盛り上げるまでに変化していったことが確認された。 

 

B 社社長「会社の連中っていうのはもう一番大事なステー

クホルダーなんだけど、連中からしたら「仕方ねえな」っ

ていうふうについてきてくれてるのが正直なところだと

思うよ。笑。 ～中略～ 赤字も、会社をやっていくうえで

キチンとプラスを出さなければ社長やめなければいけな

いって常に言っている。金銭だけじゃないんだよ。」 

B 社社員「大変だけっども、仕事だかんね、それも。仕方

ねえんだよ。まあ、楽しいよ。笑。」 

 

（２）.地域内の外部リソースからの協力の引き出し方 

プロ野球２軍戦の実施にコミュニティからの協働として

A 市野球連盟と企業からの協賛は欠かすことができない要

素である。 

 

表３：2013年度 プロ野球２軍戦スタッフ数 

表４：プロ野球２軍戦協賛企業数と協賛金額（2009-2013） 

  

表３は2013年度のプロ野球２軍戦のスタッフ数である。表

から分かるように、野球連盟からの人的支援が大きく、２

日間で延べ78名ものスタッフを出している。具体的に審判

やボールボーイ、会場の設営、清掃まで欠かすことのでき

ない多様な役割を担っている。B社社長は、「野球連盟の協

力なくしては、事業が実施できない。」と言う。 

 表４は 2009年から 2013年までのプロ野球２軍戦に関す

る協賛企業数と協賛金額の推移を表したものである。図よ

り毎年 500万円以上の協賛が集まっていることが分かる。

これは事業の支出の約半分を企業からの協賛金で賄ってい

ることになる。この70社を越える企業の教唆があることで

事業が実施できている。 

 以上のコミュニティからの協力である人的支援と経済的

支援を引き出している要因を A市野球連盟と協賛企業への

インタビュー調査から明らかにする。 

 

＜野球連盟＞ 

会長「B 社さんはあのイベントはマイナスだし、大変だと

は思うんだけども、だけども、B 社さんでなければ出来な

いんでねえか。…中略…何より、B 社の社員の方々が一生

懸命なんだよね。 」 

副会長「だいたい B 社社長があれだけ一生懸命ですから、
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として地方部における民間企業による指定管理には課題が

あるように思える。 

 

（２）.B社が与える示唆 

これらの状況下で、本事例から地方部において地元の

中小企業である指定管理者が赤字にも関わらず多くの事

業を実施することが指定管理者の新たな市場の開拓につ

ながるというメリットを示すことができるだろう。 

それは施設単体として見ると、赤字でも、その施設で

得た評価から他の地域の施設の獲得につながり、多くの

施設を運営するようになることで、会社として事業規模

が大きくなり、人員も増え、マスメリットを得ることが

できるということだ。 

 

表６：B社管理運営施設数変遷（2008-2013） 

表７：B社の部門別売上高推移（2009-2013） 

 

表６のように、B社が指定管理を行い、プロ野球２軍戦

をはじめ、管理施設が大きく伸びていっている。これに

ついて近隣の市町村の担当課や他の指定管理企業は、 

 

F市スポーツ施設担当課「B社での取組は大変ですよ。

なので、外から見させていただいている中では、良い会

社さんなんだろうなという感じには受け取れますね。」  

G市スポーツ施設担当課「B社は施設管理、グラウンド

作るプロですから。そういった面では請け負って然るべ

きですよね。」  

H市指定管理企業「B社さんは、スタジアムであれだけ

のことをやるっていうのは並のことじゃないんだよ。あ

れだけのことをやられているっていうのは素直にすごい

と言えるよ。」 

 

と、評価する。 

 表７より施設数の増加に伴い、B社全体としての事業規

模も大きくなっていることが分かる。表中、緑色のグラ

フがスポーツ施設部門であるが、他の部門の推移は上下

あるものの、スポーツ施設部門は一貫して右肩あがりに

伸びており、企業の事業規模を拡大している部門である

ことが分かる。 

以上のことから、A市のB社の例から指定管理者が自社

のリソースを投入してスポーツ振興活動を行うことが長

期的に見ると合理性が高く、周辺のステークホルダーと

の関係構築につながっていることが示唆された。自治体

出資の団体や体育協会等は地域内での施設管理に留まる

ため、マスメリットは考えにくいため、インセンティブ

が発生しにくいが、企業であればそうではない。したが

って、民間企業は指定管理という公的事業の分野におい

てもインセンティブが働きやすく、多くの事業を展開す

る可能性が高く、一層のスポーツ振興も望まれる。 

ただ、本事例では A 市がもともと地場産業の町で企業

活動が活発であったことから、指定管理者制度に移行す

る際に民間企業への委託を前向きに考え、企業に委託す

る努力をした点などの地域特性等、所与の条件が整った

ため実現できた可能性が高く、同様の事業は困難である

可能性が高く汎用性は限定的なものになると考える。 

しかし、地方部において民間企業が自社のリソースを

投入し、地域コミュニティと協働して事業を実施するこ

とが長期的には自社へのメリットをもたらすことが示唆

されたことにより、今後地方自治体において企業が管理

する公共スポーツ施設が増え、一層の公共施設の利活用

が進むことは望ましいと考える。 

 

７．引用・参考文献 

総務省（2012）『公の施設の指定管理者制度導入状況等に

関する調査結果』 

間野義之（2007）『公共スポーツ施設のマネジメント』 
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地域課題解決活動とその教育効果 ―ゆるキャラを活用した地域資源マップの作成を事例として―

沢田史子（北陸学院大学短期大学部）

： 地域課題解決、教育効果、ゆるキャラ、地域資源マップ

【問題・目的・背景】 
石川県加賀市山代温泉の訪問客数は、 年は 万人

を超えていたが、 年には 万人と大幅に減少してい

る。山代温泉観光協会によると、若年層の訪問者を増やす

ことが課題の一つとなっており、その解決策に関する学生

による提案について地域からの要望があった。

「平成 年度開かれた大学づくりに関する調査研究報告

書」（文部科学省）によると、 年度の学生の地域貢献

活動を行っている大学は ％であった。活動には、ボラ

ンティア活動や地域の祭りに参加するだけでなく、地域と

連携し課題解決のアイディアを考え、プロジェクトを遂行

するという貢献もある。豊田ら は「その際、課題解決の

成果を出すだけでなく、地域貢献のプロセスに教育的意義

を生み出すことができるかが、教育機関でもある大学とし

ての重要なチャレンジである。」と述べている。

本研究では、短期大学の学生が地域課題解決に向けて地

域の 団体と連携し、ゆるキャラを活用した地域資源マッ

プを作成した事例を報告する。そして、これらの地域課題

解決活動による教育効果について、アンケート調査・グル

ープインビュー・学生の行動の変化を基に考察する。

【地域課題解決活動】

短期大学の 年生 名が、コンソーシアム石川「平成

年度地域課題研究ゼミナール支援事業」の採択を受け、ゼ

ミ活動の一環としてプロジェクトを実施した。活動内容は

主に以下の つに分けられる。いずれも、山代温泉観光協

会など つの地域連携団体の方々と意見交換を重ね、地域

のイベントにスタッフとして参加するなど交流を深めなが

ら活動を行った。

すぱクロくんの認知度向上の取り組み

山代温泉のゆるキャラであるすぱクロくんを観光資源と

して活用するために、以下の取り組みを行った。

若年層向けコピーを記載したすぱクロくん名刺を作成し

た。コピーはアイディアマラソンという発想法により

以上の候補を出し、連携団体の方々や専門家のアドバイス

により、山代温泉とすぱクロくんを関連付ける 点を選ん

だ。金沢市内 か所（ 日間）ですぱクロくんを出没させ、

名刺をポケットティッシュの外装フィルムに入れたものを

個配った。さらに、すぱクロくんのぬいぐるみを使っ

て、すぱクロくんプロフィール編、湯めぐり編、恋愛編の

動画を作成し、動画共有サイト を利用して発信し

た。すぱクロくん関連の情報を掲載する まとめを作

成した。名刺には まとめのサイトの コードを貼り

付け、ネットとリアルの両面から認知度向上を目指した。

地域資源マップの作成

地域資源マップの作成にあたり、ターゲットを金沢市や

その近郊在住の女子大学生とした。そして、自家用車で友

達や恋人とショッピングやアクティビティを楽しみなが

ら山代温泉を訪問できるよう、金沢～山代温泉間の若年層

向けの地域資源調査を 日間、毎回 グループに分かれて

行った。山代温泉では、若年層向けの地域資源調査に加え、

撮影スポットと隠れすぱクロくんの設置場所・方法につい

て調査を行った。調査の様子を図 に示す。また、学外で

の調査研究活動を表 に示す。著者はゼミ指導教員として、

全ての活動に同行した。

山代温泉内の 店舗に協力いただき学生が作成した缶

バッチ・ステッカー・石絵の隠れすぱクロくんを設置し、

すぱクロくん探しのヒントや女子大学生推奨メニュー、レ

トロな街並みを中心とした撮影スポットを掲載したマッ

プを作成した。完成したマップ表面を図 に示す。このマ

ップを頼りに山代温泉内の店舗を巡り、隠れたすぱクロく

んを探し つ見つけて撮影した写真を送ると、特別画像が

ダウンロードできる仕組みを構築した。本システムは山代

温泉観光協会が作成し、 年 月 日までの稼働を予

図 山代温泉での調査の様子

として地方部における民間企業による指定管理には課題が

あるように思える。 

 

（２）.B社が与える示唆 

これらの状況下で、本事例から地方部において地元の

中小企業である指定管理者が赤字にも関わらず多くの事

業を実施することが指定管理者の新たな市場の開拓につ

ながるというメリットを示すことができるだろう。 

それは施設単体として見ると、赤字でも、その施設で

得た評価から他の地域の施設の獲得につながり、多くの

施設を運営するようになることで、会社として事業規模

が大きくなり、人員も増え、マスメリットを得ることが

できるということだ。 

 

表６：B社管理運営施設数変遷（2008-2013） 

表７：B社の部門別売上高推移（2009-2013） 

 

表６のように、B社が指定管理を行い、プロ野球２軍戦

をはじめ、管理施設が大きく伸びていっている。これに

ついて近隣の市町村の担当課や他の指定管理企業は、 

 

F市スポーツ施設担当課「B社での取組は大変ですよ。

なので、外から見させていただいている中では、良い会

社さんなんだろうなという感じには受け取れますね。」  

G市スポーツ施設担当課「B社は施設管理、グラウンド

作るプロですから。そういった面では請け負って然るべ

きですよね。」  

H市指定管理企業「B社さんは、スタジアムであれだけ

のことをやるっていうのは並のことじゃないんだよ。あ

れだけのことをやられているっていうのは素直にすごい

と言えるよ。」 

 

と、評価する。 

 表７より施設数の増加に伴い、B社全体としての事業規

模も大きくなっていることが分かる。表中、緑色のグラ

フがスポーツ施設部門であるが、他の部門の推移は上下

あるものの、スポーツ施設部門は一貫して右肩あがりに

伸びており、企業の事業規模を拡大している部門である

ことが分かる。 

以上のことから、A市のB社の例から指定管理者が自社

のリソースを投入してスポーツ振興活動を行うことが長

期的に見ると合理性が高く、周辺のステークホルダーと

の関係構築につながっていることが示唆された。自治体

出資の団体や体育協会等は地域内での施設管理に留まる

ため、マスメリットは考えにくいため、インセンティブ

が発生しにくいが、企業であればそうではない。したが

って、民間企業は指定管理という公的事業の分野におい

てもインセンティブが働きやすく、多くの事業を展開す

る可能性が高く、一層のスポーツ振興も望まれる。 

ただ、本事例では A 市がもともと地場産業の町で企業

活動が活発であったことから、指定管理者制度に移行す

る際に民間企業への委託を前向きに考え、企業に委託す

る努力をした点などの地域特性等、所与の条件が整った

ため実現できた可能性が高く、同様の事業は困難である

可能性が高く汎用性は限定的なものになると考える。 

しかし、地方部において民間企業が自社のリソースを

投入し、地域コミュニティと協働して事業を実施するこ

とが長期的には自社へのメリットをもたらすことが示唆

されたことにより、今後地方自治体において企業が管理

する公共スポーツ施設が増え、一層の公共施設の利活用

が進むことは望ましいと考える。 

 

７．引用・参考文献 

総務省（2012）『公の施設の指定管理者制度導入状況等に

関する調査結果』 
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定している。特別画像のダウンロード者の中から、季節ご

とに抽選で 名にすぱクロくんぬいぐるみキーフォルダ

ーをプレゼントする企画も実施している。山代温泉観光協

会の の「すぱクロくんを探せ！」コーナーを図 に示

す。本システムへはマップ上の コードと図 に示した

コーナーからアクセス可能となっている。さらに、春は花

見、梅雨はカエルとレインコードなど季節ごとにダウンロ

ードできる画像のアイディアを学生が提案するなど、山代

温泉観光協会と連携を取りながら、地域の商店に協力いた

だき、隠れすぱクロくん探しを実現した。

また、裏面には金沢～山代温泉間の女子大学生向けの

「オシャレでカワイイ」をコンセプトとした店舗を掲載す

ることとした。 グループで調査した全ての店舗について、

ターゲットとコンセプトに合致しているか、学生全員で検

討した。その結果、レストランなどのグルメ 軒、カフェ

軒、雑貨 軒、レジャー 軒、スイーツなどのテイクア

ウト 軒の合計 軒を選び、これらの情報を掲載した。

マップ裏面を図 に示す。これらの研究成果をコンソーシ

アム石川が主催した地域連携事業成果報告会で学生が報

告した。その様子を図 に示す。

表 学外における調査研究活動

活動期間： 年 月～ 年 月

 
図 地域資源マップ表面（山代温泉）

 

 
図 山代温泉観光協会 の「すぱクロくんを探せ！」

コーナー

 

 
図 地域資源マップ裏面（金沢～山代温泉）

【研究方法・研究内容】

本研究では、地域課題解決活動が学生にどのような効

果を与えるかを評価するために、経済産業省が提唱して

いる「社会人基礎力」の つの能力／ の能力要素に注

目した。これらの要素について、本活動に参加した学生

名に対し、活動の事前と事後にアンケート調査を行った。

経済産業省が作成している「学生のレベル別行動事例」

を配布し、それを参考に「社会人基礎力レベル評価基

準表」 を用いて学生が自己評価を行った。また、 つ

活動内容 実施日

山代温泉資源調査 月 日、 月 日

金沢～山代温泉間

資源調査

月 日、 月 日、

月 日

山代温泉観光協会

との打ち合わせ

月 日、 月 日

連携 団体との意見

交換会

月 日、 月 日

すぱクロくん出没・

名刺配布

合同学園祭 月 日

金沢大学 月 日

北陸学院大学 月 、 日

やましろ端午の節句

まつり

（地域イベント参加）

月 日

湯の曲輪浪漫

（地域イベント参加）

衣装合わせ 月 日

打ち合わせ 月 日

イベント当日 月 日

地域連携事業成果

報告会

月 日
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の能力別の具体的行動事実用紙に、活動全体を通して、

学生が自分自身の行動を振り返り、自身の成長について、

具体的に記載した。さらに、活動後にグループインタビ

ューを行った。 
【研究・調査･分析結果】

人のアンケート調査の結果を表 に示す。 の能力

要素の平均値について、事前と事後で比較した結果を図

に示す。レベル は「発揮できなかった」、レベル は「通

常の状況では発揮できた」、レベル は「通常の状況で効

果的に発揮できた」「困難な状況でも発揮できた」を示し

ている。 の全ての要素について事前に比べ、事後が上

昇している。「前に踏み出す力」は ポイント、「考え

抜く力」は ポイント、「チームで働く力」は ポ

イント上昇している。

項目の中で最も上昇したものは「実行

力」である。事前は で、事後は

となり ポイント上昇している。次に上昇

幅が大きかったものは、「課題発見力」で

ある。事前は 、事後は で ポ

イント上昇している。 番目は「計画力」

で、事前が 、事後 で ポイン

ト上昇している。事前の 項目の平均値

は である。これら 項目はその値を

下回っており、参加学生にとって、不足し

ている力であった。

アンケート調査に記載された具体的行

動事実とグループインタビューでの学生

の発言を以下に整理する。

前に踏み出す力

・名刺やマップ作りで、期限までに仕上げるために、仕

事を分担し完成させた。

・ゼミの中で自分のやるべきことは何かを見極め、リー

ダーのサポートを行い、時には全員の作業の割り振りを

決めた。

考え抜く力

・第 回の意見交換会で、地域の方々とゼミ生の意見の

違いが生じた。次は納得してもらえるように、ゼミ内で

何度もディスカッションを行った。

・地域とゼミ、ゼミ生と自分で、考え方や価値観の違い

がある中で、課題に向き合い、考えることができた。

・すぱクロくんを有名にするために、一人ひとりが真剣

に考えた。

図 地域連携事業成果報告会の様子
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チームで働く力

・山代温泉でのイベントの手伝いや地域の方々との意見

交換会を通じて、社会のルールや約束を守る大切さを学

んだ。

・自分の意見を伝えるだけでなく、相手の価値観や考え

を理解し、受け入れられるようになった。

【考察】

学生達は活動を通じて、「課題発見力」「創造力」「柔軟

性」などが地域の団体と連携してプロジェクトを遂行す

るために重要であることに気づいていった。例えば、第

回目の意見交換会では、学生の提案に対し、地域の方々

から否定的なものも含め様々な意見が出された。その後

のゼミ内でのディスカッションは、地域の方々の意見を

取り入れ、さらに良い提案ができるようにと、学生の真

剣さが増していった。すぱクロくんの認知度向上の取り

組みでは、当初予定していなかったすぱクロくんのプロ

フィールを山代温泉観光協会へ提案したり、 まとめ

のサイトを作成したりするなど、地域の課題が「他人事」

から「自分事」へと変化していった。

さらに、本学の大学祭では、すぱクロくんの着ぐるみ

を出没させティッシュを配布するだけの予定であったが、

ゼミとして模擬店を出店し、すぱクロくんグッズや山代

温泉の名物を販売したいという声が学生から上がった。

地域の方々からのアドバイスで、山代温泉の名物ではな

く、すぱクロくんのおにぎりを学生が作成・販売するこ

ととなった。すぱクロくんのおにぎりの作成は、かわい

い仕上がりにするための素材の選択や、効率良く生産す

るための調理法の選択など想像以上に困難であった。し

かし、学生が自宅で試作し、それをゼミに持参し改良点

を話し合うということが主体的に繰り返され完成した。

このように、地域課題解決活動が学生の主体性や実行力

を高めることにつながっていった。

学生達は山代温泉の現状を調査し、若年層の訪問が少

ないこと、訪問者の行動として回遊性が低いという課題

を発見し、その解決のためのアイディアを地域の連携団

体へ提案していった。アンケート調査結果の「考え抜く

力」が大きく上昇しているが、本事例は地域と連携した

ことにより、地域からの期待が学生のモチベーションの

向上に寄与し活動の質を高め、「考え抜く力」を向上させ

たと考えられる。

今後の課題として、予算の確保と継続性の問題が挙げ

られる。学内での とは異なり、地域へ出掛けるため、

ある程度の予算が必要である。本事例では、 回山代温

泉（大学から往復 ）へ出掛けている。コンソーシア

ム石川「平成 年度地域課題研究ゼミナール支援事業」

が採択され、予算を確保することができたが、このよう

な予算がない場合は、活動に参加する学生の負担となる。

ゼミの一環として地域課題解決活動を行う場合は、ゼミ

の特性により、一部の学生だけに負担させることにつな

がる。地域課題解決活動を大学として推進するためには、

学科単位での全学生の参加、もしくは大学独自の予算の

確保などの検討が必要であろう。本事例は、短期大学の

年生が取り組んだものである。学生による地域課題解決

活動は、地域との連携が必須である。さらに、その活動

を継続することにより、より良い活動へとつながり、良

い成果を生み出すことができる。大学の 、 年次持ち上

がりのゼミとは異なり、活動期間が短い短期大学でどの

ように次年度へ継続していくかが課題である。

【まとめ】

本研究では、短期大学の学生 名がゼミの一環として、

地域課題解決に向けて地域団体と連携し、ご当地ゆるキ

ャラの認知度向上の取り組みと、それを活用した地域資

源マップを作成した事例を報告した。そして、これらの

活動が学生に与えた効果について考察した。

アンケート調査や学生の行動の変化から高い教育効果

が認められたが、さらに、地域を訪問した回数など個人

のプロジェクトへの貢献度と教育効果との関係性を調べ

ることにより、より効果的な活動方法について示唆を得

ることができるであろう。また、学修成果のアセスメン

トについて、国内外で盛んに研究されており、サービス

ラーニング教育のアセスメントツールも開発されている

［ ］。今後は、少人数による地域課題解決活動に対する

教育効果の評価法について検討していきたい。

【引用・参考文献】

大学の地域貢献活動の教育効果に関する考察

の事例をもとに 豊田 光世 内平 隆之

中嶌 一憲 他 井関 崇博 兵庫県立大学環境人間

学部研究報告

経済産業省「今日から始める 社会人基礎力の育成と

評価」

学修成果アセスメント活動と教育プログラムのアセ

スメント― 活動の試行を通じた間接アセスメント

の可能性について― 野坂美穂 矢尾坂俊平 淑徳

大学高等教育研究開発センター年報
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商店街組織におけるソーシャル・ビジネス

菅原 浩信（北海学園大学）

： 商店街組織，ソーシャル・ビジネス，地域コミュニティの活性化

【背景】

ソーシャル・ビジネス（以下， ）とは，「社会的課題を

解決するために，ビジネスの手法を用いて取り組むもの」

であり，「①社会性（現在，解決が求められる社会的課題に

取り組むことを事業活動のミッションとすること），②事業

性（①のミッションをビジネスの形に表し，継続的に事業

活動を進めていくこと），③革新性（新しい社会的商品・サ

ービスや，それを提供するための仕組みを開発したり，活

用したりすること。また，その活動が社会に広がることを

通して，新しい社会的価値を創出すること）」という つの

要件を満たすものを指している（経済産業省（ ） ）。

ここ数年，高齢者・障がい者の福祉，子育て支援をはじ

め，様々な社会的課題が出現し，その解決が行政でも企業

でも難しくなっていることから， 法人やベンチャー企

業等によるソーシャル・ビジネスが増加しつつある。

に類似するものとして，コミュニティ・ビジネス（以

下， ）があげられる。 は， とともに，「社会的課題

の解決をミッションとしてもつものである」が，「活動領域

や解決すべき社会的課題について一定の地理的範囲が存在

する」ものである（以上，経済産業省（ ） ）。

一方，地域商店街活性化法において，商店街は「地域コ

ミュニティの担い手」と位置づけられている。そのため，

商店街を運営する商店街組織には，地域コミュニティの疲

弊・縮小に伴う様々な問題（例えば，子育て中の親子の孤

立，高齢者・障がい者の孤独死，治安悪化による事件・事

故等）を解決し，地域に貢献する主体となることが，役割

の つとして求められている。こうした位置づけから，商

店街組織はソーシャル・ビジネスを展開すべき主体の つ

としてとらえることができる。

神原（ ）は，「ソーシャル・ビジネスは，地域の多様

なコモンズを活用し，関係主体間のネットワーク，連携・

協同による相互依存の関係づくりを促す役割を果たしてい

る。これによって，最終的には健康・福祉，地域社会の関

係性（紐帯），生態系など，地域のコモンズの保全・再生・

活性化が進み，社会関係資本の再構築が進展すると考えら

れる」（ ）という指摘を行っている。

つまり，商店街組織が単独で を展開していくことは，

人的・資金的制約等から必ずしも容易ではない。したがっ

て，商店街組織は，自らが主体的な立場で，町内会・自治

会，学校・ ，行政，企業， 法人・ボランティア組織

等，地域コミュニティを構成する諸組織・団体の有する様々

な資源を活用しながら， を展開することにより，最終的

に地域コミュニティの活性化を図っていく必要がある。

ところで，商店街組織には，そうした「地域貢献団体」

としてだけではなく，従来からの「経済団体」としての役

割を担い，地域経済活性化等に寄与していくことが求めら

れており，そのために活動の質的・量的な拡大を図ってい

くことも必要である。

そこで，商店街組織は，地域の課題を解決する にとど

まらず，その垂直展開（他事業への拡大）および水平展開

（他地域への拡大）を図っていくことにより，他地域にも

共通する社会的な課題の解決を目指す として展開する

必要がある。

【先行研究】

に関する研究は，大室・ 法人大阪 センター

（ ）や平田（ ）をはじめ， の定義・概念に関す

る考察（遠藤（ ），金川（ ），細川（ ），今井（ ）

等）， の問題点・成功条件に関する考察（江橋（ ），

奥村（ ））， のビジネス・モデルに関する考察（土肥

（ ），佐々木（ ）等）， の事例分析（富澤（ ），

西山（ ），波出石・福代（ ）等）等，数多く行われ

ている。しかし，商店街組織における に関する研究につ

いては，事例紹介等を含めても，皆無に等しい。

【目的】

そこで，本報告では， 商店街組織は，どのような

を，どのように展開しているのか， 今後，商店街組織は，

どのような を，どのように展開していくべきかの 点に

ついて明らかにすることを目的とする。

【研究方法・内容】

本報告では，商店街組織による の領域を，さしあたり

障がい者支援， 高齢者福祉， まちづくり（中心市

街地活性化）の つとし，それぞれの領域で を展開して

いると考えられる商店街組織を事例として取り上げ，その

チームで働く力

・山代温泉でのイベントの手伝いや地域の方々との意見

交換会を通じて、社会のルールや約束を守る大切さを学

んだ。

・自分の意見を伝えるだけでなく、相手の価値観や考え

を理解し、受け入れられるようになった。

【考察】

学生達は活動を通じて、「課題発見力」「創造力」「柔軟

性」などが地域の団体と連携してプロジェクトを遂行す

るために重要であることに気づいていった。例えば、第

回目の意見交換会では、学生の提案に対し、地域の方々

から否定的なものも含め様々な意見が出された。その後

のゼミ内でのディスカッションは、地域の方々の意見を

取り入れ、さらに良い提案ができるようにと、学生の真

剣さが増していった。すぱクロくんの認知度向上の取り

組みでは、当初予定していなかったすぱクロくんのプロ

フィールを山代温泉観光協会へ提案したり、 まとめ

のサイトを作成したりするなど、地域の課題が「他人事」

から「自分事」へと変化していった。

さらに、本学の大学祭では、すぱクロくんの着ぐるみ

を出没させティッシュを配布するだけの予定であったが、

ゼミとして模擬店を出店し、すぱクロくんグッズや山代

温泉の名物を販売したいという声が学生から上がった。

地域の方々からのアドバイスで、山代温泉の名物ではな

く、すぱクロくんのおにぎりを学生が作成・販売するこ

ととなった。すぱクロくんのおにぎりの作成は、かわい

い仕上がりにするための素材の選択や、効率良く生産す

るための調理法の選択など想像以上に困難であった。し

かし、学生が自宅で試作し、それをゼミに持参し改良点

を話し合うということが主体的に繰り返され完成した。

このように、地域課題解決活動が学生の主体性や実行力

を高めることにつながっていった。

学生達は山代温泉の現状を調査し、若年層の訪問が少

ないこと、訪問者の行動として回遊性が低いという課題

を発見し、その解決のためのアイディアを地域の連携団

体へ提案していった。アンケート調査結果の「考え抜く

力」が大きく上昇しているが、本事例は地域と連携した

ことにより、地域からの期待が学生のモチベーションの

向上に寄与し活動の質を高め、「考え抜く力」を向上させ

たと考えられる。

今後の課題として、予算の確保と継続性の問題が挙げ

られる。学内での とは異なり、地域へ出掛けるため、

ある程度の予算が必要である。本事例では、 回山代温

泉（大学から往復 ）へ出掛けている。コンソーシア

ム石川「平成 年度地域課題研究ゼミナール支援事業」

が採択され、予算を確保することができたが、このよう

な予算がない場合は、活動に参加する学生の負担となる。

ゼミの一環として地域課題解決活動を行う場合は、ゼミ

の特性により、一部の学生だけに負担させることにつな

がる。地域課題解決活動を大学として推進するためには、

学科単位での全学生の参加、もしくは大学独自の予算の

確保などの検討が必要であろう。本事例は、短期大学の

年生が取り組んだものである。学生による地域課題解決

活動は、地域との連携が必須である。さらに、その活動

を継続することにより、より良い活動へとつながり、良

い成果を生み出すことができる。大学の 、 年次持ち上

がりのゼミとは異なり、活動期間が短い短期大学でどの

ように次年度へ継続していくかが課題である。

【まとめ】

本研究では、短期大学の学生 名がゼミの一環として、

地域課題解決に向けて地域団体と連携し、ご当地ゆるキ

ャラの認知度向上の取り組みと、それを活用した地域資

源マップを作成した事例を報告した。そして、これらの

活動が学生に与えた効果について考察した。

アンケート調査や学生の行動の変化から高い教育効果

が認められたが、さらに、地域を訪問した回数など個人

のプロジェクトへの貢献度と教育効果との関係性を調べ

ることにより、より効果的な活動方法について示唆を得

ることができるであろう。また、学修成果のアセスメン

トについて、国内外で盛んに研究されており、サービス

ラーニング教育のアセスメントツールも開発されている

［ ］。今後は、少人数による地域課題解決活動に対する

教育効果の評価法について検討していきたい。

【引用・参考文献】

大学の地域貢献活動の教育効果に関する考察
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中嶌 一憲 他 井関 崇博 兵庫県立大学環境人間

学部研究報告

経済産業省「今日から始める 社会人基礎力の育成と

評価」

学修成果アセスメント活動と教育プログラムのアセ
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背景・目的，内容，手法，成果，課題等について分析を行

うことにより，商店街組織はどのような を展開している

のかについて明らかにした。

商店街

商店街のある市には，ヶ所の障がい者施設が存在して

いるが，それらは市内に広く分散して立地している。その

ため，施設の利用者が作ったものを ヶ所でまとめてみら

れるところがなく，施設や利用者としては，ぜひ作品を見

て欲しいという思いがあった。また，障がい者同士が交流

できる場がなく，まちなかにそうした場があればという思

いもあった。

そこで，社会福祉協議会から 商店街に対して，空き店

舗を活用して，そういった場ができないか打診があった。

商店街としても，まちなかのにぎわいの創出や商店街の活

性化につながると考えられたことから，一緒に取り組むこ

ととなった。

そこで， 年， 商店街内の空き店舗を活用し，障が

い者の居場所や就労体験（喫茶コーナーを併設）の場，障

がい者と市民との交流の場，利用者の作品の展示・販売の

場としてオープンすることとなった。

当初は補助金の関係等から 商店街が事業主体であった

が，オープン翌年からは社会福祉協議会が事業主体となり，

商店街は運営主体となった。その後， 年からは，社

会福祉協議会や市内の障がい者施設で構成される運営委員

会（ 商店街も， 年までは運営委員会の構成メンバー

であった）が運営主体となっている。

運営委員会は月 回開催され，そこで運営の方針等につ

いて決定されている。実際の運営は，ボランティアで構成

されるグループ（登録者 人）が，運営委員会から委託を

受けて行っている。

おおむね 日 人程度の来店があるが，そのほとんどは

高齢者である。毎日来店する高齢者もみられ，この場で知

り合いができた高齢者もいるようである。また，土・日に

は，平日に就労体験をしている障がい者が，顧客として来

店することもある。

就労体験は週 回， 日 人（午前・午後各 人）を受

け入れている。事前に各施設でトレーニングを行い，「いら

っしゃいませ」が言え，水を持っていき，注文が取れ，そ

れを持っていくことができた場合にのみ，就労体験を引き

受けることになっている。就労体験から，一般就労につな

がったケースもある。

課題としては，①オープンから 年半が経過したにもか

かわらず，まだ認知度が低いこと，②来店客のほとんどは

常連客であるため，新規客の誘引が必要なこと等があげら

れる。

商店街

商店街のある地域は，高齢化率が市内で 番目に高い

（ ％を超えている）状況にある。 商店街には，食堂が

店のみ，惣菜を販売している店舗も 店しかない。また，

商店街は。間口が狭いこと，空き店舗になっていても 階

に居住していること等から，コンビニエンスストアが出店

することは難しくなっている。

そのため，特に最寄品の買物に困っている高齢者が多く

なっている。住民アンケート調査を実施したところ，やす

らぎ・憩いの場や，食べ物が買える場所がほしいという声

が多くあがったことから，高齢者の利便性の向上を図るこ

ととなった。

そこで， 年， 商店街の中心部にある空き店舗（元

呉服店，間口が 間と広い）を活用し，弁当・パンの販売

を中心に，手作り品の展示・販売や休憩スペースを設けた

拠点をオープンすることとなった。

弁当は，市内で人気のある鮨屋に依頼し，週 回（土曜

日）弁当を販売するほか，他の鮨屋や弁当・惣菜店等から

仕入れ，販売している。また，パンは，他の商店街のパン

店等から仕入れ，販売している。以前は，近隣の高校と連

携し，高校生が開発した商品を高校生が販売したり，障が

い者の施設で作ったパンや淹れたてのコーヒー等を販売し

たり，ということもあった。なお，手作り品については，

人くらいのメンバーがそれぞれ個人で作ったものを出

品し，販売時に手数料（ ％）を徴収している。

オープン時には，店長をおくとともにアルバイトを 人

雇用していたが，大きな赤字が発生したことから，パート

人をそれぞれ週 回雇用し，原則として 人で運営を行

うとともに，営業時間も短縮する（ ～ 時⇒ ～ 時）

こととした。なお，日常の管理は， 商店街のメンバーの

中から選任された責任者・担当者が行っている。

日あたり ～ 人程度の来店があり，その多くは

～ 代の女性である。前述した市内で人気のある鮨屋の弁

当が毎週土曜日に販売されるということが定着したのか，

それを目当てにした来店客が増加している。近隣の住民（来

店客の 割程度）は買物を済ませるとすぐ帰っていくが，

それ以外の来店客は世間話をしながらゆっくりしていくこ

とが多い。店内でゆっくりしている来店客を，その知人が

外から見かけて来店し，話し込んでいくこともある。
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オープンしてからまだ 年ほどではあるが，地域にはか

なり定着しているようである。商店街の中心部に位置し，

間口も広いという好条件を活かしながら，今後も存続を図

っていくことが課題としてあげられる。

商店街

商店街は，市内中心部（いわゆる中心市街地）にあり，

専門店が多いため，用事がないとなかなか来店することが

なく，「敷居が高い」というイメージをもたれがちである。

また， 商店街は，縦（南北方向）に長くなっているため，

歩いて買物をしてもらうことが難しくなっている。

そのため，まずは，商店街内に ヶ所でもいいから，来

てもらいやすい場を作り，どんな店舗があるのか聞いても

らえるようにしたいということになった。そこで， 年，

商店街内の空き店舗を拠点として，「コンシェルジュ」事

業（情報発信，観光案内，電動アシスト付自転車のレンタ

ル）を展開することになった。翌 年には，無料休憩所

の機能を追加することとなった。

当初は，市民全体を事業のターゲットとして想定してい

たが，事業を展開していくうちに，観光客のニーズが高い

（観光案内，自転車のレンタル）ことがわかってきた。そ

の後，中心部を歩いてまわる観光客から「休むところがな

い」という声があがり， 年，カフェ事業を追加するこ

ととなった。

このカフェの運営主体は 商店街であるが，運営協力と

いう形で， 法人，ボランティア団体，若年層の就労支

援団体等が，様々なイベントの場としての活用を図ってい

る。また， 商店街も，いわゆる「まちゼミ」やインスト

アライブ等のイベントを随時開催している。

カフェには 日 人前後の来店客があり，主として近隣

事業所のサラリーマン（多くは単身赴任者，常連客でもあ

る）で占められている。そのため，手作り，地場産品の食

材にこだわったメニューを提供するようになった。こうし

たメニューは観光客にも訴求しているようである。なお，

これらの食材の多くは， 商店街内の店舗から仕入れるよ

うにしている。

観光客の他にも，合宿や大会等で来訪する学生や，夏期

の長期滞在者が，自転車のレンタルや情報収集（出かけて

いないスポット等はないか）等で来店するようになってい

る。こうしたことから， 商店街の取り組みは， 商店街や

中心市街地に，相応のにぎわいをもたらしつつあると考え

られる。

中心市街地における観光客の入り込み数が，オンシーズ

ン（繁忙期，主として夏期）とオフシーズン（閑散期，夏

期以外）とでは大きな差があることから，今後は，オンシ

ーズンの運営体制の確立（スタッフの確保）と，オフシー

ズンの来店促進が 課題となっている。また， 商店街の来

街者の多くは高齢者となっているため，若年層の取り込み

も課題となっている。

【分析結果】

以上の事例から，商店街組織はどのように を展開して

いるのかについて明らかにした。

組織間の連携

商店街では，運営委員会を構成する社会福祉協議会や

市内の障がい者施設に加え，ボランティアで構成されるグ

ループとの連携がなされている。また， 商店街では，鮨

屋，弁当・惣菜店，パン店といった，他の商店街の店舗等

との連携がなされている。さらに，商店街では， 法人，

ボランティア団体，若年層の就労支援団体等との連携（運

営協力）がなされている。

つまり，いずれの商店街組織においても，地域コミュニ

ティを構成する諸組織・団体と連携しながら， が展開さ

れている。

地域資源の活用

商店街では，市内に点在している ヶ所の障がい者施

設や，ボランティアで構成されるグループ等が活用されて

いる。また， 商店街では， 商店街の中心部にあって，

商店街には珍しく間口が 間と広い空き店舗が活用されて

いる。一方， 商店街では，専門店が多いことによる「敷

居が高い」というイメージや，縦（南北方向）に長いとい

う立地条件，つまり，商店街におけるネガティブな要素を

活用したものである。

つまり，いずれの商店街組織においても，その地域資源

（プラス面だけではなく，マイナス面においても）を活用

した の展開が行われている。

商店街全体への波及効果の創出

商店街では，来店客のほとんどを高齢者が占めており，

毎日来店する高齢者や，この場で知り合いのできた高齢者

も存在している。少なくとも， 商店街においては，来街

者の増加がみられている。また， 商店街では，近隣の住

民以外の来店客が世間話をしながらゆっくりしていくこと

が多く，店内でゆっくりしている来店客を，その知人が外
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から見かけて来店し，話し込んでいくこともある。さらに，

商店街では，食材の多くを 商店街内の店舗から仕入れ

るようにしている。

つまり，いずれの商店街組織においても，来街者の増加

や食材の仕入れ等，商店街全体への直接的・間接的な波及

効果が創出されるような形で， が展開されている。

【考察・今後の展開】

前述のように， 商店街が展開している は，市内に点

在している ヶ所の障がい者施設等が活用されている。ま

た， 商店街が展開している は，近隣の住民以外の来店

客もターゲットになっている。 商店街が展開している

は， 商店街を含む中心市街地を視野に入れたものである。

つまり，いずれの商店街組織が展開している において

も，地域の課題にとどまらず，より広い範囲での課題の解

決を図ろうとしており， の範囲を超えたものであると考

えられる。しかし，これらの は， の垂直展開や水平

展開が図られた結果として展開されているものではなく，

地域経済活性化等に寄与しうるものであるとはいいがたい。

したがって，今後，商店街組織は，①他世代交流の推進

（例えば，高齢者福祉と子育て支援の融合等）や，障がい

者以外の雇用弱者（例えば，フリーター・ニート，シング

ルマザー）の支援等，事業領域の深耕を図っていくととも

に，②近隣地域の商店街組織との連携により，活動範囲の

拡大を図っていくことが必要である。

また，そのためには， を支えるための収益事業の

構築（収益事業との組み合わせ）， 連携相手の他組織と

の 関係の明確化， 連携相手の他組織における事

業リスクの軽減，といった点を考慮する必要がある。
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 「Community As Partner」モデルを用いた地域アセスメントによる地域活性モデルの構築 

氏名 高松 和幸（獨協大学） 

Keyword： 高齢化社会、地域アセスメント、地域包括支援事業 

 

【背景】 
高齢化と人口減少が同時進行し、支え手の不足、医療費・

介護費の増加など、さまざまな課題に直面している。認知

症高齢者や単独世帯のさらなる増加が想定され、現在の医

療・介護の提供体制では十分に対応できないと見込まれて

いる。限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要なサ

ービスを確保するため、地域包括支援事業の構築が求めら

れている。 

わが国は諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行し

ている。65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており

（国民の約４人に１人）、2042 年の約 3,900 万人でピーク

を迎え、その後も、75歳以上の人口割合は増加し続けるこ

とが予想されている。こうした状況の中、団塊の世代（約

800万人）が75歳以上となる2025年（平成37年）以降は、

国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込ま

れている。このため、厚生労働省では、2025 年を目途に、

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可

能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最

期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サ

ービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進し

ている。 

本稿では、地域高齢化に伴う施策として、介護保険法第

115 条に規定されている、いわゆる「地域包括支援事業」

に着目し、その狙いの一つは、国民医療費の抑制であるが、

同じ疾患での重複受診、重複した薬、こうしたレセプト情

報は保健師が活用できる状況にあるにも拘らず、地域の健

康課題やニーズを把握するまでには至っていない現状と、

有効な地域診断がないことを問題意識としている。 

こうした状況は全国国民健康保険診療施設協議会（国診

協）が既に2010年に指摘している。その要因の一つはビッ

グデータを十分に活用できないことにあるという。行政保

健師の優先順位や地域住民の協力体制をいかに担保するか

が地域包括支援事業の鍵となろう。 

 

【研究方法】 

たとえば、要介護認定結果などの情報をケアマネジャー

が閲覧する場合、これまでは市役所の窓口や高齢者宅に出

向いて入手していましたが、「介護健診ネットワーク」で情

報を共有することで、PC やタブレット端末で閲覧できるよ

うになり、介護現場や市職員の事務負担が軽減される。介

護認定審査会の審査状況もリアルタイムでわかるため、サ

ービス開始の予定が立てやすくなるなど、介護現場の評価

も高い。 

また要支援・介護者の容態が悪化して救急車が出動した

場合にも、救急隊員が対象者の健康情報や介護状況、緊急

連絡先などの基礎情報を事前に把握した上で、医師に症状

を伝えられるようになり、救急医療の質的向上にも寄与す

ると期待されている。 

さらに保健師は以前からレセプト情報を活用し、同じ疾

患での重複受診を防ぐ地道な活動を行ってきている。レセ

プト情報の電子化に伴って、市町村では住基ネットで紐付

けされていることも強みである。こうした地域アセスメン

トに必要な情報、とくに統計データの多くは自治体から得

られる。しかし、どの自治体も保険部門や介護部門、健診

データ部門など縦割りのため地域アセスメント上支障が生

じる。そこで、「Community As Partner」モデルを用いた地

域アセスメント表を提起している。地域包括支援事業では、

高齢者が可能な限り住み慣れた自宅や地域で安心して自立

した生活を営めるよう、医療・介護・予防・住まい・生活

支援サービスなど地域の包括的な支援やサービスを提供す

る体制が望まれている。ここで重要なことは、この地域包

括支援の概念自体は共通だが、事業自体は地域の実情に応

じて大きく異なるため、各自治体は、地域の特性に応じて

構築する必要がある。 

そこで、地域包括支援事業を構築するには、まず、地域

の高齢者のニーズや医療・介護・生活支援の現状を把握す

ることが必要となる。そして、めざすべき目標（あるべき

姿）を示し、地域で共有するとともに、目標と現状とのギ

ャップを明らかにし、目標達成のための仕組みを作ること

が重要となってくる。 

 

【研究・調査･分析結果】 

「Community As Partner」モデルを用いた地域アセスメ

ント表は、以下のカテゴリーから成る。 

1. 人口構成 

2. 健康 
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3. 家族 

4. 労働 

5. 歴史と文化 

6. 物理的環境 

7. 経済 

8. 政治と行政 

9. 教育 

10. 安全と交通 

11. 情報 

12. レクリエーション 

13. ソーシャル・キャピタル 

14. 保険医療と社会福祉 

 

 上記カテゴリーの下に、サブカテゴリーが50項目以上

あり、さらにデータ項目として 100項目以上ある。 

 本稿では、ミクロなデータ収集による地域アセスメン

トを実施することにした。さらに。地域課題を見つけ出

すために、個別課題整理シートを作成した。 

 

事例)  

 

 

 

以下は、H地域の１町会を事例に上記のようなアセスメ

ントを行い、その結果、老人会が解散したことに起因す

る介護者の増加、それに伴っての支援者の不足、健康長

寿実現へ向けてのサポート必要性から、地域の「事前予

防」を切り口に地域包括支援システムを構築した。地域

の中に新たな組織形態として、様々な専門家を取り込ん

だハイブリットな仕組みと、地域連携を視野に入れた医

療連携、さらに行政は旗振り役を地域活性につなげる活

動が成功要因である。また、「困難問題」もあることも事

実である。 

 

 

 

 

 

 地域診断を実施することで、とくに効果があったと思

われることは、これまでできなかった複数の情報を収集

し、データの分析を行うことができたという点にある。

また、地域包括支援センターと一緒にデータを検討する

ことができ、データに基づいて健康教室を実施すること

で、その評価も一緒に行うことができた。 

 データ共有、生活習慣病対策を話し合うことで受診率

の低かった特定健診のあり方を住民にグループインタビ

ューを行うことで住民が望む特定健診ついて意見交換を

行うことができた。 

地域ニーズとしては、「まつり」と「普段のイベント」

の中間の位置づけで、かつ住みよい町会としての「作業」

偏重ではない活動に高い関心が寄せられた。 

まつりなどの年間行事を通して、踊り手の不足、高齢

化に伴う老人会組織の解散など、町会として危機感があ

る本町会以外でも同様なケースが見られる。 

そのため老人会に代わる新組織を模索検討する中で、

発展的に老人会解消を請け負う組織の必要性を認識する

に至る。「町会組織の維持を側面から支援するための仕

組みづくりの促進」が結果的に必要との判断に至る。 

その後、コミュニティカフェ方式のオープンな施設を

運営することで、町会支援のための団体を発足させる。

発足当初の目的は、高齢社会が叫ばれて久しい中、楽し
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く「生きる力」を共に育む、地域の「地域による地域の

ための」組織を目指すとして、「伝えたいヒト」「想い

のあるヒト」と、「学びたいヒト」「貢献したいヒト」

が、町会というフィールドと世代を超えて、体験しなが

ら事業を実現し、課題解決につなげるための、多世代交

流型プラットフォームとしているのが特徴である。 

多世代交流型プラットフォームの活動の柱は、以下のよ

うな特徴を持っている。 

 

＜健康＞ 

健康増進 → 医療費・介護費用の低減 

 

＜収入＞ 

収入 → 年金支給額の低減 

 

＜カフェ＞ 

コミュニティカフェの運営 

 

＜ボランティア＞ 

高齢者がボランティアで社会貢献するということは、地

域の人々の生活を支える役割を高齢者が担うことにつな

がる 

 

＜見守り＞ 

高齢者の見守り機能は、たんに虚弱な高齢者が倒れたこ

とを機械的に感知する形ではなく、日常的に接する中で

体調の変化を早めに把握し、早期に適切に対処すること

を可能にする 

 

＜コミュニティビジネス＞ 

ビジネスの感覚で生きがいを創出すると同時に、コスト

の削減につなげる 

 

 

 

 

 

「いまの90歳は10年前の79歳。高齢者はこの10年

で 11歳も若返っている。」 

 

東京都老人総合研究所の研究結果の中に、少なくとも

歩行速度で見るかぎり、高齢者の肉体年齢は1992年から

2002年の 10年で11歳若返っているという。歩行速度は

人の体の若さを示す代表的な数値の一つ、80歳以下は支

える側に回ろうという視点が実現可能であるということ

のひとつの根拠である。 

仮に700万人が年150万円の労働を行えば、なんと10.5

兆円になる。この規模はGDPの 2％に相当する。1991年

から2010年までの平均経済成長率は0.9％、10兆円規模

の成長はいかに困難かがわかる。社会保障費が100兆円

も超える現実を考えれば、こうした視点の到達するのは、

当然の帰結であるといえよう。ゆえに社会が元気なうち

はチャンスでもあり、社会的コーズがあり、 

いまこそ高齢者は自分が培ってきた力を活かして社会

貢献したいという方向にもっていくことが重要である。

つまり、新たなことに挑戦したい人を糾合し、社会側に、

その方の能力を十分活かして高い労働生産性を実現する

仕組みを整備することが求められている。 

しかし、それどころか、その仕組みがどういうもので

あるべきか、それすらまだよくわかっていないというの

が現実である。 

 

【考察・今後の展開】 

住民が変わるためには、まず行政側が変らければなら

ない。それを実行に移した自治体がある。長野県下条村

である。調査した地域では、それは期待できないが、地

域住民の内発力がある。 

その内発力を生み出すために、地域包括支援センター

と協働して、フレイルの検査を行っている。それによる

認知症の早期発見、さたには民生委員との連携、行政と

の連携を改善し、社会貢献を通じた新しいことに挑戦す

る土壌が耕されてきている。高齢者の能力を十分に生か

せる仕組みづくりとして、以下のような結果が求められ

ている。 

 

1. 生きがい就労の効果・今後の展望 

2. 生きがい、自己実現の場を見出し、体と心の健康増
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4. 労働 
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6. 物理的環境 

7. 経済 

8. 政治と行政 
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 上記カテゴリーの下に、サブカテゴリーが50項目以上

あり、さらにデータ項目として 100項目以上ある。 

 本稿では、ミクロなデータ収集による地域アセスメン

トを実施することにした。さらに。地域課題を見つけ出

すために、個別課題整理シートを作成した。 

 

事例)  

 

 

 

以下は、H地域の１町会を事例に上記のようなアセスメ

ントを行い、その結果、老人会が解散したことに起因す

る介護者の増加、それに伴っての支援者の不足、健康長

寿実現へ向けてのサポート必要性から、地域の「事前予

防」を切り口に地域包括支援システムを構築した。地域
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療連携、さらに行政は旗振り役を地域活性につなげる活

動が成功要因である。また、「困難問題」もあることも事

実である。 

 

 

 

 

 

 地域診断を実施することで、とくに効果があったと思

われることは、これまでできなかった複数の情報を収集

し、データの分析を行うことができたという点にある。

また、地域包括支援センターと一緒にデータを検討する

ことができ、データに基づいて健康教室を実施すること

で、その評価も一緒に行うことができた。 

 データ共有、生活習慣病対策を話し合うことで受診率

の低かった特定健診のあり方を住民にグループインタビ

ューを行うことで住民が望む特定健診ついて意見交換を

行うことができた。 

地域ニーズとしては、「まつり」と「普段のイベント」

の中間の位置づけで、かつ住みよい町会としての「作業」

偏重ではない活動に高い関心が寄せられた。 

まつりなどの年間行事を通して、踊り手の不足、高齢

化に伴う老人会組織の解散など、町会として危機感があ

る本町会以外でも同様なケースが見られる。 

そのため老人会に代わる新組織を模索検討する中で、

発展的に老人会解消を請け負う組織の必要性を認識する

に至る。「町会組織の維持を側面から支援するための仕

組みづくりの促進」が結果的に必要との判断に至る。 

その後、コミュニティカフェ方式のオープンな施設を

運営することで、町会支援のための団体を発足させる。

発足当初の目的は、高齢社会が叫ばれて久しい中、楽し
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4. 地域としては、地域の労働力の拡大、健康増進（健

康長寿）、消費拡大、社会的孤立改善につながった 

 

Topic Typical Participants Needed Participants

PHYSICAL FACILITIES:
Consolidation, Construction of
new facilities

Facility administrators
Physicians & Professionals

Community Service Orgs
Government Officials
Employers
Insurers

DELIVERY OF CARE:
Care Transitions, Chronic care,E-
records, Hospice, Mental health
care, Primary care, Quality
improvements

Facility administrators
Physicians & Professionals

Community Service Orgs
Government Officials
Employers
Insurers
Individuals

FINANCIAL ASPECTS:
Insurance coverage, Pay for
performance, Wellness programs,
Access to care

Insurers
Employers
Facility administrators

Physicians & Professionals
Community Service Orgs
Government Officials

PUBLIC HEALTH:
Built environment, Emergency
preparedness, Environmental
safety, Food deserts

Government Officials
Community Service Orgs
Facility administrators
Employers

Physicians & professionals
Insurers
Individuals

Overall lesson: Ultimately, all parties need to be involved in all issues.

Who Participates in Decisions?      Who Should Participate?

 

 

課題は、健康長寿を推進し、高齢者共創の地域活性モ

デルを構築することである。以下では、その視点を取り

上げる。 

 

（１）あたまで考える ーロジカル・シンキング 

「何故？」と聞かれて、「何故なら！」と答えられる

か？「論理的」思考で、「共感を生む考え」を探求する。

たとえば、「サザエさん」三河屋さんは究極のCRMを実

践していた。 

 

（２）こころと考える ークリティカル・シンキング 

「当たり前」って、本当に「アタリマエ」なんだろう

か？「批判的」思考で、「自らの考え」を育む。たとえ

ば、NHKの人気番組白熱教室。「ドラえもんは生物か？」

「ルフィはヒーローか？」など、身近なテーマを題材に、

議論を掘り下げる。 

 

（３）からだが考える ークリエイティブ・シンキング 

「理屈じゃない！」、「からだが勝手に動いちゃう！」 

ことはありませんか？「創造的」思考で、「ワクワクす

る考え」を産み出す。たとえば、「異業種コラボレーシ

ョン」異業種による「掛け算（アーティスト×医者）」

で、顧客を創造する。 

 

（４）地域を考える ーコミュニティ・シンキング 

「地域」の課題は「私たち」の課題ではありませんか？

あらゆる思考を総動員して、地域課題を解決する。 

たとえば、「空き家」→「◯◯家」に！空き家を「資源」

に変えるには？「一級建築士ｘ福祉」で空き家を福祉転

用する。 

 

Steps in a Community Self-Assessment Process

1
Members of local stakeholder groups should evaluate past or ongoing
efforts at shared stewardship

2
Of common resources relevant to one or more key decision points or
topical areas,

3
And ask themselves how many of the facilitating conditions (pre-
requisites, processes, results) have been satisfied in those examples.

4
Then use these answers to identify missing ingredients, or gaps in
their preparation for the even more difficult tasks ahead.  

 

今後は、具体的な事業に着手するなど、地域社会に対

するインパクトを期待する。 

 

【引用・参考文献】 

Elizabeth T.A., Judith M. (2010) Community As 
Partner, Theory and Practice in Nursing 5th Edition, 
pp.217-264. 
Bradshaw, J., G. McLachlan(ed.)(1972) Problems and 
Progress in Medical Care, Oxford University Press. 
Michael D. McGinnis, Towards Local Stewardship of a 
Health Commons, ReThink Health, Fannie E. Rippel 
Foundation, and the Vincent and Elinor Workshop in 
Political Theory and Policy Analysis, Indiana 
University, Organizing for Health Distance Learning 
Class, March 22, 2012 
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小規模地域アートイベント運用モデルの提案と検証	 

田島悠史（宝塚大学）	 

Keyword：	 小規模地域アートプロジェクト、マネジメントモデル	 

	 

	 

【問題・目的・背景】 
	 近年、地域アートイベントの実践事例および、それに関

連する研究が急増している。しかし、その多くはそこで対

象となる研究の多くは事例報告の域を過ぎない。まれに客

観性を持つアートイベント研究はあるが、それらは「越後

妻有大地の芸術祭」[1]や「瀬戸内国際芸術祭」[2]のよう

な大規模なものがほとんどである。しかしながら日本国内

の地域アートイベントの大半は年間予算 1000 万円未満の

小規模のものである。下図は、著者が国内の地域アートイ

ベントの予算を独自に調査したものである。	 

	 

図1.地域アートイベントの予算分布	 

	 

	 このような状況を踏まえると、小規模なアートイベント

に特化した汎用性の高い運用モデルが急務と言える。こう

いった研究事例は多くない。東京アートポイント計画は、

地域アートイベントの当事者のインタビューなどから『ア

ートプロジェクト運営のガイドライン』[3]をまとめたもの

は本稿の目的とかなり近いように思える。	 

	 しかし、この事例が該当するものは、十分な運用資金の

見込みがあり、地域アートイベントが「本業」になるよう

な、中規模・大規模のものに限定される点が本研究とは大

きく異なる。「汎用的な運用モデル」を目指すのであれば、

運用資金の乏しさを前提とする必要がある。	 

	 そこで本研究では、茨城県ひたちなか市那珂湊地区の小

規模地域アートイベント「みなとメディアミュージアム（以

下、MMM）」[4]の2009年から2015年現在までの7年の

実践および、関連研究から得られた知見を踏まえ、小規模

地域アートイベントの運用モデルを提案する。	 

	 

【研究方法・研究内容】	 

	 著者はこれまで小規模地域アートイベントが、その規

模の小ささを維持したままに獲得しうる有用性[5]や、持

続性[6]の研究に従事してきた。それらを表1にまとめた。

本稿ではこれらの知見を参考に、小規模地域アートイベ

ントの運用モデルを作成する。 
 

表1.既存の知見の整理 

 
	 このモデルは現実の小規模地域アートイベントで起き

た現象に基づく「記述的モデル」である。そのため、運

用における現時点での方向性を客観的に確認し、関係者

 有用性 持続性 
問い 小規模地域アート

イベントは何をす
れば、地域に貢献で
きるのか？ 

小規模地域アートイベ
ントはどう運営すれば、
持続するのか？ 

解答 小規模地域アート

イベントを「地域

のつながりを生み

出す媒体」と考え、

芸術作品や企画を

考える 

地域と小規模地域ア
ートイベントの両方
に当事者意識を持った
人による、地域のつなが
りを広げる意識 

言い
換え 

イベント非関係者
まで対象者とした、
緩やかな繋がりを
生み出す状況を引
き起こすこと 

イベント関係者を対象
とした、主体的な意志の
繋がりを育むこと 

具体
的な
手法 

a.制作過程内の住民
協働 

e.中心スタッフによる
イベントの共有 

b.地域住民の作品素
材化 

f.協力者のゲートキー
パー化 

c.一般鑑賞者への許
容性 

g.周辺スタッフによる
イベントの日常化 

d.芸術家自身の情報
発信 

 

4. 地域としては、地域の労働力の拡大、健康増進（健

康長寿）、消費拡大、社会的孤立改善につながった 

 

Topic Typical Participants Needed Participants

PHYSICAL FACILITIES:
Consolidation, Construction of
new facilities

Facility administrators
Physicians & Professionals

Community Service Orgs
Government Officials
Employers
Insurers

DELIVERY OF CARE:
Care Transitions, Chronic care,E-
records, Hospice, Mental health
care, Primary care, Quality
improvements

Facility administrators
Physicians & Professionals

Community Service Orgs
Government Officials
Employers
Insurers
Individuals

FINANCIAL ASPECTS:
Insurance coverage, Pay for
performance, Wellness programs,
Access to care

Insurers
Employers
Facility administrators

Physicians & Professionals
Community Service Orgs
Government Officials

PUBLIC HEALTH:
Built environment, Emergency
preparedness, Environmental
safety, Food deserts

Government Officials
Community Service Orgs
Facility administrators
Employers

Physicians & professionals
Insurers
Individuals

Overall lesson: Ultimately, all parties need to be involved in all issues.

Who Participates in Decisions?      Who Should Participate?

 

 

課題は、健康長寿を推進し、高齢者共創の地域活性モ

デルを構築することである。以下では、その視点を取り

上げる。 

 

（１）あたまで考える ーロジカル・シンキング 

「何故？」と聞かれて、「何故なら！」と答えられる

か？「論理的」思考で、「共感を生む考え」を探求する。

たとえば、「サザエさん」三河屋さんは究極のCRMを実

践していた。 

 

（２）こころと考える ークリティカル・シンキング 

「当たり前」って、本当に「アタリマエ」なんだろう

か？「批判的」思考で、「自らの考え」を育む。たとえ

ば、NHKの人気番組白熱教室。「ドラえもんは生物か？」

「ルフィはヒーローか？」など、身近なテーマを題材に、

議論を掘り下げる。 

 

（３）からだが考える ークリエイティブ・シンキング 

「理屈じゃない！」、「からだが勝手に動いちゃう！」 

ことはありませんか？「創造的」思考で、「ワクワクす

る考え」を産み出す。たとえば、「異業種コラボレーシ

ョン」異業種による「掛け算（アーティスト×医者）」

で、顧客を創造する。 

 

（４）地域を考える ーコミュニティ・シンキング 

「地域」の課題は「私たち」の課題ではありませんか？

あらゆる思考を総動員して、地域課題を解決する。 

たとえば、「空き家」→「◯◯家」に！空き家を「資源」

に変えるには？「一級建築士ｘ福祉」で空き家を福祉転

用する。 

 

Steps in a Community Self-Assessment Process

1
Members of local stakeholder groups should evaluate past or ongoing
efforts at shared stewardship

2
Of common resources relevant to one or more key decision points or
topical areas,

3
And ask themselves how many of the facilitating conditions (pre-
requisites, processes, results) have been satisfied in those examples.

4
Then use these answers to identify missing ingredients, or gaps in
their preparation for the even more difficult tasks ahead.  

 

今後は、具体的な事業に着手するなど、地域社会に対

するインパクトを期待する。 

 

【引用・参考文献】 

Elizabeth T.A., Judith M. (2010) Community As 
Partner, Theory and Practice in Nursing 5th Edition, 
pp.217-264. 
Bradshaw, J., G. McLachlan(ed.)(1972) Problems and 
Progress in Medical Care, Oxford University Press. 
Michael D. McGinnis, Towards Local Stewardship of a 
Health Commons, ReThink Health, Fannie E. Rippel 
Foundation, and the Vincent and Elinor Workshop in 
Political Theory and Policy Analysis, Indiana 
University, Organizing for Health Distance Learning 
Class, March 22, 2012 
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やスタッフに対する説明ツールとして有用であると考え

ている。 
	 運用モデルの作成にあたって、本モデルに含まれるス

テークホルダーは小規模地域アートイベントの運用に関

わった者、関わりうる者だけであり、運用には関わる可

能性のない一般の来場者は含まない。また、地域アート

イベントとは無関係な生活を送っている地域の住民は

「地域傍観者」と定義した。 
	 点線は、小規模地域アートイベントに関係する仕事や

タスク、頼みごとなどの依頼-受託関係のない「緩やかな

繋がり」、実線は依頼-受託関係のある「主体的な意志の繋

がり」を指す。実線の矢印関係は意志の方向性を表して

おり、実際のイベントにおいては「依頼する者と請負う

者」という形などで具現化される。 
	 こういったルールを元に、MMM の活動を素材として、

モデルの作成を行なった。 
	 

【研究・調査・分析結果・考察】	 

	 研究の結果として、下記のモデルを制作した。	 

	 まず、アートイベント初期ではトップダウンな「初期

運用モデル」が生じる。まだ全貌が見えていない時点で

は、中心的なスタッフによるトップダウン体制が優れて

いる。	 

	 

図2.初期の小規模地域アートイベント運用モデル	 

	 

	 イベントが継続すると、緩やかな繋がりが成立してい

る「中期運用モデル」に移行する。こちらでは、周辺ス

タッフ、芸術家、地域協力者など、それまでは指示を出

していただけの関係だった者たちと、例えば飲み会のよ

うな「緩やかな繋がり」を築くことに成功している。	 

	 

図3.中期の小規模地域アートイベント運用モデル	 

	 

	 さらに成熟すると、関係者間が主体的な意志の繋がり

を持つ「後期運用モデル」へと至る。ここに至ると、活

動の中心は周辺スタッフ、芸術家、地域協力者に移行し、

中心スタッフは彼ら彼女らに支援をする役割に移行する。	 

	 

図4.後期の小規模地域アートイベント運用モデル	 

	 

	 また、このモデルが進むと、中心スタッフの仕事が「情

報とタスクと感情のシェア」だけに限定され、アートイ

ベントが地域活動のプラットフォームへと変容する。	 

	 

図5.理想的な地域アートイベント運用モデル	 

芸術家 地域
協力者

中心
スタッフ

周辺
スタッフ

地域
傍観者 主体的な意志の繋がり

芸術家 地域
協力者

中心
スタッフ

周辺
スタッフ

地域
傍観者 主体的な意志の繋がり

ゆるやかな繋がり

芸術家 地域
協力者

中心
スタッフ

周辺
スタッフ

地域
傍観者 主体的な意志の繋がり

ゆるやかな繋がり

主体的な意志の繋がり
ゆるやかな繋がり

芸術家 地域
協力者

中心
スタッフ

周辺
スタッフ

地域
傍観者
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	 以上が本稿で提案する「小規模地域アートイベント運

用モデル」である。これらには、1)中心スタッフの職権

の限定、2)中心スタッフと地域住民の関係性の欠如、3)

イベントが成熟するための一定時間の必要性、という点

も注目している。	 

	 最後に検証として、MMM2014 とMMM 2015 の事例

を紹介する。MMM は私が中心スタッフとして動いてい

たイベントだが、MMM 2013 を持ってプロデュースから

は退いている。MMM2014 とMMM 2015 では、地域住

民やスタッフが己の興味関心を元にプロジェクトを立ち

上げる事例が見られた。 
	 まず2014 年度には、若手（30〜40 代）の地域住民が、

地域資産である古い松と公園をライトアップし、その前

で出店をやるという企画を立ち上げ、実践した。この主

催者は、「地域協力者」として MMM を支えてきた者た

ちであった。このような事例は、比較的保守的な体質を

持つこのまちでは生まれなかったイベントだが、MMM
を通してプロジェクト実践者として成長していったこと

が伺える。 

	 

写真1.湊御殿の松	 ライトアップFES	 

	 

	 さらに、2015年6月には芸術家と学生スタッフが那珂

湊の小学校を巻き込み大規模なワークショップを行なっ

た。当日は 100 名前後の小学生が「まちの秘密の場所の

地図づくりワークショップ」、「まだ見ぬ誰かへの手紙執

筆ワークショップ」、「光る水族館」を作る「暗闇で光る

お魚のワークショップ」という三種類のワークショップ

に参加した。	 

	 

写真2.小学生を対象とした期間外ワークショップ	 

	 

	 このようなイベントから派生し、主体性が生まれてゆ

くケースは、長期継続している他の小規模地域アートイ

ベントでも見られる。	 

	 このように小規模地域アートイベントの運用モデルを

考えると、イベント出展を依頼する芸術家のあり方や、

地域住民の関わり方も自ずと変わってくる。いずれも、

「緩やかな繋がり」を広く作ったり、あるいはスタッフ

を巻き込んだプロジェクトを企画したり使用とする「主

体的な意志の繋がり」を生み出す人選が求められるだろ

う。	 

	 

【結論と今後の展開】	 

	 本稿では、これまでの知見を整理した上で小規模地域

アートイベント運用モデルの提案を行い、MMM での実

践を通して検証を行なった。これによって、1)中心スタ

ッフの職権の限定、2)中心スタッフと地域住民の関係性

の欠如、3)イベントが成熟するための一定時間の必要性、

という従来のマネジメント手法とは異なる、小規模地域

アートイベントのマネジメントの特有性を示した。これ

らの知見は、小規模地域アートイベントを地域活性化の

ツールと考えている物にとって一定の指針となり得る。	 

	 今後の展開として、「失敗運用モデル」からの復活する

ための経路の整備をする必要がある。今後は成功モデル

のみならず、失敗モデルについて整備した上で「失敗モ

デルから成功モデルへ」という、いわば「復活への遷移

プロセス」を示す必要があると考えている。というのも、

失敗モデルがどのような過程を経て成功モデルに復活す

るのかを明らかにすることは、一つの失敗で終了に繋が
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ってしまうような小規模地域アートイベントの持続に強

く影響することは多いに想定できるからである。	 

	 この課題の研究手法について、失敗しかかっている小

規模地域アートイベントの立て直しのようなプロジェク

トへの関与などを通して、そういった場所において検証

ができると考えている。	 

	 

【引用・参考文献】	 
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30日)	 

[2]瀬戸内国際芸術祭,	 「Art	 Setouchi」：

http://setouchi-artfest.jp(最終閲覧日:2015年6月30

日)	 

[3]帆足亜紀（2011），	 「アートプロジェクト運営ガイド
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プロジェクト室	 

[4]みなとメディアミュージアム実行委員会,	 「みなとメ
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ジェクトにおける持続性とコミュニケーション構造の関
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地域活性化を主眼としたアートプロジェクトにおける平面的表現の意義

小野寺真央（宝塚大学）、田島悠史（宝塚大学）

： 地域アートイベント、平面作品、地域活性化

【問題・目的・背景】 
本研究は、地域活性化を主眼としたアートプロジェク

トにおいて、どのような平面的作品が求められるのかを

明らかにするものである。なお本稿において、平面的表

現とは、映像作品や絵画作品を指す。

昨今、地域活性化を主眼とした地域アートプロジェク

トが日本の各地で発生している。本学会においても、平

野らの研究 や、田島らの研究 などが報告されてい

る。その表現手法は「パブリックアート」と呼ばれる彫

刻作品や「インスタレーション」と呼ばれる立体的な現

代芸術作品が多い。地方の広い空間を活かして、集客コ

ンテンツから街のメディアまで様々な役割をアート作品

は担うことができる。

その一方で、映像作品や絵画作品のような平面的な表

現については、あまり重視されていない。しかし、平面

的表現には持ち運びの簡易さ展示スペースの少なさなど、

立体的な表現にはない特性があると考えている。また、

ワークショップのような住民参加型のプロジェクトにし

やすいのも平面的表現であると考えられる。

そこで本研究では、過去のアートイベントでの実践か

ら平面的な表現と三次元作品を比較し、考察する。平面

的表現の有意性を明らかにすることは、「アートとまちづ

くり」という現在注目されているテーマを深めるもので

ある、と考えている。

【研究方法・研究内容】

研究方法としては、実際の地域アートプロジェクトの

アンケート調査やインタビュー調査を対象に、平面的表

現と立体的表現の比較を行なった。具体的には、１）茨

城県ひたちなか市のアートイベント「みなとメディアミ

ュージアム（以下、 ）」を中心に 年間（ 年から

年まで）にかけて質問紙調査を実施し、地域活性化

に関する影響を平面的表現と立体的表現とで比較、２）

地域住民などに対して「平面的表現」の強みを問うイン

タビュー調査、３）実際に平面的表現を用いた地域アー

トプロジェクトのワークショップの参与観察、を行なっ

た。１）については結果として、 年間で を超える質

問紙を回収した。２）については、口頭および

などメディアを通しても意見を聴衆した。３）について

は、 年 月 日に が実施した、那珂湊第一小学

校とのワークショップにスタッフの一員として参加し、

フィールドノートをまとめた。ワークショップの内容に

ついて、まちの中で自分が思い入れを持つ場所をオリジ

ナルの表現で地図に描く「まちの秘密の場所の地図づく

りワークショップ」、参加者に見知らぬ誰かを想定した手

紙を書かせた上で、それを集め、そこからランダムに選

び、参加者に朗読させる「まだ見ぬ誰かへの手紙執筆ワ

ークショップ」、海洋生物が印刷された用紙に、蛍光塗料

で色づけした後、暗闇の中で吊るし「光る水族館」を作

る「暗闇で光るお魚のワークショップ」の三種類だった。

写真 による

「まちの秘密の場所の地図づくりワークショップ」

【研究・調査･分析結果】

まず、１）質問紙調査について、 では、平面的表現

のうちアニメーション作品については比較的評価が高か

った。これは「おさむシアター」というアニメーション

作品専用のミニシアターを制作したことが要因として推

測できる。これによって、鑑賞者は「シアターに入る」「シ

アターで鑑賞する」という体験を獲得し、平面的表現で

あるはずのアニメーション作品が、結果として立体的表

現の特性を獲得することができている、と推測すること

ができる。
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写真 おさむシアター（右：内観、左：外観）

また、そうでない平面作品については写真作品の評価

が高く、また「もっともっと（那珂）湊の風景の作品お

願いします。」などを始めとして、具象絵画の評価が高い。

さらにはスタンプラリーのような参加者が関与できる仕

掛けを持つ平面的表現についても一定の高い反応が見ら

れた。

次に、２）インタビュー調査について、「地域のお年寄

りだけで映画を製作してる」や「いろんな人が一緒に楽

しめるものがいいな」という声があるなど、立体作品と

比べて参加障壁の低さを求める声が多かった。また「展

示スペースに、さまざまな人々がデザインしたたくさん

の旗がずらりと立ち並んだら壮観」や「地面に直接ルー

トとかオススメポイントを書いちゃう」など、展示場所

に対する工夫に注目する意見も多かった。

こういった情報は、 のワークショップでも観察する

ことができた。 のワークショップで用いされた手法は、

決して難しい手法ではなくむしろどれもやったことのあ

るような作業であった。そのため、立体的表現と比べ、

作品制作や展示における目標や目的の統一や、まちとの

関わりについては気になった。また、平面的表現をワー

クショップでやると、床に向けて書くことになるため、

他者とのコミュニケーションが下がるケースが見受けら

れた。そのため、実際には個々人で黙々と行う作業が多

く、ワークショップ参加者が大勢いるという利点が上手

く活かしきれていない可能性が見受けられた。これもま

た平面的表現の特色として挙げることができる。

【考察・今後の展開】

これら三つの調査を整理すると、地域アートプロジェ

クトにおいて、有効な平面的表現の特性として、１）参

加障壁の低さ、２）空間性の付与、３）孤独な制作工程、

が挙げられる。１）については、具体的なモチーフや、

イラストやスタンプラリー、絵本など「分かりやすい媒

体」にすることができるし、鑑賞者もそれを期待してい

ることがそれに該当する。写真や具象、スタンプラリー

などはその形態を活かして地域を活性する様々な案件に

転用することなどが今後の展望として考えられる。

一方で、現代芸術作品の多くは抽象的な作品である。

こういった作品が一定の割合を占める以上、地域活性化

という視点ではどのように扱うべきか、一層分析する必

要があると考える。２）については、おさむシアターや

地面へのドローイングなど、「描かれる場所の特性」を活

かすことで、立体的表現の効果を平面的表現も獲得する

ことができることを意味している。「気仙沼 シャツ海岸」

や「赤崎水曜日郵便局」 などはその好例と言える。

３）については、制作における没入性がそれにあたる。

もちろん、作品制作や展示における目標や目的の統一や、

まちとの関わりを持たせることは立体的表現・平面的表

現にも共通する。

今回の研究において、地域活性化を主眼とするアート

イベントにおける平面的表現の意義についての仮説を立

てることができた。今後の展望として、自らそういった

試みに関わることを通してこれらの効果を検証して行く

ことを考えている。

【引用・参考文献】

平野真 横井川美貴 「アートによる地域活性化

―地域に与える多様な影響 の考察―」地域活性研究

田島悠史 小川克彦 「緩やかなつながりをつ

くる「よそ者」の地域コミュニティ参入モデル」地域

活性研究

気仙沼 シャツ海岸：

（最終閲覧日： 年 月 日）

赤崎水曜日郵便：

（最終閲覧日：

年 月 日）
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写真 おさむシアター（右：内観、左：外観）

また、そうでない平面作品については写真作品の評価

が高く、また「もっともっと（那珂）湊の風景の作品お

願いします。」などを始めとして、具象絵画の評価が高い。

さらにはスタンプラリーのような参加者が関与できる仕

掛けを持つ平面的表現についても一定の高い反応が見ら

れた。

次に、２）インタビュー調査について、「地域のお年寄

りだけで映画を製作してる」や「いろんな人が一緒に楽

しめるものがいいな」という声があるなど、立体作品と

比べて参加障壁の低さを求める声が多かった。また「展

示スペースに、さまざまな人々がデザインしたたくさん

の旗がずらりと立ち並んだら壮観」や「地面に直接ルー

トとかオススメポイントを書いちゃう」など、展示場所

に対する工夫に注目する意見も多かった。

こういった情報は、 のワークショップでも観察する

ことができた。 のワークショップで用いされた手法は、

決して難しい手法ではなくむしろどれもやったことのあ

るような作業であった。そのため、立体的表現と比べ、

作品制作や展示における目標や目的の統一や、まちとの

関わりについては気になった。また、平面的表現をワー

クショップでやると、床に向けて書くことになるため、

他者とのコミュニケーションが下がるケースが見受けら

れた。そのため、実際には個々人で黙々と行う作業が多

く、ワークショップ参加者が大勢いるという利点が上手

く活かしきれていない可能性が見受けられた。これもま

た平面的表現の特色として挙げることができる。

【考察・今後の展開】

これら三つの調査を整理すると、地域アートプロジェ

クトにおいて、有効な平面的表現の特性として、１）参

加障壁の低さ、２）空間性の付与、３）孤独な制作工程、

が挙げられる。１）については、具体的なモチーフや、

イラストやスタンプラリー、絵本など「分かりやすい媒

体」にすることができるし、鑑賞者もそれを期待してい

ることがそれに該当する。写真や具象、スタンプラリー

などはその形態を活かして地域を活性する様々な案件に

転用することなどが今後の展望として考えられる。

一方で、現代芸術作品の多くは抽象的な作品である。

こういった作品が一定の割合を占める以上、地域活性化

という視点ではどのように扱うべきか、一層分析する必

要があると考える。２）については、おさむシアターや

地面へのドローイングなど、「描かれる場所の特性」を活

かすことで、立体的表現の効果を平面的表現も獲得する

ことができることを意味している。「気仙沼 シャツ海岸」

や「赤崎水曜日郵便局」 などはその好例と言える。

３）については、制作における没入性がそれにあたる。

もちろん、作品制作や展示における目標や目的の統一や、

まちとの関わりを持たせることは立体的表現・平面的表

現にも共通する。

今回の研究において、地域活性化を主眼とするアート

イベントにおける平面的表現の意義についての仮説を立

てることができた。今後の展望として、自らそういった

試みに関わることを通してこれらの効果を検証して行く

ことを考えている。

【引用・参考文献】

平野真 横井川美貴 「アートによる地域活性化

―地域に与える多様な影響 の考察―」地域活性研究

田島悠史 小川克彦 「緩やかなつながりをつ

くる「よそ者」の地域コミュニティ参入モデル」地域

活性研究

気仙沼 シャツ海岸：

（最終閲覧日： 年 月 日）

赤崎水曜日郵便：

（最終閲覧日：

年 月 日）
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関西における地域コミュニテイスペースの事例と地域活性の有効性について

山中鹿次（ＮＰＯ法人近畿地域活性ネットワーク）

： 関西、コミュニテイスペース、地域活性、有効性

【問題・目的・背景】 

今日、高齢化社会の進行や核家族の増加。個人経営の飲

食店の減少に伴い、個人の自宅に集まっての会合や、地域

の仲間同士で懇談する場：居場所が減少している感がある。

しかし全国的な商店街の空き店舗の増加や、空き家の増

加。ＮＰＯ団体や一般社団法人の増加やＳＮＳ仲間同士の

オフ会などに伴い、青少年会館など公共ホールではないが、

やみくもに営利を求めず、公益性を帯びた会合や、地域の

人々の居場所：コミュニテイスペースが増加してきた。

現在の関西でのコミュニテイスペースの事例を紹介し、

地域活性での有効性を報告する。

【研究方法・研究内容】

関西各地のユニークなコミュニテイスペース 不登校

の子どもの居場所、地域住民向けの喫茶店、サークルや

市民運動向けの集会場所など を訪問し、関係者の事情聴

取やイベント参加を行い、その地域での地域活性に果た

している役割や有効性を研究：提示を行う。

【事例紹介。研究・調査･分析結果】

① 自宅利用の場合。

地域住民向けのコミュニテイカフェも増えている。大

阪市では小学校の空き教室を活用した「ふれあい喫茶」

が地元自治会で運営されている。

農地と住宅地が混在する小規模都市でも、ユニークな

コミュニテイカフェも運営されている。写真は滋賀県高

島市の「ももカフェ」である。 下の写真１

個人の自宅の一部を活用し、朝の時間帯にはモーニング

など喫茶。水曜または木曜に着物展示会、希望があれば

会合に貸し出しをしている。

最寄駅から徒歩 分程度で市役所の支所にも近く、地

域の人が集う「居場所」として好適な立地である。

また運営者の関心分野の集会場所と、自宅を兼ねたス

ペー （クオーク）が大阪市東淀川区にある。

上の写真２、発達障害の子どものフォーラムの模様

この施設の運営者は教育問題を中心とした現場支援事

業の一般社団法人コアプラスを運営。

運営者自体のフォーラムの他、教育や市民活動のセミ

ナーへの貸し出しなど行っている。 新大阪駅からも徒

歩可能な、ＪＲ東淀川駅から徒歩２分くらいの立地のた

め、極めて利便性の高い場所にあり、開催するセミナー

は定員を超える場合も多い。

また自宅兼事務所のマンションの一室を、コミュニテ

イスペースとして活用しているのに「ケイゾクエナジー」

がある。（ ）

大阪市の中心部の北区梅田から近く、活動拠点としての

利便性の高い場所にある。但し集合住宅の一室のために、

場所のわかりにくさが先の事例よりは劣る難点がある。

② 自宅外を使った市民活動拠点

これに対して、自宅以外を使った市民活動拠点とカフ

ェ機能を併せた店舗が、大阪市浪速区にある討論バーシ

チズンである。

（ ）
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この店舗は 年にオープンし、運営者が講師を招

き他会場を借りセミナーを行った経験から、市民がいろ

んなセミナーを自発的に開催し、飲食できるスペースが

恒常的にあればと運営している。

上の写真３は討論バーシチズンで開催の労働と暮ら

しのセミナーの模様

平和運動や政治：経済の意見交換会：セミナーと様々

な活動が行われている。

好評なのが、ユースト配信ができ、お店の使用に際し

て、プロジェクターが料金に含まれているので、公共施

設よりセミナー開催での利便性が高い。

懇親会が同じスペースでできるので、リピーター使用

が多いのも特徴である。

③ 商店街空き店舗を使ったコミュニテイスペース

今、全国的に増加していう商店街の空店舗を活

用したコミュニテイスペースが増えている。

下の写真４北天満サイエンスカフェ

（ ）

この店舗は大阪市で最大規模の天神橋筋商店街と、大阪

最大の都心部の梅田を繋ぐような形で東西方向に立地す

る天五中崎商店街に立地する。

商店街での集客関連イベントとして、子どもサイエン

スカフェや、大人の教養講座が実施されている。

上の写真５：こども面白サイエンスカフェのチラシ

【考察・今後の展開】

これら事例で示したコミュニテイスペースが、利用者

にとって、ホテルの会議室のように使用が高くなく、公

共ホールのように理由に融通が利かない 飲食がしにく

い、時間単位の区分が制限が多いなど ことは少なく、あ

る意味、管理者と利用者がそのつどやりとりして決めて

いける柔軟さがある。

さらに管理者の個性が利用者にとっての大きな魅力で

あり、利用する市民にとって居心地のいい居場所になっ

ている感がある。

だが行政や民間の営利企業ではないため、安定的な補

助も収益がないこと。個人の自宅を開放した利用の場合、

家族の理解も継続していけるか否かの一因となる。

さらに増加する空き家の有効活用の期待の一方で、バ

リアフリー対策や耐震性をどうするかも、継続できるか

否かで重視せねばならない要因となるだろう。

立地する自治体の補助や、寄付制度の充実、地域のプ

レミア商品券を使い使用すれば恩典がある制度の検討

が課題になるだろう。

【引用・参考文献】

訪問施設のホームページ
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この店舗は 年にオープンし、運営者が講師を招

き他会場を借りセミナーを行った経験から、市民がいろ

んなセミナーを自発的に開催し、飲食できるスペースが

恒常的にあればと運営している。

上の写真３は討論バーシチズンで開催の労働と暮ら

しのセミナーの模様

平和運動や政治：経済の意見交換会：セミナーと様々

な活動が行われている。

好評なのが、ユースト配信ができ、お店の使用に際し

て、プロジェクターが料金に含まれているので、公共施

設よりセミナー開催での利便性が高い。

懇親会が同じスペースでできるので、リピーター使用

が多いのも特徴である。

③ 商店街空き店舗を使ったコミュニテイスペース

今、全国的に増加していう商店街の空店舗を活

用したコミュニテイスペースが増えている。

下の写真４北天満サイエンスカフェ

（ ）

この店舗は大阪市で最大規模の天神橋筋商店街と、大阪

最大の都心部の梅田を繋ぐような形で東西方向に立地す

る天五中崎商店街に立地する。

商店街での集客関連イベントとして、子どもサイエン

スカフェや、大人の教養講座が実施されている。

上の写真５：こども面白サイエンスカフェのチラシ

【考察・今後の展開】

これら事例で示したコミュニテイスペースが、利用者

にとって、ホテルの会議室のように使用が高くなく、公

共ホールのように理由に融通が利かない 飲食がしにく

い、時間単位の区分が制限が多いなど ことは少なく、あ

る意味、管理者と利用者がそのつどやりとりして決めて

いける柔軟さがある。

さらに管理者の個性が利用者にとっての大きな魅力で

あり、利用する市民にとって居心地のいい居場所になっ

ている感がある。

だが行政や民間の営利企業ではないため、安定的な補

助も収益がないこと。個人の自宅を開放した利用の場合、

家族の理解も継続していけるか否かの一因となる。

さらに増加する空き家の有効活用の期待の一方で、バ

リアフリー対策や耐震性をどうするかも、継続できるか

否かで重視せねばならない要因となるだろう。

立地する自治体の補助や、寄付制度の充実、地域のプ

レミア商品券を使い使用すれば恩典がある制度の検討

が課題になるだろう。

【引用・参考文献】

訪問施設のホームページ
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民間の地域づくり活動の持続可能性と公共圏の形成―創造都市による都市再生を追究する一つの視

点として―

渡部薫（熊本大学）

： 地域づくり活動、活動の推進力、持続可能性、公共圏、地域の文化

１．研究の目的 
現在、創造都市が地域の活性化や再生を目指す方法とし

て注目を集めるようになってきている。この都市政策に対

して文化や芸術の活用に目が向けられているが、この政策

においても重要なのは、それによって市民による地域の活

動をいかに引出しそこから地域全体の活力につなげていけ

るかにある。本研究は、創造都市的アプローチを使った地

域再生／活性化のメカニズムについて追究する。地域の活

性化や地域再生一般にとって基本となる民間の地域づくり

活動を対象として、それが推進され持続的に展開していく

ためには何が必要かという問題について創造都市で重要と

されている文化の役割に焦点を置いて検討する。

２．研究の視点

．問題の設定

本研究では、地域づくり運動の一つのタイプとして、民

間の活動が中心かつ起点となって起こる、民間主導／非行

政主導、明確な全体計画がない／創発的、理念志向型／非

利益主導型として整理されるまちづくりの動きを対象とし

て取り上げ、その推進力と活動の持続的な展開を支える枠

組み・基盤の形成という視点を軸に、文化の役割に留意し

て地域づくりのメカニズムについて検討する。

．活動の推進力

民間主導といっても地域づくり活動は公共的な側面を持

っているが、何が民間のアクターにそのような公共的な活

動を起こし、推進させていくのであろうか。これは自発性

や自律性がどこから生じるのかという問題である。これは

活動のモチベーションの問題と考えた場合、その主要な要

因として、 ）利益、 ）ヴィジョンあるいは哲学・信条、

を挙げることができる。第一に、民間活動である以上、公

共的な側面を持っていたとしても利益は重要な動機付けに

なる。第二に、自発的な活動にとっては意志や情熱が動機

付けとして重要だが公式にはヴィジョンや哲学・信条とし

て表現される。

ここで問題となるのが、民間活動がこのような要因によ

って推進されたとして、それはどのようにして持続するの

かという点である。そして、そこに文化はどのように関わ

ってくるのか。これについては、地域アイデンティティや

地域的な問題状況がヴィジョンや哲学・信条の形成に関わ

ることが考えられる。

．活動の持続的な展開を支えるプラットフォーム・基盤

としての公共圏の形成

このような活動が持続的に展開し他のアクターに影響す

る等によって地域が発展していくためには、地域の中にそ

のような活動を支える、あるいは醸成するようなプラット

フォーム、あるいは基盤が形成されることが必要である。

これは、個々の活動を育み・支え、地域づくりのための共

同や連携を推進する役割を担う。これは、地域づくりに関

連するアクターが地域の活性化や再生という公共的な目的

を共有することによって生まれる共同や連携の関係によっ

て支えられる。アクター間の共的な領域であるが、もちろ

ん行政の参加も拒むものではなく、一種の公共圏と見るこ

とができる。

ここで公共圏の形成について考えてみたいのは、民間の

取組みを通じて形成される場合、何が問題となるのかとい

うことである。この問題については多様な議論があるが、

その中で中井は、根本的な問題は私的利益と公益との関係

をどのように理解するかにあると論ずる（中井 2000）。中

井は、これを公的結合の問題として、その基本的な推進力

について、個人は公共的な側面と私的な側面を持っていて

他者と相互作用する中で各個人の公共的な側面が集まって

公共性が形成されるという考えを否定して、公共性は個人

の私的利益に基づいて考えるべきだと主張する。中井は、

公的結合はそれによって個人の効用が増大する場合に起き

ると考える。この場合、各個人が私的利益を留保して公共

圏の形成に振り向けることで公益が増大し、そこから各個

人の効用が増大すると考えるのである。地域づくりについ

ては、民間のアクターがその活動の一部を公共的な目的に

振り向け、他のアクターと共有する目的のために共同や連

携が生じたときに公共圏が形成されると考えられる。公的

結合の契機については、中井はリーダーシップの重要性を

挙げているが、ここでは文化が関わる問題として論じたい。
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アクター間で共同や連携が生まれるためには地域づくりの

目的やヴィジョンが共有されることが必要だが、ここに文

化が関わってくると関挙げられる。では、どのように関わ

るのであろうか。

３．事例研究：長浜市と別府市

地域づくりの事例として、長浜市と別府市を取り上げる。

いずれも、民間主導の地域づくりの動きであり、その推進

に文化が大きく関わっている。事例の研究は、関連する資

料の分析と関係者へのインタヴューにより行った。

．長浜市

滋賀県長浜市における、「黒壁」と呼ばれる新しい事業が

衰退した中心市街地に登場し活動を展開することによって

地域を変え活性化している事例である。黒壁は、曳山祭り

という長浜市の伝統的な行事や街並みの保存を目的として、

ガラス製品の製造･展示･販売という事業を中心に活動を展

開した。その活動は発展していき、市民活動や商業事業者

に影響を与え地域づくりの動きを発展させ、中心市街地を

活性化している。市を挙げての大掛かりなイベントの効果

もあって、長浜市内の多様な地域的な活動がお互いに結び

つき一種のネットワークを形成している。

．別府市

大分県別府市において BEPPU PROJECT というアート

NPO によるアート活動が契機となってそれまでの地域づ

くり活動をつなげて大きな運動を形成している事例である。

別府市では、地域の衰退に対して活性化を目的とする地域

づくり活動が盛んであったが、その動きに触発されて

BEPPU PROJECT がアート活動を開始し、他の地域づくり

団体や行政との協力を得て国際的な現代芸術のイベントを

開催する。このような動きは、市民の文化活動に大きな影

響を与え、市の地域づくり活動全体を活発化する。現代芸

術のイベントや中心市街地活性化のための事業活動を通じ

て地域づくり活動の団体が連携・協力関係を持つことでネ

ットワークが形成されている。

 
４．分析

ここでは、２．で論じた視点に従って二つの事例を分析

する。計画されたものではない、創発的な地域づくりの民

間活動が行政の関与がないままに、なぜ、そしてどのよう

にして推進され、持続可能であったのかについて解釈を試

みる。

．推進力

２．では、地域づくりのための民間活動の推進力として

は、 ）利益、 ）ヴィジョンあるいは哲学・信条を挙げ、

さらに、地域アイデンティティや地域的な問題状況がヴィ

ジョンや哲学・信条の形成に関わる可能性について論じた。

長浜の事例では、地域の文化は地域づくりの中心的なア

クターである黒壁の地域アイデンティティを形成し、活動

の哲学形成に大きく影響し、その意味でその活動を引き起

こす主要な要因となっている。地域アイデンティティは黒

壁の活動とともに他のアクターのコミュニティ活動に大き

な影響を与えている。

別府の事例では、ヴィジョンあるいは使命が BEPPU 

PROJECTの活動にとって推進力となっている。このアクタ

ーの活動が他のアクターの活動を刺激したとき、地域アイ

デンティティは彼らの活動を推進する役割を果たしている。

両方の事例において、ヴィジョンや哲学・信条が推進力

として重要な役割を果たしているが、そこに地域の文化や

アイデンティティが関わっている。しかし、活動が続くた

めには他の要因も必要である。利益もその一つである。長

浜の事例では、黒壁は当初は地域アイデンティティに動か

されて活動を始めている。黒壁は街並みの保全や改善を行

うことで長浜の公共空間という一種のコモンズを魅力的に

し、来街者を増加させているが、これによって黒壁の営利

事業の収益の増大をもたらしている。そしてこの収益が黒

壁の公共的な活動を支えることになる。ここに、地域アイ

デンティティあるいは公共目的に駆り立てられた非営利活

動が営利活動を支え、そこから営利活動が非営利事業を支

えるという循環的あるいは相互依存的関係を見ることがで

きる。

この関係は、スロスビー（Throsby 2001）により提唱され

た文化資本と文化的価値という概念を使うとわかりやすい。

これらの概念によれば、伝統的な文化遺産や街並みは文化

資本、それらが創り出す文化的魅力は文化的価値と見るこ

とができる。スロスビーによれば、文化資本は文化的価値

をもつが、文化的価値はしばしば経済的価値を生み出す。

この議論を長浜の事例に適用すると、次のような関係を指

摘することができる。

民間活動の公共的な側面の活動の展開＝文化資本として

の公共空間への投資➔文化的価値の向上➔経済的利益の増

大／確保➔文化資本への投資➔・・

この公式は別府の場合にも適用することができるが、よ

り控え目な形になる。
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．公共圏の形成と文化

民間活動は当初は地域アイデンティティあるいは理念に

よって推進されている。しかし、一旦活動がネットワーク

化したアクターによって構成される公共圏を形成すると、

公共圏は活動の発展を支えたり促進したりするためのプラ

ットフォームとして機能することになる。

二つの事例は、いずれも計画されたものではなく、創発

的な民間の活動が、自分たちの目的を追求しながら、地域

の活性化あるいは再生を共通の目的として他の活動や行政

と相互作用を持つことによって一種の公共圏を形成してい

る。公共圏はどちらの事例でも、民間活動の基盤を提供す

ることや、新しい活動やプロジェクトの一種のインキュベ

ーターの役割を果たしている。

長浜の事例では、黒壁によって生まれた地域づくりの運

動はネットワークを生み出すが、長浜市を挙げた大きなイ

ベントの効果もあって他のネットワークと結びつき地域全

体をつなぐ拡大したネットワークを形成し公共圏の母体と

なっている。地域の文化に対する情熱や哲学・信条は黒壁

の地域づくり活動の推進力であり黒壁を中心としたネット

ワークで共有されているが、拡大されたネットワークにお

いてそれが共有されていると考えるのは妥当ではないと思

われる。長浜では、公共圏は黒壁に主導された地域づくり

運動のネットワークを中心に形成されており、その意味で

は黒壁が公共圏の核となっているということができるが、

地域づくり運動の中から生まれてきた他の活動が次第に育

ってきており多核化しつつある。

別府の事例では、別府の事例では、温泉自体が最も重要

な経済資源であり、地域では温泉浴は地域の重要な文化と

して捉えられている。地域づくりに従事していたアクター

はこの文化を媒介にしてお互いゆるく結びついていた。

BEPPU PROJECT はそこにアートを持ち込むが、アートは

地域の人々に地域文化の魅力やその地域に対して持つ意味

を再発見させ、地域アイデンティティを刺激した。このよ

うなBEPPU PROJECTの活動やアートは、直接的にではな

いが結果的に個々の地域づくり活動を結び付け、多様な地

域の活動を包摂するようなネットワークを形成し、それが

基礎となって公共圏が形成されている。このプロセスにお

いて地域の文化は共通言語としての役割を果たしアクター

を公共目的に結びつけている。別府の地域づくりの公共圏

はそれまでに展開していた地域づくり活動に BEPPU 

PROJECT が参加することで生まれた機運において形成さ

れている。その点で、公共圏は、BEPPU PROJECT を含ん

だ複数の組織によって支えられている。

二つの事例に共通して、公共圏はそれ固有の特別な組織

はもたず、各種の公式・非公式の交流の機会が実質上の公

共圏として機能している。

二つの事例では、民間活動は公共目的を共有しそれに応

じた非営利的活動の側面をもち、互いに共同・連携して公

共圏を形成している。その意味では、中井が論じるように、

アクターが私的な権利を留保し公共目的の活動に振り向け

ることによって公共圏形成の基礎が築かれている。両方の

事例でこれが可能だったのは、一つは、都市の規模が小さ

いため都市の経済を支える主要な産業が限られているため、

公共目的の活動に参加して公共圏を築くことでいずれ民間

の利益につながることが見えやすかったからである。

 
５．今後の課題

本研究では、地域づくり活動の推進力と活動を支えるプ

ラットフォームとしての公共圏を軸に、地域づくりのメカ

ニズムについて文化との関係に関連付けながら論じてきた

が、公共圏に関しては、それが機能するかどうかについて

はガバナンスのあり方を問う必要がある。その分析のため

に、このような公共圏の組織構造の捉え方としてネットワ

ーク組織、さらに、ガバナンスを構成するアクター間のダ

イナミックな関係を分析するためにネットワーク組織と

「場」という２つの概念を導入することを検討してみたい。
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アクター間で共同や連携が生まれるためには地域づくりの

目的やヴィジョンが共有されることが必要だが、ここに文

化が関わってくると関挙げられる。では、どのように関わ

るのであろうか。

３．事例研究：長浜市と別府市

地域づくりの事例として、長浜市と別府市を取り上げる。

いずれも、民間主導の地域づくりの動きであり、その推進

に文化が大きく関わっている。事例の研究は、関連する資

料の分析と関係者へのインタヴューにより行った。

．長浜市

滋賀県長浜市における、「黒壁」と呼ばれる新しい事業が

衰退した中心市街地に登場し活動を展開することによって

地域を変え活性化している事例である。黒壁は、曳山祭り

という長浜市の伝統的な行事や街並みの保存を目的として、

ガラス製品の製造･展示･販売という事業を中心に活動を展

開した。その活動は発展していき、市民活動や商業事業者

に影響を与え地域づくりの動きを発展させ、中心市街地を

活性化している。市を挙げての大掛かりなイベントの効果

もあって、長浜市内の多様な地域的な活動がお互いに結び

つき一種のネットワークを形成している。

．別府市

大分県別府市において BEPPU PROJECT というアート

NPO によるアート活動が契機となってそれまでの地域づ

くり活動をつなげて大きな運動を形成している事例である。

別府市では、地域の衰退に対して活性化を目的とする地域

づくり活動が盛んであったが、その動きに触発されて

BEPPU PROJECT がアート活動を開始し、他の地域づくり

団体や行政との協力を得て国際的な現代芸術のイベントを

開催する。このような動きは、市民の文化活動に大きな影

響を与え、市の地域づくり活動全体を活発化する。現代芸

術のイベントや中心市街地活性化のための事業活動を通じ

て地域づくり活動の団体が連携・協力関係を持つことでネ

ットワークが形成されている。

 
４．分析

ここでは、２．で論じた視点に従って二つの事例を分析

する。計画されたものではない、創発的な地域づくりの民

間活動が行政の関与がないままに、なぜ、そしてどのよう

にして推進され、持続可能であったのかについて解釈を試

みる。

．推進力

２．では、地域づくりのための民間活動の推進力として

は、 ）利益、 ）ヴィジョンあるいは哲学・信条を挙げ、

さらに、地域アイデンティティや地域的な問題状況がヴィ

ジョンや哲学・信条の形成に関わる可能性について論じた。

長浜の事例では、地域の文化は地域づくりの中心的なア

クターである黒壁の地域アイデンティティを形成し、活動

の哲学形成に大きく影響し、その意味でその活動を引き起

こす主要な要因となっている。地域アイデンティティは黒

壁の活動とともに他のアクターのコミュニティ活動に大き

な影響を与えている。

別府の事例では、ヴィジョンあるいは使命が BEPPU 

PROJECTの活動にとって推進力となっている。このアクタ

ーの活動が他のアクターの活動を刺激したとき、地域アイ

デンティティは彼らの活動を推進する役割を果たしている。

両方の事例において、ヴィジョンや哲学・信条が推進力

として重要な役割を果たしているが、そこに地域の文化や

アイデンティティが関わっている。しかし、活動が続くた

めには他の要因も必要である。利益もその一つである。長

浜の事例では、黒壁は当初は地域アイデンティティに動か

されて活動を始めている。黒壁は街並みの保全や改善を行

うことで長浜の公共空間という一種のコモンズを魅力的に

し、来街者を増加させているが、これによって黒壁の営利

事業の収益の増大をもたらしている。そしてこの収益が黒

壁の公共的な活動を支えることになる。ここに、地域アイ

デンティティあるいは公共目的に駆り立てられた非営利活

動が営利活動を支え、そこから営利活動が非営利事業を支

えるという循環的あるいは相互依存的関係を見ることがで

きる。

この関係は、スロスビー（Throsby 2001）により提唱され

た文化資本と文化的価値という概念を使うとわかりやすい。

これらの概念によれば、伝統的な文化遺産や街並みは文化

資本、それらが創り出す文化的魅力は文化的価値と見るこ

とができる。スロスビーによれば、文化資本は文化的価値

をもつが、文化的価値はしばしば経済的価値を生み出す。

この議論を長浜の事例に適用すると、次のような関係を指

摘することができる。

民間活動の公共的な側面の活動の展開＝文化資本として

の公共空間への投資➔文化的価値の向上➔経済的利益の増

大／確保➔文化資本への投資➔・・

この公式は別府の場合にも適用することができるが、よ

り控え目な形になる。
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表：長浜市と別府市の地域づくりの特徴

長浜市 別府市
人口
主要産業 商業、製造業 観光業
対象地域 中心市街地 中心市街地及び周辺地域

核となるアクター 黒壁株式会社
ハットウオンパク、ハットウトラスト

核となるアクターの主な事業
ガラス製品の製造・販売及び歴史的

建造物の保存・活用

アート活動: アートフェスティバルの
企画及び実施,

 商品設計及び開発
温泉観光及び関連するプロジェクト：

歴史的建造物の保存・再活用
地域活動の登場及び推進 基本的に非計画的、創発的、有機的 基本的に非計画的、創発的、有機的
アクター間の関係 ネットワーク的関係 ネットワーク的関係

交流の場
主に核となるアクターを中心とした非

公式的な場及び公式的な会議

主に公式的な会議及び核となるアク
ターを中心とした多数の非公式的な

場

自治体の関わり方
中心となるアクターではない；

 インフラ整備等の基盤形成に従事
中心となるアクターではない；

 インフラ整備等の基盤形成に従事
活動の推進力 哲学・信条、利益 ヴィジョン（ミッション）
地域アイデンティティの役割 主要な活動の哲学・信条に刺激 地域の文化活動への刺激

地域の文化の役割 核となる活動の哲学・信条に刺激
地域の文化活動への刺激;

公共圏の基盤の形成に影響
アートまたは非地域文化の役
割

当初は関係がない 地域の文化活動を刺激

営利的活動と非営利的活動
の関係

強い関係 非直接的な関係
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地方の人口減少対策としての移住者誘致のあり方に関する考察

新井 直樹（公立鳥取環境大学）

： 移住者、地方創生、田園回帰

【問題・目的・背景】 
年 月に日本創生会議の公表した、いわゆる「消滅

可能性都市リスト」は、多くの地方に衝撃を与え、地方の

人口減少問題に大きな注目が集まった。同リストの公表が

呼び水となり、政府は、地方の人口減少問題を内政の主要

課題と位置づけ、同年 月には、新たな組織、地方創生本

部を発足させ、対応策に着手し始めた。

一方で、同会議の主張に異論を呈し、大都市から地方の

農山村に移住する若者が増加傾向にあると言う「田園回帰」

の動向も注目を集め、人口減少に悩む地方自治体において

移住者誘致の動きが活発となっている。

本報告では、まず、地方の人口減少とその対策を巡る議

論や移住者誘致の動向について整理する。その上で、人口

最少県として、全国の中でも一早く、移住者誘致に取り組

み、近年、移住者が著しく増加する鳥取県における移住者

誘致の取組みを事例として取り上げ、地方の移住者誘致の

取組みの課題や今後の展望について考察する。

【研究方法・研究内容】

まず、近年の地方における人口減少とその対応策、政

策的な対応手段を巡る議論について先行研究や政府の動

向から整理する。さらに政府、自治体の一般的な統計情

報では、地方自治体の住民の転入、転出数は把握されて

いるが移住者（ここでは都道府県をまたぎ移住目的で転

入）を捉えた統計情報がないことから、先行研究や自治

体提供資料をもとに移住者の実態や動向について明らか

にする。 
次に、近年の「田園回帰」の動向について政府世論調

査や自治体の調査資料をもとに明らかにするとともに、

中山間・離島地域への若年者移住者が急速な少子高齢化

を緩和し集落機能の維持等に与える影響について、先行

研究などをもとに指摘する。その上で、近年、移住者が

著しく増加し、毎日新聞・明治大学合同調査によると、

2013 年移住者数が全国一位となった鳥取県の移住者誘

致や地域の移住者受け入れの取組みについて、報告者が

座長を務めた鳥取県中山間地域等活性化・移住定住促進

協議会（2014年度）での現地、関係者ヒアリング調査等

の結果をもとにまとめ、地方への移住者誘致と受け入れ

態勢の課題や今後の展望について考察する。 
 
【研究・調査･分析結果】

移住者の実態や「田園回帰」の傾向に関しては全国的

な統計が未整備なため全容は明らかでないが、鳥取県・

市の独自調査から、移住者の属性が ～ 代の若年層が

％以上を占め、大都市部からの移住が多いことが裏付

けられている。また、鳥取県・市においては 年から

移住者誘致の専任部署・窓口を設け体制を強化するとと

もに地域の受け入れ態勢の整備を進めている事から、移

住者数も著しく増加し、 年度・県 、市・ 人だっ

た移住者が、 年度・県 人・市 人に、累計数

では県・ 人、市 人となっている。

特に、鳥取市においては、職業、住宅紹介の他、就農

支援、お試し定住体験などの他に、地域と一体となった

移住者定住のための空き家活用支援事業など独自のきめ

の細かい取り組みを行っている。同市では市内全自治会

に空き家調査を依頼し実態を把握するとともに、地域の

まちづくりＮＰＯ団体に「移住定住空き家運営業務事業」

を委託し、移住者向けの空き家整備、活用を進めるなど、

地域が主体となった移住者受け入れ態勢を強化している。

【考察・今後の展開】

政府の地方創生本部が推進する「まち・ひと・しごと

総合戦略」では、大都市から地方への移住促進を柱の一

つに挙げられている。また、現在、地方自治体が政府よ

り提出を求められている地方版総合戦略においても、多

くの自治体で移住者誘致の計画が盛込まれており、今後、

全国で移住者誘致の競争が活発になる事が予測されてい

る。こうした中、政府、自治体は移住者の実態調査や統

計を整備するとともに、地域が主体となった受入態勢を

整備し、地域と移住者の協働によって地域活性化が図ら

れることが期待される。

【引用・参考文献】

・小田切徳美（ ）「農山村は消滅しない」岩波書店

・藤山浩（ ）「人口減少対策における農山漁村地域の

あり方について」島根県中山間地域研究センター

表：長浜市と別府市の地域づくりの特徴

長浜市 別府市
人口
主要産業 商業、製造業 観光業
対象地域 中心市街地 中心市街地及び周辺地域

核となるアクター 黒壁株式会社
ハットウオンパク、ハットウトラスト

核となるアクターの主な事業
ガラス製品の製造・販売及び歴史的

建造物の保存・活用

アート活動: アートフェスティバルの
企画及び実施,

 商品設計及び開発
温泉観光及び関連するプロジェクト：

歴史的建造物の保存・再活用
地域活動の登場及び推進 基本的に非計画的、創発的、有機的 基本的に非計画的、創発的、有機的
アクター間の関係 ネットワーク的関係 ネットワーク的関係

交流の場
主に核となるアクターを中心とした非

公式的な場及び公式的な会議

主に公式的な会議及び核となるアク
ターを中心とした多数の非公式的な

場

自治体の関わり方
中心となるアクターではない；

 インフラ整備等の基盤形成に従事
中心となるアクターではない；

 インフラ整備等の基盤形成に従事
活動の推進力 哲学・信条、利益 ヴィジョン（ミッション）
地域アイデンティティの役割 主要な活動の哲学・信条に刺激 地域の文化活動への刺激

地域の文化の役割 核となる活動の哲学・信条に刺激
地域の文化活動への刺激;

公共圏の基盤の形成に影響
アートまたは非地域文化の役
割

当初は関係がない 地域の文化活動を刺激

営利的活動と非営利的活動
の関係

強い関係 非直接的な関係
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大都市近郊の銭湯を中心とした地域コミュニティー再生の考察

○大野拓陽（東京都市大学） 籾山史奈（昭和女子大学） 森田直之（千葉大学） 川端康正（千葉大学）

： 銭湯、地域再生、地域コミュニティー

【研究背景】 
かつて銭湯は街の中心にあり、多くの人々が毎日のよ

うに足を運んで、生活の一場面を構成していた。しかし

大都市近郊の再開発事業や生活スタイルの変化などに伴

い、銭湯は年々数を減らしている。東京都公衆浴場業生

活衛生同業組合の統計によれば、昭和40年、東京都内に

は2641軒の銭湯があったが、平成25年には706軒にま

で減少している。しかし、銭湯を地域コミュニティーと

いう観点から見つめてみると、地域コミュニティーの中

心的存在になりうる可能性が感じられた。銭湯を利用し

て地域再生を考えた場合、犯罪防止や高齢者を見守る地

域の目、災害時の連携などといった地域のつながりにつ

いてのキーワードが見えてくる。そこで、銭湯を中心と

した地域再生を模索する試みを行なった。 
 
【研究方法・研究内容】

研究は東京都杉並区で行なった。杉並区高円寺で約80
年の歴史を持つ「弁天湯」を中心にして地域コミュニテ

ィーの再生の可能性について調査・考察した（図2参照）。

また、地域コミュニティー再生の可能性を考察するにあ

たって、図１のようなイメージを想定した。 
 

 
図１ 銭湯を中心にした地域再生のイメージ図 

そして弁天湯を調査し、現在の銭湯が抱える課題や杉並

区の取り組みについて考察した。また、事例調査を行い、

本研究における地域再生への糸口を模索した。 
 

 
図2 研究対象とした弁天湯

【調査結果】

聞き取り調査及び銭湯の観察を行なった。50年前は杉

並区に約100軒の銭湯があったが、現在は24軒となって

いる。また、利用客の数が最も多かった約23年前は一日

の利用客が約 700 人前後であった。現在は平日 100 人、

多くても日曜日に 200 人程である。これは、弁天湯の近

隣に文化住宅（風呂なし共同住宅）があったため、利用

客が多かったものと思われる。現在、近隣はマンション

が多く、需要そのものが減少している。弁天湯の立地は

かつて商店街の中心に位置していたが、商店街は車道に

変わり、買い物をしてから銭湯を利用して帰宅するとい

う人々の流れが失われてしまったといえる。近隣には一

人暮らしの高齢者も増えているため、「銭湯に来れば色々

な人とお話ができる」というような、ただ風呂に入るだ

けが目的ではない利用客もいる。銭湯で互いの身分など

を気にせず同じ立場で「裸の付き合い」をする文化は今

も残っているといえる。また、弁天湯で行われているサ

ービスとして、1回利用するごとにスタンプが押され、ポ

イントごとに石鹸などの景品がもらえるスタンプカード

や曜日限定でいつもと違ったお湯を楽しむことができる

「薬湯」などがある。 

【地域再生に向けて】

図１に示したイメージを実現するためには、地域の人々

が銭湯を利用する機会を増やしていく仕組みが必要であ

る。杉並区では、週に１度、100 円で入浴できる日が銭

湯ごとに設定されており、行政としてそれを支援してい

る。銭湯による地域づくりが盛んなのは江戸川区で、公
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衆浴場組合江戸川支部は「平成25年度地域づくり総務大

臣表彰」を受けている。具体的な取り組みとしては、「健

康長寿協力湯制度」がある。これは、65歳以上の人を対

象に、入浴証（図 3 参照）の提示で入浴 1 回につき通常

料金 450 円の約半額、220 円で何度でも利用できるもの

だ。ほかにも子ども達に銭湯でお風呂の入り方を指導す

る取り組みや、プロの噺家を呼んで寄席の企画、敬老の

日には子ども達が高齢者の利用客の背中を流す催しなど

が開かれる。今では地域の大人と子ども、あるいは大人

同士でもコミュニケーションをとる機会が少なくなって

しまっているが、銭湯を利用することでそれを積極的に

増やしている。また、江戸川区では高齢者が、はり、き

ゅう、あんまマッサージの「三療」を割引料金で受ける

ことができる三療券の交付がある。これらの事例は応用

できるのではないかと考えた。また、銭湯を中心に地域

コミュニティーが再生することができれば、地域の防犯

や都市における孤独死の問題、こどもたちの社会性獲得

など現代社会に求められているものを解決に導くヒント

になると考えている。 
 

図 健康長寿入浴証のサンプル

 
図 高円寺駅周辺の銭湯の分布

他の事例としては、滋賀県の大津市での「銭湯めぐり

マップ」の作成がある。これは地元の大学と（財）滋賀

県生活衛生営業指導センターとの連携によって作成され

たものである。地域の観光資源も生かし、観光、ウォー

キング、入浴の つをマッチさせた催しになっている。

杉並区高円寺には弁天湯のほかにもいくつかの銭湯があ

る。また、その銭湯同士を移動する際には商店街を通る

ので大津市のものよりも小規模になるが、買い物や食事、

ウォーキング、入浴といった３つのポイントで高円寺を

楽しめる催しが可能だと考えた。（図 参照）

【謝辞】

本研究にあたり、弁天湯のみなさんには施設見学や取材

など協力して頂きました。この場を借りて御礼申し上げ

ます。

【引用・参考文献】

杉並浴場組合編 あゆみ

いま、都市をつくる仕事 学芸出版社
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衆浴場組合江戸川支部は「平成25年度地域づくり総務大

臣表彰」を受けている。具体的な取り組みとしては、「健

康長寿協力湯制度」がある。これは、65歳以上の人を対

象に、入浴証（図 3 参照）の提示で入浴 1 回につき通常

料金 450 円の約半額、220 円で何度でも利用できるもの

だ。ほかにも子ども達に銭湯でお風呂の入り方を指導す

る取り組みや、プロの噺家を呼んで寄席の企画、敬老の

日には子ども達が高齢者の利用客の背中を流す催しなど

が開かれる。今では地域の大人と子ども、あるいは大人

同士でもコミュニケーションをとる機会が少なくなって

しまっているが、銭湯を利用することでそれを積極的に

増やしている。また、江戸川区では高齢者が、はり、き

ゅう、あんまマッサージの「三療」を割引料金で受ける

ことができる三療券の交付がある。これらの事例は応用

できるのではないかと考えた。また、銭湯を中心に地域

コミュニティーが再生することができれば、地域の防犯

や都市における孤独死の問題、こどもたちの社会性獲得

など現代社会に求められているものを解決に導くヒント

になると考えている。 
 

図 健康長寿入浴証のサンプル

 
図 高円寺駅周辺の銭湯の分布

他の事例としては、滋賀県の大津市での「銭湯めぐり

マップ」の作成がある。これは地元の大学と（財）滋賀

県生活衛生営業指導センターとの連携によって作成され

たものである。地域の観光資源も生かし、観光、ウォー

キング、入浴の つをマッチさせた催しになっている。

杉並区高円寺には弁天湯のほかにもいくつかの銭湯があ

る。また、その銭湯同士を移動する際には商店街を通る

ので大津市のものよりも小規模になるが、買い物や食事、

ウォーキング、入浴といった３つのポイントで高円寺を

楽しめる催しが可能だと考えた。（図 参照）

【謝辞】

本研究にあたり、弁天湯のみなさんには施設見学や取材

など協力して頂きました。この場を借りて御礼申し上げ

ます。

【引用・参考文献】

杉並浴場組合編 あゆみ

いま、都市をつくる仕事 学芸出版社
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小規模自治体における多様なアクターによる教育プログラムの実施が果たす役割 

大宮透（慶應SDM・小布施町ソーシャルデザインセンター） 

Keyword： 教育プログラム 人材育成 人材ネットワーク 

 

【問題・目的・背景】 
近年、全国の自治体において、「教育」をテーマにした地

域活性化の取り組みが果敢に取り組まれている。地域が抱

える課題の根本には地域の将来を担う人材育成があること、

また、教育というテーマが地域に関心のない層を引き込む

力を持っていることなどから、教育を軸として地域活性化

の試みが全国的に増えてきていると推察される。例えば、

島根県海士町からはじまった高校の「魅力化プロジェクト」

は、地域にある高校の特色づくりを進めることにより、生

徒の増加やそれに伴う移住者の増加をもたらし、現在は県

内全域にその取り組みが広がっている。地域内の人材育成

を進めながら、教育に関心のある層を取り込むこともでき

るという点で、まさに地域活性化の一つの手段として教育

に大きな期待がかけられている。 

また、全国的にコミュニティスクールの導入が進んでお

り、教育の現場を地域内における交流の場や地域人材のネ

ットワークづくりの場として活用し、地域活性化に繋げて

いこうとする動きも見受けられる。 

このように全国で、様々な目的のもとで、教育を軸とし

た取り組みが進められるなか、筆者の所属センターが拠点

をおいている長野県小布施町でも、2013 年より「HLAB 

OBUSE」という教育プログラムを実施してきた。これは、県

内外の40-50名の高校生を対象とした合宿型の教育プログ

ラムであり、年 1 回、8 月の夏期休暇期間中の１週間を使

って実施している。企画運営を長野県内外の大学生約 10

名が担い、約半年かけて小布施に定期的に通いながら、プ

ログラムの企画立案を進めている。また、期間中には、ハ

ーバード大学をはじめとする海外大学に通う大学生やバイ

リンガルの日本人大学生が30名程度集まり、プログラムの

一部の企画を担うため、全体で約40名の大学生スタッフが

プログラムを運営していることになる。 

期間中は、海外大学生による英語でのリベラルアーツセ

ミナー（リベラルアーツ大学での講義を模した、少人数で

の英語授業）や、社会の第一線で活躍する専門家や実業家

の方々を招いて行うフォーラム、様々なテーマや方法論で

創造的な思考方法を学ぶワークショップ、大学生と高校生

がともに毎日の振り返りを行うリフレクションなどのプロ

グラムを体験し、自分自身の将来や進路について考えるき

っかけを提供することを目的としている。なお、主催は小

布施町が担い、運営の経費は小布施町の一般財源からその

ほとんどを捻出している。 

人口約1万1000人という小布施町のような小規模な自治

体が主体となって、国を超えた多様なアクターと恊働しな

がら、このような教育プログラムを企画運営している事例

は日本全国でもほとんど見当たらず、具体的な成果の考察

が求められている。 

2013年の実施から3年が経過した今、小規模自治体にお

けるこのような教育プログラムの実施が、小布施町の活性

化という視点において果たしている役割とは何なのかを参

加者へのアンケートやヒアリングを分析することで、地域

における教育プログラムの可能性の一端を明らかにするこ

とを目的とする。 
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中山間地域における地方自治体の補助金を活用した大学生の農業組織運営 

〇長谷達弥・桂信太郎・井形元彦（高知工科大学） 

Keyword：中山間地域、内発的発展と人的資源集合、組織運営、農業ビジネス、補助金

【背景】 

筆者らの在住する高知県は、可住地面積が少ない地方と

して知られている。可住地面積とは、県土の面積から林野

面積（森林や草生地の面積）と主要湖沼面積（1 平米以上

の自然湖）を減じた面積である。高知県といえば太平洋に

面しており、またかつをの一本釣りのイメージがあるため

か、海のイメージが強いといわれることがある。しかし実

際は、県土に占める森林率が約 84%ということもあり、ま

た河川が中心部を多く流れていることもあり、可住地面積

は全国でも最低レベルの地域（16%程度と言われる）である。 

また、高知大学名誉教授の大野晃が著した『限界集落と

地域再生』（2008 高知新聞社刊）も、高知の山間部の過疎

化を記述したものである。集落を①存続集落、②準限界集

落、③限界集落、④消滅集落の 4つに分類している。大野

はこの現状を踏まえ「65歳以上の高齢者が集落人口の 50%

を超え、冠婚葬祭をはじめ、田役、道役などの社会的共同

生活の維持が困難な状態にある集落」と定義した。2006年

度の国土交通省の調査によれば、国内における全集落数は

62,273（775 市町村）であり、そのうち限界集落とよばれ

る集落は、約13%の 7,878集落であるという。1999年～2006

年にかけて消滅した集落は191あり、10年以内に消滅する

可能性のある集落は 423、いずれ消滅する可能性のある集

落は 2,220、消滅する恐れのある集落の合計数 2,643ある

という。高知県の人口は、約半数が高知市近郊に居住する

が、平野の外縁部から山間地、いわゆる中山間地域に居住

する人口も少なくない。中山間地域においては、大学生な

どの若者を呼び込むために、アイデアを凝らしている。全

国でも、山地の多い地方は多く、農水省データによれば「中

山間地域が国土面積の73％を占め、耕地面積の40％、総農

家数の 44％、農業産出額の 35％、農業集落数の 52％を占

めるなど、我が国農業の中で重要な位置を占めている」と

いう。こうした中山間地域の取り組みは、全国の地方にお

ける課題ではないだろうか。本稿では、中山間地域におけ

る内発的発展を志向した大学生の農業への取組を報告する。 

【研究方法・研究内容】 

岡本義行(2011)は、内発的発展を支える産業は、「人的資

源集合」が時代とともに変化しながらイノベーションや生

産性の改善を生み出すよう転換させる必要があるという。

空気、雰囲気、文化、価値観などの転換がともなう「人的

資源集合」を形成することが地域活性化に繋がると述べて

いる(p.51-52)。 

 

図１．産業構造と人的資源の対応 

（出所：岡本義行「地域の内発的発展に向けて」『地域イ

ノベーション』vol.4,p.51,2011年） 

本稿では、このフレームワークを意識しながら、中山間

地域における自ら関与する農業組織運営と地域活性化につ

いて考察する。我々はこれまでも文献[1][2][3]のような地

域の農業ビジネスに関与しながらケース分析を進めてきた。

本稿においても、高知市から車で約２時間の位置にある中

山間地域にある土佐町におけるフィールドワークを展開し

ている。筆頭著者の長谷は、大学入学時から、農業団体「あ

ーく」を設立し、高知で農業に取り組んでいる。この団体

の設立構想から設立までの経緯、その後の取組、今後の構

想、土佐町との関係、地域とのつながり等について、イン

タビューおよび直接観察の手法を通じて、一次資料収集を

行い、ここから得られた知見をもとに引き続き定点観測や

継続的な参加観察を行うという手法を用いて、ケース研究

を行う。 

【研究・調査・分析結果】 

（１）活動初期 
筆者の長谷達弥が在籍している高知工科大学のサークル

「ココイコ!!プロジェクト」では、44 人のメンバーが中山
間地域の活性化を目的に様々な活動をしている。主な活動

の場は、高知県香美市の神池地区である。 
地元高知に、地域の個性や主体性を最大限に活かす為の

プランニング・マネジメント・ブランディング等、プロジ

ェクトの立ち上げから運営までをトータルでプロデュー

ス・コーディネートする濱田企画事務所がある。「ココイコ!!
プロジェクト」のメンバーが、昨年、濵田企画事務所の紹

介により、土佐町で開催されるライトアップイベントの企

画・補助を行うこととなった。この企画において、我々は

土佐町の石原の里協議会の関係者と出会い、高知県や土佐

町の推進する地域主体の活動助成に応募して補助金を得た。 
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我々は、土佐町をこのプロジェクトを通じて知り、はじ

めて訪れた。この時、人口の少なさと耕作放棄地、遊休地

が数多く点在していることに驚いた。このイベントには企

画の時点から参加したため、地元の方と対話する機会も多

く、当時いしはらの里協議会のメンバーであった森本さん

に出会った。「遊ばせている土地があるから使ってみないか」

というお話をいただき、農業体験をすることになった。こ

れらの活動を通じて、中山間地域の現状と数多くの課題に

直面することになった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中山間地域の現状について調査しながら、中山間地域を

農業（土地の有効利用）によって活性化することは出来な

いだろうかと考え、農業部門の設置を提案した。 
当時、香美市神池地区を中心に活動していたココイコ!!
プロジェクトは、活動の助成金を香美市から受けていたた

め、土佐町での活動には充当できなかった。そのため同団

体から独立し「農業団体あーく」として独自にメンバーを

募り、農業活動を始めた。現在も土佐町から耕作放棄地を

無償で借り受けて農業活動に取り組んでいる。耕運機で土

 
図２．中山間地域における大学生の農業組織運営（活動初期） 

 
図３．内発的発展と人的資源集合を意識した農業組織運営（筆者作成） 
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地を耕すところからスタートし草刈もこなす。畝は鍬を使

って両サイドから中心へ向かい土を盛り上げ、イモ類（サ

トイモ）や銀不老（地元の豆）を植えるため30cmほどの高

さとした。ここで採れた芋やマメを地元の市で売る。集落

では収穫した芋で芋煮会も開催した。地元の農業高校と共

同して、加工品の開発も進めている。 

 
（２）活動創出期～展開期 

2014年3月より土佐郡土佐町石原地区にて、ライトアッ
プイベントで繋がりを持った森本さんの私有地をお借りし

て農業実践を始めた。 
活動初年度となった昨年は、里芋、かぼちゃ、いんげん

（銀不老）の栽培に挑戦した。栽培に関して全くの素人で

ある私たちには、3品目を栽培することが精一杯であった。 
この経験により栽培のノウハウが身についた。栽培、収

穫の基本的な知識から畝の上げ方、農機具の使い方など普

段の生活では得られないものを習得することができた。 
また、農業を自分たちで実践することで、農業の実情に

も迫ることが出来た。作業自体重労働であり、何時間も連

続で作業はできない。しかし、作物の成長は待ってくれな

いため期限を決めたらその日までに作業を完了させなけれ

ばならない。作業の効率化を図ろうとすれば多額の投資が

必要となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後継者不足や新規参入する若者が増えないのはこの辺り

が課題となっていると考えられる。しかし、中山間地域で

の活動は大変なことばかりだけではなかった。森本さん宅

の裏山で筍を掘りって調理していただいたり、石原地区の

方々と集会所で交流会を開いたり、作業中に声を掛けてい

ただくこともあった。こういった自然や人とのふれあいは、

今日の市街地での生活ではあまり感じることはできない。 
⑥私たちが作業を行っている土佐郡土佐町石原地区は、高

知市内から車で2時間ほどの場所にある。峠を一つ越えた
山奥にあり、道路は綺麗に整備されているが道は山と川に

挟まれている。車通りも少なく、地域にスーパーと直販所

が 1件ずつあるだけである。お世辞にも生活しやすいとは
いえず、大きな土地もないため農業で生計を立てていくの

は困難と思われる。 
⑦生活は多少不便であるが、魅力もある。私がまず感じた

ことは水が綺麗であるということだ。透明度が高く川底ま

でくっきりと確認することが出来る。高い建物が無く、街

灯も殆ど無いため夜には満天の星空を望むことが出来る。 
⑧これらに気づけたことも、中山間地域で農業を実践して

みたからこそである。耕作放棄地及び遊休地の増加を解消

するには、こういった中山間部の魅力を発信し、移住者を

増やしていく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図４．中山間地域における大学生の農業組織運営（活動創出期～展開期） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我々は、土佐町をこのプロジェクトを通じて知り、はじ

めて訪れた。この時、人口の少なさと耕作放棄地、遊休地

が数多く点在していることに驚いた。このイベントには企

画の時点から参加したため、地元の方と対話する機会も多

く、当時いしはらの里協議会のメンバーであった森本さん

に出会った。「遊ばせている土地があるから使ってみないか」

というお話をいただき、農業体験をすることになった。こ

れらの活動を通じて、中山間地域の現状と数多くの課題に

直面することになった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中山間地域の現状について調査しながら、中山間地域を

農業（土地の有効利用）によって活性化することは出来な

いだろうかと考え、農業部門の設置を提案した。 
当時、香美市神池地区を中心に活動していたココイコ!!
プロジェクトは、活動の助成金を香美市から受けていたた

め、土佐町での活動には充当できなかった。そのため同団

体から独立し「農業団体あーく」として独自にメンバーを

募り、農業活動を始めた。現在も土佐町から耕作放棄地を

無償で借り受けて農業活動に取り組んでいる。耕運機で土

 
図２．中山間地域における大学生の農業組織運営（活動初期） 

 
図３．内発的発展と人的資源集合を意識した農業組織運営（筆者作成） 
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【考察・今後の展開】 

中山間地域の過疎高齢化は進んでいる。土佐町は準限界

集落地域であるが、さらに地方部では、深刻な過疎化とな

っている。耕作放棄地の活用もままならない箇所もある。 
これからの地域活性化のためには、地域に自然に存在す

る資源を利活用しながら内発的発展と人的資源集合のフレ

ームワークを意識した取り組みの展開がなされる必要があ

る。これらをもとにしたイノベーションや生産性向上のシ

ステム構築が地域にとって必要となると考えられる。 
大学生が中山間部に入り込みながら、地域住民とともに

様々な活動に取り組むことが、地域の活力をうむ結果とな

りうる仕組みづくりを考える必要がある。 

 
写真：農作業に従事する筆者ら 
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図５．活動の中期的将来構想（筆者作成） 
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観光の視点による非日常性のデザインを通じた大学生の地域メッセージの発信 

〇上総毬椰・桂信太郎・井形元彦（高知工科大学） 

Keyword：大学生、地域メッセージ、観光の視点、非日常性、デザイン

【背景】 

筆者の上総は、生まれ育った高知県の地域活性化を常に

考え、高校生の時から地域にそのままある資源を利活用し

た県外からの観光客誘致について注目していた。高知工科

大学マネジメント学部に入学してからも、自ら企画立案し

て地域のための情報交流学生団体CONEを設立し、高知県香

美市地域活性化に係る事業助成金を得ながら、地域に隠さ

れた独自の魅力を伝えて観光に活かそうとフリーペーパー

を毎月 500部以上発行して好評を得ている。冊子を通じて

学内外地域の情報交流を目的に積極的に活動している。さ

らに、四国内の美人学生が若者のためにグルメ・ファッシ

ョン・美容・恋愛などの情報を発信するメディアとして

Cute Campus に参画し、高知支部代表（カメラマン兼務）

を勤めている。こうした活動を通じて、地域の隠れた文物

（ヒト・モノ・コト）を発掘して光を当て、情報発信する

ことで「非日常性のデザイン」を具現化している。本稿で

は、大学生による主体的な地域メッセージの発信による地

域活性化への貢献について事例報告したい。 

【研究方法・研究内容】 

中国の故事『易経』によれば「観光とは勧告の光である」

といわれる。これは、観卦の爻辞「六四、観国之光利用賓

于王」が語源とされる。直訳では「国の光を見る」と読ま

れたり、あるいは「国の光を示す」と解釈されたりする。

この「光」というのは、その地域の文物と捉えることがで

きる。角本伸晃『観光による地域活性化のための経済性分

析』によれば、①地域の文物をよく見て、自分たちで魅力

的にしていく、②他の地域の人に自分の地域の文物を見て

もらうために訪問してもらい、経済効果を地域に及ぼす、

③自分たちが他の地域の文物を見に行く、の３タイプが観

光の視点として考えられるという。自分たちの文物、他の

人の文物という観点は、非日常性に価値があるという捉え

方もできる。 

一方、清成(2010)は、地域の課題を 12 掲げている

（pp.77-78）。①いまなぜ地域創生か②地域の自立が必要③

現代日本の地域問題④地域主権⑤地域創生の方向⑥地域の

グランドデザイン⑦地域創生の担い手⑧地域リーダーに求

められるもの⑨地域創生の専門家⑩大学の役割⑪３つのセ

クターの協力⑫地域間連携である。 

ここでは、⑤に関して、地域住民が自ら構想して地域の

有利性を活用し、また⑩に関して、大学が知の拠点となり

ながら人財育成に取り組む必要がある、という２点に対し

て特に意識しながら調査を進める。 

図１は、地域創生のプロセスであるが、本調査研究では、

第２段階のイノベーションを創出するための内発的発展、

企業家活動、地域金融の過程を意識する。大学生の筆者自

らが大学でマネジメントを学びながら企業家的発想を展開

し、地域の地方自治体などと提携して補助金を得ながら内

発的発展を志向した活動を展開したいと考えている。 

 

 

図１．地域創生のプロセス 

（文献[2]清成(2010)p.86図6-1を引用） 

 

我々もまた、地域の大学を含む地域の資源を活かしなが

ら、地域住民らによる内発的発展型の情報共有→情報創造

→知識創造を展開する必要があると考えている。 

 

本稿では、この観光の捉え方と地域創生のフレームワー

クを念頭に置きながら、筆者の上総が２年以上前から継続

的に取り組んでいる「非日常性のデザインを通じた大学生

による地域メッセージの発信」の事例について、帰納法的

アプローチによる定性分析（インタビュー、直接観察、イ

ンターンシップを含めた継続的参加観察）による調査研究

を報告したい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察・今後の展開】 

中山間地域の過疎高齢化は進んでいる。土佐町は準限界

集落地域であるが、さらに地方部では、深刻な過疎化とな

っている。耕作放棄地の活用もままならない箇所もある。 
これからの地域活性化のためには、地域に自然に存在す

る資源を利活用しながら内発的発展と人的資源集合のフレ

ームワークを意識した取り組みの展開がなされる必要があ

る。これらをもとにしたイノベーションや生産性向上のシ

ステム構築が地域にとって必要となると考えられる。 
大学生が中山間部に入り込みながら、地域住民とともに

様々な活動に取り組むことが、地域の活力をうむ結果とな

りうる仕組みづくりを考える必要がある。 

 
写真：農作業に従事する筆者ら 
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図５．活動の中期的将来構想（筆者作成） 
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この団体の設立構想から設立までの経緯、その後の取組、

今後の構想、地域との関係やつながり等について、事例報

告したい。 

 
【研究・調査・分析結果】 

（１）情報交流学生団体の設立と運営 

上総毬揶は、高知工科大学に入学してまもなく、自ら企

画立案して地域のための情報交流学生団体 CONE を設立し

た。これは、学内外への情報発信に関心のある有志一同の

学生組織である。上総が以前運営したイベント（高知

Venture Summit）で「人のつながり」の大切さを感じ、そ

れまで忌み嫌っていた“コネ”という言葉が人間にとって

とても大切なことだと気づいた。そこで人の「つながり」

を意味する「コネクション(connection)」のコネをローマ

字化（CONE）して団体名としCONEとした。読みはコーンと

した。 

（２）日常と非日常のデザインを意識した情報発信 

CONEでは、地域に隠れた地域固有の魅力的な情報を多く

の方々に様々な手段で伝えて観光に活かす活動を行ってい

る。CONEの情報発信の方法の一つは、自らが独自に企画運

営・発行しているフリーペーパーである。この企画に協賛

していただける企業・団体には、企業名の掲載だけでなく、

もっと多くの情報を伝えたいと感じている。また、大学生

間でも情報発信がさらに上手に行える仕組みが本学に展開

されるようにしたいと考えている。 

 

 

図２．上総が作成しているフリーペーパー 

 

これまでに発行したフリーペーパーの内容は以下のよう

なものである。 

① １月号プレ発行『KUTでつながりたい』 

② ４月号『卒業生から新入生へバトンタッチ』 

③ ５月号『先輩から後輩へ』 

④ ６月号『インカレ出場団体を応援しよう！』 

⑤ ７月号『夏だ！サマーだ！工科大生よ、遊べ！変わ

れ！』 

⑥ 10月号『香美市のお店に行ってみよう特集食欲の秋』 

⑦ 11月号『自分のNo.1について考える』 

⑧ 12月号『リア充の定義とは？』 

⑨ １月号『特集 就職活動』 

地域の人々や大学生の日々の生活や様々な活動が被写体

であり、毎月 500部以上発行して好評を得ている。こうし

た活動が認められて、高知県香美市から地域活性化に係る

事業助成金を得ることができ、活動資金も自前で調達して

いる。発行する冊子を通じて学内外地域の情報交流を目的

に積極的に活動している。また、2015年 4月にキャンパス

が高知市中心街に移転したことをきっかけに、高知市内へ

も取材対象を広げ、香美市と高知市の情報交換や他大学と

の連携も推進している。 

この企画を通じて得た経験値としては以下のものがある。

①男女で魅せ方が違うこと。 

②掲載側が載せたい情報でも受信側にとっては不要な情報

もあること（コンテンツが情報ばかりではなく、娯楽とな

るものが必要）。 

③１冊の統一性も必要 

④キャッチフレーズ・写真・デザインの大切さ（若い人は

ほとんど文字を読まない）。 

⑤自分や知人が載っていることで手に取る確率がとても高

いこと。 

⑥媒体の認知度の大切さ。 

⑦「かわいい女の子」は男女ともに受けがいいが、「かっこ

いい男の子」は男受けが悪い。 

⑧ 色の大切さ。色が暗い表紙のときははけた数がとても

少ない。 

⑨ 電子媒体との連携は大事（ツイッター・フェイスブッ

クで発行を知ってくれる）。 

⑩ 掲載してもらったお店のアフターフォローがとても大

切。 

⑪ 手渡しの活動で配布数が倍以上になることがあるから、

手渡し配布が大切。 

⑫ できるだけたくさんの人をまきこむと喜びも大きいし、

発行数も増える。 
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これらの活動を通じて、調整事項も出てきた。①感想や

指摘がもらいにいかないともらえない点、②掲載料を決

めること、③写真の大切さが十分伝わらない点、④記事

の確認をしたのに「これだけ？」と言われた点（お店や

団体内で認識にズレが出る）、⑤学生支援部を通すのに時

間がかかる点。⑥お願いしたことをしてくれない点、な

どである。 

 

 

写真：CONEの活動の様子（筆者撮影） 

 

 
図１．あるプロジェクトの企画書（筆者作成） 

 

また、学内外への情報発信を雑誌や掲示板などの情報媒

体や、活動発表を行なう交流会を開催するプロジェクトを

実施している。目的達成のために、①広報事業「CONE」と

②交流事業「わ。」を企画立案・実施し、学内向け情報雑誌

や課外活動の発表や意見交換を行う交流会を実施すること

で、より多くの学生が高知工科大学の課外活動の取り組み

や実績を知る機会の創出と、更なる課外活動の発展を目指

している。 

広報報事業「CONE」では、学内外の課外活動の様子を

取材し、情報雑誌や掲示板などの媒体を通して、ホット

な情報提供を行う。交流事業「わ。」では、学生による地

域活動をはじめとした課外活動の発表や意見交換を行う

交流会を地域の方も招いて行い、自由な意見を交わすこ

と「話（わ）」を通して、人と人との「輪（わ）」を広げ、
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（３）現代学生の思いを発信する活動 

四国内の美人学生が若者のためにグルメ・ファッショ
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に取り組み、観光客の生の声を聴くことで高知県の良し
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隠れた文物（ヒト・モノ・コト）を発掘して光を当て、

情報発信することで「非日常性のデザイン」を具現化し

ている。 

 

写真：Cute.Campus（筆者撮影） 
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であった（撮られることがメリットなのだろうか？）。 
このプロジェクトの紙媒体を企画すれば、さらに人気が出

るという手応えがある。また、本人からのメッセージも目

を通してもらいやすい。 
 
（４）地域のアート活動と情報創造 
一般的にはあまり知られていないが、高知県内にはアー

トスポットが数多く存在する。自然が豊かで、何人ものア

ーティスティックな活動家が生まれ育った高知だからこそ

展開できる展示や施設が多数存在する。県内外の人々に、

こうした施設の認知度は低いため、高知県のアートスポッ

トに注目していただき「一度は訪れてその素晴らしさを感

じて欲しい」と考えている。 
活動事例として、例えば、高知県内のアートスポットを

紹介する美少女パンフレットの制作を行っている。 

写真：アート活動と情報発信（筆者撮影） 
 

 
図２．近年の県内アートイベントの例（筆者作成） 

（５）高知県の観光アンケートによる情報フィードバック 
 筆者の上総は、地元高知の企画出版企業との共同事業で、

高知県の観光アンケート調査に参画した。高知についてほ

めてもらえるポイントは「食」と「景色」が90％以上であ
った。一方で、交通の便が悪いとの指摘は多く、車での来

訪者がほとんどであった。観光パンフレットについては、

数が多すぎて、どれを見ればよいのか迷う点も指摘されて

いる。また高知県による企画の「県民総選挙」についての

パンフレットの存在を観光客のほとんどが知らない。龍馬

パスポートもあまり知られておらず「どこで発行されてる

の？」と聞かれた。リピーターは帰省者が多いが、帰省者

が県外出身の友人を連れてくることも多い。SNSの発信力
の低さについて年配の方から指摘された。都市部では年配

の方も結構 SNS を活用しているようだ。カメラを持って
いる人はGoogle関連のサイトの写真をチェックしている。
観光地が散乱していて時間が上手に使えていない。アンケ

ートの報酬（芋けんぴの小袋）は割と喜んでもらえる。 
アンケートの項目に「また来たいと思うか」という項目

と、誰と来たかの項目に「恋人」という選択肢を入れれば

良かったと考えた。 
 
【考察・今後の展開】 

地方創生には、地域の活力を活かしながら内発的発展を

図る必要がある。本調査では、地域創生のプロセスにおけ

る第２段階のイノベーションを創出するための内発的発展、

企業家活動、地域金融の過程を意識しながら、大学生の筆

者自らが地域の地方自治体などと提携して補助金を得て、

内発的発展を志向した活動を展開してきた。 
現実的には地方の過疎高齢化が進展しており、大学生の

ような若者が地域と連携することが必要不可欠になる。県

外から地方大学で学ぶ学生が在学中に地域の良さを学べば

定着してもよいと考える者も増えるかも知れないと考えて

いる。 
【引用・参考文献】 
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地域人財養成と定着のあり方 

木村俊昭（東京農業大学）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であった（撮られることがメリットなのだろうか？）。 
このプロジェクトの紙媒体を企画すれば、さらに人気が出

るという手応えがある。また、本人からのメッセージも目

を通してもらいやすい。 
 
（４）地域のアート活動と情報創造 
一般的にはあまり知られていないが、高知県内にはアー

トスポットが数多く存在する。自然が豊かで、何人ものア

ーティスティックな活動家が生まれ育った高知だからこそ

展開できる展示や施設が多数存在する。県内外の人々に、

こうした施設の認知度は低いため、高知県のアートスポッ

トに注目していただき「一度は訪れてその素晴らしさを感

じて欲しい」と考えている。 
活動事例として、例えば、高知県内のアートスポットを

紹介する美少女パンフレットの制作を行っている。 

写真：アート活動と情報発信（筆者撮影） 
 

 
図２．近年の県内アートイベントの例（筆者作成） 

（５）高知県の観光アンケートによる情報フィードバック 
 筆者の上総は、地元高知の企画出版企業との共同事業で、

高知県の観光アンケート調査に参画した。高知についてほ

めてもらえるポイントは「食」と「景色」が90％以上であ
った。一方で、交通の便が悪いとの指摘は多く、車での来

訪者がほとんどであった。観光パンフレットについては、

数が多すぎて、どれを見ればよいのか迷う点も指摘されて

いる。また高知県による企画の「県民総選挙」についての

パンフレットの存在を観光客のほとんどが知らない。龍馬

パスポートもあまり知られておらず「どこで発行されてる

の？」と聞かれた。リピーターは帰省者が多いが、帰省者

が県外出身の友人を連れてくることも多い。SNSの発信力
の低さについて年配の方から指摘された。都市部では年配

の方も結構 SNS を活用しているようだ。カメラを持って
いる人はGoogle関連のサイトの写真をチェックしている。
観光地が散乱していて時間が上手に使えていない。アンケ

ートの報酬（芋けんぴの小袋）は割と喜んでもらえる。 
アンケートの項目に「また来たいと思うか」という項目

と、誰と来たかの項目に「恋人」という選択肢を入れれば

良かったと考えた。 
 
【考察・今後の展開】 

地方創生には、地域の活力を活かしながら内発的発展を

図る必要がある。本調査では、地域創生のプロセスにおけ

る第２段階のイノベーションを創出するための内発的発展、

企業家活動、地域金融の過程を意識しながら、大学生の筆

者自らが地域の地方自治体などと提携して補助金を得て、

内発的発展を志向した活動を展開してきた。 
現実的には地方の過疎高齢化が進展しており、大学生の

ような若者が地域と連携することが必要不可欠になる。県

外から地方大学で学ぶ学生が在学中に地域の良さを学べば

定着してもよいと考える者も増えるかも知れないと考えて

いる。 
【引用・参考文献】 

[1]角本伸晃『観光による地域活性化のための経済性分析』
椙山女学園大学叢書,2011年。 
[2]清成忠男『地域創生への挑戦』有斐閣,2010年。 
[3]上総毬揶『CONE』No1-12号,2013～2015年。 
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日本青年会議所地域プロデユーサー育成塾での成果報告 

JC連携特別（日本青年会議所） 
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浜田市における「地域資源」を活用した地方創生

久保田章市 浜田市長・法政大学客員教授・島根県立大学非常勤講師

： 地方創生、地域資源、農水産品、販路拡大、ふるさと寄附 納税 、石見神楽、ひとり親

浜田市の概要と現状

浜田市は、島根県西部 石見地方 のほぼ中央に位置す

る人口約 千人のまちです。 年に つの市町村が

合併し、面積は東京 区より広い約 平方キロメー

トル。北は日本海、南は広島県に接する広い市域を有し

ています。高齢化が進み高齢化率は ％を超え、主た

る産業は水産業、農業などの第一次産業です。

当市が抱える最大の問題は人口減少です。人口はこの

年間で 万人減少しました。人口減少は市場が縮小

することであり、商工業者の売上も減少。廃業の増加で

事業者数も年々減少し、雇用の場が減っています。

当市では現在、この人口減少問題への対応を柱とした

地方創生に取り組んでいます。

当市における「地方創生」と「地域資源」

地方創生は、 年から使われ始めた新しい言葉で、

未だ明確な定義がないように思います。当市においては、

「産業振興などで雇用の場を確保し、子供を産み育てや

すい環境をつくり、定住人口を増やす取組」と定義して

います。

地方創生には、地域資源がカギになると考えています。

地域資源は、中小企業地域資源活用促進法（ ）によ

ると、地域の「強み」である技術、農林水産品、観光資

源などとされていますが、当市では、「地域にあって、

地方創生につながるもの全て」と広義に解釈しています。

以下、当市が着目した「地域資源」と、地方創生への

活用について述べます。

．着目した「地域資源」と活用の取組

「農水産品」に着目し販路拡大を支援

当市には、山陰浜田港に水揚げされる鮮魚やそれを

使った干物などの水産加工品、あるいは西条柿、ピオ

ーネ、赤梨など多くの農産品があります。しかし、事

業者の多くは小規模で販路拡大が課題でした。そこで、

販路拡大の支援を市が行うこととしました。

支援の第一は、市役所に販路開拓担当の専門部署を

設置したことです。担当者 人が、東京、大阪など大

都市の小売店、飲食店などに営業活動を行っています。

第二は、ふるさと寄附 納税 の活用です。寄附者

には市の特産品を贈っていますが、特産品を 数品目

に拡大した昨年、寄附額は 億円を超えました。寄附

額の 割強は特産品の仕入れに使っており、ふるさと

寄附は、提供事業者の販路拡大にもなっています。

伝統芸能「石見神楽」で観光客誘致

伝統芸能「石見神楽」を観光資源として活用してい

ます。市内には約 の社中 神楽を演ずる団体 があり、

毎週土曜日には観光客向けに「夜神楽」公演を行い、

毎月 回は大規模な神楽大会を開催しています。また、

市内には神楽面、神楽衣装などの工房もあり、工房め

ぐり観光コースも作成、観光客誘致に努めています。

「歴史遺産、文化財」などをテーマに交流イベント

歴史遺産、文化財など研究者やマニアが関心を持つ

ようなテーマを考え、交流イベントを開催しています。

例えば、トンネル、鉄橋まで完成しながら、開通しな

かった幻の広浜鉄道。缶コーヒー生みの親、三浦義武

の開発したヨシタケコーヒーを楽しむ会、などです。

来年は、ユネスコ無形文化遺産の石州半紙をテーマに、

「和紙と伝統芸能」シンポジウムを計画しています。

「広島との近接性」に着目し広島市場開拓室設置

浜田市の人口は減少していますが、車で 時間半の

近さに人口約 万人の広島市があります。この広島

市を「市場」と捉え、昨年 月、広島市内に広島市場

開拓室を設置しました。職員 人を常駐させ、地産品

の販路開拓や企業誘致に取り組んでいます。

「生活 分以内」をアピールしひとり親誘致

当市では、車があれば 分以内でほとんどの生活が

できます。そこで、全国的に社会問題にもなっている

ひとり親に来てもらい、子育てをしながら介護職とし

て働いてもらう事業を始めました。養育支援や家賃補

助、自動車無償提供などが注目され、全国から応募が

ありました。今後は、介護職以外にも職種を広げ、ひ

とり親家族の更なる誘致に取り組むことを考えていま

す。 以上
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産学官連携による「オール岩手」で取り組んだ魚介乾製品の開発を通じた水産業復興

宮本幸治（岩手大学）

： 産学官連携、水産業復興、オール岩手

【背景】 
岩手大学と岩手県久慈市は平成 年 月に相互友

好協定を締結し、地域と大学の産学官連携を担う岩手

大学地域連携推進機構へ、久慈市から共同研究員とし

て平成 年 月より職員の派遣を行っている。

平成 年に初代共同研究員が車座研究会を開催し、

当事案に関わる岩手大学農学部三浦教授と久慈市㈲北

三陸天然市場の出会いが生まれた。その際、「水産加

工品の鮮度保持について」㈲北三陸天然市場より三浦

教授に相談が寄せられる。その後、鮮度保持について

共同研究を行うが商品化には至らなかった。以降も技

術相談を継続していたところ、平成 年 月、 代

目共同研究員のときに東日本大震災が発生。

㈲北三陸天然市場の主力商品である魚介乾製品にお

いて従来の製造工程では非効率な環境下のため完成に

時間がかかり品質も安定しなかった。どうにか改善し

てよりよい商品を消費者に届けたい、震災以降続く水

産業全体の閉塞感を打破したいという強い思いに、水

産業復興推進部門長に就任された三浦教授が応え、改

めて支援する運びとなり、三浦教授の研究シーズを商

品に応用するための研究が開始される。

代目共同研究員は研究・設備導入資金、デザイン・

販売戦略構築のための資金確保のため各支援機関との

調整役として大学と企業のコーディネートを行った。

そして三浦教授と㈲北三陸天然市場との出会いから

年、 代目共同研究員のときに三陸の震災復興に向け

て目標を同じにする多くの方々の力添えにより「潮騒

の一夜干し」として商品化・販売に至る。

【研究内容】

㈲北三陸天然市場での従来の魚介乾製品の製造工程

は「放射性物質汚染による風評被害の影響を極力避け

る」「紫外線による脂質の酸化を防ぐ」「衛生管理」を

目的に店舗内の冷房設備による空気調和で乾燥を行っ

ていた。しかし、非効率な環境での作業のため完成ま

でに時間がかかり、品質も安定せず脂質の酸化が進行

し、比較的早い段階で生臭さが発生していた。更に、

従来の干物作りでは「長期に風味を保つために強い乾

燥状態と高い塩分濃度が必要」という風潮があった。

水分活性の低さが食品の保存性の高さの指標としてあ

るが、塩分を高濃度にしても水分活性が下がるわけで

はない。食味を損ない塩分の過剰摂取にもつながり兼

ねない。

これに対し、乾燥工程前の前処理において浸漬液に

ローズマリー抽出成分を加えることで脂質の酸化を抑

制。食塩の代わりにグルコン酸塩を使用し保存性を高

めた。乾燥工程においては専用の乾燥設備により低温

下で段階的に湿度を下げる「低湿低温乾燥」を用いて

急激な乾燥を防ぎ、効率良く内部から乾燥させる。保

存性も高まり食塩の使用量も減少。魚種ごとの最適な

乾燥時間を導き出して細かな設定を行った。

岩手大学五日市客員教授の助言指導をいただき、販

路拡大のためにパッケージングと広告展開のコンセプ

ト確立を行った。

【研究結果】

干物作りに対して一般的であった強い乾燥と高塩分

濃度とは別の手法を取り入れることで、逆に保存性が

増し、塩分は純粋な味付け用として最小限にできた。

生臭さも抑えて魚本来のおいしさを最大限に引き出し

生臭さを苦手としてきた消費者や、塩分量を気にする

健康志向といった消費者ニーズに応える商品開発がで

きた。

五日市客員教授に助言いただく中で、販路としてイ

オンリテール㈱様とのマッチングもできた。

【今後の展開】

久慈市ふるさと納税の商品として採用され、現在指

名 位となっている。産学連携商品を首都圏や県外で

の販売を目的とした岩手大学フェアを毎年行っている。

こういった機会を積極的に活用し、足かけ販売まで

年かかったこの商品をできるだけ広く知ってもらい、

数多くのファンを獲得していきたい。販路を拡大し、

消費者の魚離れを食い止めることに少しでも貢献する

ことで、小さな市の小さな事業者の一例として震災か

らの水産業復興に寄与できる可能性に貢献していきた

い。

【引用・参考文献】
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「地域活性と学生の力（仮）」 

(1)東日本大震災復興支援ボランティア 

 大阪学院大学経済学部松野ゼミ 
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「地域活性と学生の力（仮）」 

(2)大阪キタ天神橋筋商店街 実践観光まちづくりプロジェクト 

近畿大学大学院、追手門学院大学、大阪学院大学、近畿大学 
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「地域活性と学生の力（仮）」 

(3) 京丹後市域学連携事業における取り組み 

 ～ラッピングバスデザインと久美浜での実践から～ 

大手前大学谷村ゼミ 
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 離島振興部会 第３回部会「離島振興における今日的課題 ～観光と防災・情報の視点から～」 

離島振興部会 

Keyword：離島、地域振興、観光振興、防災・減災、情報 

 

１．離島振興部会の研究・活動報告 

（１）離島振興部会シンポジウム 

「“しま資源”を活かした離島の活性化」 

・日時：2014年7月5日（日）16:20～17:50 

地域活性学会 第６回研究大会 部会発表 

・場所：東京農業大学オホーツクキャンパス 

・登壇者（肩書きは当時） 

  河合健一（神津島郷(シマ)づくり研究会事務局長） 

  西谷栄治（利尻町立博物館学芸課長） 

  舘 逸志（内閣府大臣官房審議官） 

  古賀 学（松蔭大学教授、NPO法人観光文化研究所理

事長、元日本観光協会総合研究所所長） 

  今瀬政司 （長岡大学経済経営学部准教授、 

NPO法人市民活動情報センター代表理事） 

・石垣島ケーブルテレビで放送（2014/8/28） 

http://www.ictweb.ne.jp/ 

http://youtu.be/o5Do3062TpY 

・奄美テレビ放送で放送（2014/9/16-17） 

（２）部会会合 

①第１回部会 

・日時：2013年11月14日（木）19時～22時 

・場所：NPO法人市民活動情報センター 東京事務所 

・内容：今後の活動の方向性について議論 

②第２回部会 

・日時：2015年7月17日（金）18時～22時 

・場所：初台アイラスサロン（東京） 

・内容：研究・活動発表、部会の今後の活動、その他 

（３）離島振興部会ホームページの開設・運営 

http://sicnpo.jp/ritou_bukai/ 

（４）離島振興ネットワークの推進 

http://sicnpo.jp/ritou_shinkou/ 

 

２．部会メンバーからの研究発表・活動発表と意見交換 

（１）離島と観光振興 

古賀 学（松蔭大学教授,NPO法人観光文化研究所理事長、

元日本観光協会総合研究所所長） 

①離島観光の現状 

②改正離島振興法の解釈における「観光」 

・“観光の振興”の明記 

・“人の往来”と観光 

・“農林水産業その他の産業”と観光 

・“創意工夫”と観光 

③観光立島の推進 

a.これからの観光振興 

・今日における観光振興のめざすべき地域の姿 

・着地型旅行商品の造成 

b.離島と観光振興の今後 

・離島の観光振興における課題 

・島内観光産業推進のための主要事業 

・離島における観光の形態 

・離島における観光のめざすべき方向 

 

（２）離島と防災・情報 

今瀬政司（長岡大学経済経営学部准教授、 

NPO法人市民活動情報センター代表理事） 

①東日本大震災における浦戸諸島の災害と情報 

（宮城県塩竈市） 

a.災害と助け合い 

・津波による集落の壊滅的被害 

・助け合いによる津波避難 

・助け合いによる避難所運営（震災関連死ゼロ） 

と集落の復旧・復興 

b.情報による助け合い 

・被災地区内での情報 

・被災地区から被災域外への情報 

・被災域外から被災地区への情報 

・被災域外の者どうしの情報 

・情報の受発信による助け合いの教訓 

c.復旧・復興と今後の防災・減災 

②離島における防災・減災と情報の対策 

 

（３）その他 

 

３．離島振興部会の今後の活動 
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海峡都市圏のデスティネーション・ブランディングに関する一考察：北海道新幹線開業を見据えて

内田純一（北海道大学）

Keyword： 観光地（デスティネーション）ブランド、傘ブランド、津軽海峡、青函連携、エーレスンド・リンク

1. 問題・目的・背景

2016年3月に北海道新幹線が開通する。新青森と新函

館北斗とを一時間弱で結ぶ。これまで函館と青森は在来

線特急で二時間弱かかっており、心理的距離は半分に縮

まることになる。北海道では「津軽海峡交流圏」と名付

け、新幹線開業効果を狙った各種のキャンペーンやイベ

ントを準備している。2015年度中には「『津軽海峡交流圏』

圏民ショー（仮称）」を道南地域と青森地域のそれぞれで

実施する予定であるなど、盛り上がりを見せ始めている。

しかし、人口が30万人に満たない函館地域は、新幹線

の最終地点としては頼りない。200万都市である札幌まで

は函館から特急電車で 3 時間以上かかり、札幌を目的地

とする観光客やビジネス客が北海道新幹線を使うことも

考えにくい。北海道新幹線の札幌延伸は2030年度中にな

る予定だが、それまで15年間は東北新幹線の終着駅をか

つて擁した青森側と、北海道新幹線の入口となる函館側

とを含めた目的地（デスティネーション）に再設定する

必要があるだろう。新幹線開業効果を高める施策が、両

地域の行政および観光業界に求められているのである。

2. 研究の方法と構成

本研究では、二つの都市の間を海に挟まれた海峡を、

一つの都市として再設定する試みを、ブランド論で言う

「傘ブランド」の概念に見立て、本研究が「海峡都市圏」

と呼ぶ傘ブランドがどの程度の効力を持つのかついて、

先行事例の考察を行った上で、現在の青函地域が取り組

む施策をブランド論的に再検討し、地域における傘ブラ

ンド論をデスティネーション・ブラディングに適用する。

まず、場所のブランド（プレイス・ブランド）二つを

束ねる傘ブランドが、地域商品ブランド（ローカル・プ

ロダクト・ブランド）のひろがりをも包含できるかどう

かについて検討する。次に、先行事例を参照しながら、

海峡都市圏ブランドが成立する条件を設定し、青函地域

がどの程度までそれに近づくことができるかについても

検証する。その上で、海峡都市圏の概念を、津軽海峡を

挟む函館・青森両地域に適用することが有効かについて

まとめるという構成を採る。

3. 地域ブランド論における傘ブランド概念

傘ブランド（アンブレラ・ブランド）は、ケラー（2013）

によればブランド階層のレベルを示す用語である。最上

レベルに置かれる「コーポレート・ブランド」の下層レ

ベルに「ファミリー・ブランド」のレベルがあり、その

下層には「個別ブランド」のレベルがある。さらに下層

には「モディファイアー・レベル」という品質レベルま

で区分する階層がある。ここでいうファミリーブランド

に含まれるのが傘ブランドである。

しかし、地域ブランド論では、コーポレート・ブラン

ドの上位に場所のブランドがある（内田、2004）と考え

るのが一般的である。都市や地域名の「プレイス・ブラ

ンド」がコーポレート・ブランドの上位にあり、その下

位に「ローカル・プロダクト・ブランド」が連なると考

えられる。近年は、「広域連携」によって得られるファミ

リー・ブランドをプレイスのレベルに適用する動きもあ

り、企業向けブランド論をあてはめるには難がある。

一方、アーカー（2004）はブランドには製品定義の役

割があることを示し、それを「マスター・ブランド」、「保

証付ブランド」、「サブブランド」、「ディスクリプター（製

品やサービスを説明する用語）」、「製品ブランド」、「傘ブ

ランド」、「ブランド提携」などに区分した。ここでいう

ブランド提携とは、例えば複数の企業が共同ブランドを

運営することで効果を発揮しようとするようなもので、

二つのブランドを結びつける役割を持っている。

本研究のように地域ブランド論に位置づけられる研究

の場合、傘ブランドの概念には、アーカーの言うブラン

ド提携の概念を一部含めて考えることが便利である。例

えば、前述の広域連携の場合、連携する単位としての地

域にはそれぞれ企業や製品があり、ブランド階層が見ら

れるはずである。それぞれの階層の頂点にあるプレイ

ス・ブランドを連携させることで、認知度を高めたり、

新たな意味を設定（製品定義）したりするのが広域連携

の狙いであるので、複数の（多くの場合は隣接する）地

域で共同ブランドを運営していることになる。しかし、

一般的な共同ブランドは製品レベルで設定されるが、こ

こでいう共同ブランドはプレイス・レベルである点に注

意が必要である。広域連携によって何らかのプログラム
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を動かすことで、複数の地域をファミリーのように扱う

機能があるため、プレイス・レベルのさらに上に傘ブラ

ンドが設定されているような階層構造になるのである。

以上のように、地域ブランド論のなかで傘ブランドの

概念を用いる際には、一般ブランド論とはかなり異なる

役割を想定しなければならない。

4. 広域連携戦略としての「観光圏」

地域に関わる連携戦略は前述の「広域連携」が代表的

である。広域連携の一種として、日本では2008年（2012

年改正）に「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞

在の促進に関する法律」（観光圏整備法）が施行され、国

土交通大臣により「観光圏」と認定された広域エリアに

おいて、旅行業法、国際ホテル業法、道路運送法、そし

て海上運送法などの特例措置が認められ、場合によって

は「農林漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の

促進に関する法律」による交付金が得られるなど、一定

の規制緩和、補助金的支援を原則二年間・最大五年間享

受することができるようになった。観光庁は、2012 年度

までに49地域を認定し、その後も2013年度に６件、2014

年度に4件、2015年度に3件というように毎年認定され

ている広域連携の取り組みである。

観光圏は観光庁によって整備実施計画が審査されたの

ちに認定されるが、その進捗には地域間でばらつきがあ

り、2012 年に基本方針の見直しがなされたという経緯が

あった。観光圏により連携効果が生まれたエリアとそう

でないエリアがあったということであろう。

表1 認定観光圏の一例

観光圏名称（認定年度） 対象地域

富良野・美瑛観光圏（2013） 北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、

中富良野町、南富良野町、占冠村

雪国観光圏（2013） 新潟県：魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日

町市、津南町、

群馬県：みなかみ町

長野県：栄村

阿蘇くじゅう観光圏（2013） 熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山

村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町、

大分県：竹田市、宮崎県：高千穂町

ニセコ観光圏（2014） 北海道：蘭越町、ニセコ町、倶知安町

浜名湖観光圏（2014） 静岡県：浜松市、湖西市

海の京都観光圏（2014） 京都府：福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津

市、京丹後市、伊根町、与謝野町

水のカムイ観光圏（釧路湿原・

阿寒・摩周）（2015）

北海道：釧路市、弟子屈町

トキめき佐渡・にいがた観光圏

（2015）

新潟県：新潟市、佐渡市

香川せとうちアート観光圏

（2015）

香川県：全域（8市5郡9町全て）

観光庁では似た取り組みとして「広域観光周遊ルート

形成計画」も実施しているが、これはテーマやストーリ

ー性のある魅力的な観光ルートを形成するための調査事

業やマーケティング調査、情報発信事業に対して、国が

費用を支援するもので、具体的な事業計画のある観光圏

とは趣旨が異なる。

ブランドの視点から見れば、観光圏の配下には管理さ

れるべきブランド事業が抱えられているが、広域観光周

遊ルート形成計画においては、管理的意味合いが発生し

ていないという違いがある。

5. 海峡都市圏の可能性

本研究が焦点とする「海峡都市圏」は、具体的な事業

をブランド論的に効果のある形で管理しようという発想

を持つ点で観光圏に考え方が近い。ただし、法的な裏付

けによって整備される観光圏とは異なり、海峡をはさん

だ地域が、北海道新幹線開通のように象徴的な現象によ

ってつながる機会をどう活かすべきかという戦略論的な

位置づけにあると考えている。

津軽海峡が参考にし得る海峡都市の例としては、北九

州の門司と山口県の下関にはさまれた関門海峡があげら

れる。ただし、関門海峡を架橋する関門橋の長さはわず

か 1 キロメートルであり、橋を徒歩で渡れる距離にある

点では津軽海峡とは条件が異なる。北九州市と下関市を

中心とした都市圏域は関門都市圏と呼ばれ、北九州と下

関の双方が、行政（国土交通省による北九州・下関都市

圏）あるいは経済団体（九州経済連合会の定義）それぞ

れの立場で対象エリアを定めている。しかし、距離的な

近さから、経済的な結びつきもちろん、通勤・通学が可

能な範囲であることから、むしろ海峡があることを意識

しなくて済む都市圏であり、津軽海峡へ与える示唆は少

ない。

海外の海峡都市の事例では、スウェーデンのマルメと

デンマークのコペンハーゲンを隔てるエーレスンド

（Oresund）海峡の周辺を都市圏としている「エーレスン

ド地域」（都市圏人口：380 万人）があげられる。津軽海

峡に参考になる点としては、マルメとコペンハーゲンの

間に2000年に完成したエーレスンド橋（エーレスンド・

リンク）が、鉄道道路併用橋と海底トンネルからなり、

自動車と鉄道のどちらでも行き来することができるよう

になり、橋が架かる以前からつながりが強かった両地域

の一体感をさらに高めていることである。
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図1 エーレスンド・リンク位置関係

コペンハーゲンはデンマークの首都であるので都市機

能が整っているのは当然だが、対岸のマルメはスウェー

デン第三の都市にして、デザイン産業の集積地があり、

芸術文化の面では音楽産業が有名である。マルメにはか

つてサーブ社の工場もあったが、現在はハイテクに地域

産業の足場をシフトしている。そのため、現在のエーレ

スンドはデンマーク、スウェーデンの両岸ともに、情報

通信産業、バイオ産業などが集積するハイテク拠点とな

っている。

スウェーデン出身のイノベーション研究者であるヘン

リー・エツコウィッツは、「国境地帯は、国境に位置して

いるが故に地域発展を阻害する固有の障害がある」（エツ

コウィッツ、2008、訳書p.112）としつつも、エーレスン

ドだけでなく、スウェーデン・ルーレオとフィンランド・

オウルとが協力するボスニア湾、アメリカ・ワシントン

州とカナダ・ブリティッシュ・コロンビア州をつなぐカ

スカディアなど、その阻害要因を克服して発展した地域

の例もあげている。

エツコウィッツはこれら地域の発展要因を次の三つに

整理している。第一に、イノベーションの種を生むため

に、知識の発生源としての大学等研究機関を整備されて

いるか。第二に、地域内のコンセンサスを醸成するため

の制度やシステムを用意することも行っているか。第三

に、具体的なイノベーションを生むためのプロジェクト

を開始してイノベーションに対応する機会を地域に設定

しているか。これら三つのステップにおいて、発展の阻

害要因を克服する空間を地域に用意することが現在の発

展につながったと解釈しているのである。エツコウィッ

ツによるこの論点はトリプルヘリックス論と呼ばれる。

6. 海峡都市圏の発展条件

本研究では、トリプルヘリックス論を参考にしながら、

青函都市圏が発展する条件を以下のように整理した。

(1)イノベーションの種を生む知識の発生源としての

大学等研究機関を整備すること

(2)地域内のコンセンサスを醸成するための制度やシ

ステムを用意すること

(3)具体的なプロジェクトを開始してイノベーション

に対応する機会を地域に設定する

これら三つの発展条件を地域内に用意することで青函

都市圏が成功すると仮定し、次節では現在のデスティネ

ーションとしての状況を三つの視点から分析した。

7. 津軽海峡都市圏のデスティネーション化

（1）大学等研究機関

トリプルへリックス論では、大学等研究機関の分野間

のバランスを考慮した上で、境界内へ適切に配置するこ

とを重視する。イノベーションを生むためには、人口規

模や域内総生産額ではなく、販路を持つ企業や大学等研

究機関の立地など、境界内の機能的充実を考慮すべきで

あり、このことは観光地においても同じである。

津軽海峡を都市圏とするメリットは、それぞれの地域

単独ではイノベーションを生み出す地域としては不十分

であったにもかかわらず、広域化でそれをカバーできる

点にある。例えば函館の高等教育機関の研究機能は北海

道大の水産学部がメインで水産研究に偏っている。大学

からの技術移転は、医学部からが最も多いと言われてお

り、医学部を有する弘前大を都市圏に含めることには、

技術移転ノウハウや産学連携スキルを蓄積する面でも有

利である。一方で青森側には高等教育機能を持つ水産研

究機関はないため、お互いにカバーし合える。

（2）地域内コンセンサス

境界を広域に設定する際には、広くし過ぎて域内のコ

ンセンサスが形成されにくくなってしまっては元も子も

ない。歴史的つながりを重視して線引きすることは、文

化的な土壌を共有できる点から意味がある。とはいえ、

青森において津軽地方と南部地方とをわけてしまうと、

上述したように域内の機能が欠けてしまい、新しいこと

はできない。境界は都市や地域からイノベーションを生

み出すために、戦略的に設定するべきである。その上で、

境界の内部に統一コンテクストを共有させる工夫をすれ

ばよいはずである。境界は外から認知されてはじめてそ

の差異が際立つものである。これは商品ブランドが顧客
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に認知され、それがブランドの世界観を作りあげるとい

うプロセスにも似ている。その意味では境界の外部にコ

ンテクストを訴えかける作業は、境界の内部にも同じコ

ンテクストを共有させることにつながる。

青森市と函館市は1989年に「ツインシティ盟約」を交

わして以来、様々な交流事業を行っているが、新幹線開

業の前後に観光面での交流事業が活発化することは、境

界の外部にいる未来の顧客に対して、青函交流圏あるい

は津軽海峡都市圏という連携体としてのコンテクストを

発信することになるため、そのコンテクスト共有効果は

観光を利用することで一気に高まると言える。

（3）具体的プロジェクト

2011 年には函館商工会議所と弘前商工会議所、そして

みちのく銀行が「津軽海峡観光クラスター会議」を設立

し、同年 7 月に弘前と函館のそれぞれで交流事業を行っ

た。弘前での交流事業では、同年から開催された弘前バ

ル街視察が組み込まれたが、これは前年に弘前市のフラ

ンス料理店がバル街ブームの元祖である函館バル街に参

加したことから生まれたものである。

また、国際観光（インバウンド観光）の面からも青函

の連携が必要とされている。具体例をあげれば、函館空

港には台北から、青森空港にはソウル（仁川）からの国

際定期便があり、中国からも両空港を入・出国に使用す

るツアーが組まれてチャーター便が発着することもある。

観光商品や旅行目的は、資源の組み合わせから構成され

ているが、観光資源の内訳は、青森側に津軽三味線やね

ぶた祭りなどの日本の伝統文化に冠する魅力が集まり、

函館側に函館五稜郭や教会などの西洋風建造物をはじめ

とした異国情緒の魅力が集まる。例えば海外からの修学

旅行を誘致する場合であれば、両地域の資源をうまく組

み合わせた方が、海外の生徒に日本の魅力をバランスよ

く伝えるには効果的であろう。実際、青森や函館の宿泊

施設では二つの地域を組み合わせたインバウンド誘致が

行われるようになってきている 。

青森市では、2010 年度から五年間の地域計画（青森市

新総合計画：元気都市あおもり市民ビジョン」基本構想・

前期基本計画）の具体戦略の一つを「１４０万人青函交

流圏の形成」としていた。ここで言う「交流圏」という

言葉は、観光の文脈に特化して都市圏を示す際に使う表

現と捉えることができる。青森市と函館市の交流事業は、

青函交流圏あるいは津軽海峡都市圏のデスティネーショ

ン・ブランディングにとって欠かせないものである。

8. デスティネーション・ブランディングと傘ブランド

行政の市域に関わらず、観光地を振興するには、その

魅力が発揮できるような圏域を設定し、その中で観光資

源を組み立てて商品づくりをすることになる。すなわち、

デスティネーション・ブランディングの成功は、魅力的

な都市圏を設定できるかどうかにかかっている。

しかし、圏域の設定においては、これまで培ってきた

各地域のプレイス・ブランドが広域に包括されることで

無効化しない工夫が必要である。函館と青森は、同じ傘

の元に納めても一色には交わりきらない独自性を持って

いる。北海道は明治以降に開拓されたために、青森とは

積み重ねてきた歴史の重みが異なり、海峡間はブラキス

トン・ラインを境に生態系も異なる。同じエリアとして

新たに境界を設定しても、文化と自然を隔てる海峡とい

う物理的な境界があるが故に、それぞれの個性が保たれ、

決して同じ色には染まることはない。その意味で津軽海

峡は、国境という明確な差異に分かたれたエーレスンド

と同様に、二つのエリアが一色に交わらない海峡都市圏

という傘ブランドが有効性を持つエリアなのである。

9. 今後の展開

本研究の結論は、津軽海峡都市圏というデスティネー

ション・ブランディングの方法が、北海道新幹線開業に

ともなう集客効果を目指すだけではなく、トリプルヘリ

ックス論の視点からも地域の発展にとって有効性がある

というものである。しかし、青函地域連携の真価は新幹

線開業後に現れるとすれば、本研究はまだ分析の途上に

あるとも言える。今後は、本研究からの示唆をもとに、

行政に対する政策提言や、産業界に向けた提言をまとめ

る作業を行いながら、青函地域のデスティネーション・

ブランディングの成否を見守りたい。
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プライベート・ブランドと地域ブランドを融合する可能性

「－ セイコーマートの事例研究を中心として －」

徐 斌（小樽商科大学）

： プライベート・ブランド 地域ブランド 融合

【研究背景】

地域ブランドは地域活性化の手段として盛んに議論

されてきた。明確の主体や組織構造により作られた企業

ブランドと対照に、地域ブランドをマネジメントする主

体が曖昧であり、ブランドのアイデンティティを定める

ことが困難であるのは特徴として捉えられている（中嶋

，久保田 ）。特に、地域ブランドの構築には、

自治体や大学、地域企業と住民の連携が肝心であると指

摘されている（中嶋 ）。しかし、流通企業のことを

地域ブランドの構築と関連づける研究は少ない。

近年、流通企業独自開発のプライベート・ブランド（以

下は とする）が発達してきた。セブン＆アイを代表

とする大手流通企業の 戦略の転換により、 商品は

低価格訴求、コストパフォーマンス訴求、高品質訴求の

層構造のほか、エコや健康などのこだわり訴求のサブ

ブランド「 層＋α」の階層化を見せてきている（矢作

）。さらにトップブランドメーカーと手を組み、商

品共同開発を行うことも本格化になってきている。

この の進展から言えるのは、流通企業にも商品デ

ザイン力を増して、しっかりとしたコンセプトに新規性

がある商品を開発できるようになってきている。しかも、

この「 層＋α」（図 ）の構造の中のαに、有機栽培や

環境保護のほかに、地域特性を引き込んで開発される商

品も見受けられる。 商品の差別化を図り、地域の特

性に着目し、特定の地域で産出される特産の素材を生か

して、 開発に取り組んでいる動きもある（水野 ）。

表 の階層構造

階層 代表例

低価格ライン 「トップバリュ・ベストプライ

ス」，「ザ・プライス」

基本ライン 「トップバリュ」，「セブンプレミ

アム」

高品質ライン 「トップバリュ・セレクト」，「セ

ブンゴールド」

α（安全性や健

康、環境配慮等）

「グリーンアイ」、「ヘルシーア

イ」、地域特性

（出所）矢作（ ）より筆者作成

このαに、地域特性というこだわりを付け加えて開発

される と、もともと地域特性に根差している地域ブ

ランドへの親和性は高められると考える。

現時点では、地域特性を取り入れて 商品を開発し

ている小売業には、セブンイレブンジャパンといった業

界トップの全国チェーンと、セイコーマートといったロ

ーカルチェーンがあるが、地場の食品スーパーも挙げら

れる。表 の通り、地域の食材にこだわり、地域限定や

期間限定の手法を採用するのが特徴である。

表 小売業者が道内で扱う主な

企業・グループ 名称 特徴

イオングルー

プ

トップバリュ 「根釧牛乳」など生鮮

品に拘った地域トッ

プバリュを強化

セブン＆アイ

グループ

セブンプレミ

アム

弁当や総菜などに道

産食材を使った北海

道限定メニューも

ローソン ローソンセレ

クト

各地域の食材を使っ

た弁当などを期間限

定で提供する北海道

紀行が人気

セイコーマー

ト

セイコーフレ

ッシュ

道産メロンに拘った

デザートやアイスな

どを投入

ツルハホール

ディングス

エムズワン 食品や日用品、健康食

品を充実させた

品目、売れ筋が北海道

の天然水

サッポロドラ

ッグストアー

クレアーレ 日用雑貨を中心とし

た約 品目。化粧品

や健康食品の開発に

も取り組む

アインファー

マシーズ

リップスアン

ドヒップス

米ぬかなどの自然素

材を生かしたボディ

ーケア商品など約

種を展開

出所： 北海道新聞 年 月 日朝刊「小売
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地域ブランド PB 

② ① ③ 

商品に活路」 頁

他にあげられるのは、セブン＆アイの「西日本プロジ

ェクト」である。「もっと地域の暮らしの中へ、もっと

高度な満足感の提供」を理念として、従来東京発信に偏

りがちといわれる商品づくりをもっと地域特性を合わ

せるため、商品開発を中心として関西地区に根差した取

組を行っている。

同プロジェクトは、米飯、麺類・軽食、惣菜、ベーカ

リー、スイーツの 部門で、専用工場を展開するメーカ

ー、 メーカー、さらに原材料、機械設備、包材資材

などのメーカーと、新たなチーム 体制を構築し、関

西地域独自の商品づくりを進めている。

地場スーパーも似通った動きもある。 会は、愛媛

県の地場の食品スーパー、メーカーと卸が連携して、地

域を守り、育てる製配販連帯の商品開発を行っている。

代表的には地元で生産される素材を使って開発される

オリジナル商品――「カット野菜」と「野菜キット」、

「惣菜キット」等が挙げられる。

北海道新聞では、これらの地域特性を生かして開発さ

れる 商品のことを「ローカル 」と名付けている。

したがって、本研究はこの地域特性を生かしている

開発のケース（セイコーマートの 開発を中心とし

て）をベースとして、流通企業による と地域ブラン

ドを融合する可能性をについて検討する。

【研究方法・研究内容】

本研究は、まず地域ブランドと に関する既存研究

を踏まえて、本研究の研究領域を明確にし、両者の関連

性を見出す。その上で、セイコーマートの事例分析をも

とに、 と地域ブランドを融合する可能性について検

討する。

地域ブランドは、➀地域そのもののブランドと、②地

域の特性を生かした商品・サービスのブランドの二つか

ら構成されていると指摘されている（中嶋 ，久保

田 ）。本研究は主に②のほうに焦点を当てて分析し

ていく。

既述したように、地域ブランドは企業ブランドと異な

る

点が多い。 はどちらといえば、企業ブランド（デュ

アルブランド――製品ブランドと企業ブランドの統合

とも、矢作 ）であるが、地域ブランドと関連付け

るのはやや不自然に見えるが、実はそうでもない。

地域ブランドと の意義の原点に注目すると、両者

の相似性が見えてくる。地域ブランドは当初、「地域限

定商品」、「ローカルブランド」の意味で用いられていた

（林・中嶋 ）。一方、 の「プライベート」という

言葉の原点は、広告されないといった特性のほか、地場

的、地域的に展開される意義を含めている（根本 ）。

つまり、地域ブランドと はいずれも全国に展開され

ているナショナル・ブランド（以下は とする）と対

照的に、地域性の意味を持っている。しかし、 の展

開エリアを地域から全国乃至海外に拡張してきた大手

流通企業も現れ、 は地域的ブランドであるとは一概

に言えなくなった。地域ブランドの方も「地域限定」の

枠を超えて、地域の特性に根差した商品をブランド化し

て、それを地域外に認知してもらい、地域活性化を図ろ

うとする

手段として捉えられてきている。

図 地域ブランドと の重なり

図 のように、地域特性を意識して開発される

の存在により、地域ブランドとプライベート・ブラン

ドは③のような重なりつまり両者の融合ができるでは

ないかというのは、本研究の仮説である。

【研究・調査･分析結果】

セイコーマートは、北海道の地域性に根差している

コンビニエンスストアチェーンである。

セイコーマートに注目する理由は表 の通りである。

①：地域そのもののブランド 

②：地域特性を生かした商品・サービスのブランド 

③：ローカルPB 

（出所）筆者作成 

設立： 1974年 
資本金： 4億2,804万円 
店舗： 1,157店（北海道1,059店、関東98［茨城 

85店、埼玉13店］） 
※2015年5月末現在 
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表 セイコーマートの特質

①道内での高いカ

バー率―― ％

道内 市町村のうち、

市町村に出店、出店地域人

口 万人（北海道 万

人）

②約半分のオリジ

ナル商品

地域特性を日配や種類、惣

菜など幅広いカテゴリーに

渡る、高い集客効果を果た

している

③高い直営率――

約 割

セブンイレブンをはじめと

するコンビニチェーンが直

営率を抑える一方、セイコ

ーマートが逆に直営化を進

めている

④自社サプライチ

ェーンの構築

オリジナル商品の製造は自

社グループの工場で行われ

る（表 ）

⑤顧客満足度が高

い

コンビニエンスストア部門

で 年連続で顧客満足度全

国 位

⑥外販志向 自社 商品の外部への販売

を強化する

出所：筆者作成

表 セイコーマートの子会社メーカー

カテゴリー 企業名

食品製造・商品開発 北燦食品

惣菜・塩干・弁当原料製造 北嶺

製麺・調理麺 丸吉梅沢製麺

カット野菜・漬物 北香

牛乳・乳製品 豊富牛乳公社

アイスクリーム類 ダイマル乳品

タレ・スープ・味づけ肉な

ど

北源

卵焼き・豆腐・巻芯 北海千日

飲料水・氷など 京極製氷

和菓子 三栄製菓

洋菓子 シェフグランノー

ル

出所：池田満寿次（ ）「有力コンビニセイコーマ

ートにみる 戦略」，『流通情報』

まとめると、他のコンビニチェーンと比較して、セ

イコーマートは、地域住民に愛用される地域性が高い

ローカルチェーンであり、独自のサプライチェーンと

直営化からサポートされる 事業の展開、さらに

商品の外販に取り組んでいる「北海道地域を代表する

製造小売業」になりつつあると言えよう（図 ）。

図 セイコーマートの特質

出所：筆者作成

本研究では、特に注目したいのはセイコーマートの

アイス事業と「規格外メロン活用事業」である。

セイコーマートのグループ会社――ダイマル乳品

（羽幌町）の工場は 年稼働で、大半の商品の原料

には、同じグループ会社の豊富牛乳公社（豊富町）が

作る牛乳を使っている。同工場では、人気の 商品―

―「北海道牛乳ソフト」「北海道牛乳モナカ」等のアイ

スが製造されている。評判がよく、 年から外販事

業が始まった。現在の外販事業の年間売上高は約 億

円である。

需要拡大の見込みで、今年はさらに 億円の投資

により同工場の生産能力を 割を増強し（延床面積約

割拡大、生産能力が年間 万個から 万個に

増える見通し）、外販事業の拡大を図る。

この北海道の牛乳をコンセプトとして開発し展開

されるアイスの 事業は上述したセイコーマートの

自社サプライチェーンの構築や直営化の戦略にうちづ

けられている。

このセイコーマートのアイスの 事業から二つの

ステップが考えられる（図 ）。

① 

⑤ 

② 

③ 

④ 

⑥ 

地域性 

製造小

売業 

セイコー

マート 

地域ブランド PB 
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商品に活路」 頁

他にあげられるのは、セブン＆アイの「西日本プロジ

ェクト」である。「もっと地域の暮らしの中へ、もっと

高度な満足感の提供」を理念として、従来東京発信に偏

りがちといわれる商品づくりをもっと地域特性を合わ

せるため、商品開発を中心として関西地区に根差した取

組を行っている。

同プロジェクトは、米飯、麺類・軽食、惣菜、ベーカ

リー、スイーツの 部門で、専用工場を展開するメーカ

ー、 メーカー、さらに原材料、機械設備、包材資材

などのメーカーと、新たなチーム 体制を構築し、関

西地域独自の商品づくりを進めている。

地場スーパーも似通った動きもある。 会は、愛媛

県の地場の食品スーパー、メーカーと卸が連携して、地

域を守り、育てる製配販連帯の商品開発を行っている。

代表的には地元で生産される素材を使って開発される

オリジナル商品――「カット野菜」と「野菜キット」、

「惣菜キット」等が挙げられる。

北海道新聞では、これらの地域特性を生かして開発さ

れる 商品のことを「ローカル 」と名付けている。

したがって、本研究はこの地域特性を生かしている

開発のケース（セイコーマートの 開発を中心とし

て）をベースとして、流通企業による と地域ブラン

ドを融合する可能性をについて検討する。

【研究方法・研究内容】

本研究は、まず地域ブランドと に関する既存研究

を踏まえて、本研究の研究領域を明確にし、両者の関連

性を見出す。その上で、セイコーマートの事例分析をも

とに、 と地域ブランドを融合する可能性について検

討する。

地域ブランドは、➀地域そのもののブランドと、②地

域の特性を生かした商品・サービスのブランドの二つか

ら構成されていると指摘されている（中嶋 ，久保

田 ）。本研究は主に②のほうに焦点を当てて分析し

ていく。

既述したように、地域ブランドは企業ブランドと異な

る

点が多い。 はどちらといえば、企業ブランド（デュ

アルブランド――製品ブランドと企業ブランドの統合

とも、矢作 ）であるが、地域ブランドと関連付け

るのはやや不自然に見えるが、実はそうでもない。

地域ブランドと の意義の原点に注目すると、両者

の相似性が見えてくる。地域ブランドは当初、「地域限

定商品」、「ローカルブランド」の意味で用いられていた

（林・中嶋 ）。一方、 の「プライベート」という

言葉の原点は、広告されないといった特性のほか、地場

的、地域的に展開される意義を含めている（根本 ）。

つまり、地域ブランドと はいずれも全国に展開され

ているナショナル・ブランド（以下は とする）と対

照的に、地域性の意味を持っている。しかし、 の展

開エリアを地域から全国乃至海外に拡張してきた大手

流通企業も現れ、 は地域的ブランドであるとは一概

に言えなくなった。地域ブランドの方も「地域限定」の

枠を超えて、地域の特性に根差した商品をブランド化し

て、それを地域外に認知してもらい、地域活性化を図ろ

うとする

手段として捉えられてきている。

図 地域ブランドと の重なり

図 のように、地域特性を意識して開発される

の存在により、地域ブランドとプライベート・ブラン

ドは③のような重なりつまり両者の融合ができるでは

ないかというのは、本研究の仮説である。

【研究・調査･分析結果】

セイコーマートは、北海道の地域性に根差している

コンビニエンスストアチェーンである。

セイコーマートに注目する理由は表 の通りである。

①：地域そのもののブランド 

②：地域特性を生かした商品・サービスのブランド 

③：ローカルPB 

（出所）筆者作成 

設立： 1974年 
資本金： 4億2,804万円 
店舗： 1,157店（北海道1,059店、関東98［茨城 

85店、埼玉13店］） 
※2015年5月末現在 
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写真1 ダイマルアイス工場（メロンソフト） 

図 アイスの 事業

ステップ①では、地域特性を採り入れてオリジナル

商品を開発し、自社グループの工場で製造し、自社の

としてブランド化する。「北海道牛乳ソフト」、「北

海道牛乳モナカ」のように、牛乳の産地が北海道とい

う地域特性をメッセージとして顧客に発信する。

ステップ②では、商品の売れ行きによって、系列の

工場の生産能力を増強して、系列外の道外小売店に外

販する事業に取り組む。

この二つのステップにより、地域ブランドと の

「融合」――「ローカル 」が「地産地消」の枠を超

えて、 の販路限定性（自社系列店しか展開しないの

が の特徴とされている）を超えて、全国に展開する

可能性を見せる。

セイコーマートが地域貢献するケースとしてよく

あげられるのは「規格外メロンの活用事業」であろう。

同事業は 年から発足し、道内のメロン農家か

ら、形が整っていない等の理由で売り物にならない「規

格外」のメロンを活用し、果汁を搾ってメロンソフト

クリームを作ったところに大ヒットした。

今年の 月 日から、道産メロンを使ったアイス、

パンやスイーツ、ジュース等の アイテムを発売して、

セイコーマート全店（関東も含めて）で「メロンフェ

ア」を実施した。

このメロン事業に地産地消の効果のほか、道産メロ

ンを生かした開発されるこの 商品も地域ブランド

とプライベートブランドの融合ともいえよう。

【考察・今後の展開】

社会環境や競争環境の複雑化に連れて、小売業者の

商品開発はこれからも付加価値訴求を強化しつつ、

多様化となっていくであろう。そこで、こういった地

域に根差した地域特性を差別化の源泉とする 商品

も拡張することになろう。

この地域ブランドと の融合は地域ブランドから

見ても、 の発展から見ても新しい展開といえよう。

地域ブランドの構築も流通企業の 開発にも期待で

きよう。

これからもこの課題に関心を持ち続けて、地域特性

を生かして 開発に取り組み、地域ブランドの新展開

を巡って研究を深めたい。

【引用・参考文献】

・池田満寿次（ ）「有力コンビニセイコーマートに

みる 戦略」，『流通情報』

・久保田進彦（ ）「地域ブランドのマネジメント」

『流通情報』

・斎藤修 「地域ブランドをめぐる戦略的課題と

管理体系」『農林業問題研究』 ～

・斎藤智文（ ）「北海道内で圧倒的な コンビ

ニ経営トップのリーダーシップと全員一丸となった住

民・顧客対応」，『人事実務』 年 月号．

・中嶋聞多（ ）「企業と地域ブランド戦略」，『地域

ブランド研究』（ ） ～ ．

・中嶋聞多（ ）「地域ブランド学序説」，『地域ブラ

ンド研究』（ ） ～ ．

・水野清文 「食品関連企業に見る商品差別化の

課題と展望」，『日本マネジメント学会全国研究大会報

告要旨集』 ～

・北海道新聞 年 月 日（朝刊） 頁 「小

売 商品に活路」．

・日本経済新聞 年 月 日 （地方経済面、北

海道）「アイス工場能力 割増強」．

・日本経済新聞 年 月 日（朝刊） 頁，「イ

オンに 供給」．

・セイコーマートニュースリリース， 年 月

日．

・（続き）

地域特性商品

のブランド化 
系列外への販

路拡大 

ステップ① ステップ② 

出所：筆者作成 
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ロシア市場における「青森県産食品」のマーケティングミックスを考える

－２回目の市場調査から得られた諸発見

数納祥平（株式会社マクロミル）

： 地域経済の活性化、ロシア市場開拓、マーケティングミックス

【本稿の目的】

地域経済活性化の方法論は数多くあるが、最も望ましい

ものの１つは、地域の優れた商品・サービスを地域外（県

外、海外）へ提供することにより、外貨を地域に落とすこ

とである。そして、そのような産業を地域の産学官が連携

して支え、雇用を拡大できる体制を作ることである。

本研究は、そのような見地に立った上で、「青森県産食品」

をロシアに輸出することを目的として行われた、 回目の

市場調査から得られた諸発見を報告するものである。

地域の中小企業への、消費者に関するデータの提供

国際貿易において、海外市場への商品輸出を試みる場合

には、「相手国の市場実態」と「そこに住む消費者達の嗜好

や購買行動」を知る必要がある（１）。それは、地域の中小企

業がロシア市場への参入を試みる場合でも同様である。

「ロシア市場の実態」に関しては、「官製マクロ経済デー

タ」を分析すれば比較的容易に把握できる（２）。一方で、ロ

シア人消費者達の嗜好や購買行動に関して知ることは容易

ではない。既存データは十分ではないため（ ）、やはり、直

接ロシア人消費者からデータを収集する試みが必要となる。

これについて丹野（ ）は、日ロ間交易を論じる際に

使用されているデータが「官製マクロ経済データ」が中心

であり、交易現場の判断に資するような「ロシア人消費者

の嗜好」や「物流現場の過程やその詳細」などの、「中規模

なデータ」が不足していることが、無視できない問題の１

つであるであると指摘している（ ）。

本研究は、そのような「中規模なデータ」を、地域に中

小企業に提供することも目的の１つとしている。

前回調査で明らかになったこと、残された課題

前回調査（数納・丹野、 ）では、ロシア市場におけ

る日本産食品の大まかなポジショニングが判明した（ ）。具

体的には、①他国産と比べても好意度や購入意向度は高評

価であり、②「高価格で高品質な」商品群として認識され

ていること、③「健康的でナチュラルな」イメージが強く、

それが、ロシア人消費者が重視する「安全性・健康的」と

マッチすること、などが判明した。

しかし、前回調査では、「日本産食品」というかなり抽象

的なレベルでの聴取に限定されたため、実際の中小企業の

担当者の「何の商品をどのように売ればよいのか？」の判

断に資するほど具体的なものではなかった。

今回の調査ではこの点も考慮して、具体的な商品カテゴ

のマーケティングミックス（ ／ ／

／ ）についての方向性が示されるような情報提供を目

指して実施された。

【データ収集の方法】

調査方法

データは、インターネットを通じたアンケート調査に

よって収集された。数ある調査手法から、インターネッ

ト調査を選択した理由は、①広大な国土を持つロシア各

地から、比較的に低コストでサンプルを確保できる点、

②ロシア人のインターネット調査に対する回答精度が、

例えば中国でインターネット調査をした際の回答データ

などと比べて非常に高い点、などである。

標本集団（サンプル）と選択基準

調査対象は、広くロシア全域の消費者としつつも、今

回の調査が、日本産食品のマーケティングミックスを明

らかにするためになされるという観点から、日本産食品

を購入する可能性が高い人に限定された。具体的には、

日本産食品への購買意向を示した人で、中流層以上にあ

たる世帯月収 ル－ブル以上である人に限定をした。

回収サンプルの構成（ ）

上記条件に該当する 人の回答データを収集。サン

プル構成については、性年代別にできる限り均等になる

よう努めた。これは、男女間および年代間における、消

費行動の差異も分析することを意図したものである。さ

Table1. サンプルの内訳（n=343）
18-29歳 30-39歳 40-49歳 50歳以上 合計

男性
女性
合計

18-29歳 30-39歳 40-49歳 50歳以上 合計
男性
女性
合計

極東ロシア

ロシア全域
（極東ロシアを除く）

写真1 ダイマルアイス工場（メロンソフト） 

図 アイスの 事業

ステップ①では、地域特性を採り入れてオリジナル

商品を開発し、自社グループの工場で製造し、自社の

としてブランド化する。「北海道牛乳ソフト」、「北

海道牛乳モナカ」のように、牛乳の産地が北海道とい

う地域特性をメッセージとして顧客に発信する。

ステップ②では、商品の売れ行きによって、系列の

工場の生産能力を増強して、系列外の道外小売店に外

販する事業に取り組む。

この二つのステップにより、地域ブランドと の

「融合」――「ローカル 」が「地産地消」の枠を超

えて、 の販路限定性（自社系列店しか展開しないの

が の特徴とされている）を超えて、全国に展開する

可能性を見せる。

セイコーマートが地域貢献するケースとしてよく

あげられるのは「規格外メロンの活用事業」であろう。

同事業は 年から発足し、道内のメロン農家か

ら、形が整っていない等の理由で売り物にならない「規

格外」のメロンを活用し、果汁を搾ってメロンソフト

クリームを作ったところに大ヒットした。

今年の 月 日から、道産メロンを使ったアイス、

パンやスイーツ、ジュース等の アイテムを発売して、

セイコーマート全店（関東も含めて）で「メロンフェ

ア」を実施した。

このメロン事業に地産地消の効果のほか、道産メロ

ンを生かした開発されるこの 商品も地域ブランド

とプライベートブランドの融合ともいえよう。

【考察・今後の展開】

社会環境や競争環境の複雑化に連れて、小売業者の

商品開発はこれからも付加価値訴求を強化しつつ、

多様化となっていくであろう。そこで、こういった地

域に根差した地域特性を差別化の源泉とする 商品

も拡張することになろう。

この地域ブランドと の融合は地域ブランドから

見ても、 の発展から見ても新しい展開といえよう。

地域ブランドの構築も流通企業の 開発にも期待で

きよう。

これからもこの課題に関心を持ち続けて、地域特性

を生かして 開発に取り組み、地域ブランドの新展開

を巡って研究を深めたい。

【引用・参考文献】

・池田満寿次（ ）「有力コンビニセイコーマートに

みる 戦略」，『流通情報』

・久保田進彦（ ）「地域ブランドのマネジメント」
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・中嶋聞多（ ）「企業と地域ブランド戦略」，『地域
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告要旨集』 ～
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・日本経済新聞 年 月 日 （地方経済面、北
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オンに 供給」．

・セイコーマートニュースリリース， 年 月
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地域特性商品

のブランド化 
系列外への販

路拡大 
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らに、青森県産品の輸出先として考慮されるであろう、

「極東エリア」でも一定数のサンプル確保を試みた。

回収されたサンプル構成は の通り。ほぼ均等な

サンプルが回収され、また、「極東エリア」単独でも

サンプルの確保に成功した。このような、細かい回収サ

ンプル数のコントロールは、インターネット調査ならで

はの利便性であろう。 

【データ分析から明らかになったこと】

以下では、調査結果の中から、マーケティングミック

ス（ ／ ／ ／ ）に関する示唆

が得られた結果の要旨を叙述する。

どんな商品が売れそうか？（ ：商品）

まず、現在ロシア市場で売れている日本産食品と、そ

の理由を調べてみた。前回調査では、「日本産食品」への

イメージと、ロシア人消費者のニーズがマッチしている

ことも明らかにしたが、ロシア人消費者の嗜好や購買行

動が未知であることを考えれば、日本人の予想を裏切る

結果が出ないとも限らないため、率直にその理由を聴取

してみた。

回答者には の つの食品カテゴリー、および、

つの個別商品について評価してもらった。これらは、

等が公表している輸出データなども参照しつつ、よ

り実購買が盛んと思われるものを中心に選別された。

購入状況の回答結果は にまとめられた。最も高

頻度で購買されているのは「調味料」であった。個別商

品では「わさび」がよく購買されているという結果であ

る。丹野がその著作（ ）の中で、日本の醸造品が、

ロシアで高評価を受けていることを言及しているが（ ）、

それを裏付ける形となった。加えて、「米」「水産物」な

ども購入頻度が高い結果であった。

Table3. ロシアでの日本産食品の購入状況
最近半年
以内に購
入計

購入経験
あり計

※購入経験あり計（TOP3）でカテゴリーごとに降順ソート

りんご

タルタルソース

調味料
（醤油、味噌、酢、
ドレッシングなど）

食
品
カ
テ
ゴ
リ
ー

米

生鮮果物

日本酒

個
別
商
品

水産物
（魚、貝類、海藻類

など）

生鮮野菜

チューブいりわさ
び

※最近半年以内に購入計(TOP2)：「最近１ヶ月以内に買った」～「最近半年以内に買った」までの合計スコア
※購入経験あり計（TOP3）：「最近１ヶ月以内に買った」～「それ以前だが、これまでに買ったことがある」までの合計スコア

ミネラルウォーター

46.9

28.6

30.6

12.5

11.1

35.6
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8.7

8.7

22.2

21.9

20.7

13.1

13.1

21.6

13.7

14.6

12.8

12.8

14.3

19.2

13.1

15.7

12.8

13.4

14.3

10.5

18.1

12.5

9.9

17.2

17.5

15.2

16.6

18.4

12.0

23.3

31.2

22.4

13.1

13.1

18.1

43.4

46.4

11.1

48.1

36.7

29.2

43.4

最近１ヶ月以内に買った 最近半年以内に買った

それ以前だが、これまでに買ったことがある 売っているのを見たことがあるが、買ったことは無い

売っているのを見たことがない

 
次いで、商品カテゴリー・個別商品ごとに、購入理由

をみてみる。ここでは、「調味料」「米」「りんご」の購入

理由の上位を にまとめられた。

まず「調味料」については、「おいしさ」はもとより、

「この国の商品にしかない味」が上位に挙げられており、

醸造商品を含む、他国が真似できない日本独自の味が、

大きな差別化要因となっていることがうかがえる。「わさ

び」はその典型例であろう。

「米」については、「おいしさ」「見た目のよさ」「高級

品」などが上位に挙がっており、日本米ブランドへの高

評価が、大きな購入理由となっているようである。加え

て、「有機栽培」「有毒物質がない」なども重要な理由の

１つとなっており、アピールポイントとなりそうである。

「りんご」については、「見た目のよさ」「おいしさ」

という品質への評価に加え、「有機栽培」「農薬が少ない」

などの安全面が上位に挙げられている。さらには、「子ど

も・孫の成長によい」も上位に挙げられており、子ども

を持つ母親なども有望なターゲットになり得そうである。

 
どこで売られるべきか？（ ：購買チャネル）

次いで明らかにしたいのは、「日本産食品がどこで売ら

れるべきであるか？」である。調査においては「普段の

購入場所」と「購入したい場所」を聴取した。その結果

は にまとめられた。

まず購買チャネルの分布を見ると、「中級スーパー」や

Table4. 日本産食品の購入理由

1位 おいしいものを食べたいから 1位 おいしいものを食べたいから 1位 見た目がよいから

2位 日本の食品が好きだから 2位 見た目がよいから 2位 おいしいものを食べたいから

3位 この国の商品にしかない味があるから 3位 日本の食品が好きだから 3位 有機栽培されているから

4位 見た目がよいから 4位 高級品だから 4位 農薬が少ないから

5位 試してみたかったから 5位 有機栽培されているから 5位 子ども・孫の成長によいから

6位 添加物が少ないから 6位 有害物質（重金属など）の恐れが無いから 6位 高級品だから

7位 日本自体が好きだから 7位 この国の商品にしかない味があるから 7位 有害物質（重金属など）の恐れが無いから

8位 調理済みで手間がかからないから 8位 試してみたかったから 8位 日本の食品が好きだから
※上位8項目を掲載。

＜りんご＞＜調味料＞ ＜米＞
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「庶民的スーパー」の多さが目立つも、かなり多様な購

買チャネルが利用されていることがわかる。これに対し

ては、引き続き、幅広いチャネルで流通販路の拡大を目

指すべきであろう。

次いで読み取れることは、「購入している場所」と「購

入したい場所」に大きなギャップは見られない点である。

購入したい場所で、やや「高級食材の専門店」「高級スー

パー」にシフトしている感はあるが、ロシア人消費者の

多くは、普段購入している場所で、引き続き日本産食品

を購入したいと考えているようである。

また、高収入層（世帯月収が 万ルーブル以上）の結

果にも注目したい。「高級食材の専門店」「高級スーパー」

が全体値よりも高いのは、高収入層としては当然であろ

うが、「ネット通販」の利用率も高くなっており、その親

和性の高さが推察される結果である。高収入層向けの日

本産食品は、ネット通販で流通させる方向性は検討され

るべきかもしれない。

どんなコミュニケーション戦略をとるべきか？

（ ：広告戦略）

次いで、ロシア人消費者に対して、「どのようなコミュ

ニケーション戦略をとるべきか？」という点である。

ここでは、輸入食品の購入時に影響のある情報源、お

よび、日本産食品について情報源の 点を聴取した。結

果は にまとめられた。

まず、購入時に影響のある情報源は、「家族の話」「友

人・知人の話」「 上での情報（消費者の評判など）」な

どの、いわゆる口コミ系の情報源が上位に挙がった。一

方で、テレビやラジオ、スーパーの宣伝情報誌などは下

位に留まっている。

ここで着目すべきは、マス広告のスコアの低さであろ

う。日本で消費者とのコミュニケーションを考える場合

には、依然としてマス広告（ 、ラジオ、新聞など）は

その重要性を失っていない。しかし、ロシアにおいては、

日本のように魅力的な 番組コンテンツが少ないため、

はもっぱら映画の を見るモニターになっているこ

とを指摘する文献もあり（ ）、その意味は日本とは異なる

のかもしれない。国際間交易の予想外の難しさがここに

も読み取れる（ ）。

加えて、日本産食品についての情報入手経路は、その

多くが「スーパマーケットの売り場」に偏っており、今

後は、口コミ系の情報を広められるような、情報流通チ

ャネルの開拓も検討されるべきであろう。

Table6. 輸入食品の購入時に影響のある情報源／日本産食品の情報入手経路

家族の話 友人・知人の
話

Web上の情
報（消費者
の評判など）

スーパーマー
ケットの売り

場で目に入る
情報

テレビ・ラジオ
の情報

Web上の情
報（広告）

スーパーマー
ケットの宣伝
情報誌の情

報

新聞・雑誌の
情報

その他

※「購入する際に最も影響を与えているもの」のスコアで降順にソート

米

水産物
（魚、貝類、海藻類など）

生鮮果物

生鮮野菜

日本産食品
購入時の

情報入手経路

購入する際に最も影響を与えているもの

調味料
（醤油、味噌、酢、ドレッシングなど）

27.1

20.7 19.8

11.4

6.4
4.4 3.5

2.0
4.7

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
購入する際に最も影響を与えているもの

情報入手経路（調味料）

情報入手経路（米）

情報入手経路（水産物）

情報入手経路（生鮮果物）

情報入手経路（生鮮野菜）

いくらで売るべきか？（ 価格戦略）

日本産食品の価格の高さは、海外ではつとに知られて

いるが、その価格は適切であろうか？ ここでは、ロシ

ア人消費者の各国の輸入食品に対する「価格感」と「購

買意向」の関係から、その方向性を考える。

まず、日本産の「調味料」についての結果を、

にまとめられた。着目したいのは、日本産の「調味料」

が、自国であるロシア産の調味料とほぼ同じだけの購入

意向を持たれている点である。日本人が「醤油」を愛す

るように、ロシア人消費者も自国産の調味料の評価が高

いことは想像に難くないため、同じだけの評価を得てい

ることは特筆すべきであろう。一方で、その価格感はロ

シア産と比べてずっと高く、日本産の「調味料」は「高

いけど買いたい」という商品ポジションを獲得している

ことがわかる。このポジションは、日本独自の味による

メリットと考えられるため、今後も、品質を差別化した

上での、高価格戦略が望ましいと思われる。

次いで、「米」への評価を にまとめた。「米」

への評価も「調味料」と似通っており、購入意向は自国

産である「ロシア産」と同等の高評価を得ている一方、

価格感は「ロシア産」に比べてずっと高く、「高いけど買

Table5. 日本産食品の購入場所

高級食材の
専門店

高級スー
パーマーケッ

ト

中級スー
パーマーケッ

ト

庶民的スー
パーマーケッ

ト

集合市場・
露天商

ネット通販 知人から その他

ML層（2万5千～3万5千ルーブル未満）

MM層（3万5千～5万ルーブル未満）

MH層（5万～10万ルーブル未満）

H層（10万ルーブル以上）

購入している場所　全体

購入出来たら嬉しい場所

差分 （購入している場所-購入したい場所）

月収別
（世帯）

45.5 47.5

85.1
79.6

58.3

39.4

23.9

5.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

購入している場所 全体

購入出来たら嬉しい場所

比率の差

全体 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 ﾎﾟｲﾝﾄ

らに、青森県産品の輸出先として考慮されるであろう、

「極東エリア」でも一定数のサンプル確保を試みた。

回収されたサンプル構成は の通り。ほぼ均等な

サンプルが回収され、また、「極東エリア」単独でも

サンプルの確保に成功した。このような、細かい回収サ

ンプル数のコントロールは、インターネット調査ならで

はの利便性であろう。 

【データ分析から明らかになったこと】

以下では、調査結果の中から、マーケティングミック

ス（ ／ ／ ／ ）に関する示唆

が得られた結果の要旨を叙述する。

どんな商品が売れそうか？（ ：商品）

まず、現在ロシア市場で売れている日本産食品と、そ

の理由を調べてみた。前回調査では、「日本産食品」への

イメージと、ロシア人消費者のニーズがマッチしている

ことも明らかにしたが、ロシア人消費者の嗜好や購買行

動が未知であることを考えれば、日本人の予想を裏切る

結果が出ないとも限らないため、率直にその理由を聴取

してみた。

回答者には の つの食品カテゴリー、および、

つの個別商品について評価してもらった。これらは、

等が公表している輸出データなども参照しつつ、よ

り実購買が盛んと思われるものを中心に選別された。

購入状況の回答結果は にまとめられた。最も高

頻度で購買されているのは「調味料」であった。個別商

品では「わさび」がよく購買されているという結果であ

る。丹野がその著作（ ）の中で、日本の醸造品が、

ロシアで高評価を受けていることを言及しているが（ ）、

それを裏付ける形となった。加えて、「米」「水産物」な

ども購入頻度が高い結果であった。

Table3. ロシアでの日本産食品の購入状況
最近半年
以内に購
入計

購入経験
あり計

※購入経験あり計（TOP3）でカテゴリーごとに降順ソート

りんご

タルタルソース

調味料
（醤油、味噌、酢、
ドレッシングなど）

食
品
カ
テ
ゴ
リ
ー

米

生鮮果物

日本酒

個
別
商
品

水産物
（魚、貝類、海藻類

など）

生鮮野菜

チューブいりわさ
び

※最近半年以内に購入計(TOP2)：「最近１ヶ月以内に買った」～「最近半年以内に買った」までの合計スコア
※購入経験あり計（TOP3）：「最近１ヶ月以内に買った」～「それ以前だが、これまでに買ったことがある」までの合計スコア
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13.1

15.7
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13.4
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9.9

17.2

17.5
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23.3
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22.4

13.1

13.1

18.1

43.4

46.4

11.1

48.1

36.7

29.2

43.4

最近１ヶ月以内に買った 最近半年以内に買った

それ以前だが、これまでに買ったことがある 売っているのを見たことがあるが、買ったことは無い

売っているのを見たことがない

 
次いで、商品カテゴリー・個別商品ごとに、購入理由

をみてみる。ここでは、「調味料」「米」「りんご」の購入

理由の上位を にまとめられた。

まず「調味料」については、「おいしさ」はもとより、

「この国の商品にしかない味」が上位に挙げられており、

醸造商品を含む、他国が真似できない日本独自の味が、

大きな差別化要因となっていることがうかがえる。「わさ

び」はその典型例であろう。

「米」については、「おいしさ」「見た目のよさ」「高級

品」などが上位に挙がっており、日本米ブランドへの高

評価が、大きな購入理由となっているようである。加え

て、「有機栽培」「有毒物質がない」なども重要な理由の

１つとなっており、アピールポイントとなりそうである。

「りんご」については、「見た目のよさ」「おいしさ」

という品質への評価に加え、「有機栽培」「農薬が少ない」

などの安全面が上位に挙げられている。さらには、「子ど

も・孫の成長によい」も上位に挙げられており、子ども

を持つ母親なども有望なターゲットになり得そうである。

 
どこで売られるべきか？（ ：購買チャネル）

次いで明らかにしたいのは、「日本産食品がどこで売ら

れるべきであるか？」である。調査においては「普段の

購入場所」と「購入したい場所」を聴取した。その結果

は にまとめられた。

まず購買チャネルの分布を見ると、「中級スーパー」や

Table4. 日本産食品の購入理由

1位 おいしいものを食べたいから 1位 おいしいものを食べたいから 1位 見た目がよいから

2位 日本の食品が好きだから 2位 見た目がよいから 2位 おいしいものを食べたいから

3位 この国の商品にしかない味があるから 3位 日本の食品が好きだから 3位 有機栽培されているから

4位 見た目がよいから 4位 高級品だから 4位 農薬が少ないから

5位 試してみたかったから 5位 有機栽培されているから 5位 子ども・孫の成長によいから

6位 添加物が少ないから 6位 有害物質（重金属など）の恐れが無いから 6位 高級品だから

7位 日本自体が好きだから 7位 この国の商品にしかない味があるから 7位 有害物質（重金属など）の恐れが無いから

8位 調理済みで手間がかからないから 8位 試してみたかったから 8位 日本の食品が好きだから
※上位8項目を掲載。

＜りんご＞＜調味料＞ ＜米＞
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いたい」というポジションを獲得している。同様のポジ

ションには、「イタリア産」も含まれるが、購入意向では

やや開きがあり、日本産が市場において差別化が明確に

されているものと判断される。今後も、高品質のブラン

ド維持をしながら、高価格戦略を維持すべきであろう。

【考察と課題】

（商品戦略）については、候補となる商品は多

様にあるが、「日本にしかない味」を評価される商品とし

ては、日本産の各種「醸造食品」が優位戦を持つとも考

えられる。青森県産品では、地元では有名な調味料であ

る、「源たれ」なども有望であろう。

また、ロシア人消費者のニーズとマッチする「安全面・

健康面」に関連して、「有機栽培」「農薬が少ない」など

の特徴も、各商品で可能な範囲で積極的にアピールすべ

きであろう。

（流通チャネル戦略）については、幅広い店舗チ

ャネルを維持しつつも、高収入層向けの商品を、ネット

通販で流通させる方向性は検討されるべきであろう。

（宣伝・コミュニケーション戦略）について

は、未開拓な口コミ系の訴求経路の開拓が望まれる。マ

スメディア（ 、ラジオ、新聞など）については、日本

と同様の効果は慎重に考えるべきである。

（価格戦略）については、商品により異なるであ

ろうが、高品質とそれに伴うポジティブなイメージを保

持しつつ、高価格戦略は つの方向性として考えられる。

データの留意点

最後に、本研究の分析結果の蓋然性を制限する点に言

及する。それは、サンプルの代表性についてである。イ

ンターネット・リサーチという手法をとっているがゆえ

に、対象者は所謂「ネット住民」に限定される。また、

サンプル数は と必ずしも多くない。ゆえに、今回の

対象サンプルが果たしてどれだけ「真の全人口」を反映

しているのかについては、留意されるべきであろう。
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ィングミックスに関する変数を測定しているもの

は少ない。

（ ）丹野大『青森リンゴが開拓したロシア市場～地域特

産品の輸入促進を考える』（日本評論社、 年）。

（ ）前回調査の要旨は、数納祥平・丹野大（ ）「ロ

シア人消費者に関する調査報告（ ）－ロシア市場

における日本産食糧品 食品商品をポジショニング

する為に－」青森公立大学経営経済学研究、第

巻、第 号 にて報告されている。

（ ）坂口泉・高橋浩・服部倫卓『ロシアのことがマンガ

で 時間でわかる本』（明日香出版社、 年）。

（ ）国際経営に関わる予想外の困難さに関しては、

：

などを参照。

Table7-1. 価格感×購入意向 ＜調味料＞

価格観
（加重平均値）

購入意向
（加重平均値）

Ｙ軸（縦軸） Ｘ軸（横軸）
ロシア産
アメリカ産
イギリス産
中国産
日本産
韓国産
タイ産
ベトナム産

加重値
非常に高いと思う
高いと思う
やや高いと思う
どちらともいえない（中立）
やや安いと思う
安いと思う
非常に安いと思う

加重値
是非買いたいと思う
買いたいと思う
まあ買いたいと思う
どちらともいえない（中立）
あまり買いたいとは思わない
買いたいとは思わない
まったく買いたいとは思わない

生産国

価格感（選択肢名）

購入意向（選択肢名）

ロシア産

アメリカ産

イギリス産

中国産

日本産

韓国産

タイ産

ベトナム産

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

高
い

価
格
観

安
い

買いたくない 購入意向 買いたい

平均

平均 高いけど、
買いたい

安いし、
買いたい

安いけど、
それほど買いたくない

高いし、
それほど買いたくない

Table7-2. 価格感×購入意向 ＜米＞
価格観

（加重平均値）
購入意向

（加重平均値）
Ｙ軸（縦軸） Ｘ軸（横軸）

ロシア産
アメリカ産
イギリス産
イタリア産
ウズベキスタン産
カザフスタン産
中国産
台湾産
日本産
韓国産
ベトナム産
タイ産
南アフリカ産

加重値
非常に高いと思う
高いと思う
やや高いと思う
どちらともいえない（中立）
やや安いと思う
安いと思う
非常に安いと思う

加重値
是非買いたいと思う
買いたいと思う
まあ買いたいと思う
どちらともいえない（中立）
あまり買いたいとは思わない
買いたいとは思わない
まったく買いたいとは思わない

生産国

価格感（選択肢名）

購入意向（選択肢名）

ロシア産

アメリカ産

イギリス産

イタリア産

ウズベキスタン産

カザフスタン産

中国産

台湾産

日本産

韓国産

ベトナム産

タイ産

南アフリカ産
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安
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買いたくない 購入意向 買いたい

平均

平均

高いけど、
買いたい

安いし、
買いたい

安いけど、
それほど買いたくない

高いし、
それほど買いたくない
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水俣産野菜のオフライン・プロモーションの実践的検証 –地域に対する消費者の認知・理解の変化- 

辻本法子（桃山学院大学） 

Keyword： 地域産品、セールス・プロモーション、オンライン販売、知覚リスク 

 

【課題】 
経済産業省によると 2014年の消費者向け電子商取引(以

下 B to C-EC)の市場規模は 12.8兆円であり、そのうち食

品の市場規模は１兆1915億円、前年比20.4%増の伸びとな

っており、市場規模は年々拡大傾向にある（経済産業省 

2015）。市場拡大の要因のひとつとして、「オーガニック」

商品への消費者ニーズの高まりや、「お取り寄せブーム」に

伴い、食品調達にインターネットを活用するといった消費

者行動が着実に広がっていることが指摘されている（経済

産業省 2015）。 

そのため、地域産品の B to C-ECは、食品を取り扱う地

域の事業者にとって、今後有力な販路となることが期待さ

れる。行政にとっても地域事業者の地域産品の B to C-EC

への取り組みへのサポートが、地域活性策として重要なテ

ーマである。B to C-EC は比較的参入が容易なため、多く

の事業者が参入しているのが現状であり、その中でいかに

効果的に売上を伸ばしていくのかが、B to C-EC に取り組

む際の課題となっている。 

一般にオンライン・ショップで消費者が購買する際の問

題として知覚リスクがあげられ、知覚リスクの低減が利用

の促進につながるといわれる (青木2005) 。辻本ら（2011）

は、地域産品のオンライン購買において消費者が意識する

知覚リスクの低減策について調査をおこなった結果、商品

リスクの低減が利用促進のための主要な課題になると結論

づけており、また消費者の購買時のリスク解消策では、「自

己の消費経験」がリスク低減の要因となっていることがあ

きらかになっている。さらに、オンラインにおけるリピー

ト購買の際には、事前の店頭 (オフライン) 購買経験が、

オンライン購買時の知覚リスクを低減させることを確認し

ている (辻本・石垣 2012) 。 

そのため、オフラインとオンラインのプロモーションを

組み合わせたクロス・プロモーションをおこなうことが効

果的であるとされる (辻本 2014)。しかし、これまでの研

究は理論上の知見にとどまっており、実際に事業者がオン

ライン・プロモーションを実施する際の課題や効果に焦点

をあてた研究はおこなわれていない。 

そこで、本研究は、オフラインのプロモーションを実

施する際の課題やオンラインへの影響をあきらかにする

ために、実践的な検証をおこなう。本研究が検証の対象

としたのは、水俣病が発生した熊本県の水俣地区で生産

されている野菜である。 

水俣病は工場排水として流出したメチル水銀化合物が、

魚介類の体内に蓄積され、その魚介類を摂取することに

より引き起こされる中毒性の中枢神経疾患である (永松

2012)。1956年の発生から半世紀以上が経過しているにも

かかわらず、本地域は「環境被害」のマイナスのイメー

ジを負い続けており、このマイナスのイメージを払しょ

くするために、行政は環境に配慮した街づくりに熱心に

とりくんでいる。2011年には環境首都コンテストで全国

初となる「日本の環境首都」の称号を獲得し、水俣地区

には「安全・安心」の生産・製造を志向する事業者が多

く存在する。そこで、彼らが生産する無農薬野菜を対象

にオフライン・プロモーションの実践的な検証をおこな

う。 

マイナスのイメージを負っている同地区の商品は、そ

うではない地域と比較して、消費者が知覚リスクをより

感じやすいと推測される。そのため、同地区の産品に対

する実践的検証により得られた知見は、災害や事故、公

害などで傷ついた他の地域への応用が可能であると考え

る。 

 

【研究方法】 

マーケティング・ミックスの構成要素であるプロモー

ションとは、消費者に対し、自社の製品を理解してもら

うために情報を発信する活動のことである（和田ほか

2012）。プロモーションの構成要素には人的販売、広告、

パブリシティ、セールス・プロモーションがあり、これ

らを組み合わせることで、売り手は消費者に対して様々

なコミュニケーションをおこなう（和田ほか2012）。 

そこで、これらの 4 つを組み合わせたプロモーション

を大学祭において実施し、プロモーションを実施する際

の課題やオフラインへの影響について検証をおこなう。

プロモーションの企画・運営は学生と事業者が協力して

おこなう。 

近年、企業(ブランド)が消費者に対しておこなう新た

なコミュニケーションの形として、企業、支援者、一般

いたい」というポジションを獲得している。同様のポジ

ションには、「イタリア産」も含まれるが、購入意向では

やや開きがあり、日本産が市場において差別化が明確に

されているものと判断される。今後も、高品質のブラン

ド維持をしながら、高価格戦略を維持すべきであろう。

【考察と課題】

（商品戦略）については、候補となる商品は多

様にあるが、「日本にしかない味」を評価される商品とし

ては、日本産の各種「醸造食品」が優位戦を持つとも考

えられる。青森県産品では、地元では有名な調味料であ

る、「源たれ」なども有望であろう。

また、ロシア人消費者のニーズとマッチする「安全面・

健康面」に関連して、「有機栽培」「農薬が少ない」など

の特徴も、各商品で可能な範囲で積極的にアピールすべ

きであろう。

（流通チャネル戦略）については、幅広い店舗チ

ャネルを維持しつつも、高収入層向けの商品を、ネット

通販で流通させる方向性は検討されるべきであろう。

（宣伝・コミュニケーション戦略）について

は、未開拓な口コミ系の訴求経路の開拓が望まれる。マ

スメディア（ 、ラジオ、新聞など）については、日本

と同様の効果は慎重に考えるべきである。

（価格戦略）については、商品により異なるであ

ろうが、高品質とそれに伴うポジティブなイメージを保

持しつつ、高価格戦略は つの方向性として考えられる。

データの留意点

最後に、本研究の分析結果の蓋然性を制限する点に言

及する。それは、サンプルの代表性についてである。イ

ンターネット・リサーチという手法をとっているがゆえ

に、対象者は所謂「ネット住民」に限定される。また、

サンプル数は と必ずしも多くない。ゆえに、今回の

対象サンプルが果たしてどれだけ「真の全人口」を反映

しているのかについては、留意されるべきであろう。
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（ ）坂口泉・高橋浩・服部倫卓『ロシアのことがマンガ

で 時間でわかる本』（明日香出版社、 年）。
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Table7-1. 価格感×購入意向 ＜調味料＞

価格観
（加重平均値）

購入意向
（加重平均値）

Ｙ軸（縦軸） Ｘ軸（横軸）
ロシア産
アメリカ産
イギリス産
中国産
日本産
韓国産
タイ産
ベトナム産

加重値
非常に高いと思う
高いと思う
やや高いと思う
どちらともいえない（中立）
やや安いと思う
安いと思う
非常に安いと思う

加重値
是非買いたいと思う
買いたいと思う
まあ買いたいと思う
どちらともいえない（中立）
あまり買いたいとは思わない
買いたいとは思わない
まったく買いたいとは思わない

生産国

価格感（選択肢名）

購入意向（選択肢名）

ロシア産

アメリカ産

イギリス産

中国産

日本産

韓国産

タイ産

ベトナム産

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

高
い

価
格
観

安
い

買いたくない 購入意向 買いたい

平均

平均 高いけど、
買いたい

安いし、
買いたい

安いけど、
それほど買いたくない

高いし、
それほど買いたくない

Table7-2. 価格感×購入意向 ＜米＞
価格観

（加重平均値）
購入意向

（加重平均値）
Ｙ軸（縦軸） Ｘ軸（横軸）

ロシア産
アメリカ産
イギリス産
イタリア産
ウズベキスタン産
カザフスタン産
中国産
台湾産
日本産
韓国産
ベトナム産
タイ産
南アフリカ産

加重値
非常に高いと思う
高いと思う
やや高いと思う
どちらともいえない（中立）
やや安いと思う
安いと思う
非常に安いと思う

加重値
是非買いたいと思う
買いたいと思う
まあ買いたいと思う
どちらともいえない（中立）
あまり買いたいとは思わない
買いたいとは思わない
まったく買いたいとは思わない

生産国

価格感（選択肢名）

購入意向（選択肢名）

ロシア産

アメリカ産

イギリス産

イタリア産

ウズベキスタン産

カザフスタン産

中国産

台湾産

日本産

韓国産

ベトナム産

タイ産

南アフリカ産
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安
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買いたくない 購入意向 買いたい

平均

平均

高いけど、
買いたい

安いし、
買いたい

安いけど、
それほど買いたくない

高いし、
それほど買いたくない
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消費者の三角形のコミュニケーションが提唱されている

（恩蔵ほか 2011）。これは、消費者の一部を、商品の推

奨などをおこなうコミュニケーション活動の協力者とし

て抽出し、企業と支援者が価値共創をおこなっていくと

いうものである（恩蔵ほか 2011）。本研究はこの概念を

用い、商品情報の発信が直接生産者と支援者である学生

によりおこなわれることを想定している(図 1)。 

 

図 1 本研究の枠組み 

 

 

 

 

 

 

恩蔵ほか(2011, 34頁)を筆者修正 

 

検証は、桃山学院大学大学祭開催期間である2014年 11

月 14日（金）から11月 16日（日）を含む、2014年 2

月から2014年 12月に実施した。 

検証内容は、1）プロモーションの実施過程における課

題の抽出、2）支援者の水俣産野菜に対する認知・理解の

変化、3）来場者（学内・学外）の水俣産野菜に対する認

知・理解の変化、4）オフライン・プロモーションがオン

ラインに与える影響、である。 

協力事業者は、熊本県水俣市を中心とした、南九州オ

ーガニック食材の企画・販売をおこなっている株式会社

もじょか堂である。もじょか堂はオンライン、オフライ

ンのショップを有している。 

 

【検証結果】 

（1）プロモーションの概要 

プロモーションを実施するプロセスについて述べる。 

まず、2014年 4月に支援者の役割を担う学生が、プロ

モーションの構成要素をふまえた企画の提案をおこなっ

た。商品を理解してもらうためには、消費者が実際に消

費経験をもつことが必要であるため、大学祭に水俣野菜

の模擬店を出店することになった。販売する商品は、非

価格プロモーションの手法であるデモンストレーション

を取り入れ、簡単に野菜の美味しさを体験が可能な水俣

野菜の串揚げの実演販売に決定した。その後、もじょか

堂の担当者と、適切な野菜の検討をおこない、大学祭開

催時期に収穫される野菜について試作を重ね、販売商品

を開発した。 

次に、学内の関係者だけでなく、学外からの来場者に

アプローチするためには、非価格プロモーションのスペ

シャルイベントの実施が有効であると考え、水俣野菜に

ついての情報を提供することが決定した。イベントは、

インパクトがあり、広告や広報活動（パブリシティ）が

おこないやすいものとして、熊本県のご当地キャラであ

るくまモンの活用が提案された。つまり、学生は大学祭

にくまモンを招聘すれば、来場者やメディアの注目が高

まり、結果として水俣野菜のプロモーションに効果をも

たらすことができると考えたわけである。 

くまモン招聘のため、2014年 8月に熊本県の出張機関

である大阪事務所を訪問し、今回のプロモーションの主

旨を説明し、くまモンのイベントへの出演を依頼した。

結果として、熊本県の協力をえることができ、くまモン

の 11月14日の来学が決定した。 

プロモーションの概要が決定したのちに、プロモーシ

ョン・ミックスの策定をおこなった。 

①広告について 

最初に取り組んだのは、プロモーションのロゴの制作

である。プロモーション名は水俣の野菜であること、実

演販売であることを認知してもらいやすいネーミングと

して「水俣野菜食堂」が採用され、ロゴに「特別ゲスト

『くまモン』！」と表記することにより、くまモンの来

場が告知できるものとした。ロゴは、手配りチラシ、ポ

スター、ＨＰ、ショップの看板、テイクアウトの容器に

使用された。広告活動は、近隣の幼稚園への訪問による

告知、学内での事前のチラシ配布、ツイッターによる発

信をおこなった。 

図表2 プロモーションのロゴ 
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くまモンが来場することで、大学の広報室の支援が得

られることになった。広報室は、来場告知のポスターを

制作し学内や関連施設への掲出をおこなった（図表 3）。

さらに、大学ホームページのトップページにプロモーシ

ョンの告知を掲載した。新たな支援者を獲得することに

より、情報の発信がより広範囲におこなえる結果となっ

た。また、学生からの要請に対応し、広報リリースを作
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こなった。学生たちが本プロモーションの概要を記者ク

ラブで発表した結果、朝日新聞の取材が実現し、11月 15

日付の朝刊（大阪版）に本プロモーション活動が紹介さ

れた。 

 

図表3 大学が制作したくまモン来場告知ポスター 

 

③人的販売について 

来場者に「くまモン＝水俣野菜食堂」をイメージして

もらうために、くまモントレーナーをユニフォームとし

て採用した（図表 4）。試作の結果、販売商品は水俣で生

産された無農薬のれんこん、かぼちゃ、じゃがいもとな

り、野菜ごとに火が通る時間に差があったため、串揚げ

ではなくバラでカップにいれて販売することになった。 

また、オンライン販売への誘導として、もじょか堂の

パンフレットを購入客に配布した。 

 

図表4 模擬店とユニフォーム着用のスタッフ 

 

④セールス・プロモーションについて 

スペシャルイベントとしてくまモンが登場するスペシ

ャルイベントを実施した。内容は、学生による水俣市に

ついてのプレゼンテーション、水俣市についてのクイズ

大会、写真撮影会であり 2 回開催された。この取り組み

が、翌日の朝日新聞朝刊に掲載されたため、土日の来場

者が増加するなどの効果があった。 

  

(2)プロモーション課題の抽出 

 広告の課題として、広告費の不足があげられる。支援

者は自発的に価値創造をおこなう立場にあるため、広告

費を負担することは困難である。同様に、事業者自身も

潤沢な広告費が負担できるとは考えにくい。一方、学生

が発案し作成した手作りのロゴが多様な制作物に使用さ

れ、プロモーションのイメージを統一に役立った。たと

え短期間のプロモーションであっても、ロゴの制作でプ

ロモーションの価値を訴求することが必要である。 

パブリシティの課題として、メディアがプロモーショ

ンについて関心をもつようなストーリー設定が必要であ

るのかがあげられる。今回は幸い水俣市の無農薬野菜を

学生たちとくまモンが応援するという側面が評価された。 

人的販売の課題として、地域産品の商品特性への理解

があげられる。農産品は生育状況が天候に左右されるた

め、販売可能なアイテムの確定が難しく、商品内容の決

定に時間がかかり、広告、パブリシティなどの開始時期

に影響を与えた。 

セールス・プロモーションの課題として、イベントと

商品販売の連動をいかに図るかがあげられる。 

今回、イベント会場と模擬店の位置が離れていたため、

イベント終了後に参加者を模擬店に案内することで対応

した。イベント参加者の購入促進をいかにおこなうかを

事前に計画しておくことが必要である。 

今回のプロモーションに対する支援者が拡大した要因

は、くまモンの参加が実現したことが大きいため、話題

性のあるキャラクタなどのコンテンツと組み合わせるこ

とで、効果的なプロモーションの実施が可能であると考

える。そのため、地域における利用可能な多様なコンテ

ンツの開発が必要である。 

 

(3）支援者の理解の変化 

 プロモーションの準備をおこなうなかで水俣に対する

理解や共感が段階的に高まった。参加学生には、2014年

の 2 月から水俣市の特産品や水俣病に対する勉強会を開

催し理解をはかった。計画の進行とともに事業者と直接

情報のやり取りをすることが増え、開催期間中に担当者

と協働することで、理解と共感が深まり、授業の一環で

の支援ではなく、リアルな支援者に成長していることが

感じられた。また、学生の家族や友人、大学関係者を巻

消費者の三角形のコミュニケーションが提唱されている

（恩蔵ほか 2011）。これは、消費者の一部を、商品の推

奨などをおこなうコミュニケーション活動の協力者とし

て抽出し、企業と支援者が価値共創をおこなっていくと

いうものである（恩蔵ほか 2011）。本研究はこの概念を

用い、商品情報の発信が直接生産者と支援者である学生

によりおこなわれることを想定している(図 1)。 

 

図 1 本研究の枠組み 
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検証は、桃山学院大学大学祭開催期間である2014年 11

月 14日（金）から11月 16日（日）を含む、2014年 2

月から2014年 12月に実施した。 
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変化、3）来場者（学内・学外）の水俣産野菜に対する認

知・理解の変化、4）オフライン・プロモーションがオン

ラインに与える影響、である。 

協力事業者は、熊本県水俣市を中心とした、南九州オ

ーガニック食材の企画・販売をおこなっている株式会社

もじょか堂である。もじょか堂はオンライン、オフライ
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費経験をもつことが必要であるため、大学祭に水俣野菜
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おこないやすいものとして、熊本県のご当地キャラであ

るくまモンの活用が提案された。つまり、学生は大学祭

にくまモンを招聘すれば、来場者やメディアの注目が高

まり、結果として水俣野菜のプロモーションに効果をも

たらすことができると考えたわけである。 

くまモン招聘のため、2014年 8月に熊本県の出張機関

である大阪事務所を訪問し、今回のプロモーションの主

旨を説明し、くまモンのイベントへの出演を依頼した。

結果として、熊本県の協力をえることができ、くまモン

の 11月14日の来学が決定した。 

プロモーションの概要が決定したのちに、プロモーシ

ョン・ミックスの策定をおこなった。 

①広告について 

最初に取り組んだのは、プロモーションのロゴの制作

である。プロモーション名は水俣の野菜であること、実

演販売であることを認知してもらいやすいネーミングと

して「水俣野菜食堂」が採用され、ロゴに「特別ゲスト

『くまモン』！」と表記することにより、くまモンの来

場が告知できるものとした。ロゴは、手配りチラシ、ポ

スター、ＨＰ、ショップの看板、テイクアウトの容器に

使用された。広告活動は、近隣の幼稚園への訪問による

告知、学内での事前のチラシ配布、ツイッターによる発

信をおこなった。 
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き込む形で支援者が増加していき情報発信がおこなわれ

た。さらに開催後に学生が自主的に報告書を作成し事業

者に提出するなど、実践的な教育での副次的効果が得ら

れた。 

 

(4）来場者（学内・学外）の変化 

学内の来場者に対して事後にアンケート調査をおこな

った結果、大学祭に来場した学生の水俣に対するイメー

ジに変化がみられ、くまモン来場の認知と、水俣産野菜

の消費意向に有意な関係がみられる結果となった（図表

5）。さらに、学外の来場者のインタビューでは、水俣産

野菜の認知度は低いが食べて見ると、味が良く今後機会

があれば購入したいとの回答がみられた。 

 

図表5 くまモンの来場認知と水俣産野菜の消費意向 

はい いいえ

度数 91 18

比率（％） 81.8 18.2

調整済み残差 2.2 -2.2

度数 16 10

比率（％） 61.5 38.5

調整済み残差 -2.2 2.2

大学祭のくま
モン来場を
知っていたか

水俣の農産品の消費意向

はい

いいえ

 

調整済み残差が絶対値で1.96を超える場合5％有意 

 

(5）オフライン・プロモーションがオンラインに与える

影響 

 オフライン・プロモーションが実施された 2014 年 11

月のもじょか堂のオンライン・ショップへのセッション

数（サイトへの訪問回数）は前年比146.4％増、ユニーク

ユーザー（測定期間中のサイトのユーザー数）は132.7％

増、ページビューは 234.4％増であった（図表 6）。セッ

ション数は、11月 10日に最大となっており、これは大学

ホームページのトップページに本プロモーションの告知

がでた日である（図表7）。 

さらに、もじょか堂の担当者が 11月 14日に、大学祭

の様子を face book に投稿したところ、インプレッショ

ンが1200を超え、11月単月では2番目の高さとなり、投

稿に対する「いいね！」の数も、他の投稿に比べると非

常に多い結果となった。 

その他の効果として、地元の人たちから「学生さんた

ちが販売してくれるのを見て、こっちまで嬉しくなった」

「もじょか堂すごい！頑張ってるね！」などの激励の声

が多く得られたとのことである。遠隔地でのオフライ

ン・プロモーションが地元でのプロモーション効果を生

じさせているとみなすことができる。 

図表6 オンライショップへの効果 

2014年11月 2013年11月 増減率

セッション数 2,607 1,058 146.4

ユーザー数 1,727 742 132.7

ページビュー 11,923 3,566 234.4  

もじょか堂提供のデータ 

 

図表7 セッション数の推移 

 

 

 

 

 

もじょか堂提供のデータ 

 

【今後の展開】 

今回の検証は一度かぎりのプロモーションにおけるも

のである。オンラインとオフラインのプロモーションは

本来継続的におこなわれるべきであり、継続的な効果測

定が必要であると考える。さらに、今回はくまモンとい

う強力なコンテンツを持つ熊本県の事例であるために、

条件の異なる地域を対象とした検証をおこなう必要があ

ると考える 

 副次的な知見として、本実践は大学が地域活性化に貢

献でき、かつ学生への教育的効果が高い結果となったた

め、大学がオフライン・プロモーションの支援者となる

ための仕組みづくりについて検討していきたいと考える。 

 

【引用・参考文献】 

青木均, 2005，「インターネット通販と消費者の知覚リスク」,

『愛知学院大学経営研究所々報』Vol. 44‐1. pp. 69-82. 

恩蔵直人・ADK R3プロジェクト, 2011，『Ｒ3コミュニケー

ション』宣伝会議. 

辻本法子・石垣智徳, 2011,「インターネット販売における

地域産品の消費拡大に関する研究～お取り寄せグルメの実

証研究～」, 『地域活性研究』Vol. 2, pp. 141-151. 

辻本法子・石垣智徳, 2012,「商品の購買パターンと知覚リ

スクに関する研究-食品のネット購買と店舗購買の事例-」,

『南山経営研究』, vol. 27(2), pp. 215-235. 

辻本法子，2014，「観光土産のオンライン・リピート購買の

研究-熊本県水俣・芦北地区における実践的検証-」, 『地域

活性研究』Vol. 5, pp. 141-150. 

永松俊雄, 2012, 『環境被害のガバナンス』成文堂. 

和田充夫・恩蔵直人・三浦俊彦, 2012, 『マーケティング戦

略』第4版, 有斐閣. 

『平成 26 年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る

基盤整備（電子商取引に関する市場調査）』, 2015, 経済産

業省. 

182



地域に対する潜在的意識と顕在的意識の関係性	 

-潜在的ヴェイレンスと潜在的接近回避の差異ｰ	 

林	 靖人（信州大学）	 

Keyword：顕在的意識、潜在的意識、IAT	 

	 

【問題と研究目的】 
地域に対する態度や地域産品などの選好調査において

は、一般的に「リッカート・スケール」と呼ばれる心理

尺度法が用いられる。たとえば、「あなたは、地域に対し

て愛着を持っていますか」という質問に対して、「〔1〕全

くあてはまらない	 〜〔5〕とてもよくあてはまる」の 5

段階で回答する形式をとる1。	 

リッカート・スケールに対する回答の妥当性や信頼性は、

回答者が自身の意識に意図的にアクセスでき、それを正

しく表出させていることが前提となる。しかし、それは

必ずしも容易ではない。	 

例えば、林（2009）は、判断対象が自身に縁のある地域

産品の場合は、対象の絶対評価を高くしたり、一方で比

較対象を相対的に低く評価することがあることを指摘し

ている（例：リンゴの地域ブランドとしては全国的に青

森リンゴの評価が高いが、長野県民が評価をすると信州

リンゴの評価を高めると同時に、青森リンゴの評価を低

くする）。これは、普段あまり自覚していなくても地域（出

身地やゆかりのある地）が自らのアイデンティティ形成

に深く関わっており、その地域に対する低い評価が自尊

心の低下につながる恐れがあるためだと考えられる。	 

このように、地域に対する意識や産品の評価は、自身の

意識をスケールによって表出（顕在化）させる際に、謙

遜、照れ、見栄などの他に地域に対する「ひいき」や「偏

見」などの非意図的・潜在的な意識が働き、回答を歪め

る可能性が含まれている。したがって、より正確に地域

に対するイメージや態度を捉えるためには、①どのよう

な質問が潜在的意識による影響を受けやすいのか、②潜

在的意識の内容によって影響は異なるのかを明らかにし

ておくことが重要となる。	 

以上の議論に基づき、本研究では心理学研究等で用いら

れる「潜在連合テスト：IAT（Implicit	 Association	 Test）」

を用いて地域に対する潜在的意識の強さを測定し、その

強度が生鮮食品に対する関わり方やコミュニティ意識の

表出にどのような差異をもたらすのかを探索的に検討し

た。	 

                                                   
1	 心理検査等においては7段階や9段階等で答えることもあるが、一般的

なマーケティング・リサーチで用いられる場合は、4段階の強制選択か中

間（回答不可）を含んだ5段階スケールが一般的に用いられる。	 

【研究方法・研究内容】	 

IAT とは、Greenwald,	 McGhee,	 &	 Schwartz（1998）ら

によって開発され、近年の心理学分野における代表的な

潜在的連合の測定課題である。	 

IATでは図１で示す

ように、パソコンの

モニターに表示され

た概念のカテゴリ分

けをおこなう。具体

的には、中央に表示

される概念（例：「幸せ」）が、上方の左右に配置される

「良い」あるいは「悪い」のどちらに分類されるかを判

断する。幸せはポジティブな意味を含む概念であり、良

いカテゴリに含まれると判断することになる。実験参加

者はできるだけ早く、間違えないように回答するよう求

められる。	 

ただし、この際に重要となるのが「良い」と組み合わ

せ表示されている「福島」の存在である。これらがセッ

トで表示されているため、判断の際には「良い」と「福

島」の概念的結びつきに関する処理が入り込みカテゴリ

分類課題に影響を与える。すなわち、福島が良い概念と

結合していれば矛盾なく判断できるが、悪い概念と強く

結合している場合は、良い-福島が矛盾する情報表示のた

め判断が遅延する。良い-福島・悪い-福島の結びつきに

いずれかへの偏りがなければ判断時間に差は生じない。

このような判断時間の差分によって、特定の対象につい

て偏ったイメージ（≒ステレオタイプ）が形成されてい

るかどうかを被験者が直接的に意識しない状況で測定可

能になる。	 

なお、一般的なIATにおけるカテゴリは「ポジティブ	 /	 

ネガティブ」（ヴェイレンス）が用いられることが多い。

しかし、実際にヴェイレンスとの連合が見られたとして

も、それは一般的な知識としての連合か、あるいは個人

の感情を伴った連合なのかは判別できない。またヴェイ

レンスに対する潜在的知識連合があっても購買行動の動

機づけに結びついているかどうかには疑問が生じる。実

際、山中ら（2012）が女子学生の高脂肪食品に対する潜

在的知識連合を行った実験では、高脂肪食品に対してネ

図1：IATの実験画面	 

き込む形で支援者が増加していき情報発信がおこなわれ

た。さらに開催後に学生が自主的に報告書を作成し事業

者に提出するなど、実践的な教育での副次的効果が得ら

れた。 

 

(4）来場者（学内・学外）の変化 

学内の来場者に対して事後にアンケート調査をおこな

った結果、大学祭に来場した学生の水俣に対するイメー

ジに変化がみられ、くまモン来場の認知と、水俣産野菜

の消費意向に有意な関係がみられる結果となった（図表

5）。さらに、学外の来場者のインタビューでは、水俣産

野菜の認知度は低いが食べて見ると、味が良く今後機会

があれば購入したいとの回答がみられた。 

 

図表5 くまモンの来場認知と水俣産野菜の消費意向 

はい いいえ

度数 91 18

比率（％） 81.8 18.2

調整済み残差 2.2 -2.2

度数 16 10

比率（％） 61.5 38.5

調整済み残差 -2.2 2.2

大学祭のくま
モン来場を
知っていたか

水俣の農産品の消費意向

はい

いいえ

 

調整済み残差が絶対値で1.96を超える場合5％有意 

 

(5）オフライン・プロモーションがオンラインに与える

影響 

 オフライン・プロモーションが実施された 2014 年 11

月のもじょか堂のオンライン・ショップへのセッション

数（サイトへの訪問回数）は前年比146.4％増、ユニーク

ユーザー（測定期間中のサイトのユーザー数）は132.7％

増、ページビューは 234.4％増であった（図表 6）。セッ

ション数は、11月 10日に最大となっており、これは大学

ホームページのトップページに本プロモーションの告知

がでた日である（図表7）。 

さらに、もじょか堂の担当者が 11月 14日に、大学祭

の様子を face book に投稿したところ、インプレッショ

ンが1200を超え、11月単月では2番目の高さとなり、投

稿に対する「いいね！」の数も、他の投稿に比べると非

常に多い結果となった。 

その他の効果として、地元の人たちから「学生さんた

ちが販売してくれるのを見て、こっちまで嬉しくなった」

「もじょか堂すごい！頑張ってるね！」などの激励の声

が多く得られたとのことである。遠隔地でのオフライ

ン・プロモーションが地元でのプロモーション効果を生

じさせているとみなすことができる。 

図表6 オンライショップへの効果 

2014年11月 2013年11月 増減率

セッション数 2,607 1,058 146.4

ユーザー数 1,727 742 132.7

ページビュー 11,923 3,566 234.4  

もじょか堂提供のデータ 

 

図表7 セッション数の推移 

 

 

 

 

 

もじょか堂提供のデータ 

 

【今後の展開】 

今回の検証は一度かぎりのプロモーションにおけるも

のである。オンラインとオフラインのプロモーションは

本来継続的におこなわれるべきであり、継続的な効果測

定が必要であると考える。さらに、今回はくまモンとい

う強力なコンテンツを持つ熊本県の事例であるために、

条件の異なる地域を対象とした検証をおこなう必要があ

ると考える 

 副次的な知見として、本実践は大学が地域活性化に貢

献でき、かつ学生への教育的効果が高い結果となったた

め、大学がオフライン・プロモーションの支援者となる

ための仕組みづくりについて検討していきたいと考える。 
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ガティブな潜在連合を持つ一方で、行動としては潜在的

接近欲求を持っていることが示された。そこで、本研究

でも山中ら（2012）にならい、一般的な「ポジティブ	 /	 ネ

ガティブ」のカテゴリ分類課題に加え、「接近	 /	 回避」

カテゴリへの分類課題も設けて実験を行った。	 

	 

〇実験	 

[実験協力者]：大学教職員24名（男性13名/女性11名/

平均年齢37.3歳）。本実験では一般的な購買者を想定す

るため大学教職員を対象とした。	 

[実験刺激]：地域に関する顕在的意識の測定として地域

産品に関する評価として表1に示す「地域の生鮮食品関

与尺度」（林,2010）、及び地域に対する意識として表 2

に示す「コミュニティ意識尺度-短縮版」（石盛ら,2013）

を用いた。	 

	 

〔表1〕地域の生鮮食品関与尺度	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

〔表2〕コミュニティ意識尺度	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

[実験手続き]：実験は個別に実験室に案内して実施した。

参加者は実験概要についての説明を受けた後、最初に2

種類のIATテストを実施した。一つは感情（良い-悪い）

に関する潜在的連合条件であり、もう一つは行動（接近

-回避）に関する潜在的連合条件であった。IAT に用い

た実験刺激を表1に示す。本研究では、東日本大震災後

の原発事故から問題となっている東北の産品における

「風評被害」を想定し、評価対象を「東北」地方と対比

条件として「九州」地方に設定した。IAT 実験終了後、

参加者は地域生鮮食品関与尺度、コミュニティ意識尺度

等に回答をし、実験を終了した。	 

〔表3〕IATに用いた実験刺激リスト	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【結果】	 

はじめに、ヴェイレンスIATおよび接近回避IATの結

果を示す(表4,5)。	 

	 

〔表4〕ヴェイレンスIATのDスコア	 

	 

	 

	 

	 

〔表5〕接近回避IATのDスコア	 

	 

	 

	 

	 

IATの分析ではDスコアと呼ばれる反応時間から導き

だされた潜在連合の強さを示す指標が算出される。Dス

コアは 0 より大きくなればなるほど連合が強いことを

意味しており、本研究においてはDスコアが高いことは、

東北に対してネガティブな潜在意識および潜在的な回

避志向を持っていることを表すように設計した。	 

以下の分析では各潜在連合の高低により、地域生鮮食

品関与尺度、コミュニティ意識尺度の回答に差異が生じ

るのかを検討するため高群、低群にグループ分けを行っ

た。グループ間のDスコア差異を確認するため一元配置

の分散分析をおこなった結果、ヴェイレンスIAT、接近

回避 IAT ともに高群と低群の間に有意な得点差が見ら

れ、いずれも高群の方が D スコア高いことが示された

（ヴェイレンス：F(1,21)=55.1,	 p<.01	 接近回避：

F(1,21)=48.9,	 p<.01）。続いて、ヴェイレンスIATおよ

び接近回避IATの高低と地域生鮮食品関与尺度、コミュ

ニティ意識尺度の回答の関係性について分析を行った。	 

	 

〇ヴェイレンス IAT と地域生鮮食品関与	 

「関係保持」志向においてヴェイレンスIAT高群の得

点が有意に高くなる可能性(傾向差)が示された

関係保持志向
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（F(1,15)=3.22,p<.1）。すなわち、東北に対して潜在的

ネガティブ意識を持つ人ほど地域ブランドの選択に強

いこだわりを示す可能性が示された〔図2〕。	 

〇ヴェイレンス IAT とコミュニティ意識	 

「他者任せ」志向においてヴェイレンスIAT高群の得

点が有意に低いことが示された（F(1,15)=5.19,p<.05）。

すなわち、東北に対して潜在的ネガティブ意識を持つ人

ほど、地域の他人や行政頼みとするのを厭うことが示さ

れた〔図2〕。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

〔図2〕ヴェイレンスIATの高低と	 

地域生鮮食品関与、コミュニティ意識の得点	 

	 

〇接近回避 IAT と地域生鮮食品関与	 

IAT特定の低群と高群の間に、統計的に有意な差異は

見られなかった〔図3〕。	 

〇接近回避 IAT とコミュニティ意識	 

「自己同一化」志向において接近回避IAT高群の得点

が有意に高くなる可能性（傾向差）が示された

（F(1,15)=3.71,p<.１）。すなわち、東北に対して潜在

的回避意識を持つ人ほど、地域に強い愛着を感じ、自己

のアイデンティティを形成する一部としてとらえる可

能性が示された〔図3〕。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

〔図3〕接近回避IATの高低と	 

地域生鮮食品関与、コミュニティ意識の得点	 

	 

【考察】	 

本研究では、地域(東北地方)をケースとして、ヴェイレ

ンスと接近回避カテゴリの 2 条件による IAT を行い、潜

在的なネガティブ意識や回避志向が、地域生鮮食品関与

尺度やコミュニティ意識尺度の回答に与える影響を検討

おこなった。	 

実験結果からは、東北地方に潜在的ネガティブ感情を持

つ人ほど地域ブランドへの強いこだわりや他人任せを厭

うことが示された。他の項目と比較すると二つの下位項

目は地域への高い関心やコミットメントにつながるもの

である。このことから、地域産品へのコミットメントに

関する質問は、回答者の地域に対する潜在的な感情記憶

の影響を受けやすく、顕在的な質問紙による評価に歪み

が発生しやすい可能性があると考えられる。	 

一方、東北地方に対する潜在的回避志向を持つ人ほど現

在住んでいる地域に強い愛着を感じ、自己のアイデンテ

ィティを形成する一部としてとらえる可能性が示された。

このことから特定の地域に対して潜在的な回避志向は、

現在の地域に対する評価を高め、自分の居場所としての

肯定化を促進したり、内集団化する可能性が考えられる。	 

	 

【今後の課題】	 

本実験では試みとして東北地方(九州地方)をケースと

して扱った研究であり、結果の一般化においては課題が

残る。今後、他の地域を同様に用いても同様の結果が得

られるのか、あるいは現在の東北地方の特異な状況に限

定的なものなのかを検証する必要がある。	 

	 

	 

【引用文献】	 

〇	 Greenwald,	 A.	 G.,	 McGhee,	 D.E.,	 &	 Schwartz,	 J.	 L.	 
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与える影響”	 地域ブランド研究,	 5,	 53-87.	 
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我が国地方へのインバウンド誘致に関する研究

―長野県野沢温泉村を事例に―
桃井 謙祐（信州大学）

： インバウンド、おもてなし、地域文化

【目的】 
我が国の地方の活性化を図る上で、観光振興は大きな課

題であり、特に、国内観光客のみならず、近年急増しつつ

ある外国人観光客の地方への誘致は今後の大きな課題であ

る。しかしながら、外国人観光客の訪問先を見ると、東京

周辺や東京と関西を結ぶいわゆるゴールデンルート、国際

路線も充実しつつある北海道など一部の地域に偏っている

（例えば観光庁 ）。

今回、上記のような地域以外の地方への外国人観光客誘

致のあり方について考察を深めるべく、近年外国人観光客

が急増している野沢温泉村を事例として、外国人観光客の

実態に関する研究を行った。野沢温泉村は、スキーなどの

楽しめる観光地・ウィンターリゾート地としては長年に渡

る歴史はあるものの、ニセコや白馬といった、ゲレンデも

広大で、多種多様なコースを楽しめる外国人に人気のウィ

ンターリゾート地には及ばない点もあり、また、アクセス

も本年 月 日の北陸新幹線金沢開業による飯山駅への新

幹線延伸までは決して良好とは言い難かったが、近年外国

人観光客が急増してきている。本研究では、この野沢温泉

村を事例に、特に外国人観光客の多い冬季の動向を分析し、

それを通じ、今後の我が国地方へのインバウンド誘致への

示唆を得ることを目的としている。

【研究方法・研究内容】

我が国におけるインバウンド誘致が大きな課題となる

中で、前述のように、インバウンドの訪問地としては一

部の地域に大きく偏る中、地方へのインバウンド誘致に

おいては、地域間連携による情報発信力の強化や、従来

のゴールデンルート以外の新たな広域周遊ルートの形成

が重要な課題とも指摘されている（交通政策審議会観光

分科会 ）。 
他方、訪日外国人観光客も増えつつあるものの、今後、

我が国地方へのインバウンド誘致競争はますます活発に

なりつつあると考えられる。 
そのような中、我が国地方へのインバウンド誘致の成

功事例としては、まずニセコ地域の事例が大きく採り上

げられていたが、現在は、例えばウィンターリゾートに

おいても、白馬地域や野沢温泉村など、外国人観光客が

増えつつある地域は他にも出てきている。特に、日本の

ウィンターリゾートを楽しむ外国人観光客は、訪日経験

が増える中でニセコ以外の地域にも、白馬、そして野沢

温泉などへも足を運ぶようになるとも言われており、こ

れまで外国人観光客がそれほど訪れていなかった地域に

おける外国人観光客の訪問意図や訪問実態を分析するこ

とは、重要な課題であると言える。 
他方、我が国の地域におけるインバウンド誘致に関す

る研究は、近年出てきているものの、行政や観光協会等、

いわば供給者側・誘致側への調査に基づくものや、ある

いは全国規模などある程度広範囲での外国人観光客への

調査に基づくものが多く、実際にある特定の地方を訪問

する外国人観光客の訪問意図等を分析するといった言わ

ば需要者側への研究は、管見の限りそれほど見受けられ

ない。例えば、長野県におけるインバウンド観光の進展

について述べた研究としては金(2009)があるが、これも

前者の側の研究である。 
また、我が国の地方のウィンターリゾートにおけるイ

ンバウンド誘致に関する先行研究は、ニセコや白馬など

に関する研究は一部あるものの、外国人観光客の訪問意

図等を詳細に分析したものは少ない。例えば、眞田(2009)
は、白馬村のスキー場を訪れる外国人旅行者へのアンケ

ートも行っているが、彼らがなぜ白馬村を訪れたのか、

白馬村についてどのように評価しているか、などについ

ては分析を行っていない。 
野沢温泉村に関する研究についても、例えば外国人誘

致への取組みの事例紹介はあるものの（森(2011)）、実際

に外国人観光客を対象とした分析は見られない。 
このため、本研究においては、野沢温泉村を事例とし

て、特に外国人観光客がなぜウィンターリゾート地とし

て野沢温泉村を訪れたのか、訪問に当たっては他のどの

ウィンターリゾートと比較し、実際どのように評価して

いるか、などを明らかにすべく、実際に野沢温泉スキー

場及び温泉街において、外国人観光客を対象に、アンケ

ート及びインタビューを行った。これは、本年 月 ～

日、 ～ 日、 日の計 日間行い、有効回答数は

であった。回答者の属性は以下のとおりであった。

（なお、次節以下、ウィンターリゾート地としての野沢

温泉村を「野沢温泉」と表記することとする）

187



【図表１】回答者の年代

【図表２】回答者の出身国

【分析結果】

以下、今回実施したアンケート調査の結果を示す。

外国人観光客の野沢温泉来訪回数と訪日回数を調査し

たところ、野沢温泉を初めて訪れた者が 割強であった。

【図表３】回答者の野沢温泉来訪回数と訪日回数

野沢温泉

来訪回数

人数 割合 訪日

回数

人数 割合

以上 以上※

合計 合計

※一部、日本在住者を含む。

また、野沢温泉に来訪した外国人観光客の訪日回数を

調査したところ、初めての来日で野沢温泉を訪れた者が

割弱と来日回数別では最大の割合であり、二回目までの

訪日で訪れた者の合計は約 割と、比較的少ない訪日回

数で野沢温泉を訪れていることがわかる。

また、野沢温泉以外の我が国のスキー場への往訪経験

を調査したところ、ニセコや白馬など国内の他のウィン

ターリゾート地を訪れた経験のある者はそれほど多くな

く、せいぜい ％強にとどまっていた。

【図表４】回答者の野沢温泉以外の訪問経験のあるウィ

ンターリゾート地

また、今回の野沢温泉への滞在に当たり、他のどこの

ウィンターリゾート地と比較して決めたかについても、

国内の他の場所とはそれほど比較しておらず、むしろど

ことも比較せずに野沢温泉への滞在を決めた回答者が最

大多数であった。

【図表５】回答者の今回の野沢温泉滞在に当たり、それ

と比較したウィンターリゾート地

188



また、今回の訪日における野沢温泉以外の訪問先につ

いて調査したところ、野沢温泉以外のウィンターリゾー

ト地はほとんど挙がらず、東京・京都が多く、次いで野

沢温泉から日帰り圏内である地獄谷野猿公苑や長野市を

挙げる回答者が多かった。

【図表６】回答者の今回の訪日での野沢温泉以外の訪問

予定先

つまり、野沢温泉は、我が国で外国人に人気のニセコ

や白馬といったウィンターリゾート地と比べ、規模や立
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ーやスノーボードを楽しむならまず野沢温泉を目指す外

国人観光客が相当の割合に上っていた。

さらに、外国人観光客が野沢温泉をどのように知った

かについて調査したところ、下表のとおり、友人からの

口コミが圧倒的に多かった。

【図表７】回答者がどのようにして野沢温泉を知ったか

次いで、今回、野沢温泉を滞在先として決めた主な理

由について調査したところ、地元の文化、雪質、温泉が

多く挙げられ、スキー場のゲレンデがそれに続いた。

【図表８】回答者が今回野沢温泉を滞在先に選んだ主な

理由

他方、外国人観光客に、野沢温泉における各属性に関

し満足度調査を行ったところ、「大変満足した」要素とし

ては、下表のとおり、ホスピタリティや地元の文化、温

泉といった要素が、スキー場本来の要素である雪質やゲ

レンデを大幅に上回っていた。

【図表９】回答者が「大変満足した」と回答した野沢温

泉の各属性の割合
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文化や街の様子、温泉などと並んで、地元の人がフレン
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ドリーで助けになる、といった回答が多く聞かれたのが

印象的であった。

なお、こうした地元の人の旅館・商店などの従業員や

住民のホスピタリティや地元の文化、温泉などへの満足

度の高さもあってか、野沢温泉への再訪意図について調

査したところ、再訪したいとの回答が圧倒的に高かった。

【図表 】回答者の野沢温泉への再訪意図

【考察・今後の展開】

上記のように、野沢温泉は、ウィンターリゾート地と

しては、スキー場の規模などは既に外国人観光客を多数

集めているニセコ地域や白馬地域よりも小さく、またこ

れまでアクセスも決してよかったとは言えないものの、

主に口コミが広がることによって、まだ訪日経験の浅い

外国人観光客を多数惹きつけている。

冬季に野沢温泉を訪れる外国人観光客は、そこで感じ

られる伝統的な地域文化や、地元の人のホスピタリティ、

温泉の存在、歩いて周れる規模の小さい街の様子などに

独自の魅力を感じており、単にスキーやスノーボードと

いったウィンタースポーツを楽しむのみならず、日本ら

しい文化や地元の人との交流・おもてなし、温泉、街の

風情などを体験し、楽しみたい人を惹きつけている。

また、こうした野沢温泉ならではの場所感や独自の体

験が、野沢温泉を訪れた外国人観光客に高い満足度を感

じさせ、また訪れたいと思わせるとともに、友人への口

コミを誘発していた。

我が国でもニセコや白馬といったウィンターリゾート

地は、規模も大きく、いかに欧米のそれと競争しつつ世

界的なウィンターリゾート地に成長していくかといった

方向で変化してきているようにも思われるが、野沢温泉

では、ニセコや白馬などよりも小規模でありながら、歩

いて回れる程度の小さい温泉街、という特性を活かし、

日本らしさあるいはその地域独自の伝統文化を感じられ

たり、地元の人との交流を楽しめるといった、いわば欧

米のウィンターリゾート地とは異なる価値提案がなされ

ることで、外国人観光客を惹きつけていると言えよう。

また、インバウンド誘致においては地域間連携やルー

ト設定が重要とも言われるが、実際に野沢温泉を訪れる

外国人旅行者はそれほど周辺地域や観光ルートを意識せ

ず、滞在地としての魅力に惹かれ野沢温泉を訪れている。

このように、地方へのインバウンド誘致戦略としては、

滞在地としての独自性ある魅力を磨きつつ、長期滞在客

を飽きさせないような地域づくりをしていくといった意

味での周囲との緩やかな連携も考えられよう。また、日

本の他の地方でも、インバウンド誘致に当たっては、そ

の地の特徴を多面的に活かしそれを体感できる、独自性

のある場づくり・文化づくりも訴求ポイントとして重要

と考えられよう。

本研究から、①外国人は、規模やアクセス条件等で有

利な条件にあるとは言えない場所でも、地元の文化や地

元の人との交流なども活かした独自の場所感や体験的要

素があれば、今や初めての来日でも訪問するようになっ

ていること、②そうした遠隔地への来訪には、口コミが

大きな影響力を持ちうること、③雪質やゲレンデ等、ス

キー場の魅力のみならず、地域固有の文化や温泉街の存

在、地元民のおもてなしなどが外国人観光客に特別な経

験価値をもたし、それにより口コミが生まれ、他の国内

外のウィンターリゾート地とも差別化され集客につなが

っている、ことが明らかとなった。

今後、他のウィンターリゾート地との比較や、さらに

はこうしたウィンタースポーツを核としたツーリズム以

外の来訪形態との比較も行いつつ、外国人観光客の動向

をさらに分析し、地方へのインバウンド誘致に関する研

究成果の精緻化・一般化を考えていきたい。

【註】なお、本稿における事実関係の誤りがあれば、筆

者の責に帰するものである。
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地方老舗菓子店の競争戦略‐つるおか菓子処木村屋を事例として‐ 

〇藤科智海（山形大学）・新妻綾乃（株式会社デイリー・インフォメーション東北支社）・小沢亙（山形大学） 

Keyword： 競争戦略、戦略ストーリー、老舗菓子店 

 

【課題設定】 
菓子には、様々な役割がある。全国菓子工業組合連合会

（2015）によると、お菓子の役割として、食事の補いや疲

れの回復としての「栄養の補い」、気分転換や対話や休息の

仲立ちとしての「心の潤い」を与える役割があるという。

それ以外にも、行事のお祝いやお土産、贈答品として扱わ

れるコミュニケーションツールとして役割もある。例えば、

メッセージ性を持つ菓子は旅行のお土産や贈答需要を満た

すための商品として消費者に購入されコミュニケーション

ツールとしての役割を果たす。また、商品に地域性や地域

ブランドを連想させる要素を含ませることでその地域を効

果的に地域外へ発信し、印象付けることも可能である。 

 山形県鶴岡市には、1887年に創業し、現在では鶴岡市に

13店舗、酒田市に5店舗と、庄内地域に計18店舗を展開

する老舗菓子店「つるおか菓子処木村屋」がある。同菓子

店は 1957 年から出羽三山の１つである羽黒山の重要文化

財をモチーフとした土産菓子「古鏡」を製造、販売してい

る。「古鏡」は、現在では鶴岡を代表する土産菓子として、

地域住民だけでなく観光客にも人気の銘菓となり、山形の

土産物として仙台や東京にも取扱店を構えている。地方老

舗菓子店の存在は、地域の雇用を創出するとともに、地域

の魅力を効果的に発信するという意味で、地域経済の活性

化に影響を与えている。本研究では、地方老舗菓子店であ

る木村屋に着目し、その競争戦略を解明する。 

 

【研究方法】 

 楠木（2010）によると、競争戦略とは、「違いをつくっ

て、つなげること」であるという。競争の中で業界平均

水準以上の利益を上げることができるとしたら、それは

競争他社との何らかの「違い」があるからであり、これ

が戦略の第1の本質であるという。「違い」にはポジショ

ニングと組織能力という 2 つの切り口がある。そして、

もう 1 つの戦略の本質は「つながり」であるという。個

別の違いをバラバラに打ち出すだけでは戦略にはならず、

それらがつながり、組み合わさり、相互に作用する中で

長期利益が実現されると説明する。ストーリーとしての

競争戦略は、「違い」と「つながり」という2つの戦略の

本質のうち、後者に軸足が置かれている。 

楠木（2010）によると、実際に、ビジネスの文脈でス

トーリーを組み立てるときに柱となるのは、利益創出の

最終的な論理としての競争優位（Competitive Advantage）、

本質的な顧客価値の定義としてのコンセプト（Concept）、

競合他社との「違い」としてのポジショニングと組織能

力の構成要素（Components）、独自性と一貫性の源泉とな

る中核的な構成要素としてのクリティカル・コア

（Critical Core）、構成要素をつなぐ因果論理としての

一貫性（Consistency）であるという。これを戦略ストー

リーの5Cという。 

 本稿では、木村屋 4 代目社長の吉野隆一氏と各店舗の

店長への聞き取り調査を行い、木村屋の戦略ストーリー

を明らかにする。菓子製造業の競争戦略を検討した研究

としては、中小菓子製造業のOEMをVRIO分析のフレーム

ワークを活用して分析した山本（2010）、地方菓子企業の

全国進出の戦略を分析した内海（2013）、京菓子の老舗企

業「末富」のデザインイノベーションを分析した入澤・

長沢（2012）、老舗ブランド「虎屋」を技術経営という視

点から分析した長沢・染谷（2007）、北海道の製菓産業を

産業クラスター形成という視点から分析した森嶋（2009）

などがあるが、いずれの研究も戦略ストーリーの概念を

用いた研究ではない。戦略ストーリーの概念を利用した

研究としては、農業における環境・エネルギー戦略スト

ーリーを明らかにした家串（2011）の研究が存在するく

らいである。 

 

【調査･分析結果】 

①木村屋の店舗配置 

図1は、2014年12月現在の鶴岡市内の木村屋の店舗配

置を示したものである。市内中心部にS-MALL店、花梨亭、

本店、中央店、銀座店の5店舗が半径1キロ圏内に配置

されている。本店、銀座店、中央店、花梨亭、鶴岡南店、

望店は直営店であり、鶴岡こぴあ店、切添生協店、千石

生協店、大山生協店、あおやぎ生協店は生協のテナント

として入っている店舗である。S-MALL にテナントとして

入っている店舗はS-MALL店となり、それらに加えて2012

年にファクトリーストアが新設された。 

ドリーで助けになる、といった回答が多く聞かれたのが

印象的であった。

なお、こうした地元の人の旅館・商店などの従業員や
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度の高さもあってか、野沢温泉への再訪意図について調
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集めているニセコ地域や白馬地域よりも小さく、またこ

れまでアクセスも決してよかったとは言えないものの、

主に口コミが広がることによって、まだ訪日経験の浅い

外国人観光客を多数惹きつけている。

冬季に野沢温泉を訪れる外国人観光客は、そこで感じ

られる伝統的な地域文化や、地元の人のホスピタリティ、

温泉の存在、歩いて周れる規模の小さい街の様子などに

独自の魅力を感じており、単にスキーやスノーボードと

いったウィンタースポーツを楽しむのみならず、日本ら

しい文化や地元の人との交流・おもてなし、温泉、街の

風情などを体験し、楽しみたい人を惹きつけている。

また、こうした野沢温泉ならではの場所感や独自の体

験が、野沢温泉を訪れた外国人観光客に高い満足度を感

じさせ、また訪れたいと思わせるとともに、友人への口

コミを誘発していた。

我が国でもニセコや白馬といったウィンターリゾート

地は、規模も大きく、いかに欧米のそれと競争しつつ世

界的なウィンターリゾート地に成長していくかといった

方向で変化してきているようにも思われるが、野沢温泉

では、ニセコや白馬などよりも小規模でありながら、歩

いて回れる程度の小さい温泉街、という特性を活かし、

日本らしさあるいはその地域独自の伝統文化を感じられ

たり、地元の人との交流を楽しめるといった、いわば欧

米のウィンターリゾート地とは異なる価値提案がなされ

ることで、外国人観光客を惹きつけていると言えよう。

また、インバウンド誘致においては地域間連携やルー

ト設定が重要とも言われるが、実際に野沢温泉を訪れる

外国人旅行者はそれほど周辺地域や観光ルートを意識せ

ず、滞在地としての魅力に惹かれ野沢温泉を訪れている。

このように、地方へのインバウンド誘致戦略としては、

滞在地としての独自性ある魅力を磨きつつ、長期滞在客

を飽きさせないような地域づくりをしていくといった意

味での周囲との緩やかな連携も考えられよう。また、日

本の他の地方でも、インバウンド誘致に当たっては、そ

の地の特徴を多面的に活かしそれを体感できる、独自性

のある場づくり・文化づくりも訴求ポイントとして重要

と考えられよう。

本研究から、①外国人は、規模やアクセス条件等で有

利な条件にあるとは言えない場所でも、地元の文化や地

元の人との交流なども活かした独自の場所感や体験的要

素があれば、今や初めての来日でも訪問するようになっ

ていること、②そうした遠隔地への来訪には、口コミが

大きな影響力を持ちうること、③雪質やゲレンデ等、ス

キー場の魅力のみならず、地域固有の文化や温泉街の存

在、地元民のおもてなしなどが外国人観光客に特別な経

験価値をもたし、それにより口コミが生まれ、他の国内

外のウィンターリゾート地とも差別化され集客につなが

っている、ことが明らかとなった。

今後、他のウィンターリゾート地との比較や、さらに

はこうしたウィンタースポーツを核としたツーリズム以

外の来訪形態との比較も行いつつ、外国人観光客の動向

をさらに分析し、地方へのインバウンド誘致に関する研

究成果の精緻化・一般化を考えていきたい。

【註】なお、本稿における事実関係の誤りがあれば、筆

者の責に帰するものである。
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図1 鶴岡市内の木村屋の店舗位置 

 

②木村屋18店舗の特徴 

「つるおか菓子処木村屋」が持つ機能を店舗単位で把

握するために、2014年10月～12月、木村屋全18店舗の

店長に聞き取り調査を行った。調査の際に特に意識した

のは、「まちの菓子店としての機能」と「地域の土産屋と

しての機能」のどちらの機能を各店舗が持ち合わせてい

るかという点である。 

「まちの菓子店としての機能」を持つ店舗とは、店舗

に来店した客が選択する商品が自分で消費するためのも

のであったり、商品を購入する仕方が和菓子やケーキを1

個や 2 個と少量である場合が多い店舗である。また、来

店客と店舗にいる従業員とのコミュニケーションが多く、

世間話をするなど、商品の販売・購入の関係を越えた、

人と人とのつながりを多く持っている。 

一方、「地域の土産屋としての機能」を持つ店舗とは、

店舗に来店した客が選択する商品が自分で消費するもの

ではなく、自分以外の誰かに渡す贈答用や土産用の商品

である場合が多い店舗である。また、観光客の来店の頻

度が高く、銘菓の詰め合わせなどまとまった数の商品を

購入する顧客が多い店舗である。 

以下に示す質問を基準に分類する。まず、中心的な客

層の年齢、観光客が来店する店舗なのかどうか、地域住

民は常連かどうかなどを質問した。これによって観光客

の来店がない場合、その店舗は「まちの菓子店としての

機能」を果たしている店舗であるといえる。また、店長

に「お土産として販売する商品と地域住民向けに販売す

る商品、どちらが多く売れるか？」と聞き、各店舗が「ま

ちの菓子店としての機能」を強く持っているのか「地域

の土産屋としての機能」を強く持っているのか、あるい

はどちらの機能も持っているのか、店長の認識を伺った。

この質問の回答はどちらの機能を持つ店舗なのかを定め

る重要な基準となるが、先の客層の中心に対する質問の

回答が地域住民で、よく売れる商品に土産物が回答され

た場合、それは地域住民が地域外に出かける際に、土産

用として商品を購入している可能性もある。次に、平日

と休日に分けて来店客数の概数を質問し、平日と休日で

どの程度来店客数の違いがあるのかを把握した。これに

よって、平日に休日よりも多く客が来ている場合、日常

の菓子やパンの購入が主に行われていると考える事がで

き、地域住民の来店が多いといえる。しかし、休日に平

日よりも多く客が来ているから観光客の来店が多いとは

必ずしも全ての店舗が当てはまるとはいえない。したが

って、平日よりも休日の来店数が多い店舗に関して、銘

菓・パン・和菓子・ケーキの売れる個数において、銘菓

の割合をパン・和菓子・ケーキがどれほど上回っている

かで考えた。この基準は来店客数が平日と休日でほとん

ど変わらない店舗においてもあてはめた。 

以上の基準で、各店舗が「まちの菓子店としての機能」

を持つ店舗なのか、「地域の土産屋としての機能」を持つ

店舗なのかを分類したところ、表1のようになった。 

 

表1 各店舗が持つ機能 

銀座店 中央店 鶴岡南店
望店 鶴岡こぴあ店 切添生協店
千石生協店 あおやぎ生協店 大山生協店
新橋店 高見台店 酒田こぴあ店
なかのくち店

木村屋本店 亀ヶ崎店

花梨亭 S=MALL店 ファクトリーストア

まちの菓子店としての機能

地域の土産屋としての機能

まちの菓子店と地域の土産屋の両方の機能

 
 

③木村屋の戦略ストーリー 

戦略ストーリーの5Cに着目して木村屋の戦略ストーリ

ーを考察する。まずは木村屋の意図する競争優位、すな

わち利益創出の最終的な論理である。企業が持続的に利

益を出すことができるとしたら、競合他社よりもWTP(顧

客が支払いたいと思う水準価格）が高いか、コストが安

いかしかない。木村屋が意図した最終的な競争優位はWTP

の増大にあると考えられる。 

WTP の増大という競争優位の背景にあるのは木村屋の

「地域を代表する菓子店」というコンセプトである。従

来の菓子店は、土産菓子を取り扱っていれば、地域住民

が自分用に購入するようなばら売りの焼き菓子や和菓子

などを数多くそろえることはほとんどなく、逆に、地域
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住民が自分用に購入するようなばら売りの菓子を取り扱

う場合は、土産菓子の商品がほとんどない。鶴岡市内の

菓子店の数店舗に訪れた際もそのような現状が確認でき

ている。これに対して木村屋は「古鏡」を筆頭に観光客

や地域住民が土産用に購入していくような菓子を数多く

そろえ、同時に地域住民が自分用に購入していくばら売

りの菓子の商品数も多い。季節ごとにケーキや和菓子の

商品ラインナップを変え、地域住民に飽きさせない工夫

をしている。このように木村屋は土産菓子と地域住民の

日常用の菓子を同時に取り扱い、観光客にも地域住民に

も木村屋の菓子を認識してもらうことによって、「地域を

代表する菓子店」という存在を確立したといえる。これ

が戦略ストーリーの主軸となる論理である。 

木村屋の戦略ストーリーを整理したものが図2である。

木村屋が「地域企業としての役割」「まちの菓子店として

の役割」「地域のお土産屋としての役割」の3つの役割を

持っていることが図示されている。この3つの役割は、「地

域を代表する菓子店」というコンセプトにも沿ったもの

であり、それぞれ多くの構成要素から成り立っている。 

地域企業として木村屋は、地域内の雇用を重視し、18

店舗における店舗運営や購買行動は一定の経済効果を持

つ。また、「鶴岡産の農産物を鶴岡で加工し鶴岡外に販売

する」という吉野隆一氏が考える地域企業像を基に、鶴

岡の企業とコラボレーションを行っている。 

地域の土産屋としての木村屋は、菓子に他とは異なる

技術や情報、ストーリー性を載せることで木村屋のブラ

ンド化を図り、地域色を強めた菓子の製造販売に取り組

んでいる。それを可能としているのは木村屋の自社生産

主義である。木村屋の戦略ストーリーにおいて、自社生

産主義とつながる矢印は多い。地元産の生産物を使用し

た菓子や創業以来積み重ねたノウハウを活かした店独自

の製法で作られた商品、また、鶴岡や酒田の菓子文化の

違いに対応し、饅頭の中の餡を変えるなど、ニーズに合

わせた商品の提供を行っている。これにより鶴岡に長ら

く存在する菓子店のアイデンティティを維持し、地域住

民にとって信頼できる菓子店としての価値を高めている。 

まちの菓子店としての木村屋は、自社生産主義と多く

の店舗展開で地域に密着した経営を行っている。木村屋

の多くの店舗展開は地域住民に来店しやすい環境を与え

ている。また、店舗が複数存在することで、木村屋を認

識するきっかけを増やし、プロモーション機能を発揮し

ているといえる。 

18 店舗それぞれの従業員も魅力的である。聞き取り調

査で、接客で大切にしていることを質問した際に、各店

長が明確なビジョンを持って接客に取り組んでいること

が見て取れた。特に、「まちの菓子店としての機能」を強

く持った店舗に関しては、常連客の顔を覚えたり、常に

世間話の話題を持っていたりと、来店客に対する歩み寄

りが強い。そのような些細なことから来店客との信頼関

係を築き、「この店（人）から商品を買いたい」と思って

もらえるように努力をしている店長が多かった。このよ

うにまちの菓子店としての木村屋は自社生産主義と多く

の店舗展開の強みを活かし、地域に密着した販売活動を

行っている。 

以上のことから木村屋は「地域を代表する菓子店」と

いうコンセプトの基、地域企業、まちの菓子店、地域の

土産屋としての機能を各所で発揮しているといえる。 

次に、クリティカル・コアについて検討する。図 2 を

見ると、自社生産主義が他の構成要素と多くのつながり

を持っていることが示されている。木村屋は自社生産主

義を全うすることで、上記のような多くの構成要素への

パスを可能にしている。また、多店舗展開も他の構成要

素と多くのつながりを持っている。1日当たりの来店数は

20人台から200人と店舗によってかなり差があり、売上

にも影響があると予想できるが、テナントとして入って

いた施設自体が撤退しない限り木村屋は閉店しない。新

しい店を開店させるたびに木村屋の店舗は増えている。

売り上げが良い店舗を残し、そうではない店舗を撤退さ

せることは企業経営の観点から合理的な判断だといえ、

店舗配置から考えても、多くの店舗が鶴岡駅前に集中し

ていて、ターゲット顧客が重なってしまっていることが

予想される。したがって木村屋における店舗展開は一見

して非合理である。しかし、この多店舗はそれぞれ異な

る機能を持ち、地域住民もそれを理解して使い分けてい

るのが現状である。本店、銀座店、中央店、花梨亭、S-MALL

店の 5店舗は半径1㎞圏内に存在しているが、本店には

観光客が多く、中央店はパンを求めて来店する地域住民

の客が多いことや、S-MALL 店に来店する客層の年代は若

く、花梨亭に来店する客は年配が多いなど、それぞれ店

舗によって客層や客が木村屋に求めている商品が異なる。 

これら 2 つの構成要素は「それだけで見ると一見して

非合理だけれども、ストーリー全体の文脈では強力な合

理性を持つ」というクリティカル・コアの条件に当ては

まり、最終的に知名度や付加価値の増加や地域に密着し

た営業をすることに関連している。 

以上のことから木村屋は「地域企業」「まちの菓子店」
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「地域の土産屋」としての機能を「地域を代表する菓子

店」というコンセプトのもと全うし、WTP（顧客が支払い

たいと思う水準価格）を増大させ、持続的な利益を得る

ことを可能にしている。 

 

【まとめ】 

 以上より、木村屋の競争戦略は、「地域を代表する菓子

店として多機能を保持し、その機能を高め続けること。

また木村屋独自の価値を探り、その価値を提供し続ける

こと」である。木村屋には創業から積み重ねてきた価値

がある。しかし、その価値に満足せず、常に進み続ける

ことが重要であり、それには他店とは異なる価値での挑

戦が必要である。したがって、木村屋から学ぶ地方老舗

菓子店の競争戦略は、「地域の菓子店として消費者のニー

ズを理解し、大手菓子メーカーやコンビニエンスストア

などとは異なる多くの機能を身に付け、その機能を高め

続けること。また、地方の老舗菓子店だからできること

を探り続け、その価値を提供し続けること」である。 
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図2 つるおか菓子処木村屋の戦略ストーリー 
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東京オリンピックに向けた官民連携による観光産業活性化

岩本隆（慶應義塾大学）、桑島浩彰、加瀬洋、加賀裕也、藤村慎也（青山社中株式会社）

： 観光産業、官民連携、東京オリンピック

【問題・目的・背景】 
観光は、日本の力強い経済を取り戻すための極めて重要

な成長分野であり、表 に示すように、 数年前より日本

政府は観光立国の実現に向けさまざまな取組を行ってきた

。

表 ．観光立国の実現に向けた日本政府の取組

2003年4月 ビジット・ジャパン事業開始

2006年12月 観光立国推進基本法が成立

2007年6月 観光立国推進基本計画を閣議決定

2008年10月 観光庁設置

2012年3月 観光立国推進基本計画を閣議決定

2013年1月 国土交通省観光立国推進本部を開始

2013年3月 観光立国推進閣僚会議を開始

2013年4月
「国土交通省観光立国推進本部とりまとめ」
を公表

2013年6月
「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」を
とりまとめ
「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」を閣議決定

2014年6月
「「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦」を
閣議決定

年 月に日本政府により「ビジット・ジャパン事業」

が開始され、観光立国の実現に向けた取り組みが本格化し

た。その後、 年 月の「観光立国推進基本法」の成

立、 年 月の「観光立国推進基本計画」の閣議決定、

年 月の観光庁設置等の施策を経て、 年 月に

は、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」がと

りまとめられ、「日本再興戦略 」が閣議決

定された。

「日本再興戦略 」は 年 月に改訂

され、「「日本再興戦略」改訂 未来への挑戦 」が閣議

決定 された。「「日本再興戦略」改訂 未来への挑戦

」では、 年の訪日外国人旅行者数を 万人超に

するという目標を掲げているが、 年の訪日外国人旅行

者数が 万人であることを鑑みるとかなり高い目標で

あり、この目標を達成するには官民が連携してドラスティ

ックなアクションを取る必要がある。

一方で、図 に示すように第 位のフランスは日本の約

倍の年間 万人の外国人旅行者を受け入れており

、 年 万人超の外国人旅行者を受け入れる目

標は、海外の国との比較から考えると必ずしも高い目標で

はなく実現可能な数字とも言える。

図 ．各国の 年の外国人旅行者受入数上位 ヶ国

年 月、 年夏季オリンピックの開催都市が東京

に決定し、 年の東京オリンピックに向けての盛り上が

りと連動したドラスティックなアクションが取れる環境が

整った。この絶好の機会を活用し、 年 万人の訪

日外国人旅行者達成に向けて、観光産業を一気に活性化し

たいところである。観光産業活性化に対しては課題山積で

あるが、 年までに取れるアクションは時間的に限定的

であるため、課題を優先順位付けし、着実に実行をするこ

とが重要である。

本研究では、東京オリンピックに向けた観光産業活性化

のために、政策課題を含め、実行すべき課題を体系的にま

とめあげた。

【研究方法・研究内容】

図 1 に本研究のアプローチを示す。まず最初に、公表

されている観光政策から、政策実行における課題を抽出

し、課題解決の仮説出しを行った。その後、観光産業に
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関わる有識者とのディスカッションを繰り返すことで仮

説の検証を行った。有識者は、旅行代理店、不動産、交

通機関、ホテル・旅館事業者などの企業のキーパーソン

の方々である。ディスカッションは、「仮説に対するブレ

インストーミング」→「ブレインストーミング結果の整

理」→「仮説の再構築」→「焦点を絞ってブレインスト

ーミング」という流れで、仮説に関係する分野のキーパ

ーソンと行った。そして、ディスカッションした結果を

構造的に整理し、ディスカッションに加わった観光産業

の有識者と共有し、まとめあげた。

 
図 ．本研究のアプローチ

【研究・調査･分析結果】

年 月 日に、国土交通大臣が本部長となり、関

係省庁および民間団体・企業が参加している「ビジット・

ジャパン・キャンペーン実施本部」が発足し、 年ま

でに年間で 万人の外国人が訪日することを目標と

して取組が開始された。しかし、 年の年間訪日外国

人数は 万人にとどまり目標は未達だった 。

目標が未達だった原因を分析したところ、以下の 点

が主な原因であるとの結論に至った。

 プロモーション効果発現にタイムラグがあった。

 国内の受け入れ環境の整備が遅れた。

 プロモーションの戦略・体制が不十分であった。

現在、訪日外国人数の目標を、 年までに 万

人、 年までに 万人と掲げている が、これま

でと同じスピード感、アクティビティの規模感では目標

の達成は困難であり、目標達成のためには官民が連携し

てドラスティックなアクションを取る必要がある。

年に向けた観光産業活性化のための課題を、「訴求

力」、「魅力度」、「安心感」の つの視点で分析した。図

に各視点で重要要素および大論点を示す。

図 ．観光産業活性化のための大論点

図 に示す各重要要素について、「影響力の大きさ」と

「 年までに実行可能性」の つの切り口で優先度の

高いアクションを絞り込んだところ、図 に示す つの

アクションが抽出された。

図 ．観光産業活性化のために

優先度の高いアクション

「訴求力」の視点では「①ジャパンポータルサイトの

構築」、「②観光案内機能の強化」、「魅力度」の視点では

「③コンテンツの充実」、「安心感」のインフラの要素で

は「④交通インフラの整備」、「➄ 受け入れ体制の強

化」、「➅宿泊施設等のネットインフラの強化」、「安心感」

の認証制度の要素では「⑦ツアーオペレータの認証制度」、

「⑧ホテルの公的ランキングの導入」である。以下、

つのアクションについての提言を示す。

① ジャパンポータルサイトの構築

民間運営のポータルサイトは既にいくつか存在はする

が、外国人にとっては、ワンストップで情報が収集でき

196



るわかりやすさが重要であり、公的なポータルサイトを

構築してオールジャパンでの情報発信をする。

② 観光案内機能の強化

インターネットでの情報収集に加え、リアルな観光案

内がさまざまな場所で受けられることも重要である。加

えて、多言語対応をすることも重要であり翻訳機能等を

導入して、どの国の訪日客にも対応できるようにする。

③ コンテンツの充実

観光産業活性化にとっても最も重要なポイントである

が、コンテンツを充実させることである。ニューヨーク、

ロンドン、パリ、香港、シンガポールなど海外の大都市

と比較すると、東京は夜のエンターテイメントが極端に

少ない。従って、ナイトツアーや公共施設開放等を行う

ことで、旅行者が楽しめるアクティビティを強化する必

要がある。

具体的には、歌舞伎座や、東京駅の丸の内側や、博物

館、上野動物園などで夜のイベントを企画するなどを行

う。 年 月 日に、自由民主党に「歌舞伎振興議員

連盟」が設立され、東京オリンピックに向けて世界に歌

舞伎をアピールする活動が開始された が、外国人旅行

者に魅力的なコンテンツが提供されることを期待したい

ところである。

④ 交通インフラの整備

ニューヨークでは地下鉄が 時間運行されているが、

夜のエンターテイメントを安心して楽しみためには、交

通手段がいつでも利用できることが重要である。

年 月 日に東京都交通局により渋谷駅 六本木

駅間で都営バスの 時間運行を試験的に開始したが、コ

ンテンツの拡充状況と連携しながら、少なくともコンテ

ンツを楽しむ訪日客が安心してホテルに戻れるよう本格

的に検討すべきである。

⑤ 受け入れ体制の強化

（ 、 、 、

）は外国人旅行者誘致の重要手段の一

つであり、東京オリンピックに向けて 受け入れは

益々活発化するであろうが、会議場、ホテル、交通イン

フラ、オペレーションのための組織・人材などのさまざ

まな要素が連動した受け入れ体制を強化する。

⑥ 宿泊施設等のネットインフラの強化

外国人観光客向けの が整備されていない点は従

前から大きな課題となっていた。この点は総務省や民間

企業も 整備の取組を開始したが、スピード感をも

って進めることが重要である。

⑦ ツアーオペレータの認証制度

日本は、欧米諸国に比べて、ツアーオペレータの認証

制度が不十分であり、ツアーオペレータの地位が低く、

平均給与も低い。旅行代理業の利益率が高まらないのも、

旅行の付加価値に対応した価格をつけられないためであ

る。ツアーオペレータの付加価値を明確にし、価格に転

嫁できるようにするためにも、欧米並みの認証制度を作

ることが重要である。

⑧ ホテルの公的ランキングの導入

レストランには、ミシュラン社が出版しているミシュ

ランガイドという仕組みがある。レストランを星印によ

って評価し、星の数の多いレストランは高級レストラン

と認識され、星に応じた価格付けが可能となる 。

ミシュランガイドについては、日本でも 年 月

に「東京 」が発売されたのを皮切りに出版されるよ

うになったが、ホテル等の宿泊施設については、世の中

に広く認知されたランキングは存在しない。宿泊施設に

ついてもツアーオペレータと同様、付加価値を適正に価

格に転嫁できる仕組みを作るべきである。

【考察・今後の展開】

本研究において、 年の東京オリンピックまでに実

行可能で、かつ、影響力の大きいアクションを つ抽出

した。断片的には、政府も民間企業もこれら つのアク

ションに関連したアクションを実行し始めたが、重要な

のは、官と民が「ばらばらに」、「断片的に」アクション

を取るのではなく、官民連携して全体最適を常に意識し

ながら進めることである。具体的には つのアクション

を進める上で以下のポイントを押さえることが重要であ

る。

 全体をプロデュースする組織・人材を配置し、全体

像を掌握し、全体最適を常に心がける。

 課題とアクションの優先順位を常に考え、優先順位

の高いアクションに集中的に取り組む。

 各アクションは連関しており、連関を意識して

関わる有識者とのディスカッションを繰り返すことで仮

説の検証を行った。有識者は、旅行代理店、不動産、交

通機関、ホテル・旅館事業者などの企業のキーパーソン

の方々である。ディスカッションは、「仮説に対するブレ

インストーミング」→「ブレインストーミング結果の整
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ーミング」という流れで、仮説に関係する分野のキーパ

ーソンと行った。そして、ディスカッションした結果を

構造的に整理し、ディスカッションに加わった観光産業
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構築」、「②観光案内機能の強化」、「魅力度」の視点では

「③コンテンツの充実」、「安心感」のインフラの要素で

は「④交通インフラの整備」、「➄ 受け入れ体制の強

化」、「➅宿泊施設等のネットインフラの強化」、「安心感」

の認証制度の要素では「⑦ツアーオペレータの認証制度」、

「⑧ホテルの公的ランキングの導入」である。以下、

つのアクションについての提言を示す。

① ジャパンポータルサイトの構築

民間運営のポータルサイトは既にいくつか存在はする

が、外国人にとっては、ワンストップで情報が収集でき
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（ 、 、 、 ）を回す。

官民連携においては、官側がリーダーシップを取り、

“お上”にの間に民側が追随するあり方ではなく、官側、

民側が対等な関係で連携する、つまり、ビジネス・ガバ

メント・リレーションズをうまく作ることが重要である

。

観光産業活性化にはビジネスの視点が不可欠であり、

ビジネスが活性化するにはどうすべきかを民側からも提

言し、官側は、単に「広く」、「公平に」政策を作ること

に重点を置くのではなく、ビジネスが活性化することに

よって結果的に世の中に広く寄与するという考え方で官

民連携を進めていくべきである。
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地域産業における研究開発活動とイノベーション創出に関する定量的分析

佐藤 充（法政大学大学院）

： 地域イノベーション、ＴＦＰ、地域製造業

【はじめに】 
我が国の地域経済では、地域産業の競争優位性を高める

ために、地域イノベーションの実現が、重要な政策課題と

なっている。政府は、2000年代以降、地域クラスターの形

成や産学連携事業の推進を展開してきた。経済産業省は「産

業クラスター計画」（2001年～09年）を、文部科学省は「知

的クラスター創成事業・「都市エリア産官学連携事業」

（2002年～09年）をそれぞれ推進した 1。 
近年の地域産業に関する先行研究をみると、地域イノベ

ーションに関心が寄せられ、その条件や政策的な枠組みが

検討される。これらの論考では、地域スケールでのイノベ

ーション創出に、諸アクター間での知識・情報に関する相

互作用が大きく寄与すると指摘されている。つまり、多様

な知識ストックとその活発なフローが、地域イノベーショ

ンの実現において、重要な役割を果たすのである。 
イノベーションの経済的効果は、全要素生産性（TFP：

Total Factories Productivity）の計測することにより捉え

られる。これは、経済成長への「資本」と「労働」の寄与

以外の残差として推計される値であり、イノベーションの

代表的なアウトカム指標として用いられる。そして、TFP
は、直接的な要素と間接的な要素に分けられる。前者には、

研究開発投資、知識ストック、技術のスピルオーバーが、

後者には、規模の経済性、学習効果、産業構造の変化、外

部経済などが挙げられる。2 
地域レベルにおけるイノベーションの経済的分析では、

地域経済の実態と構造に関する分析が進められ、主に地域

間格差が議論される。財務省財務総合政策研究所（2002）
は、都道府県別のTFPと経済成長を分析し、地域間格差が

産業構造に起因する点を指摘した。総務省情報通信政策研

究所（2008）も、各都道府県の TFP の相違が拡大してい

ることを確認し、企業及び地域の ICT利用率が影響を与え

ている点を明らかにした。その一方で、大塚（2005）は、

地域製造業を対象としてTFP水準を計測し、その格差が地

域固有の水準に収束しているという結果を得た。 
これまでのところ、地域イノベーションの創出に研究

開発活動が与える効果に関する実証的な分析は少ない。

辻（2004）は、研究資源、都市機能、集積効果といった

立地環境が、都道府県別製造業のTFPに有意に寄与する

点を明らかにした。しかし、三橋（2010）は、都道府県

単位のTFPと地域の科学技術活動を分析したものの、明

確な関係性を見出すには至らなかった。 
そこで、本研究は、地域イノベーションの創出を定量

的に把握し、地域での研究開発活動との関係性を分析す

る。特に、地域経済の成長を牽引する製造業に注目し、

まず、全国と地域別の TFP 水準及び成長率を計測する。

その上で、地域における研究開発活動とTFP成長率との

関係を検証することとしたい。 

【研究方法】

1 TFPの計測方法 
本研究では、文部科学省科学技術政策研究所（2009）

と同じく、Good et al（1997）の手法を用いて、都道府

県間かつ時系列で、比較可能な TFP 水準を（1）式に基

づき計測した。 
 

ln𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 = (ln𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗  − ln𝑌𝑌𝑗𝑗) + ∑(ln𝑌𝑌𝑠𝑠 − ln𝑌𝑌𝑠𝑠−1)
𝑗𝑗
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− [∑ 1
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(𝑆𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗)(ln𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗)

+ ∑ ∑ 1
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𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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(𝑆𝑆𝑖𝑖𝑠𝑠 + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑠𝑠−1)(ln𝑋𝑋𝑖𝑖𝑠𝑠 − ln𝑋𝑋𝑖𝑖𝑠𝑠−1)] 

（1） 
 
算出式で、TFPjtは t期における地域 jのTFP水準を、

Yjtは t 期における地域 j の総産出量を、Xijtは生産要素 i
の投入量を、Sijtは生産要素 i のコストシェアをそれぞれ

表す。また、各記号の上付の傍線は各変数の地域間平均

値を表している。TFP 成長率は、この TFP 水準の伸び

率を計算したものである。また、1998 年から 2007 年ま

でを観測期間とした。 
 
2 データ 

TFPの計測では、独立行政法人経済産業研究所の『都

道府県別産業生産性データベース（R‐JIP）』を用いた。

総産出量は「都道府県別実質付加価値」とし、資本投入

は「実質資本ストック」と「資本の質」の値から、労働

（ 、 、 、 ）を回す。

官民連携においては、官側がリーダーシップを取り、

“お上”にの間に民側が追随するあり方ではなく、官側、

民側が対等な関係で連携する、つまり、ビジネス・ガバ

メント・リレーションズをうまく作ることが重要である

。

観光産業活性化にはビジネスの視点が不可欠であり、

ビジネスが活性化するにはどうすべきかを民側からも提

言し、官側は、単に「広く」、「公平に」政策を作ること

に重点を置くのではなく、ビジネスが活性化することに

よって結果的に世の中に広く寄与するという考え方で官

民連携を進めていくべきである。
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投入は「マンアワー」と「労働の質」の値から、そして、

コストシェアは「名目資本コスト」と「名目労働コスト」

の値から、それぞれ算出した。 
都道府県別の研究開発活動については、文部科学省科

学技術・学術政策研究所の『研究開発・イノベーション・

生産性データベース（RDIP）』を用いた。研究開発活動

を示す指標には、地域・産業別の「企業研究開発投資額」、

「公的研究開発投資額」、「企業研究開発ストック」、「公

的研究開発ストック」、また他地域の当該産業から受け入

れたスピルオーバーの総量である「企業研究開発スピル

オーバー」、「公的研究開発スピルオーバー」を採用した。 

【分析結果】

1 全国TFP水準の計測と動向 
まず、全国のTFP水準を、各地域のTFP水準の加

重平均として、（2）式により算出した。 

ln𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 = ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗𝑡𝑡
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𝑗𝑗=1
ln𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑡𝑡               (2) 

（2）式で、lnTFPjtは t期における地域 jのTFP水準

を、ウェイトθjtは産出量の対全国比を表す。 
全国 TFP 水準の推移をみると、長期的には上昇傾

向にあるが、1998年‐2001年と2001年‐2007年の

2つの時期に区分することができる。（図1参照） 
 
2 全国TFPの要因分析 
次に、大塚（2005）と同じく、基準年から比較年にか

けての全国TFP水準の変化を、近似的に3つの効果に分

解し、変動要因を分析した。第一に、内部効果は、各地

域におけるTFP変化分を基準時点の算出シェアをウェイ

トして評価した効果である。第二に、シェア効果は、基

準時点での生産性が地域間平均よりを上回る地域が全国

の生産性を高める効果である。第三に、共分散効果は、

生産性を上昇させた地域が全国の生産性を成長させる効

果である。このうち、シェア効果と共分散効果は、再分

配効果と呼ばれ、特定地域の影響で、全国の生産性が上

昇する効果であると捉えられる。 
表1は、1998年‐2001年と2001年‐2007年の2期

について、TFP成長率の要因分解した結果である。前者

では内部効果が大きく、後者では再分配効果が大きかっ

た。2つの時期では、生産性上昇の意味合いが異なるので

ある。以下の分析では、特に、2001 年‐2007 年の期間

について着目していきたい。 

＜図1 全国TFP水準の推移（対数値）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（筆者作成） 
＜表1 全国TFP成長率の要因分解＞ 
 
 
 
 
 
 

（筆者作成） 
 
3 都道府県別TFP成長率の動向 

2001年から2007年における都道府県別TFP成長率の

動向をみると、最も高い地域は秋田であり、山形、三重

が続く。2001年のTFP水準とTFP成長率（01‐07年）

の間には、負の相関が認められた（r=－.572，p＞.01）。
（図 2 参照）TFP の成長がみられた地域は、2001 年の

TFP水準が相対的に低い地域であった。特定地域で生産

性が上昇しており、この点は、TFP成長率の要因分解で

得られた結果と一致するといえるだろう。 
 
＜図2 TFP水準(01年)とTFP成長率(01－07年)＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（筆者作成） 
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＜図3 TFP成長率と企業R&Dストックの変化率＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（筆者作成） 
 
4 都道府県別TFP成長率と研究開発活動 
地域における企業及び公的機関の研究開発活動とイノ

ベーションの創出の関係性をみるために、都道府県別の

TFP 成長率（01 年‐07 年）と研究開発活動を示す指標

との間で、相関分析を行った。 
図3は、TFP成長率と「企業研究開発ストック」の変

化率（01‐07年）を散布図で表したものである。これを

みると、秋田や鳥取のように、企業において研究開発ス

トックが蓄積された地域で、TFP成長率の上昇がみられ

る傾向がうかがえた。両変数間では、弱い正の相関が認

められた（r=.312，p＞.05）。地域イノベーションの創出

に、企業での研究開発ストックの蓄積が、影響を与えて

いる点が推察できたのである。 
他方で、各都道府県のTFP成長率と企業及び公的機関

の「研究開発投資額」、「研究開発スピルオーバー」との

間では、ほとんど相関がみられなかった。 
 
5 研究開発活動の関係性 
地域における研究開発活動の構造を把握するために、

イノベーションの創出に寄与する企業の研究開発ストッ

クの上昇と他の指標との関係を相関分析した。 
図 4 は、企業 R&D ストック変化率と企業 R&D 投資

額（01‐07年）を散布図に表したものである。これをみ

ると、企業での研究開発投資額の上昇が、研究開発スト

ックの蓄積に寄与している傾向がみられた。2つの変数間

では、正の相関が認められた（r=.648，p＞.01）。 
図 5 は、企業 R&D ストック変化率と企業 R&D スピ

ルオーバー（01‐06年）を散布図に表したものである 3。

他地域の企業からのスピルオーバーの上昇が、研究開発 

＜図4 企業R&Dストック変化率と企業R&D投資額変

化率（01‐07年）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（筆者作成） 
 
＜図5 企業R&Dストック変化率と企業R&Dスピルオ

ーバー変化率（01‐06年）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（筆者作成） 
 
ストックの上昇に影響を与えている点がうかがえた。両

変数間では、弱い正の相関が認められた（r=.334，p＞.05）。 
その一方で、企業 R&D ストック変化率と公的機関で

の研究開発投資額及び研究開発スピルオーバーの変化率

との間では、ほとんど相関がみられなかった。 
 
6 TFP成長率と企業R&Dストック変化率の回帰分析 
都道府県別TFP成長率と企業での研究開発ストックの

上昇率との関係性を検証するために、（3）式を設定した。 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝜂𝜂 + ∑ 𝛿𝛿𝑚𝑚
𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑚𝑚               

（3） 

投入は「マンアワー」と「労働の質」の値から、そして、

コストシェアは「名目資本コスト」と「名目労働コスト」

の値から、それぞれ算出した。 
都道府県別の研究開発活動については、文部科学省科

学技術・学術政策研究所の『研究開発・イノベーション・

生産性データベース（RDIP）』を用いた。研究開発活動

を示す指標には、地域・産業別の「企業研究開発投資額」、

「公的研究開発投資額」、「企業研究開発ストック」、「公

的研究開発ストック」、また他地域の当該産業から受け入

れたスピルオーバーの総量である「企業研究開発スピル

オーバー」、「公的研究開発スピルオーバー」を採用した。 

【分析結果】

1 全国TFP水準の計測と動向 
まず、全国のTFP水準を、各地域のTFP水準の加

重平均として、（2）式により算出した。 

ln𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 = ∑ 𝜃𝜃𝑗𝑗𝑡𝑡
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（2）式で、lnTFPjtは t期における地域 jのTFP水準

を、ウェイトθjtは産出量の対全国比を表す。 
全国 TFP 水準の推移をみると、長期的には上昇傾

向にあるが、1998年‐2001年と2001年‐2007年の

2つの時期に区分することができる。（図1参照） 
 
2 全国TFPの要因分析 
次に、大塚（2005）と同じく、基準年から比較年にか

けての全国TFP水準の変化を、近似的に3つの効果に分

解し、変動要因を分析した。第一に、内部効果は、各地

域におけるTFP変化分を基準時点の算出シェアをウェイ

トして評価した効果である。第二に、シェア効果は、基

準時点での生産性が地域間平均よりを上回る地域が全国

の生産性を高める効果である。第三に、共分散効果は、

生産性を上昇させた地域が全国の生産性を成長させる効

果である。このうち、シェア効果と共分散効果は、再分

配効果と呼ばれ、特定地域の影響で、全国の生産性が上

昇する効果であると捉えられる。 
表1は、1998年‐2001年と2001年‐2007年の2期

について、TFP成長率の要因分解した結果である。前者

では内部効果が大きく、後者では再分配効果が大きかっ

た。2つの時期では、生産性上昇の意味合いが異なるので

ある。以下の分析では、特に、2001 年‐2007 年の期間

について着目していきたい。 

＜図1 全国TFP水準の推移（対数値）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（筆者作成） 
＜表1 全国TFP成長率の要因分解＞ 
 
 
 
 
 
 

（筆者作成） 
 
3 都道府県別TFP成長率の動向 

2001年から2007年における都道府県別TFP成長率の

動向をみると、最も高い地域は秋田であり、山形、三重

が続く。2001年のTFP水準とTFP成長率（01‐07年）

の間には、負の相関が認められた（r=－.572，p＞.01）。
（図 2 参照）TFP の成長がみられた地域は、2001 年の

TFP水準が相対的に低い地域であった。特定地域で生産

性が上昇しており、この点は、TFP成長率の要因分解で

得られた結果と一致するといえるだろう。 
 
＜図2 TFP水準(01年)とTFP成長率(01－07年)＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（筆者作成） 
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＜表2 モデル式の推計結果＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※（）内は t値。また、「**」は5%有意を、「***」は1%
有意を示す。 

（筆者作成） 
 
算出式で、TFPGはTFPの上昇分を、ηは推計式の定

数項を、δは推計式の回帰係数を、Rは推計式の説明変数

を、mは47都道府県をそれぞれ表す。 
（3）式に基づき、「企業 R&D ストック」の変化率を

説明変数にし、期首の「TFP水準」と「実質付加価値額

をコントロール変数としたモデル式を構築し、最小二乗

法を用いて推計した。ただし、文部科学省科学技術政策

研究所（2009）が指摘する通り、TFP成長率を説明する

標準モデル式は定義されていないため、このモデル式は、

試行的な分析として位置づけられる。 
モデル式の推計結果は、表2の通りである。企業R&D

ストック変化率の係数はプラスで、統計的に有意な結果

を得ている。企業R&D ストックの上昇が、TFP 成長率

に有意な正の影響を与えていることが分かったのである。 
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本研究は、『都道府県別産業生産性データベース（R‐
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ース（RDIP）』のデータを用い、2000年代前半を観測期

間として、地域産業における研究開発活動と地域レベル

でのイノベーション創出との関係性について、定量的な

分析を行ったものである。 
本研究の分析によって得られた結果から、企業での研

究開発ストックの蓄積が、地域スケールでのイノベーシ

ョン創出に寄与している点が明らかになった。また、企

業における研究開発ストックの増減には、企業の研究開

発投資額と他地域の企業からの研究開発スピルオーバー

が影響を与えていることがうかがえたのである。

今後、TFP成長率と地域産業における研究開発活動と

の関係性について、さらなる検証を行うとともに、地域

産業での研究開発活動の構造を把握することが求められ

ており、これからの研究課題としたい。 
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1 クラスター政策の後継事業として、文部科学省の「地
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大都市近郊酒造メーカーのビジネスモデル

橋本行史・西野宏太郎（関西大学大学院ガバナンス研究科）

酒造メーカー、大都市近郊立地、ビジネスモデル

【問題・目的・背景】

古い伝統的な酒造りを復活させることは、近代化が進

む社会において神秘的イメージを持ち、また失われた味

や香りの復活への興味もあってロマンを誘う。地方では

古い酒蔵を地域おこし拠点として利用する例も少なくな

い。ただ、酒蔵を過去の遺産でなく、生活や生業と結び

ついた場とすることで、雇用確保の場や観光拠点として

の魅力も高まる。

食生活の変化によるビールやワインなどへの嗜好の変

化、飲酒機会の減少、人口減少等による長期間に亘る日

本酒（酒税法上の正式名称は清酒）の消費量の減少から、

酒造メーカーは何処も苦しい経営環境に置かれ、廃業が

続いている。

日本酒の製成量（アルコール分 度換算）は、昭和

（ ）年に 千 のピークを迎えるが、以後、複

合要因によってその製成量は一貫として減少、数字に多

少の浮き沈みはあるものの平成 （ ）年には最盛期

の３分の１以下の 千 （国税庁資料）にまで減少し

ている。その要因として、先の要因以外にも、戦後に始

まった醸造アルコールや糖類、調味料の添加による「三

増酒（三倍増醸造酒）」の増加による質の低下、大手酒造

メーカーによる「桶買い」や大量生産体制による味の均

一化によるコアな愛好家の育成の失敗など、多様な分析

がなされている。

酒造メーカーが置かれた環境は、事業規模、立地場所、

販売市場の違い等によって一様ではないが、市場規模の

縮小が続く以上、従来からの経営を続けるだけでなく、

生き残りのために、原料調達、生産加工、流通販売の何

処かの部分を工夫して、ビジネスモデルの再構築が求め

られている。

【研究方法・研究内容】

日本酒メーカーは、高級酒から大衆酒まで日本酒をフ

ルラインで揃える灘、伏見に代表される大手酒造メーカ

ーと、製造設備の関係から日本酒の品揃えに限界がある

中小酒造メーカーに大きく２つに分類できる。本研究で

は、資本力に限界のある後者の中小酒造メーカーに対象

を絞って研究する。

各地の酒造メーカーはその置かれた地域特性によって

採るべき戦略が異なってくる。ここでは、多様な条件を

持つ中小酒造メーカーの中から、一定の共通する環境を

有する大都市近郊立地、特にその代表事例として大阪府

下の酒造メーカーを調査対象として選び、どのような戦

略が有効かについて考察する。その上で、最近の環境変

化を前提として新たなビジネスモデルを提唱し、その成

否を公表データの分析と酒造メーカーへのヒアリングに

よって検証する。

【大阪の酒】

そもそも大阪の酒とはなにか。天野酒、交野の酒、 
池田の酒、泉大津の酒など、大阪には独自の歴史を持つ

酒がある。これらの歴史上の酒と現在残る酒造メーカー

の酒との間には断絶があるが、大阪にもかつて多くの酒

造メーカーがあった。 
江戸時代には、大阪は「天下の台所」とされ、米に不

足することはなかったが、幕府が飢饉をみて米の買付け

を制限したため、大阪の酒造りは衰退しはじめる。米を

確保出来なかった弱小業者は廃業に追い込まれた。 
それでも昭和 年頃、 社〜 社存在した酒蔵も、

現在、大阪府酒造組合の加盟社は 社、実際に日本酒造

りを行っているとして国税庁調査に答えた会社は 社と、

減少している。 年現在の製造能力は787klで、全国

の0.18％、近畿でも0.36％しか占めていない。残存する

蔵の全てが、機械的整備を要する三季蔵・四季蔵でなく、

冬期蔵のみということから、製法からも、事業規模の小

規模性が明らかになる（国税庁 「平成 酒造製造年度

における清酒の製造状況等について」）。

その稼働率（現有製造能力に対する製成数量の割合）

は ％。大手酒造メーカーが存在する京都の ％、

兵庫の ％に比較して、大阪の ％は全国平均の

％よりも低く、経営の難しさを表している。「桶売り」

が行われていないところから、大手の傘下に入らず独自

＜表2 モデル式の推計結果＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※（）内は t値。また、「**」は5%有意を、「***」は1%
有意を示す。 

（筆者作成） 
 
算出式で、TFPGはTFPの上昇分を、ηは推計式の定

数項を、δは推計式の回帰係数を、Rは推計式の説明変数

を、mは47都道府県をそれぞれ表す。 
（3）式に基づき、「企業 R&D ストック」の変化率を

説明変数にし、期首の「TFP水準」と「実質付加価値額

をコントロール変数としたモデル式を構築し、最小二乗

法を用いて推計した。ただし、文部科学省科学技術政策

研究所（2009）が指摘する通り、TFP成長率を説明する

標準モデル式は定義されていないため、このモデル式は、

試行的な分析として位置づけられる。 
モデル式の推計結果は、表2の通りである。企業R&D

ストック変化率の係数はプラスで、統計的に有意な結果

を得ている。企業R&D ストックの上昇が、TFP 成長率

に有意な正の影響を与えていることが分かったのである。 
 
【考察】

本研究は、『都道府県別産業生産性データベース（R‐
JIP）』と『研究開発・イノベーション・生産性データベ

ース（RDIP）』のデータを用い、2000年代前半を観測期

間として、地域産業における研究開発活動と地域レベル

でのイノベーション創出との関係性について、定量的な

分析を行ったものである。 
本研究の分析によって得られた結果から、企業での研

究開発ストックの蓄積が、地域スケールでのイノベーシ

ョン創出に寄与している点が明らかになった。また、企

業における研究開発ストックの増減には、企業の研究開

発投資額と他地域の企業からの研究開発スピルオーバー

が影響を与えていることがうかがえたのである。

今後、TFP成長率と地域産業における研究開発活動と

の関係性について、さらなる検証を行うとともに、地域

産業での研究開発活動の構造を把握することが求められ

ており、これからの研究課題としたい。 
 
【注】 
1 クラスター政策の後継事業として、文部科学省の「地

域イノベーション戦略支援プログラム」（2011 年～13
年）が挙げられる。 

2 大塚（2005）を参照。 
3 「研究開発スピルオーバー」の推計が、2006 年まで

であることから、01年から06年までの分析とした。 
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の文化、伝統を守ってきた誇りが読み取れる。 社のう

ち、社が小売り・卸兼用で、小売りのみが３社存在する。

この傾向自体は一般的で格別な特徴は見いだせない。

【日本酒を巡る環境変化】

日本酒の消費量の長期低迷のなかで、明るい話題も生

まれている。日本酒の消費全体は縮小傾向にあるが、良

質の酒の代名詞である特定名称酒の消費量は増えている。

海外では日本食ブームがおこり、それに合わせて日本酒

の輸出量も増加している。また、日本でも伝統的な酒造

りが文化として見直され、古い酒蔵見学が人気を呼んで

いる。以下、詳細に見てみよう。

近年に至り、日本酒の製成量が横這いないし微増の傾

向を示している。 年日本酒の製成量は 千 の大

台を割り込み、 年 千 、 年 千 、 年

千 、 年 千 、 年 千 と数値を下げて

きたが、 年には 千 とやや盛り返している。

その一因に、特定名称酒の製成量の伸びが上げられる。

この現象を日本酒全体の復活として位置付けることは困

難であるが、大衆酒の市場が依然として減少を続けるな

かで、良質な酒の代名詞である特定名称酒の良さが評価

され、人気が定着し始めたということはできよう。

特定名称の清酒のタイプ別製成数量の内訳（単位： ）

平 平 平 平 平

吟醸酒

純米酒

純米吟醸酒

本醸造酒

計

総製成数量

出所：国税庁 「酒のしおり」、統計：酒造年度７月〜翌６月

次に、海外における日本ブーム、日本食ブームを受け

て、日本酒の輸出量が増加している。貿易統計によると、

年 、 年 、 年 、

年 、 年 、 年 と

絶対量は多くないものの、輸出量は順調に伸びている。

最近の輸出上位３カ国はアメリカ、韓国、台湾である（国

税庁 「酒のしおり」）。

また、大衆観光（マスツーリズム）から個人・グルー

プ観光（ニューツーリズム）への観光トレンドの変化に

伴って、国内の観光先の一つとして、古い酒蔵や建物、

伝統的な酒造りに関心が高まり、酒蔵ツーリズムが人気

を呼んでいる。古い酒蔵を舞台にした酒造りの説明会や

その蔵で製造された日本酒の試飲も多くの人を集めてい

る。

【関連する環境変化】

最近の動きとして、アジア各国の所得向上と観光立国

を掲げた政府キャンペーンが奏功して、インバウンドの

訪日外国人観光客数が飛躍的な伸びをみせ、その消費に

期待が集まっている。急増するインバウンドの外国人観

光客数は、日本文化への関心の高さを示すとともに、消

費者、購入者としての比重を次第に高めている。

年度別訪日外国人旅客数、出国日本人数の推移（単位：万人）

年度 アウトバウンド インバウンド

出所：政府観光局

人口減少時代に入った日本社会にあって、日本人によ

る日本酒の消費減少が避けられないとしても、増え続け

る外国人観光客を相手に、日本酒の消費増が期待できる

そんな環境が生まれている。

【新たなビジネスモデルの提案】

日本人にも人気が高まってきた古い酒蔵や建物、伝統

的な酒造りが残されている中小の酒造メーカーを、日本

文化を象徴する観光拠点と位置付けて、お土産品として

の日本酒の店売りと飲食の提供をセットにして、外国人

観光客を呼び込めば、外国人による消費増とともに、そ

れが話題を呼んで日本人観光客を惹き付け、トータルと

しての日本酒の消費増が期待できるはずである。

このような「古い酒蔵と伝統的な酒造り、外国人観光

客をターゲットとする日本酒の店売りと飲食の提供」を

内容とするビジネスモデルを成功させるためには、外国

人観光客の立寄易い立地が求められる。

外国人観光客が日本を廻るゴールデンルートとして、

成田空港から入国し、東京、箱根、富士山、京都、大
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阪を見学して、関西国際空港から帰国するルートと、

その逆のルートが存在する。大阪府下の酒造メーカー

は、正にこのゴールデンルートに近接しており、その

数パーセントの人数が「ちょっと立ち寄る」だけで、

大きなビジネスチャンスが生まれる。 

【一般的な酒造メーカーの戦略】

日本酒の消費低迷を受けて行われた、酒造メーカーの

代表的な取組みを見てみよう。

商品・市場の多角化：大手酒造メーカー

財務や設備において優位に立つ大手酒造メーカーは、

大衆向けのワンカップ酒から、吟醸酒までフルラインア

ップの品揃えを展開する。また、スパークリングや梅酒、

あるいは化粧品、健康食品などの新製品の開発・販売、

海外市場への進出等、製品と市場の双方の多角化によっ

て経営危機の乗り切りを図っている。

＆ ：オエノングループ

焼酎メーカーを母体とするオエノンは、地方の日本酒

メーカー、灘の老舗日本酒メーカー等への ＆ によって、

事業規模の拡大、酒類の多角化を押し進めている。

ブランド化：獺祭、久保田

中堅の酒造メーカーである新潟県朝日酒造の久保田、

山口県旭酒造の獺祭は、自社の日本酒のブランド化に成

功した例として有名である。久保田は酒販専門店への直
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社員杜氏による純米吟醸酒造りに特化、輸出にも積極的

に取組んでいる。

縮小均衡：中小酒造メーカー

中小の酒造メーカーは、消費市場の縮小に合わせて生

産規模を縮小させるとともに、折からの地酒ブームもあ

って伝統的な酒造りに回帰している。卸を通じた販売、

自社配送によるなじみの小売店への販売に加えて、店頭

での小売りやネット販売のほか、居酒屋やそば屋、料理

店の経営など、様々な方法で生き残りを模索している。

【中小酒造メーカーの特質】

資本力に劣る中小酒造メーカーが大手と同様の方法を

採ることは難しい。中小酒造メーカーが抱える問題を業

界へのヒアリング（ 、大阪府酒造組合理事長・

山野酒造社長、山野久幸氏）をもとに分析しておこう。

 中小酒造メーカーの酒造り

昭和 （ ）年に誕生した税率決定の基準となる「特

級」「一級」「二級」等の級別制度があった時代は、酒

販店が事実上の販売銘柄選択権を持っていた。しかし、

級別制度が酒の品質に連動していないとして平成２

（ ）年から特定名称酒等の分類体系が導入され、平

成４（ ）年に級別制度が完全に廃止され、価格統制

がなくなり、顧客が銘柄や情報によって選ぶようになる

と、顧客に銘柄選択権が移った。

これによって、従来、酒販店を大事にするだけで経営
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ーカーは、伝統的で良質な酒造りに回帰・収束すること

になった。

銘柄間の競争

「日本酒の味や香りの違いは似たり、寄ったり。ワイ

ンなどと違って、良いもの悪いものを巡って、ものすご
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てもらえないので、各社とも品質に最大限の配慮をはら
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(3)流通
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保護を目的に新規参入は厳格に制限されていた。しかし、
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年に、一般酒飯店 ％、コンビニ ％、スーパーマ

ーケット ％が、 年に一般酒販店 ％、コンビニ
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の文化、伝統を守ってきた誇りが読み取れる。 社のう
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平 平 平 平 平

吟醸酒

純米酒

純米吟醸酒

本醸造酒

計

総製成数量

出所：国税庁 「酒のしおり」、統計：酒造年度７月〜翌６月

次に、海外における日本ブーム、日本食ブームを受け

て、日本酒の輸出量が増加している。貿易統計によると、
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絶対量は多くないものの、輸出量は順調に伸びている。

最近の輸出上位３カ国はアメリカ、韓国、台湾である（国
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年度別訪日外国人旅客数、出国日本人数の推移（単位：万人）

年度 アウトバウンド インバウンド

出所：政府観光局

人口減少時代に入った日本社会にあって、日本人によ

る日本酒の消費減少が避けられないとしても、増え続け

る外国人観光客を相手に、日本酒の消費増が期待できる

そんな環境が生まれている。

【新たなビジネスモデルの提案】

日本人にも人気が高まってきた古い酒蔵や建物、伝統

的な酒造りが残されている中小の酒造メーカーを、日本

文化を象徴する観光拠点と位置付けて、お土産品として

の日本酒の店売りと飲食の提供をセットにして、外国人

観光客を呼び込めば、外国人による消費増とともに、そ

れが話題を呼んで日本人観光客を惹き付け、トータルと

しての日本酒の消費増が期待できるはずである。

このような「古い酒蔵と伝統的な酒造り、外国人観光

客をターゲットとする日本酒の店売りと飲食の提供」を

内容とするビジネスモデルを成功させるためには、外国

人観光客の立寄易い立地が求められる。

外国人観光客が日本を廻るゴールデンルートとして、

成田空港から入国し、東京、箱根、富士山、京都、大
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％、スーパー ％、 年に一般酒販店 ％、

コンビニ ％、スーパー ％と業態別構成比が変化、

一般酒販店の数が激減している（国税庁「酒のしおり」「酒

類販売事業者の概況」）。

これらの新しい店舗に商品を卸す大手卸は、例外もあ

るが、大量安定供給の要求が強く、欠品を嫌い、生産能

力と在庫能力を酒造メーカーに求める。そのため、中小

酒造メーカーが大手卸に喰い込むことは難しい。

こうした流通の変化によって、中小酒造メーカーは大

きなエリアに入り込む余地がなくなり、地元を中心に小

さなエリアで勝負するしかなくなった。そのため、「中

小の酒造メーカーの販売先は、メーカーによる違いはあ

るが、地酒専門店への直販、卸を介在しての百貨店・高

級スーパーへの販売、地元の酒販店・自社蔵での直売・

ネット販売がそれぞれ約３分の１」（山野社長）となっ

ている。結果的に、小売りの強化にしか頼るしか頼るも

のがなくなってきた現実がある。ただ、「大手のレギュ

ラー製品を飲んできた 歳から 歳代の家飲みが減少し、

その傾向は続くが、地酒＝地方の酒蔵が造る酒は経営の

浮き沈みはあるもののその消費量は横這いか微増」（山

野社長）と見られている。

ブランド化

流通の変化に関連して、量販店向けの大量生産か、地

酒専門店向けの良質少量生産か、中小の酒造メーカーは

販売戦略の岐路に立たされている。

酒販店は、これまで大手メーカーの酒を並べてもビジ

ネスができたが、今やブランド化した商品を並べていな

いとやっていけない。さらに地酒専門店のコアなファン

は、大手スーパーで同じ商品を売っていると離れていく

し、シングルブランドでないと満足しない。その一方で

先の久保田は、販売量確保を目的に地酒専門店向けの「ま

ぼろしの酒」からの脱皮を試みている。

人気の獺祭はいわば特殊例に位置付けられる。獺祭は、

一度経営破綻を経験し、事業再生の段階で杜氏、卸・酒

販店とも従来の関係を断ち切ってゼロからスタートした。

アル添（安価な醸造アルコールの添加による増量）に批

判的立場から、純米大吟醸酒のみの生産販売を強調する

ことによってブランドイメージを高めるとともに、卸を

通さずに直接販売することによって相対的な低価格を実

現し、一つのビジネスモデルを創り上げた。ただ、獺祭

も販売量が増えて、農家との契約栽培によって酒造好適

米を調達しはじめると、従来の規格では収まらない米を

使用する必要が生じて、創り上げたビジネスモデルが

徐々に変化しつつある（山野社長）。

【大阪の酒ならではメリット】

中小酒造メーカーは、消費減退の影響を強く受け、す

べてが生き残ることが困難である。そんな中、「古い酒

蔵と伝統的な酒造り、外国人観光客をターゲットとする

日本酒の店売りと飲食の提供」をビジネスモデルとすれ

ば、大都市近郊立地の中小酒造メーカーは生き残れるの

ではないか。

大阪の酒は、近くに観光やグルメスポットが多く、酒

蔵の存在やその価値は見過ごされるか、過小評価される

傾向にあった。また、地元の稲作農家が少なく、有名な

酒造好適米の産地でもない。しかし、成熟社会において

東京以外の大都市の位置付けは、経済成長を唯一の目標

としたものから、産業と生活が高いレベルで両立するま

ちへと変化しつつある。都市化したとはいえ、伝統製法

で酒造りを行う酒蔵は、大都市に残された貴重な文化資

源であり、シゴトを造り出す産業資源でもある。大阪の

酒には、大都市近郊立地という要因を逆に活かして、外

国人観光客を中心とする新たな需要を取り込む可能性を

見いだすことができよう。

【考察・今後の展開】

個別メーカーの事例分析はこれまでにもなされてきた

が、特定地域の複数の酒造メーカーに調査範囲を広げる

ことによって、より深い分析と知見を得るものである。

中小酒造メーカーのオーナーはビジネスモデルの再構

築の必要性を認識しつつも必ずしも積極的でない。人材

難、リスク回避、駐車場や進入路の確保という技術的な

問題等が理由でもあるが、根底には、消費量の減少に応

じて製造量を減少する、酒蔵から軽トラックで直接酒販

店に届ける、そして、最後は酒蔵に見切りをつけ、不動

産を活用して商売を始めたらいいという、保守的な企業

体質が残されていことも大きな原因となっている。

【引用・参考文献】

兵庫酒米研究グループ編著（ ）『山田錦物語』神戸新

聞総合出版センター。

鈴木芳行（ ）『日本酒の近現代史』吉川弘文館。

国税庁 （ ）「酒のしおり」 
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中小酒造メーカーのオーナーはビジネスモデルの再構

築の必要性を認識しつつも必ずしも積極的でない。人材

難、リスク回避、駐車場や進入路の確保という技術的な

問題等が理由でもあるが、根底には、消費量の減少に応

じて製造量を減少する、酒蔵から軽トラックで直接酒販

店に届ける、そして、最後は酒蔵に見切りをつけ、不動

産を活用して商売を始めたらいいという、保守的な企業

体質が残されていことも大きな原因となっている。

【引用・参考文献】

兵庫酒米研究グループ編著（ ）『山田錦物語』神戸新

聞総合出版センター。

鈴木芳行（ ）『日本酒の近現代史』吉川弘文館。

国税庁 （ ）「酒のしおり」 
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徳島県阿波市におけるトマト生産と加工を融合させた六次産業への試み

横畠康吉（ 法人 ）・池本未希 同 ・

池本有里（四国大学）・山本耕司（同）

： 地域農業，六次産業化，地域活性化

【１ はじめに】

日本の農山村は解決しなければならない多くの問題を抱

えている．とくに中山間地域などの条件不利地域を対象に

した問題点は，小田切の指摘する人・土地・村の空洞化に

集約される．

人の問題は，人口の減少である．この減少は，高度経済

成長期に見られた余剰労働力の域外流出によって引き起こ

された．これは過疎，過密問題として捉えられた．

人口の域外流出の動きは緩やかになり，これまでの状況と

質的に異なる状況に変化している．人口の社会減少化に比

べ，人口の自然減少が顕在化したことである．人口構成は

高齢者社会が進行し，人口の自然増は少なく，自然減少に

よる人の空洞化である．

農山村地域では人口減少にともなう農林業の担い手不足

が顕在化した結果，耕作地の放棄，農地の潰廃，林地の荒

廃などにより，農地や林地の空洞化も広範囲に見られるよ

うになり，農山村地域の社会問題として捉えられるように

なった．

人・土地の空洞化は，人の自然増が伸び悩み，自然減少

が増加している農山村地域で顕在化している．このような

地域にある集落は，集落維持機能が保たれず，村の空洞化

につながる．村を構成する集落は機能が失われ限界集落化

し，臨界集落となっていくことで，村の空洞化はさけられ

ない問題である．このような社会的問題に対応するために

は，農山村地域の空洞化の実態と課題を知り，地域住民・

行政・産業組織に属する人達が組織的に農山村地域の再生

は現実のものとならない．

地域再生の糸口となるかも知れない農山村地域において

小さな六次産業を成立，発展させ地域振興に取り組んでい

る事業実態を見ることで，地域再生の支援が現実になるも

のと思われる．

【２ 問題・目的背景】

全国的傾向を反映するかのごとく，徳島県内中山間地域

を抱える多くの自治体は，少子高齢問題，医療福祉問題，

集落維持問題，地域産業活性化問題など，社会経済的に解

決しなければならない多くの課題に直面している．加えて

少子高齢による人口縮小社会の流れは，歯止めがかからず

地域経営のベクトルが定まらない状況にある．地方自治体

は個性豊かな地域経営施策を進め，地域産業活性化のため

の地域振興対策を推し進めなければならないと認識してい

る．

地域産業は、県総面積の ％が山林面積という自然

環境を反映し成立した第一次産業に高いウエイトを占めて

いる．この地域の風土条件から地域創生事業を展開すると

すれば，「あるものはある」「ないものはない」の基本的発

想から生まれる六次産業でなければならない．一次産業の

生産物に付加価値を付ける商品開発と販売システムを構築

し，地域産業の新たな地平を求めようとする方向にある六

次産業が求められている．

地域産業の地平に出現している六次産業化は，活力ある

地方自治体（農村）の再生に必要不可欠な存在となってい

る．本報告はトマトの生産と加工・販売によって地域経済

活性化に取り組む農家の事例を報告する．

【３ 地域の性格】 
平成の大合併により，徳島県阿波市は 年 月 日に

板野郡吉野町・土成町，阿波郡市場町・阿波町４町の合併

により成立した自治体である．阿波市の面積は， ㎞

平方メートルで，可住地面積は市域面積の ％に当たる

ｋ㎡である．徳島県の平均可住地面積比率が ％

であるのと対比すると，阿波市は平野部の占める比率の高

い地域である．

年の人口は， 人，世帯数は， 世帯で

ある． 年と比較すると，人口は 人の減少である

のに対し，世帯数では 世帯の増加となって，少子高齢

社会の一般的性格を示している．

阿波市は吉野川の下流左岸に位置し，温暖で比較的降雨

量に恵まれている．地形的には吉野川左岸を東西にのびる
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讃岐山脈から吉野川に向かって南に傾斜する複合扇状地の

広がる地域である．

この地形上の制約によって社会経済活動が支配されると

いう特色が見られた．扇状地の扇頂，扇側，扇端部は，水

利条件の恵まれた部分であり，主要な社会経済活動が行わ

れてきた．扇央部は，水が欠乏するため，比較的乾燥に強

い葉たばこ栽培を中心に，いも・麦類，果樹の栽培に特化

した畑作商品作物で農家経済を成立させた．

【４ 研究方法・研究内容】

徳島県内の六次産業は，行政の支援を受けながら商工

会経営指導員が火付け役となり成立したもの．農業経営

者が個人として六次産業化に取り組み成功したもの．農

協職員が舵取り役となり農協婦人部の活動で加工．販売

を組織化したものなどである．規模的には零細であるが

販売網を全国に広げる事業所もある．これらの事業所の

実態把握するために，臨地調査を中心に，ヒアリングに

よる資料収集を行い，データの蓄積から事例内容を分析

する方法を用いた．

ここでは，阿波市土成町のトマト栽培農家である個人

営農者が糖度の高いトマトの付加価値を付けるために加

工食品化を進め，六次産業化と結びついた事業を展開す

るに至った事例から六次産業の成立するメカニズムを明

らかにしている．

【５ 研究内容・一般的性格】

阿波市のハウストマト栽培農家である原田氏は，糖度

の高いトマトの生産販売を行っていた．この生産された

トマトと食品加工と販売が一体化され六次産業が成立し

た．

六次産業成立の過程で，社会的・経済的要因が農業経

営を大きく転換させた．戦前・戦後期を通じて農家の現

金収入は葉たばこに傾斜していた． 年代になると外

国産葉たばこの輸入が始まり，阿波葉（黄色種）との競

合に押され，収益が減収しはじめた．危機感をもった葉

たばこ栽培農家は，葉たばこ阿波葉に替わる作物の導入

を検討しはじめた．

時代は地方の時代といわれる時代となり，阿波市の農

業活性化を図る目的で，新たな農業地域の形成を目指す

方向としてハウス園芸団地の形成を進めることになった．

園芸団地に導入されたのは，メロンであった．このメロ

ンは日本たばこ産業からの転作指導で，葉たばこに替わ

る作物として導入された． 年半ばにはアムスメロン

の生産団地が形成された．アムスメロンの生産が軌道に

乗りはじめると，県からアムスメロン生産団地の指定を

受けた．産地指定を受けたことでハウス経営農家は安定

した収益をあげるようになった．

県からのハウス園芸作物生産団地の指定は，原田氏の

経営内容を葉たばこ栽培からハウス経営に移行させた．

の畑地に 棟のハウスを設け，アムスメロンときゅう

りの年二毛作をハウス経営に取り入れ，安定的経営維持

してきた．出荷先は系統出荷を中心に大阪市場に出荷さ

れ，一部個人業者の手による販売が行われた．ハウス経

営は 年から 年まで 年続けられた． 年頃

から連作障害の発生による収益性の低下が顕在化した．

この解決策として 年にアムスメロンとキュウリに替

わる作物として，日本たばこ産業の勧める糖度の高いト

マトの栽培に切り替えた．試験栽培は， 棟のハウスの内

棟で始めた．収穫した完熟トマトは糖度も高く消費者か

ら好評を博した．これが引き金となり本格的トマト栽培

を始めるようになった．完熟トマトは， 年に完熟フ

ルーツトマト「星のしずく」として商標登録を申請した．

さらに，「星のしずく」は、徳島県有機減農薬栽培作物の

認定である「とくしま安全安心農産物」を取得した．さ

らに，認定条件の厳しい「とくしま安２農産物（安 ）」

として 年 月に登録されると，市場価値は上昇し，

販売は好調となり，売り上げも順調に推移している．

【６ 研究内容・食品加工】

原田氏は，完熟トマトの高付加価値を目指す目的で，

加工食品の製造に取り組むことになり，トマト生産者だ

からできる加工品であるケチャップをつくることになっ

た．取り組みの要因は，市販されているケチャップは人

工的に作られた味であることを教えられ，トマト農家だ

からできるトマト本来の味でケチャップを作りたいとの

思いから加工食品づくりに取り組んだ．製品化への道は

生やさしいものでなかったが，レストランオナーシェフ，

料理研究家，ホテル支配人などの支援や助言などもあり，

完熟トマトのケチャップ「ルナロッサ」の製品化と販売

が行われるようになった．ケチャップ「ルナロッサ」の

商品化に続いて，ドレッシング「エトワール」，トマトソ

ース「阿波のアラビアータ」，トマトコンポート「赤い宝

石」，生ドレシング「とまとのきもち」，とまとジャム「ご
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ちそうジャム」などの加工食品が開発され販売されてい

る．

年からトマト加工品の製造にかかり， 年

月に製品化し販売している．試作品づくりは吉野川市の

食品加工業者に依頼し商品化を行った． 年 月に自

社工場が完成し，「ルナロッサ」「アラビアータ」を自社

工場で製造が始まる．工場の完成後は，商品開発が容易

になり，「赤い宝石」「とまとのきもち」「ごちそうジャム」

など，新商品を続けざまに開発し製品化している．

完熟トマトの食品加工製品は６種類ある． 年フル

ーツトマトピューレー「ルナロッサ」の商品化を皮切り

に， 年フルーツトマトドレッシング「エトワール」

年地域連携を図った製品美馬市美馬交流館製造の青

唐辛子「みまから」との地域連携を図った製品，トマト

ソース「阿波のアラビアータ」が製品化された． 年

には，フルーツトマトコンポート「赤い宝石」生ドレシ

ング「とまとのきもち」トマトジャム「ごちそうジャム」

の製品を世に送り出した．続いて，洋菓子作りが計画さ

れている．多くの人の支援で生まれた商品は，各種のコ

ンクールに出品し受賞している． 年開催の特選阿波

の逸品に「エトワール」「ルナロッサ」が選出された．こ

の２品は 年 月社団法人徳島県物産協会第一回「特

選阿波の逸品認定商品」に選定された 品に数えられて

いる．

トマトピューレー「ルナロッサ」は， 年優良ふる

さと食品中央コンクール「新製品開発部門農林水産省総

合食料局長賞」を受賞． 年から 年間「明治神宮の

秋の大祭」に奉納している．原田トマトの加工食品は，

多くの受賞を通じて商品としての知名度も上がり，出荷

も順調で，売る上げも伸びている．

原田トマトの売り上げは次の通りである．

原田トマト売り上げの推移

年度 約 万円

年度 約 万円

年度 約 万円

年度 約 万円

年度 約 万円

流通市場で最も重要な要素は、製品のネーミングであ

る．商品のネーミングは家族で名称を考え，提案しあう

中で考案された．完熟トマトを見て，赤い宝石のように

見え，星のような輝きがあり，完熟トマトから果汁が滴

のようにしたたるイメージから商品名として「星のしず

く」と名付けられた．

トマトピューレー「ルナロッサ」の商品化は，自分の

子たちに安心して食べさせてやりたい．生産者の顔が見

える安心できる商品を求める人達が大勢いるという思い

から商品化したとのことであった．

「ルナロッサ」は，完熟トマト「星のしずく」と「黒

潮源流塩」を調味料としてつくられた製品で，添加物を

一切使用しないで商品化したものである．生産者こだわ

り商品である原田トマトのつくる製品は，原材料の生産

→原材料の加工（製造商品）→販売の連携システムによ

り成立している．いわゆる食の自給という農業単体でな

く加工・流通・販売の一体化による付加価値の拡大を図

るという六次産業の基本的な考え方に従った雇用の場を

創出し，地域の活性化につなげるという事業を起業した

ものである．

販売先は， 年 月 日より，東京都にある西部渋

谷店 Ａ館地下一階「ザ・ガーデンプラス渋谷」にて「エ

トワール」「ルナロッサ」「阿波のアラビアータ」が販売

される． 年お中元商品として，徳島そごうにおいて

販売が開始された．同年全国の西武，そごうのお歳暮商

品カタログにも採用された．原田トマトでは，計画的販

売戦略を実践している．結果として，原田トマトの名と

星のしずくの名が全国に知られるようになった．

今後は，限定された一次産品量と販売量とののバラン

スをいかに均衡あるもとするかが課題となる．現在の原

田トマト販売戦略は，多品種少量生産方式であり，これ

から先もこの方式は変わることなく、商品のブランド力

を強化することが求められる．

【７ 研究内容・商品開発】

商品開発は，商品加工に係わる多方面の方々の支援が

あったという．完熟トマトケチャップの商品開発では，

東京世田谷のイタリアレストラン「フォルツァナポリ」

のオーナーである須藤氏に力添えを請い，ヶ月間に及ん

だ試作品のやりとりの後に，レストランオーナーの厨房

への招待で，ハウスもぎたてトマトの味が再現されたソ

ースの作り方を伝授されるなどした後，半年かけて今の

フルーツトマトと塩だけのピューレーを完成品にした．

讃岐山脈から吉野川に向かって南に傾斜する複合扇状地の

広がる地域である．

この地形上の制約によって社会経済活動が支配されると

いう特色が見られた．扇状地の扇頂，扇側，扇端部は，水

利条件の恵まれた部分であり，主要な社会経済活動が行わ

れてきた．扇央部は，水が欠乏するため，比較的乾燥に強

い葉たばこ栽培を中心に，いも・麦類，果樹の栽培に特化

した畑作商品作物で農家経済を成立させた．

【４ 研究方法・研究内容】

徳島県内の六次産業は，行政の支援を受けながら商工

会経営指導員が火付け役となり成立したもの．農業経営

者が個人として六次産業化に取り組み成功したもの．農

協職員が舵取り役となり農協婦人部の活動で加工．販売

を組織化したものなどである．規模的には零細であるが

販売網を全国に広げる事業所もある．これらの事業所の

実態把握するために，臨地調査を中心に，ヒアリングに

よる資料収集を行い，データの蓄積から事例内容を分析

する方法を用いた．

ここでは，阿波市土成町のトマト栽培農家である個人

営農者が糖度の高いトマトの付加価値を付けるために加

工食品化を進め，六次産業化と結びついた事業を展開す

るに至った事例から六次産業の成立するメカニズムを明

らかにしている．

【５ 研究内容・一般的性格】

阿波市のハウストマト栽培農家である原田氏は，糖度

の高いトマトの生産販売を行っていた．この生産された

トマトと食品加工と販売が一体化され六次産業が成立し

た．

六次産業成立の過程で，社会的・経済的要因が農業経

営を大きく転換させた．戦前・戦後期を通じて農家の現

金収入は葉たばこに傾斜していた． 年代になると外

国産葉たばこの輸入が始まり，阿波葉（黄色種）との競

合に押され，収益が減収しはじめた．危機感をもった葉

たばこ栽培農家は，葉たばこ阿波葉に替わる作物の導入

を検討しはじめた．

時代は地方の時代といわれる時代となり，阿波市の農

業活性化を図る目的で，新たな農業地域の形成を目指す

方向としてハウス園芸団地の形成を進めることになった．

園芸団地に導入されたのは，メロンであった．このメロ

ンは日本たばこ産業からの転作指導で，葉たばこに替わ

る作物として導入された． 年半ばにはアムスメロン

の生産団地が形成された．アムスメロンの生産が軌道に

乗りはじめると，県からアムスメロン生産団地の指定を

受けた．産地指定を受けたことでハウス経営農家は安定

した収益をあげるようになった．

県からのハウス園芸作物生産団地の指定は，原田氏の

経営内容を葉たばこ栽培からハウス経営に移行させた．

の畑地に 棟のハウスを設け，アムスメロンときゅう

りの年二毛作をハウス経営に取り入れ，安定的経営維持

してきた．出荷先は系統出荷を中心に大阪市場に出荷さ

れ，一部個人業者の手による販売が行われた．ハウス経

営は 年から 年まで 年続けられた． 年頃

から連作障害の発生による収益性の低下が顕在化した．

この解決策として 年にアムスメロンとキュウリに替

わる作物として，日本たばこ産業の勧める糖度の高いト

マトの栽培に切り替えた．試験栽培は， 棟のハウスの内

棟で始めた．収穫した完熟トマトは糖度も高く消費者か

ら好評を博した．これが引き金となり本格的トマト栽培

を始めるようになった．完熟トマトは， 年に完熟フ

ルーツトマト「星のしずく」として商標登録を申請した．

さらに，「星のしずく」は、徳島県有機減農薬栽培作物の

認定である「とくしま安全安心農産物」を取得した．さ

らに，認定条件の厳しい「とくしま安２農産物（安 ）」

として 年 月に登録されると，市場価値は上昇し，

販売は好調となり，売り上げも順調に推移している．

【６ 研究内容・食品加工】

原田氏は，完熟トマトの高付加価値を目指す目的で，

加工食品の製造に取り組むことになり，トマト生産者だ

からできる加工品であるケチャップをつくることになっ

た．取り組みの要因は，市販されているケチャップは人

工的に作られた味であることを教えられ，トマト農家だ

からできるトマト本来の味でケチャップを作りたいとの

思いから加工食品づくりに取り組んだ．製品化への道は

生やさしいものでなかったが，レストランオナーシェフ，

料理研究家，ホテル支配人などの支援や助言などもあり，

完熟トマトのケチャップ「ルナロッサ」の製品化と販売

が行われるようになった．ケチャップ「ルナロッサ」の

商品化に続いて，ドレッシング「エトワール」，トマトソ

ース「阿波のアラビアータ」，トマトコンポート「赤い宝

石」，生ドレシング「とまとのきもち」，とまとジャム「ご
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ピューレー製品は，須藤オーナーが名付けた「ルナロ

ッサ」として販売されている．販売では，鳴門市にある

ルネッサンスホテルの支配人の目にとまりルネッサンス

の売店で販売された．

【８ 分析結果】

ここでは，農村振興を目的とする一次産業の六次産業

化の起業実態について検討したものである．六次産業の

概念は，一次産業＋二次産業＋三次産業によって起業さ

れる産業を示している． 年代に今村氏によって提唱

され使用される．最近になって一次産業×二次産業×三

次産業と掛け算で考えられるようになった．徳島県では

六次産業化法 年 月 日より六次産業化法が施行さ

れた．

徳島県では，中山間地域農業の維持・振興に努めてお

り，中山間地域への直接支払い等を活用し，中山間地域

の持つ多面的機能の維持や耕作放棄地の発生防止し，地

域特産物の加工・販売による就業機会の増大や新規就農

者等の担い手確保，地域に応じた事業の推進や取り組み

を支援している．

地域農業のブランド化を推進した原田トマトの六次産

業産品は，農商工等連携促進法や六次産業化法を活用し

た農産物の付加価値を高め，消費者と直結した販売によ

り，規模に経済が重視された時代にはなかった新しい地

域活性化の取り組みを支援している．

【９ 考察】

この研究調査を通じてトマトの生産，加工，販売を手

がける六次産業の成立は次の要因による．

六次産業化は，農家収入の低下による新たな作物の導

入を図ることを余儀なくされた環境から出発したトマト

生産に始まる．

トマトの付加価値を付ける方向として食品加工によ

る道を選択した．トマト加工食品の市場が一般家庭，レ

ストラン，贈答品分野など，比較的広範囲に及んだこと

が，起業活動に影響して事業が成立している．

製造された商品のネーミングが個性的で印象深く，市

場にうまく溶け込んだものとなり，原田トマトの知名度

を上げている．

４ トマト原料を食品に加工・販売する六次産業は，小

規模であり，規模の経済に程遠いものであるが，多品種

少量生産産業の育成に係わる公的機関の支援が行われる

ようになったことで，産業化の方向が見いだせている．

５ 経営は家族を中心である．加工部門には地元女性を

雇用し，製品づくりに従事させている．原料生産量と生

産期間が限定されるので大量生産できない状況下にある．

６ 家族経営であるが，家族それぞれが部門の責任を果

たしている．トマト生産管理部門は主人が，新商品開発，

加工管理は妻が，商標マーク・包装及び，ネット販売に

ついては長女夫婦がそれぞれ主に担当している．

【１０ 今後の展開】

現状は家族と少数の雇用者により，農場，自家工場で

生産したトマトの加工品を大手百貨店，ホテル売店，徳

島マルシェ，ネット販売を行うなど，堅実な販売を行っ

ている．生産，商品の企画開発，販売は家族の機能分担

で対応している．多品種少量生産方式に対応した経営で

あり，今後もこの方式を継続することになろうが，周年

製造販売への問題点がのこる．

加工原料のトマト生産量が増加すれば，生産稼働の長

期化につながるが，現在のところトマト生産農家のつな

がり意欲が乏しく，組織づくりが進んでいない．

地方創生という大型の地域活性につながるものではな

いにしろ，地域やふるさと創生事業につなげる方向を指

向させるという問題がのこる．

【引用・参考文献】

１．小田切徳美（ ）：「農山村再生－限界集落問題を

越えて」岩波ブックレット

２．斎藤修著（ ）：「食品産業クラスターと地域ブ

ランド」農文協．

３．坂本世津夫 「『地域開発』土佐三原どぶろく」

日本地域開発センター． ． ．
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五感コミュニケーションを活かしたワクワク地域づくり

相原憲一（一般社団法人絆塾・静岡大学大学院）

キーワード：五感 相乗効果 認知心理学 ダイナミックケイパビリティ

．まえがき

個人の五感と地域のワクワクはそもそもどう関係

するのか？ワクワク感を五感要素に分割するアブダク

ションをし、それを組み合わせればまたワクワクにな

るのか？そこに何が関係しているいるのかを考える。

五感から社会のワクワク感を生み出すに必要とな

るための相乗効果が持つコミュニケーション能力を示

し、触覚が新たなキーポイントであると提示する。

．ワクワク地域のスコープ

あいまいな解釈を呼ぶ地域活性の論点をクリアにす

るためにワクワク地域というキーワードを導入する。

地域とは 生活文化圏 結果として経済圏もあ

り を示し、量（規模）でなく質（深まり）で特色を定

義する。文化や生活基盤の行動プラットフォームとも

解釈できる。なお、合併で一枚岩でない行政区画を一

枚岩にする矛盾が生じる地域は本テーマでは論じない。

ワクワクとは

生活者（住民票ではない）の行動目標（手段）では

なく、心の有り方の目的そのものとして捉える。そこ

では当事者と周囲との関係性（つながり方）のダイナ

ミズムを通した価値づくりがある。

ワクワク地域とは

個々の目標達成手段を通して、目的を共有できるプ

ラットフォームと解釈できる。具体的イメージとして

は下記のいくつかが挙げられる。

特色 ：日常的なエビデンス（身近で無意識なのもあ

り）が生じる環境である。

非日常的イベントで、祭りだけにぎやかなのは不十

分である。たとえば、軽トラ市の多くは地域をワクワ

クする仕組みだったがいつの間にか短時間当事者だけ

のパフォーマンスにとどまってしまい全体はワクワク

していない例もある。

特色 ：表層的でなく深層的である

生きがいがあり、常時ワクワク感がある。経済的繁

栄前提ではなく、社会的関係性を重んじる。

特色 ：新たな繋がりを生むダイナミズムがある

全国同一商品サービス生産提供でなく、ステレオタ

イプを生まず、意味ある独自性、切り替えがある。

特色 ：時代変化での立ち位置（視座）が大切

認知からは願望と郷愁の共存（温故知新）である。

特色 ：公と私とが共存

一律規制でなく、現地に即した専門知識あるデザイ

ナーによる裁量が求められる。

これらの特色を備えた二つの事例を紹介する。

写真 は東京下町月島のもんじゃ焼きストリートで

ある。通りと店内が連続して、商店街全体もゆるいつ

ながりを持ち、裏通りにも生活感がある。裏通りや裏

庭にワクワクする地域は本物である。加えて、歴史的

にも江戸の物語が存在する。

参考 地域を知るにはイベント記念写真には写らない

文脈が生まれる写真が大切だと写真家から指摘された。

浮世絵の月島 表通り 横道

写真 東京月島もんじゃストリート

また、 年の歴史ある高知日曜市も関係機関の裁

量により公共の場を定期的に開放して個人商店経営を

可能にしている先駆的モデルになる。写真 に示す様

に、その場で生産加工も行う地域密着型である。

写真２ 高知日曜市の早朝準備風景

．五感のコミュニケーション

個人の五感と地域のワクワクはそもそもどう関係

するのか？ワクワク感を五感要素に分割するアブダク

ションをし、それを組み合わせればまたワクワクにな

るのか？そこに何が期待できるのかを考える。そもそ

も、感覚は生理的に分けられるが、人間として知覚や

認知は分けられるのか？ コミュニケーションという

キーワードが ゲシュタルトの根本問題とも関連する。

五感とは

感覚の代表的尺度としての五感の概念はアリストテ

レスの提唱と言われている。

・視覚 画像（色彩・造形）情報

ピューレー製品は，須藤オーナーが名付けた「ルナロ

ッサ」として販売されている．販売では，鳴門市にある

ルネッサンスホテルの支配人の目にとまりルネッサンス

の売店で販売された．

【８ 分析結果】

ここでは，農村振興を目的とする一次産業の六次産業

化の起業実態について検討したものである．六次産業の

概念は，一次産業＋二次産業＋三次産業によって起業さ

れる産業を示している． 年代に今村氏によって提唱

され使用される．最近になって一次産業×二次産業×三

次産業と掛け算で考えられるようになった．徳島県では

六次産業化法 年 月 日より六次産業化法が施行さ

れた．

徳島県では，中山間地域農業の維持・振興に努めてお

り，中山間地域への直接支払い等を活用し，中山間地域

の持つ多面的機能の維持や耕作放棄地の発生防止し，地

域特産物の加工・販売による就業機会の増大や新規就農

者等の担い手確保，地域に応じた事業の推進や取り組み

を支援している．

地域農業のブランド化を推進した原田トマトの六次産

業産品は，農商工等連携促進法や六次産業化法を活用し

た農産物の付加価値を高め，消費者と直結した販売によ

り，規模に経済が重視された時代にはなかった新しい地

域活性化の取り組みを支援している．

【９ 考察】

この研究調査を通じてトマトの生産，加工，販売を手

がける六次産業の成立は次の要因による．

六次産業化は，農家収入の低下による新たな作物の導

入を図ることを余儀なくされた環境から出発したトマト

生産に始まる．

トマトの付加価値を付ける方向として食品加工によ

る道を選択した．トマト加工食品の市場が一般家庭，レ

ストラン，贈答品分野など，比較的広範囲に及んだこと

が，起業活動に影響して事業が成立している．

製造された商品のネーミングが個性的で印象深く，市

場にうまく溶け込んだものとなり，原田トマトの知名度

を上げている．

４ トマト原料を食品に加工・販売する六次産業は，小

規模であり，規模の経済に程遠いものであるが，多品種

少量生産産業の育成に係わる公的機関の支援が行われる

ようになったことで，産業化の方向が見いだせている．

５ 経営は家族を中心である．加工部門には地元女性を

雇用し，製品づくりに従事させている．原料生産量と生

産期間が限定されるので大量生産できない状況下にある．

６ 家族経営であるが，家族それぞれが部門の責任を果

たしている．トマト生産管理部門は主人が，新商品開発，

加工管理は妻が，商標マーク・包装及び，ネット販売に

ついては長女夫婦がそれぞれ主に担当している．

【１０ 今後の展開】

現状は家族と少数の雇用者により，農場，自家工場で

生産したトマトの加工品を大手百貨店，ホテル売店，徳

島マルシェ，ネット販売を行うなど，堅実な販売を行っ

ている．生産，商品の企画開発，販売は家族の機能分担

で対応している．多品種少量生産方式に対応した経営で

あり，今後もこの方式を継続することになろうが，周年

製造販売への問題点がのこる．

加工原料のトマト生産量が増加すれば，生産稼働の長

期化につながるが，現在のところトマト生産農家のつな

がり意欲が乏しく，組織づくりが進んでいない．

地方創生という大型の地域活性につながるものではな

いにしろ，地域やふるさと創生事業につなげる方向を指

向させるという問題がのこる．

【引用・参考文献】

１．小田切徳美（ ）：「農山村再生－限界集落問題を

越えて」岩波ブックレット

２．斎藤修著（ ）：「食品産業クラスターと地域ブ

ランド」農文協．

３．坂本世津夫 「『地域開発』土佐三原どぶろく」

日本地域開発センター． ． ．

215



ランドスケープ を生む感覚であり、言うまでも

なく五感の主役で、認識心理や認知科学の中心にある。

・聴覚 音像（音程・音色）情報

サウンドスケープの概念 も景観の有り方と

して注目されてきた。地域の音のシンボル事例として

は写真 の川越の時の鐘が挙げられる。

・臭覚

環境問題での悪臭の排除の印象が強くあるが、食堂

街の香りや見逃しがちであるが磯の香、写真 の屋台

の臭いなど、隠れたキーポイントとなる。

・味覚

言うまでもなく、食文化は生活や観光の基盤である。

・触覚

写真 の焼き物のまち常滑の生活に溶け込んだ焼き

物散歩道にある土管の感触は印象的である。

川越の時の鐘 浅草ロック屋台 常滑焼き物散歩道

写真 街中の聴覚、臭覚、触覚の例

この五感を、意識的行為を通して感じるか、通さず

に感じるかいずれを前提とするか大別してみると一案

として図 が得られる。ここで意識的という概念は意

図的という意味ではなく、生理的にということである。

図 五感の大別例

ほかに最近の研究として「揺れ」「傾き」などもあ

るが、論点を明確にするため五感の限定するする。

認知心理学的解釈へ

生理的感覚から心理的認識へのプロセスは感覚、知

覚、認識として心理学的に整理されており 図 に示

すプロセスとなる。

図 認知心理学的解釈

感覚受容の意識が前提であるか否かを踏まえても、

意識体験後の知覚段階から共に心理の領域となる。

なお、認知心理学の世界は意識的体験が主導である

が、本能的無意識的体験を論じたギブソンのアフォー

ダンスの概念もデザイン的に注目されている。この概

念は事前専門知識が必須で今回の本テーマの延長上で

別途論じざるを得ない。

この図 は、五感の対象としての素材を中心とした

製造プロセスとして捉えるならば図３の解釈となる。

図 五感素材のプロセス展開解釈

さらに地域づくりとして捉えるならば図 となる。

図 地域づくりとしての解釈

これは、個人の心理学が社会学の心理的側面すなわ

ち地域社会の心理との関係に展開する必要を示唆する。

社会心理の取り込み

認知心理学は個人の内向きの考え方であるから、社

会そのものが個人に与える心理の観点から論じること

が地域づくりの大前提である。個人の自己満足で完結

するのではなくワクワク感の社会的ニーズとして考え

たい。したがって、図 に示す様に認知心理と社会心

理の両面から双方向的に論じないといけない。

図 社会心理の双方向取組

この取り込みでのいくつかの重要なポイントは

・無意識を意識化する個人の意識プロセス

・過剰意識を適正意識化とする社会手順

・個別の感覚を結び付ける社会的要素

などである。言い換えれば、体験と経験、能動と受動、

先天と後天、形式知と暗黙知などの要因や視点から、

ワクワクできるようにする処理能力が求められると言

える。

五感コミュニケーションとして

個人の内的認知心理と個人を取り巻く社会環境か

ら生まれる社会心理を結び付ける試みをする。

コミュニケーションはプロセスデザイン（等身大の
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変化を生むなど）の一つである。五感の組み合わせプ

ロセスでコミュニケーションが適正な社会心理「ワク

ワク」を生み出すことができるプラットフォーム（メ

ディアとしての解釈）を「五感コミュニケーション」

と定義する。その場合、プラットフォーム自身がコミ

ュニケーションでもあり、ツールでもある。

一例として、わずか の沿線で変化に富む江ノ島

電鉄を五感コミュニケーションツールとして解釈して

みる。私有地を提供して開通した江ノ電は写真４に示

す様に、手が届く軒先や境内の狭いエリア、街中路面

エリア、そして相模湾の磯の香りを味わい変化に富む。

乗車すること自身が、五感コミュニケーションの代名
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るという五感の豊かな資源を生んだことになる。
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図 五感の相乗効果の有り方に一例

実際、景観だけ優れている地域、味覚だけが豊かな

地域ではワクワク感が持続するはずがない。たとえば、

町並みだけ優れているが歩いてワクワクしない、資本

投資された食べ物屋さんだけ商売熱心な地域などもっ

たいない地域が全国にたくさんある。

触覚から観た日本文化と社会

日本文化の大きな特色の一つに「床の文化」が挙げ

られる。すなわち、素足で感じる＝共感のことであり、

広くは「公と私」共存または切り替えてつなげる文化

となる。他方、西洋文化は「壁の文化」と言われて切

り分ける文化である。なお、今日の日本は床の文化を

壁の文化にする規制強化の方向だが、西洋は逆に壁の

文化を床の文化にする裁量重視になってきた。参考ま

でに、松本城が外国人に人気な理由は、外観はもとよ

り、木造床張りオリジナルの素足の感触にあることは

容易に推察できる。

歩いて、触れてみたくなるワクワク感

「街全体が一つの宿、通りは廊下、旅館は客室」が

モット―である黒川温泉や谷中の澤の屋は床のつなが

りとして道路が繋がりを生む床の文化である。

ワクワク切り口として特に触覚が生むコミュニケ

ーションが共感となる場合を考えてみると、代表的な

景観例として写真 の 暖簾も街 勝山 が挙げられ

る。個人の暖簾の感触が公私共存の証とも受け止めら

れ、生活者のワクワク町並みの展開となる。また、東

京下町で人気の江戸切子の工房が並ぶ蔵前橋通りもワ

クワク地域として確立されてきた。個々の作家が床の

文化を通して広くつながることが大切である。

暖簾の町勝山 江戸切子工房

写真 感触が共感を生むキーポイント

ワクワク創りに向けて

社会関係資本 としての問題意識と、感覚が

癒しを生むアプローチ がある。ポジショニン

グでない四万十川ドラマ、今治タオルや熊野筆の感触

が生む産業が前者である。自治体の後押しや良いポジ

ションながらももう一歩な横浜黄金町 は、極論す

れば癒しのアプローチを融合させ、五感コミュニケー

ションの充実を図ることで更なる一歩が期待できる。

．あとがき

地域活性という漠然とした、ある意味「上から目線」

をより生活者の目線で論じる一つの切り口を提示した。

いちばん大切なのは、住民がワクワクする地域が存在

することである。五感という誰もが持ち合わせる感覚

の相乗コミュニケーションはそのヒントになりえる。
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大学と行政の連携による地域人材育成制度の評価

星野敦子（十文字学園女子大学）

： 生涯学習、人材認証、ボランティア

【はじめに】 
生涯学習審議会（平成 年）によって指摘されているよ

うに、地域の課題解決のためには、住民の意識的な問題解

決型の学習が重要であり、地域社会の再生にとっては、生

涯学習によって活力ある住民が育成されること、そしてそ

の人や人々のネットワークが地域に張り巡らされることが

必要である。また、内閣府（平成 年）の調査によれば「生

涯学習を通じて身につけた知識・技能を地域や社会での活

動に生かしている」と回答した人の割合は平成 年度

％であったのに対して、平成 年度には ％と増

加している。また生涯学習の成果の活用について「 身につ

けた知識等を仕事や地域活動に生かしたいと思う」と回答

した人は ％に上っている。

本研究では、生涯学習による協働社会を目指す埼玉県新

座市における人材認証制度（新座市民総合大学サポーター

制度）が地域を支える人材育成に対してどのように貢献し

ているかを検証する。さらに、文部科学省 （知の拠点

整備）事業を活用してスタートした団体ネットワーク「ふ

るさとの緑と野火止用水を育む会（通称： ネット）の

意義についても明らかにする。

【方法】

新座市民総合大学は、市内３大学と新座市の連携によ

り発足し、今年で 年目を迎える。学部は時代に応じて

変化してきたが、環境系の学部については 年度まで、

年度を除いて 回開講されている。残念ながら 年

度から環境系は廃止され、その内容の一部は観光系学部

に統合されることとなった。このような状況を鑑みて、

発足から 年度まで、 年間の学部変遷をたどるととも

に、特に環境系の学部における人材育成の成果について

検証を進めた。

新座市生涯学習スポーツ課の協力により、市民総合大

学に関わる資料を提供していただき、学部の変遷やサポ

ーター委託者数などを調べるとともに、環境系修了生の

うち、サポーターとしての委託を受けた修了生の会であ

る「環境保全協力員の会」の会員を対象とした調査を実

施した。さらに、活動の推進と共通課題の解決を図るた

め、 事業の一環として、現在新座市内で活動している

環境系および観光系の 団体と市の担当６課をネットワ

ーク化した ネットの加盟団体についても活動内容や

課題について調査を実施した。

【結果】

（ ）新座市民総合大学の概要

新座市民総合大学は市制 周年事業として平成 年

度にスタートした。設置の目的として、設置要綱には「市

民が自分を高め、地域を高める学習の場を創出し、学ん

だことを地域で生かし、市民一人ひとりが生き生きとし

た人生を送れるようにするため」と述べられている。市

内には つの私立大学があることから、講座内容、施設

ともに 大学の協力を得て実施している。表１は学部内

容の変遷を示している。

平成 年度は「国際学部 あなたも国際人学科」「地

球学部 環境オブザーバー学科」及び「福祉学部 高齢

者介護学科」の 学科が開講され、 回 分、 回の講

義が開講された。フィールドワークやアクティブラーニ

ングを取り入れた多彩な講義内容となっており、内容的

にも先進的な取り組みであったことがわかる。例えば、

【表１】新座市民総合大学学部変遷 

各学部定員

講義回数※

環境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

観光 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子ども読書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉・高齢者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子育て ○ ○

国際 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツ ○ ○ ○ ○

文化・歴史 ○ ○ ○

※入学式（オリエンテーション・交流会あり）、修了式（終了記念講演あり）を含む

図 五感の相乗効果の有り方に一例

実際、景観だけ優れている地域、味覚だけが豊かな

地域ではワクワク感が持続するはずがない。たとえば、

町並みだけ優れているが歩いてワクワクしない、資本

投資された食べ物屋さんだけ商売熱心な地域などもっ

たいない地域が全国にたくさんある。

触覚から観た日本文化と社会

日本文化の大きな特色の一つに「床の文化」が挙げ

られる。すなわち、素足で感じる＝共感のことであり、

広くは「公と私」共存または切り替えてつなげる文化

となる。他方、西洋文化は「壁の文化」と言われて切

り分ける文化である。なお、今日の日本は床の文化を

壁の文化にする規制強化の方向だが、西洋は逆に壁の

文化を床の文化にする裁量重視になってきた。参考ま

でに、松本城が外国人に人気な理由は、外観はもとよ

り、木造床張りオリジナルの素足の感触にあることは

容易に推察できる。

歩いて、触れてみたくなるワクワク感

「街全体が一つの宿、通りは廊下、旅館は客室」が

モット―である黒川温泉や谷中の澤の屋は床のつなが

りとして道路が繋がりを生む床の文化である。

ワクワク切り口として特に触覚が生むコミュニケ

ーションが共感となる場合を考えてみると、代表的な

景観例として写真 の 暖簾も街 勝山 が挙げられ

る。個人の暖簾の感触が公私共存の証とも受け止めら

れ、生活者のワクワク町並みの展開となる。また、東

京下町で人気の江戸切子の工房が並ぶ蔵前橋通りもワ

クワク地域として確立されてきた。個々の作家が床の

文化を通して広くつながることが大切である。

暖簾の町勝山 江戸切子工房

写真 感触が共感を生むキーポイント

ワクワク創りに向けて

社会関係資本 としての問題意識と、感覚が

癒しを生むアプローチ がある。ポジショニン

グでない四万十川ドラマ、今治タオルや熊野筆の感触

が生む産業が前者である。自治体の後押しや良いポジ

ションながらももう一歩な横浜黄金町 は、極論す

れば癒しのアプローチを融合させ、五感コミュニケー
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．あとがき

地域活性という漠然とした、ある意味「上から目線」

をより生活者の目線で論じる一つの切り口を提示した。

いちばん大切なのは、住民がワクワクする地域が存在

することである。五感という誰もが持ち合わせる感覚

の相乗コミュニケーションはそのヒントになりえる。

謝辞 本テーマは現地での人間社会科学や地域活動を
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「地球学部」を見ると、「アサーティブトレーニング 〜

さわやかに自己表現」「グループワーク 私にとって環境

問題とは？」「野火止用水クリーンキャンペーン」といっ

た講義がラインナップされている。平成 年度から

年度は「環境」「観光」「子ども読書」の 学部、講義回

数 回（ 年度のみ 回）で定着している。新座市民

総合大学は、文部科学省（平成 年）において先進事例

として報告されている。

（ ）人材認証制度

新座市民総合大学の大きな特徴の一つは、希望する修

了生に対してサポーター認証を行い、地域で活躍できる

人材として位置づけている点である。平成 年度以降の

学部のサポーター認証は図１の通りである。サポーター

委嘱を受けた修了生は、市が開催する事業やイベントに

おいて関係各課の支援のもとで活動することができる。

【図１】市民総合大学の人材認証

図２は、平成 年度から 年度の 年間の環境系学部

のサポーター委嘱率を示している。

【図２】環境系学部サポーター委嘱率（Ｈ Ｈ ）

修了者数 名に対し、環境保全協力員（環境美化活動、

エコライフデーの取り組みなど）が ％、グリーンサ

ポーター（雑木林の管理、クラフト教室など）が ％

となっている。

（ ）その後の活動の展開

平成 年度、文部科学省 （知の拠点整備）事業の

一環として、野火止用水や周辺の雑木林に関わる活動を

展開している市内の 団体とそれらを支援する新座市の

関係 課との連携を図る「ふるさとの緑と野火止用水を

育む会（通称： ネット）」を発足した。図 はこれら

の 団体と市民総合大学との関係を示している。

【図３】ＨＵＧネットと市民総合大学

ＨＵＧネットに加盟している 団体は、現在市内で継

続的に活動し、また実績を上げている団体である。 団

体のうち 団体は市民総合大学の修了生により運営され

ている。「サンアール１０」や「チームキャロット」のよ

うに同期の修了生が立ち上げた団体もあり、また複数の

団体で活動している修了生も多い。さらに直接の野火止

用水に関わらないためにＨＵＧネットには属していない

が、実際にはＨＵＧネットメンバーが活動している多数

の団体（図の右上）があることも調査から明らかになっ

た。

市民総合大学第 期生の修了生であり、 年度まで「環

境保全協力員の会」の会長を務めていたＴ氏に、これま

での活動の経緯についてインタビュー調査を行った。

Ｈ 定年退職後すぐに第 期新座市民総合大学地球

環境学部に入学
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Ｈ 市民総合大学修了

Ｈ 同期の修了生とともに「環境 」結成

その後、黒目川や柳瀬川水質検査などを行う

Ｈ 新座市環境対策課の呼びかけに応じ、志木駅南

口クリーン活動開始

Ｈ 回以上の会議を経て「エコ冊子」発行

Ｈ 町内会連合総会でのＰＲを契機に「環境出前講

座」開始 → その後年間 回～ 回実施

初期のころは町内会中心、近年は小学校の総合

学習などが主流

Ｈ 〜 新座市エコライフデー（環境対策課担当 Ｈ

年度 名が参加）で使用するチェックシ

ート作成、調査結果の集計

Ｔ氏は「環境保全協力員の会」以外に、「雑木の会」を

主宰しており、市内の雑木林保全活動、小学生を対象と

した土曜日の自然体験教室などを行っている。「一度回し

始めた歯車は止めるのはもったいないと思い、今も手を

抜かずに活動できているのは、これがわが生きがいの結

構な部分を占めているからだ」と述べている。

（ ）活動の実態と課題

活動実態について把握するため、新座市環境対策課の

協力のもと、平成 年 月「環境保全協力員の会」の

会員を対象とした調査を実施した（有効サンプル数

回収率 ％）。図 は市民入学し総合大学に入学した理

由を示している。最も多かったのが「環境問題への興味」

（ ％）であり、次いで「仲間との交流を期待」（ ％）

となっている。また「修了後ボランティア活動をしたか

った」は 割弱であった。

【図４】市民総合大学に入学した理由

図５は活動のメリットをまとめたものである。いずれ

の項目も比較的高い評価となっており、メンバーが活動

や交流を楽しみながら、社会の役に立つことに生きがい

を感じていることがわかる。また記述回答においては、

「研修会などを通して新しい知識を得ることができる」

「生活にリズムができる」「ネットワークの広がりができ

て有益と感じている」「市が何を重視しているかがわかり、

市民としての自覚が増す」などといった意見がみられた。

この結果から先にあげた市民総合大学の設置目的がほぼ

達成されていると考えることができる。

【図５】ボランティア活動のメリット

市民総合大学で学んだことがどの程度現在の活動に活

かされているかを自己評価してもらった結果が図６であ

る。平均で ％、部会ごとに差があるが、もっとも高
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【図６】市民総合大学で学んだことが

生かされている割合

活動の課題については、平均値が最も高かった「活動
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問題とは？」「野火止用水クリーンキャンペーン」といっ

た講義がラインナップされている。平成 年度から

年度は「環境」「観光」「子ども読書」の 学部、講義回

数 回（ 年度のみ 回）で定着している。新座市民

総合大学は、文部科学省（平成 年）において先進事例

として報告されている。

（ ）人材認証制度

新座市民総合大学の大きな特徴の一つは、希望する修

了生に対してサポーター認証を行い、地域で活躍できる

人材として位置づけている点である。平成 年度以降の

学部のサポーター認証は図１の通りである。サポーター

委嘱を受けた修了生は、市が開催する事業やイベントに

おいて関係各課の支援のもとで活動することができる。

【図１】市民総合大学の人材認証

図２は、平成 年度から 年度の 年間の環境系学部

のサポーター委嘱率を示している。
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エコライフデーの取り組みなど）が ％、グリーンサ

ポーター（雑木林の管理、クラフト教室など）が ％
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（ ）その後の活動の展開

平成 年度、文部科学省 （知の拠点整備）事業の

一環として、野火止用水や周辺の雑木林に関わる活動を

展開している市内の 団体とそれらを支援する新座市の

関係 課との連携を図る「ふるさとの緑と野火止用水を

育む会（通称： ネット）」を発足した。図 はこれら

の 団体と市民総合大学との関係を示している。

【図３】ＨＵＧネットと市民総合大学

ＨＵＧネットに加盟している 団体は、現在市内で継

続的に活動し、また実績を上げている団体である。 団

体のうち 団体は市民総合大学の修了生により運営され

ている。「サンアール１０」や「チームキャロット」のよ

うに同期の修了生が立ち上げた団体もあり、また複数の

団体で活動している修了生も多い。さらに直接の野火止

用水に関わらないためにＨＵＧネットには属していない

が、実際にはＨＵＧネットメンバーが活動している多数

の団体（図の右上）があることも調査から明らかになっ

た。

市民総合大学第 期生の修了生であり、 年度まで「環

境保全協力員の会」の会長を務めていたＴ氏に、これま

での活動の経緯についてインタビュー調査を行った。

Ｈ 定年退職後すぐに第 期新座市民総合大学地球

環境学部に入学
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が明らかとなった。図７は結果をまとめたものである。

「同じ活動をしている団体のネットワークづくり」に対

する希望が最も強く、次いで「知識や技術を向上させる

ための機会の充実」となっている。また記述回答を見る

と、交通費など、経費の持ち出しについての対応や有償

ボランティアの可能性について述べている意見が多く見

られた。また学生とのネットワークの必要性、機材の共

有などについても意見が出されている。

【図７】自治体や大学への要望

（ ）「ＨＵＧネット」設立の意義

平成 年度に発足した「ＨＵＧネット」（会長 佐藤

弘信）は、要望の中で第 位となった「ネットワークづ

くり」を実現するためのものである。これまでこのよう

なネットワークが求められながら実現できなかった背景

には、縦割り行政の影響がある。サポーター認証を受け

ると、行政の支援により活動を展開できるが、各団体の

担当課が決まっているため、別の課が担当する団体との

連携は困難であった。

今回ネットワークを立ち上げることができたのは、Ｃ

ＯＣ事業の一環として、大学をプラットフォームと位置

づけた結果であると考えている。団体だけでなく、行政

を巻き込み、横のつながりをつくるために、野火止用水

を管轄している生涯学習スポーツ課の協力を仰ぎ、同課

から関係５課に声掛けをしていただいて協力を要請した。

市長や教育長のご理解もあり、結果的に 団体 課 大

学によるネットワークが構築できた。

「ＨＵＧネット」の目的は「安らぎと憩いを求め、野

火止用水とその周辺の緑に人が集い、子どもが親しめる

空間づくりを目指す」ことにある。平成 年 月にキッ

クオフイベントを開催し活動をスタートした。各団体の

活動内容や課題に関する調査を行い、月の代表者会議に

おいて、調査結果に基づいて 年度の活動計画を策定し

た。予定されている活動は以下の通りである。

①三島市源兵衛川における研修

②野火止用水近辺の樹木を対象としたネームプレート

の設置

③活動状況がわかるリーフレットマップの作成

④ユニフォームベストの作製

⑤各団体の活動に対する支援（イベントの参加など）

【考察】

新座市民総合大学について、主として環境系の学部を

対象とした評価分析を行った。開設から今年で 年目を

迎えるが、修了生がサポーターとして、また独自の団体

を立ち上げて活発に活動している状況が明らかとなった。

また調査結果から、現在のボランティア活動に楽しさや

生きがいを感じており、同時に地域を高める活動を意識

的に展開している状況も把握できた。現在ボランティア

として活躍している修了生は、関連する複数の団体に所

属している場合が多い。

一方では、関連のある活動をしている団体が複数あり、

各々が独自の活動をしていることから、より活動成果を

高めるためには団体のネットワークづくりが大きな課題

となっていたが、管轄課が異なることで、連携がはばま

れていた。このような状況の中で市民と自治体をつなぐ

プラットフォームとしての大学が機能することであらた

なネットワークづくりに着手することができたのは、大

きな成果であったといえる。

「ＨＵＧネット」は生まれたばかりで今後どのように

展開していくかは未知数であるが、従来のように単独で

はなく、共通の課題を共有することにより、市民と行政

と大学が手を携えて課題解決を図っていくことが重要で

ある。

【引用・参考文献】

生涯学習審議会（平成 年）「学習の成果を幅広く生か

す －生涯学習の成果を生かすための方策について－

（答申）」

内閣府大臣官房政府広報室（平成 年）「生涯学習に関

する世論調査」
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モバイル活用によるスタンプラリーの実態 

田中 美香（東京農工大学大学院） 

 

Keyword： ジェラート・スタンプラリー、行政主導、6次産業化 

 

【問題・目的・背景】 
近年、日本の農林漁業及び農山漁村は内外の様々な問題

に直面し、その活力は低下している。そのため、2010年に

制定された「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）は、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に関する施策を講じて農山漁村にお

ける六次産業化を推進し、国産の農林水産物の消費を拡大

する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進するこ

とを明記している。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。 

国産農産物の消費拡大は、スタンプラリーやイベントの

開催・参加者に関する定量的な研究蓄積が必須となる。田

中（2015）は、紙媒体によるスタンプラリー応募者の実態

を明らかにした。しかしながら、モバイル端末を活用した

スタンプラリーの実態は明らかになっているとは言いがた

い。そこで本研究は、県産農産物の消費拡大を目的とした

行政主導のスタンプリーの企画・運営を事例として、モバ

イル端末活用によるスタンプラリーの実態を定量的データ

にて明らかにすることを目的とする。 

 

【研究方法・研究内容】 

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、

ジェラート・スタンプラリー参加者（以下、参加者）392

人分のデータを受け取った。具体的には、①ジェラート・

スタンプラリーに参加した41店舗の「ハピジェラ会員店

舗」（以下、店舗）の一覧、②スタンプラリーのデータ

（n=824）、③ジェラート・スタンプラリー達成者（以下、

達成者）に関するデータ（n=58）、である。また、参与観

察は、店舗を対象として2014年6月から2014年10月末

まで行った。 

 

【研究・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。また、栃木県は14の市と12

の町からなっている。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、栃木県において他府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。 

表１に示したように、2012年度時点の栃木県において、

森林は最大面積（55％）を占め、ついで農用地（20％）

となっている。 

 

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

面積 3,495 1,260 508 299 289 3 554 6,408

構成比 55% 20% 8% 5% 5% 0% 9% 100%  

表2 2013年度・栃木県の生産農業所得（単位：億円） 

品目 耕種註1） 畜産註2） 加工農産物 計

農業産出額 1,727 955 8 2,690

構成比 64.2% 35.5% 0.3% 100%  

 

表2に示したように、2013年度の栃木県農業産出額は

耕種註1）が最大となっており、1,727 億円（64.2％）であ

る。ついで、畜産註2）の955億円（35.5％）となっている。

なお、農林水産省「平成25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・農産物を加工する栃

木県内の店舗を対象としたスタンプラリーを2014年6月

から10月末まで実施した。 

が明らかとなった。図７は結果をまとめたものである。

「同じ活動をしている団体のネットワークづくり」に対

する希望が最も強く、次いで「知識や技術を向上させる

ための機会の充実」となっている。また記述回答を見る

と、交通費など、経費の持ち出しについての対応や有償

ボランティアの可能性について述べている意見が多く見

られた。また学生とのネットワークの必要性、機材の共

有などについても意見が出されている。

【図７】自治体や大学への要望

（ ）「ＨＵＧネット」設立の意義

平成 年度に発足した「ＨＵＧネット」（会長 佐藤

弘信）は、要望の中で第 位となった「ネットワークづ

くり」を実現するためのものである。これまでこのよう

なネットワークが求められながら実現できなかった背景

には、縦割り行政の影響がある。サポーター認証を受け

ると、行政の支援により活動を展開できるが、各団体の

担当課が決まっているため、別の課が担当する団体との

連携は困難であった。

今回ネットワークを立ち上げることができたのは、Ｃ

ＯＣ事業の一環として、大学をプラットフォームと位置

づけた結果であると考えている。団体だけでなく、行政

を巻き込み、横のつながりをつくるために、野火止用水

を管轄している生涯学習スポーツ課の協力を仰ぎ、同課

から関係５課に声掛けをしていただいて協力を要請した。

市長や教育長のご理解もあり、結果的に 団体 課 大

学によるネットワークが構築できた。

「ＨＵＧネット」の目的は「安らぎと憩いを求め、野

火止用水とその周辺の緑に人が集い、子どもが親しめる

空間づくりを目指す」ことにある。平成 年 月にキッ

クオフイベントを開催し活動をスタートした。各団体の

活動内容や課題に関する調査を行い、月の代表者会議に

おいて、調査結果に基づいて 年度の活動計画を策定し

た。予定されている活動は以下の通りである。

①三島市源兵衛川における研修

②野火止用水近辺の樹木を対象としたネームプレート

の設置

③活動状況がわかるリーフレットマップの作成

④ユニフォームベストの作製

⑤各団体の活動に対する支援（イベントの参加など）

【考察】

新座市民総合大学について、主として環境系の学部を

対象とした評価分析を行った。開設から今年で 年目を

迎えるが、修了生がサポーターとして、また独自の団体

を立ち上げて活発に活動している状況が明らかとなった。

また調査結果から、現在のボランティア活動に楽しさや

生きがいを感じており、同時に地域を高める活動を意識

的に展開している状況も把握できた。現在ボランティア

として活躍している修了生は、関連する複数の団体に所

属している場合が多い。

一方では、関連のある活動をしている団体が複数あり、

各々が独自の活動をしていることから、より活動成果を

高めるためには団体のネットワークづくりが大きな課題

となっていたが、管轄課が異なることで、連携がはばま

れていた。このような状況の中で市民と自治体をつなぐ

プラットフォームとしての大学が機能することであらた

なネットワークづくりに着手することができたのは、大

きな成果であったといえる。

「ＨＵＧネット」は生まれたばかりで今後どのように

展開していくかは未知数であるが、従来のように単独で

はなく、共通の課題を共有することにより、市民と行政

と大学が手を携えて課題解決を図っていくことが重要で

ある。

【引用・参考文献】

生涯学習審議会（平成 年）「学習の成果を幅広く生か

す －生涯学習の成果を生かすための方策について－

（答申）」

内閣府大臣官房政府広報室（平成 年）「生涯学習に関

する世論調査」

文部科学省（平成 年）「人材認証制度のニーズ及びマ

ッチングに関する調査研究」
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スタンプラリー参加店舗の決定は、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舗を対象としたスタ

ンプラリー実施の通知と、その参加対象店舗の選出を依

頼した。それを受け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舗を選出後、栃木県

農政部に通知した。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

象店舗を審査し、参加対象店舗を決定した。なお、店舗

は2014年6月時点で33店舗、その後8店舗が参加した

ため全41店舗となった（図1）。その内、図1の空白に示

したように、店舗を持たない市町は2市4町である。 

 

那須町

那須塩原市

大田原市

日光市 矢板市

塩谷町

鹿沼市

佐野市
栃木市

宇都宮市

那珂川町

さくら市

高根沢町

茂木町芳賀町

市
貝
町

益子町

真岡市

下野市

小山市

0 10km

11
 4
 3
 2
 1

 

 

図1 市町別参加店舗数(n=41) 

表3 イベントの概要 

イベン
トNo.

月 日 開催地 内容

1 6 15 市貝町
「道の駅サシバの里いちかい」
にて試食会

2 7 25 宇都宮市
栃木県庁主催「食の夏祭り」にて
ジェラート小売

3 9 28 さくら市 ジェラート小売

4 5
「ねんりんピック」関連イベントにて
ジェラート小売

5
25
～
26

栃木県庁主催
「とちぎ”食と農”ふれあいフェア」
にてジェラート小売

10 宇都宮市

 

表3に示したように、6～10月・5回の「ハピジェラ・

イベント」（以下、イベント）が開催された。イベントは、

参加者増を目的とした①情報誌の配布、②ポスターの掲

示、③ジェラートの提供、が毎回行われた。 

 

 

図2 ジェラートの価格（n=41） 

 

図 2 は、情報誌に記載されたジェラート販売単価を示

した。特徴として①200～480 円と幅広い価格帯、②300

円が最多、④全体の平均価格は336.8円、が挙げられる。 

 

3.応募者の特徴 

モバイル版スタンプラリーは、参加者がモバイル端末

にスタンプラリー専用アプリを取得し、メールアドレス

を入力してスタンプラリーに参加することにより可能と

なる。なお、モバイル端末とは、インターネットに接続

可能な①カメラ付き携帯電話、②スマートフォン、③タ

ブレットである。 

モバイル版スタンプラリー専用のアプリは、県内告知

の各種媒体により取得可能となっていた。具体的には、

店舗を中心とした①B2版500枚のポスター、②各種情報

誌、③イベント、よりスタンプラリーのQRコードを取得

したと推察される。参加者は、異なる各店舗にてQRコー

ドによるスタンプ 5 つを収集後、栃木県特産品や栃木県

プロスポーツの観戦チケット応募をモバイル端末より

行った。なお、その際に応募者の住所と性別が必須の入

力項目となった。 

 

表4 スタンプラリーの応募数（件）(n=824)  

スタンプ数 1 2 3 4 5※） 計

応募数 392 172 119 80 61 824
構成比 48% 21% 14% 10% 7% 100%  

※）同一住所が3人認められたため、達成者は58人。 
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表 4 に、スタンプ数別の応募数を示した。参加者 392

人の48％が1件の取得で終了し、応募まで達したのが61

人（7％）となった。2012年4月から8月末まで実施され

た栃木県のジェラート・スタンプラリーの応募者数は

1,068 人だった（田中：2014）。すなわち、スタンプラリ

ーとしては、モバイル版は低調な結果といえる註3）。 

表 5 は、スタンプラリーの応募数を示した。所在地別

の1店舗当たりのスタンプ数は0～47 件、イベントのス

タンプ数は 9～63 件となった。なお、イベントでのスタ

ンプ数は824 件中 178 件（22％）を占めており、全体で

のスタンプ数増加の可能性が示唆された。 

 

表5 スタンプラリーの応募数（件）(n=824)  

No.
所在地

・イベント
店舗数 スタンプ数計

1店舗当たり
スタンプ数

1 小山市 1 47 47.0
2 市貝町 1 40 40.0
3 那珂川町 1 40 40.0
4 芳賀町 1 35 35.0
5 栃木市 4 110 27.5
6 さくら市 1 25 25.0
7 日光市 1 24 24.0
8 真岡市 1 20 20.0
9 茂木町 2 38 19.0

10 那須町 3 44 14.7
11 宇都宮市 11 121 11.0
12 高根沢町 1 11 11.0
13 佐野市 2 22 11.0
14 下野市 1 10 10.0
15 益子町 1 9 9.0
16 鹿沼市 2 16 8.0
17 大田原市 2 15 7.5
18 矢板市 1 5 5.0
19 那須塩原市 3 14 4.7
20 塩谷町 1 0 0.0

41 646 15.8
21 イベント1 29
22 イベント2 63
23 イベント3 9
24 イベント4 64
25 イベント5 13

178

824
※）イベント1回当りのスタンプ数は、35.6。

---

---

小計

総計
小計※）

 

 

 

図3 月別スタンプ数（n=824） 

図3に示したように、月別での最大スタンプ数は9月

の233件（28％）となった。ついで、7月の200件（24%）

だった。いわゆる夏休み期間である7～8月の各月スタン

プ数よりも9月のスタンプ数が多数を占めたことより、

応募者は成人であることが推察される。 

 

 

図4 曜日別スタンプ数（n=824） 

 

図 4 に示したように、曜日別では日曜日の 300 件

（36％）が最大、ついで土曜日の136件（17%）となった。

すなわち、土日の2日間で、全体の53%を占めていた。こ

れは、一般的な休日である土日の外出時に、応募者はジェ

ラートを消費していると推察される。 

 

4.達成者の特徴 

 図5は、達成者が5件のスタンプ取得に要する日数を

示した。特徴として、1日間に達成者6人の存在が挙げら

れる。これは、①栃木県内の利便性の高い道路、②栃木

県の多様な農作物を使用した多種類のジェラート、が寄

与したと推察される。また、21日間で31人（51％）が5

件のスタンプを獲得していた。なお、達成者が要した平

均日数は28.0日間だった。 

 

 

図5 スタンプラリー達成に要した日数（n=61） 
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図6 月別スタンプ数（n=61） 

 

図6で示したように、月別での最大スタンプ数は8月

の83件（27%）となった。ついで、9月の74件（24%）で

ある。なお、これは図3の傾向と異なる結果となってい

るため、さらなる分析が必要と思われる。 

 

表6 達成者の居住地(n=58) 

女性 男性 計
宇都宮市 22 9 31 53%
鹿沼市 3 2 5 9%
栃木市 3 3 5%
壬生町 2 2 3%
足利市 2 2 3%
日光市 2 2 3%
さくら市 1 1 2%
益子町 1 1 2%
高根沢町 1 1 2%
小山市 1 1 2%
上三川町 1 1 2%
那珂川町 1 1 2%
芳賀町 1 1 2%
矢板市 1 1 2%

小計 40 13 53 91%
つくば市 1 1 2%
結城市 1 1 2%
伊勢崎市 1 1 2%
桐生市 1 1 2%

東京都 大田区 1 1 2%
42 16 58 100%

72% 28% 100% 2%

構成比

茨城県

群馬県

計
構成比

栃木県

性別
居住地

 

 

表6は、達成者の居住地・性別を示した。性別は全体

の72％が女性となった。居住地の特徴として、①1都3

県、②栃木県内が全体の91％、③宇都宮市の在住者が53％、

が挙げられる。すなわち、県内最大人口である宇都宮市

の住民がスタンプラリーの主たる参加者だったといえる。 

達成者のスタンプ305件の特徴は、①5回のイベント参

加が48件（305件中16%）、②34店舗のスタンプ（全41

店舗中83％）、③「道の駅」12 店舗での123 件のスタン

プ（40％）、が挙げられる。すなわち、宇都宮市やその近

郊である市貝町で 6～7 月に開催されたイベント参加や

「道の駅」に来訪した達成者が、比較的特定の店舗でス

タンプラリーしたことが推察される。 

 

【今後の展開】 

今後の展開は、栃木県農政部が実施した 2012 年 4～8

月末のアナログ版ジェラート・スタンプラリーと、2014

年 6～10 月末のモバイル端末活用によるジェラート・ス

タンプラリーの比較分析である。なお、アナログ版とは、

ジェラート購入者が店舗にてジェラート購入代金を支払

う際に、スタンプラリー専用の応募用紙に捺印を得るこ

とをさす。 

 

【注】 

1）耕種とは、米・麦類・雑穀・豆類・いも類・野菜・果

実・花き・工芸農作物・その他作物。 

2）畜産とは、肉用牛・乳用牛・豚・鶏・その他畜産物。 

3）2012年4月から8月末まで実施されたジェラート・ス

タンプラリーは、3件のスタンプで応募可能だった。一

方、2014年6月から10月末まで実施されたスタンプラ

リーは、5件のスタンプで応募可能となったため、その

比較は慎重な検討を必要とする。 

 

【引用・参考文献】 

・田中美香（2014）「地域資源と地域産業資源の特徴と関係性」、

『地域活性研究』 4(-)、pp.13-21. 

・田中美香(2015)「スタンプラリーにおける応募者の特徴と”

道の駅”が果たした役割‐栃木県内のジェラート店舗におけ

るスタンプラリーを例として‐」、『地域活性研究』6（-）, 

pp.31-40. 

・政府統計の総合窓口  

生産農業所得統計・平成25年生産農業所得統計「3.都道府県

別農業産出額及び生産農業所得」 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103

_&listID=000001129518&requestSender=dsearch（2015年6月17

日） 

・政府統計の総合窓口  平成25年生産農業所得統計「4-1 主 

要農産物の産出額と構成比（50位まで）」 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL02020101.do?method=extendT

class&refTarget=toukeihyo&listFormat=hierarchy&statCode=00500

206&tstatCode=000001015617&tclass1=000001019794&tclass2=0

00001063785&tclass3=&tclass4=&tclass5=（2015年5月1日） 
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地域活性化のための地域類型に関する研究

小塩篤史（事業構想大学院大学）

： 地域類型、将来推計人口、高齢化、人口減少

【問題・目的・背景】 

地域活性を考える際に、「地域」をどのような単位で捉え

るべきか、様々な議論がなされてきた。特に地方自治論や

地域計画の文脈において様々な検討がなされてきており、

「地域」の捉え方は様々である。 年度は、「地方版総

合戦略」の策定に各自治体が取り組んでいるが、ここでは

地域活性の単位としての基礎自治体が想定されている。一

方で地域活性は、自治体を越えたより広域の課題であるこ

とも多く、また一方で自治体の単位よりもより小さな「地

区」や「コミュニティ」の課題であることも多い。地域活

性化という時に想定している「地域」がどのような単位な

のか認識することは、その活性化施策の実行可能性や応用

範囲、潜在力の推定に重要な課題である。さらに「地域」

も多様である。地域活性化施策を他地域に応用する際には、

非常に慎重な検討が必要とされるが、それは地域の多様性

があるからである。一方で、有効な地域活性化施策を展開

することは非常に喫緊の課題である。この際に地域の特性

をある程度理解することが出来れば、展開可能性の検証が

比較的容易になる。そこで本研究では、地域の類型を基礎

づける分類方法に関して検討を行う。そのための第一の段

階として、自治体レベルで類型化を行い、各自治体の特性

を把握し、特性に基づいた地域活性化策に結びつく地域分

類法を提案することを目的とする。

【研究方法・研究内容】

 
地域分類には国土交通省「新しい国の形「2層の広域圏」

を支える総合的な交通体系最終報告書」の分類を採用し

た。この分類では、まず人口10万人以上で、昼夜間人口

比率が 1 以上の都市を核都市と定め、そこから公共交通

機関で 1 時間以内に移動できる範囲を、一つの都市圏と

して設定している。その結果、日本全国に５つの大都市

圏（札幌、東京、名古屋、京阪神、博多）と77の都市圏

に分類される。 
 
 

 
 
大都市圏に関しては、国土交通省の分類では都心と郊

外の区別が明確ではない。そこで、ここでは東洋経済 地

域経済データ 2011 を用いて、市外への通勤者が 50％以

上の市区町村を郊外都市とした。この分類に基づくと日

本を以下の5地域に分類が可能である。 
・大都市 
・大都市郊外 
・地方中核都市 
・地方中小都市 
・自然共生地域 
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【研究・調査･分析結果】

まず、各地方の地域分類を検討した。

もっとも資源が少ない自然共生地域の割合を分析した結

果が以下である。

自然共生地域に居住している人口の割合では、北海道、

東北、四国、九州、中国という順番である。これを面積

で見た場合は、北海道、中国、四国、東北という順番と

なり、中国・四国地方には北海道と同程度の割合で自然

共生地域が広がっていることが分かる。

大都市郊外は、他市区町村への通勤者が ％以上の市

区町村とした結果、東京圏に関しては以下の結果が得ら

れた。都心は、東京 区・横浜市・千葉市となり、周辺

地域が郊外として同定された（下表の濃い青色部分）。そ

の他大都市圏は、それぞれ札幌、名古屋、京都・大阪・

神戸、博多・北九州となり、その周辺地域が郊外として

同定された。

都心、大都市郊外、地方中核都市、地方中小都市、

自然共生地域の人口を集計したものが左図である。現

在は、大都市郊外の人口が最も多く、次いで地方中核

都市の人口が多い。右図は 2030 年の将来推計人口で

ある（将来推計人口は、国立社会保障人口問題研究所

による市区町村別将来推計人口を利用）。2030年にお

いても大都市郊外の人口が最も多い。減少率を見ると、
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5％減、7％減、11％減、15％減、22％減となっており、

都心ほど人口減少率が少ない状況である。 

5 地域の高齢化率を見ると、現在一番高いのは自然共

生地域であり、2030年も最も高い値である。一方現在、

最も低い大都市郊外地域も今後 20 年で一気に高齢化

が進展する。 

次に 地域ごとに、どのような環境におかれているか

を保健医療分野の指標をベースに検討を行った。

まず、医師数の分布であるが、人口当たりの医師数は、「都

心」が圧倒的に多く、「地方中核都市」も非常に多い。そ

の他の地域は相対的に少なくなっており、郊外型の都市

は人口規模が大きくても都心に資源依存をしているケー

スが多いことが分かる。

また、需要に関して、各地域の社会保障人口問題研究所

による将来推計人口に年齢ごとの発生確率を掛け合わせ

推計した。

認知症患者・要介護者共に今後増加が見込まれるの

は、大都市郊外、大都市、地方中核都市で、それ以外

の地域はおおきな増加は推定されなかった。 

【研究・調査･分析結果】

まず、各地方の地域分類を検討した。

もっとも資源が少ない自然共生地域の割合を分析した結

果が以下である。

自然共生地域に居住している人口の割合では、北海道、

東北、四国、九州、中国という順番である。これを面積

で見た場合は、北海道、中国、四国、東北という順番と

なり、中国・四国地方には北海道と同程度の割合で自然

共生地域が広がっていることが分かる。

大都市郊外は、他市区町村への通勤者が ％以上の市

区町村とした結果、東京圏に関しては以下の結果が得ら

れた。都心は、東京 区・横浜市・千葉市となり、周辺

地域が郊外として同定された（下表の濃い青色部分）。そ

の他大都市圏は、それぞれ札幌、名古屋、京都・大阪・

神戸、博多・北九州となり、その周辺地域が郊外として

同定された。

都心、大都市郊外、地方中核都市、地方中小都市、

自然共生地域の人口を集計したものが左図である。現

在は、大都市郊外の人口が最も多く、次いで地方中核

都市の人口が多い。右図は 2030 年の将来推計人口で

ある（将来推計人口は、国立社会保障人口問題研究所

による市区町村別将来推計人口を利用）。2030年にお

いても大都市郊外の人口が最も多い。減少率を見ると、
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【考察・今後の展開】

今回、地域分類の考え方として、「 地域」に分類可能

であることを検証した。各地域を 地域のどの地域であ

るかを考えることによって、一定程度地域の環境・資源

の把握に繋がると考えられる。

今後高齢化の影響が特に顕著と考えられるのが、「大都

市郊外」「大都市」「地方中核都市」であり、「地方中小都

市」や「自然共生地域」ではある程度高齢化の課題は既

に出尽くしていると言えるかもしれない。地方中小都市」

や「自然共生地域」ではこれから人口減少の影響が顕著

であり、減少する人口の中で増加する高齢化率にどう対

処するかという課題が出てくる。

今回、自治体単位のデータをもとに分析を行ったが、

さらに小さな単位での分析も有益であると考えられる。

現在取り組んでいる長野県飯田市の将来推計人口分析に

関して見てみると、同じ自治体内部であっても、「都心」

「郊外（新興・既存）」「中間地域」「山間地域」といった

分類が可能である。特に平成の大合併によって多くの地

方中核都市や中小都市が山間地域を取り込むことになっ

た。自治体の内部でも多様性があり、その多様性の分類

は有益である。

人口減少の中で地域活性化を行っていくためには、自

治体の連携も不可欠である。今回都市圏分析には触れて

いないが、地域の活性化を自治体レベルだけでなく都市

圏という生態系で捉えていく必要がある。特に公共施設

やインフラ整備等ハード面に関しては、選択と集中を含

めた検討を地域圏で実施することは効果的な活性化施策

に繋がる可能性がある。地域分類や地域論研究の推進を

通じて必要な自治体連携や有効な地域の持続可能性策の

創出につなげていきたい。

【引用・参考文献】

国土交通省（ ）「国土の長期展望」

社会保障人口問題研究所（ ）「将来推計人口」

厚労省検討会資料（ ）「認知症推計患者数データ」

厚生労働省（ ）「介護給付費実態調査」

小塩篤史（ ）「地域分類に基づいた医療需給の把握－

国土交通省分類に基づいた医療資源の分布と将来推計

－」『病院内外の連携構築に係る病院管理マネジメントに

関する研究 平成 年度 厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業 総括・分担研究報告書』
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コミュニティ・カレッジから提案する都市型エコツーリズム

中島 智（東京立正短期大学）

： 観光まちづくり、コミュニティ・カレッジ、都市型エコツーリズム

【問題・目的・背景】 
年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催に

向けて、地域資源を活かした観光まちづくりの活性化が課

題となっている。地域の住民・市民が主体となって日常生

活に埋もれた地域資源を再発見し、持続可能な観光交流に

つなげるためには、どのような視点や方法が求められるの

であろうか。

本報告では、コミュニティ・カレッジを「地域に根差し

た短期大学」と捉えたうえで、そこを拠点とする都市型エ

コツーリズムを提案する。なお、今回の提案は、筆者の勤

務する東京立正短期大学における取組に基づいているが、

本報告の内容はあくまでも筆者の教育実践に基づき構成し

たものであり、東京立正短期大学、杉並区ならびにいかな

る組織団体の見解を表すものでもないことを付記しておき

たい。

【研究方法・研究内容】

ここでいう都市型エコツーリズムは、持続可能な観光

の一形態であり、東京都杉並区における観光まちづくり

のひとつのビジョンを提案するものである。その構想に

当たっては、以下の つの視点を仮説的に検討した。

（１）「行動する観光学」の実践：コミュニティ・カレッ

ジを拠点に、学生や教員・職員などのヒューマン

ウェア、カリキュラム、学校行事などのソフトウ

ェア、施設・設備などのハードウェアの地域コミ

ュニティとの共有化を拡げつつ、「行動する観光

学」を実践する。そのことによって、観光まちづ

くりの視点から教育・研究、社会・地域貢献とい

う大学の三つの使命を結ぶ形で、コミュニティ・

カレッジの機能を高めるものでもある。

（２）「地域学」との融合：商店街のまちづくりや地域メ

ディアの活動などの諸般の地域学と融合させるこ

とによって、地域資源の再発見と活用（ワイズユ

ース）としての観光対象化を試みる。

（３）「社会関係資本」の醸成：新幹線や空港、道路など

の社会基盤ではなく、豊かな人間関係と自治意識

としての社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）

を醸成できるような、文化交流の場を創出する。

【研究・調査･分析結果】

筆者が本務校に着任したのは 年 月である。担当

は観光系科目が中心であるが、それらと地域研究とボラ

ンティアを結ぶ形で、地域との連携による地域づくりと

それを担う人財育成に取り組んでいる。その中で今回の

ビジョンを構想するひとつの契機となったのは、観光学

概論の授業で学生たちと企画した「学生からみた杉並の

魅力と地域資源」に関する自由記述式のアンケートであ

った。これは 年生 名を対象に、基礎演習において実

施したもので、アンケートの配布にあたっては、クラス

担任に手渡しで依頼した。属性やサンプル数など統計的

に信頼できるデータとはいえないが、学生のトレーニン

グという教育上の目的が念頭にあったのに加え、この極

めて限られたデータからも、大局を読み取ることは一定

可能だと考えてのことであった。

「杉並のイメージ」を尋ねる問いには、「緑が多い」「自

然豊か」「環境がよい」といった自然環境・生活環境を評

価する回答が多かったのに対し、「杉並の観光スポットは

どこか？」という問いには、「商店街」「高円寺」「寺・神

社」、「古着屋」と答えた者の割合が多く、前者の環境の

良さについて触れた回答はほとんど見られなかった。こ

の結果から、杉並の自然環境・生活環境については評価

されているものの、観光対象としては認識されていない

ことがわかる。ここで学生たちと問うたのは、杉並の自

然環境・生活環境をいかに観光対象化していけるかであ

り、その楽しみ方を学生目線で提案することであった。

その具体的な場としては、①公園での遊びや食事、②地

域イベント、③オープンキャンパスなどが抽出された。

【考察・今後の展開】

今後、構想を具体化する作業を進めると同時に、学生

の地域認識が都市型エコツーリズムの実践とどのように

関係しているのかを検討していく必要を感じている。

【引用・参考文献】

［１］末石冨太郎・橋爪紳也 「ツーリズムスタデ

ィの規範化について」橋爪紳也・田中貴子編『ツ

ーリズムの文化研究』京都精華大学創造研究所。

［２］中島智 「観光と地域文化」白土健・望月義

人編『観光を学ぶ』八千代出版。

【考察・今後の展開】

今回、地域分類の考え方として、「 地域」に分類可能

であることを検証した。各地域を 地域のどの地域であ

るかを考えることによって、一定程度地域の環境・資源

の把握に繋がると考えられる。

今後高齢化の影響が特に顕著と考えられるのが、「大都

市郊外」「大都市」「地方中核都市」であり、「地方中小都

市」や「自然共生地域」ではある程度高齢化の課題は既

に出尽くしていると言えるかもしれない。地方中小都市」

や「自然共生地域」ではこれから人口減少の影響が顕著

であり、減少する人口の中で増加する高齢化率にどう対

処するかという課題が出てくる。

今回、自治体単位のデータをもとに分析を行ったが、

さらに小さな単位での分析も有益であると考えられる。

現在取り組んでいる長野県飯田市の将来推計人口分析に

関して見てみると、同じ自治体内部であっても、「都心」

「郊外（新興・既存）」「中間地域」「山間地域」といった

分類が可能である。特に平成の大合併によって多くの地

方中核都市や中小都市が山間地域を取り込むことになっ

た。自治体の内部でも多様性があり、その多様性の分類

は有益である。

人口減少の中で地域活性化を行っていくためには、自

治体の連携も不可欠である。今回都市圏分析には触れて

いないが、地域の活性化を自治体レベルだけでなく都市

圏という生態系で捉えていく必要がある。特に公共施設

やインフラ整備等ハード面に関しては、選択と集中を含

めた検討を地域圏で実施することは効果的な活性化施策

に繋がる可能性がある。地域分類や地域論研究の推進を

通じて必要な自治体連携や有効な地域の持続可能性策の

創出につなげていきたい。

【引用・参考文献】

国土交通省（ ）「国土の長期展望」

社会保障人口問題研究所（ ）「将来推計人口」

厚労省検討会資料（ ）「認知症推計患者数データ」

厚生労働省（ ）「介護給付費実態調査」

小塩篤史（ ）「地域分類に基づいた医療需給の把握－

国土交通省分類に基づいた医療資源の分布と将来推計

－」『病院内外の連携構築に係る病院管理マネジメントに

関する研究 平成 年度 厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業 総括・分担研究報告書』
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コンテンツによる観光振興の持続可能性に関する考察 －岩手県久慈市を事例としてー

中村忠司（一橋大学大学院）

： 持続的観光、観光行動、コンテンツツーリズム

【はじめに】 
一般的に旅行は、メディアの影響を大きく受ける。なぜ

なら、行ったことのない場所に対する知識は旅行者にはな

いため、伝える側のメディアとの間に大きな情報格差が生

まれるためである。特にテレビに代表される映像メディア

は、訪れる場所の選択と評価の基礎知識さえ消費者に与え

てしまう。インターネットによる情報検索が日常化する中、

口コミによるリコメンドや評価を積極的に得ようとする行

為は、より強まる傾向にある。

受入地域の側では、毎年放送される 大河ドラマや朝

の連続テレビ小説（以下朝ドラ）の対象地域の旅行者が放

送年に増加することから、積極的にロケ地の誘致活動に乗

り出す自治体も現れている。問題は、放送翌年に一気に観

光客数が減少する現象で、一過性の観光誘致のマイナス面

を指摘する声も出ている。地域にとっては、一過性ではな

く「地域のファン」になって何回も訪れてもらい、地域と

の関係性を持続してもらうことが重要である。そのために

は、リピーターを育成していかなくてはならない。

本研究の目的は、コンテンツによる観光振興の持続可能

性に焦点を当て、持続性を担保する一因である観光地を何

回も訪れるハードリピーターがどのようにして生まれてく

るのか、生まれやすくするにはどのような施策が地域とし

て必要かを解明することにある。

【研究対象としての久慈市】

事例研究の対象としては、岩手県久慈市を選んだ。

年度上期の 朝ドラ『あまちゃん』の舞台である久慈

市では、放送後もコアなコンテンツのファンが当地を

回以上訪れ、地域に入り込み地域の方と一緒に観光振興

の活動をする事例が見られていたためである。

久慈市は岩手県の沿岸北部に位置し、海岸線は三陸復

興国立公園であるが、山間部が多く平地は極めて少ない。

人口は 万 千人（ 年 月現在）である。観光資源

として「北限の海女」、「海岸線」、「ウニやアワビの海産

物」、「東北唯一の闘牛」、「国内最大の琥珀産地」、「県北

最大級の祭り」などがある。しかしながら、首都圏から

の物理的・時間的距離の長さや宿泊施設の不足、団体用

食事会場の不足といった受入体制の脆弱さから、素通り

型の観光地となっていた。また、 年 月の東日本大

震災により、市内は大きな被害はなかったが、震災後の

観光自粛や風評被害により観光入込客数は、 年の

万 千人から 年には 万 千人と激減した。

年には 万 千人まで回復したが、ピーク時の約 割に

留まっていた。

『あまちゃん』の効果としては、岩手県観光統計によ

ると 年の市の観光客数が 万人となり ％の

増加となった。また、市内中心部にある道の駅くじ「や

ませ土風館」のゴールデンウィークの入館者数は 年

万 千人、 年 万 千人、 年 万 千人

年 万 千人と放送後約 年が経過してもさほど衰えて

いない。久慈市商工観光課の発表によると、 年の市

への経済効果は約 億円に上る。

が久慈市をロケ地として発表したのは 年 月

だが、 月には市に連絡があり、行政・商工会議所・観光

協会では機運が高まった。市として、まず着手したのが

組織づくりであった。市長を会長とする、「朝の連続テレ

ビ小説「あまちゃん」支援推進協議会」が作られた。全

体の事務局は、市観光課である。エリアとしては、久慈

市、洋野町、野田村、普代村、田野畑村の 市町村が係

わっている。 年度からは、「北三陸「あまちゃん」観

光推進協議会」に名前が変わったが、予算は 年度と

同じ約 万円（県 万円、市 万円他）が確保さ

れている。

【調査方法】

調査方法は当地を何回も訪れるハードリピーターを抽

出し、その生成プロセスを確認することが重要なため、

定性調査を中心とした。リピーター本人の観光動機をイ

ンタビュー調査で収集し、現地の受入側関係者へのヒア

リングを行い久慈市の観光施策を確認した。

（１）ハードリピーターへのインタビュー

対象者① 金田一元氏（以下 氏）

・調査日： 年 月 日（月）

・対象者：男性 代 都内在住 会社員 趣味（カメ

ラ、自転車

・久慈市訪問回数： 回（インタビュー時）
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＊久慈市等訪問関連の一覧は表１を参照。

対象者② 森田智昭氏（以下 氏）

・調査日： 年 月 日（月）

・対象者：男性 代 都内在住 趣味（鉄道写真

・久慈市訪問回数： 回（インタビュー時）

・主な質問内容

①旅行動機に関すること

何がきっかけで久慈に行くようになったか。

旅行動機は、時間的にどう変化したか。

②情報収集と情報発信に関すること

旅行前にどのような情報収集をしたか。

旅行中や旅行後どのような情報発信をしたか。

③リピーター化の要因に関すること

ハードリピーター化した原因は何か。

発地・受地とのネットワークの状況。

（２）現地関係者へのインタビュー

・調査日： 年 月 日（金）

・対象者：①久慈商工会議所職員 男性

②久慈市物産観光協会スタッフ 女性

③地元タウン誌編集部編集記者 男性

④㈱街の駅・久慈社員 女性

⑤呉服店店主 男性

対象者の選定理由：①は推進事業の発足当初からの中

心メンバーで全体的な立場から回答を得られる方、②は

「あまくらぶ」のマネージャー的存在で、イベントを取

り仕切っている方、③は地元メディアの立場で、客観的

に回答を得られる方、④は主に旅行会社の窓口として、

今後の観光の動向に回答できる方、⑤は『あまちゃん』

で登場する絣半纏を作成し、常に観光客に対応している

方である。行政・民間・個人商店・メディアとバランス

を考え選定した。

・主な質問内容

①事業関与に関すること

どのような事業に関わっているか。

②観光客対応に関すること

リピーターへの対応はどのようなものか。

③観光の持続性に関すること

観光の持続性のために実施していることは何か。

表１ 氏の久慈市訪問関連等の記録

（出所）Ａ氏提供資料に、筆者加筆。

                                                   
1 プロの漫画家やイラストレーターを含め、様々な人が描いた『あまちゃ

ん』を題材とする絵や漫画。ツイッターやフェイスブック上に毎日投稿

されるなど話題となった。 
2 オフラインミーティング。ネット上のオンラインコミュニティで知り合

った人同士が実際に会って会合を持つこと。 
3 あま絵を元にシャッターに地元の高校生などが描いたもの。実際の店

のシャッターなので閉店時間にしか見られないが、頼むとシャッターを

下ろして見せてくれることもある。 
4 現役高校生5人組の地元アイドルユニット。やませ土風館での定期公

演の他、県内各局のテレビ番組に出演するなど久慈市のPR役となってい

る。 
5 あまロス症候群のこと。放送終了後に視聴者が覚える喪失感を、ペッ

トロス症候群と同様に表現した造語である。 
6 全国あまちゃんファンの集いとして、2014年8月30日に盛岡市アイ

ーナホールで開催された。 

参加日 内容（①等の数字は久慈市訪問回数を表す）

“あま絵”を掲載した「あまちゃんファンブック出版オフ会」

開催

あまちゃん最終回を、各所で集まってみる

久慈・初訪問。市内、小袖海岸、種市高校など①

ツイッターにて、関西オフ会メンバーと出会う

第一回「関西あまちゃんオフ会」開催。実際に出会う

久慈訪問 回目（レンタカーでロケ地めぐり）②

三陸鉄道こたつ列車に乗車。あま絵シャッターアート視察③

盛岡あまちゃんオフ会開催

岩手県知事へのあまちゃんオフ会からの寄せ書き贈呈式登壇

三陸鉄道全線運行再開記念列車乗車。あまくらぶデビュー④

久慈 春まつり参加⑤

脚本家のご実家の文具店に訪問

あまくらぶ定期公演第 回開催・参加⑥

あまくらぶ秋葉原公演

脚本家のご実家の文具店を再訪

スポーツ報知の「あまくらぶ取材」に同行⑦

梅田ロフト主催の「あまロスツアー」の一部に参加⑧

第 回あまロスヒーリングモニターツアーに参加⑨

北限の海女フェスティバル開催・参加⑩

あまちゃんサミット開催

超あまオフ会開催

あまちゃんサミットオプションツアー開催・参加⑪

久慈 秋まつり⑫

第 回あまロスヒーリングモニターツアーに参加⑫

音楽祭⑬

久慈東高校文化祭（東高祭）⑭
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【調査結果】

（１）旅行者へのインタビュー結果

①情報収集と情報発信

氏は 系の仕事ということもあるが、出発前にグー

グルを駆使し現地の情報を集め、現地ではまた新たなキ

ーワードを入手し様々な行動をしている。情報収集能力

は格段に高い。さらに、得た情報をブログやフェイスブ

ックで発信している。重要なのは、その情報ネットワー

クがリアルにオフ会メンバーや現地の人とも繋がってい

ることである。氏はもともと やオフ会というものに

消極的であったが、氏や現地の人との出会いによって参

加するようになった。情報収集のネットワークが一気に

広がっていくのはそのようなリアルな場の存在である。

②ハードリピーター化の要因

氏のリピーター化のきっかけは 回目の現地シャッ

ターアートの見学での現地担当者との出会いであるが、

オフ会の存在が大きいと考えられる。各地のオフ会とつ

ながり、毎日 で発信しあう。そのことによって、常

に久慈市を意識する環境が生まれている。氏のリピータ

ー化のきっかけは「あまロスヒーリングツアー」に参加

して 氏や現地の観光関係者と知り合ったことである。

それ以降毎月欠かさず訪れている。アクセスは悪いが、

居心地のいいサードプレイスに久慈がなっている。

ハードリピーターには、使命感や義務感を持つ人がい

る。 氏の場合も、旅行者であるが、イベントによっては

他の訪問者をお迎えするなど案内する受地側の立場に回

ることもある。その結果地域を活性化させたいという意

識が非常に強くなっている。氏も自分の故郷という意識

である。『あまちゃん』よりも久慈市への愛着が大きくな

っている。 人とも定住を意識している。

（２）現地関係者へのインタビュー結果

①受入地の対応

放送終了後も現地では『あまちゃん』関連の事業を積

極的に継続している。イベントがあることでリピーター

が来るべき理由となっている。また、地域の喫茶店や小

売業の個人事業主がリピーターと個人的に などでつ

ながり居心地のいい場所を提供している。リピーターは

地域にいる場所があると滞在時間は長くなり、どうせな

ら地域にお金を落とそうとする意識が出てくる。

②久慈市における『あまちゃん』後の観光施策

放送後に今までの事業を引き継ぐ形で設立された北三

陸「あまちゃん」観光推進協議会では、 年の放送終

了後も様々な関連イベントを実施している。新たに付加

されたイメージの持続性のために、継続した関連事業を

保持することは重要な観光施策である。その中でも、大

きな話題となったのが、「いわて久慈・“あまロス”ヒー

リングツアー」である。ツアーは、 年 月と 月に

２回 泊 日で実施された。行程を見ると、『あまちゃん』

ロケ地を満喫できるコースになっている。特徴的には、

体験が多く、それだけ地元の関係者と触れ合う機会が多

いことになる。

【考察】

（１）ハードリピーターの生成過程

生成過程で影響を与えた経験では以下の６つの特徴が

見られた。

①同時共有性： 、特にツィッターのリプライという即

時メディアによって旅行前、中、後も常に仲間とつなが

っている経験。

②物語の共有：現地の方や他の旅行者と共通の物語を通

して会話できる経験。

③リアルなコミュニケーションの場：オフ会や現地の関

係者とのつながりなど多様なリアルコミュニケーション

の場が存在する経験。

④第 のふるさと：現地の人が「良く来たね」と言って

くれる居心地の良さがある経験。

⑤ボランティア：現地の人と一緒になって地域に貢献す

るという活動が使命感を醸成する経験。

⑥適度な困難さ：距離や時間という障害を乗り越える困

難さがある経験。

ネットと並行してリアルなコミュニケーションが継続

的に行われていることと、ボランティアなどで地域との

関係が深くなっていることがわかる。

（２）リピーター化するプロセスの整理

①多様な関係性の構築：比較的早い段階で、多彩なネッ

トワークによる多様なコミュニケーションを持つことで、

常に誰かと「作品」という共通言語を核に話ができると

いうことが、その地に赴きたいというモチベーションを

支えている。発地側の東京での やオフ会、現地関係

者コミュニティとのリアルなコミュニケーション、他の

オフ会との情報交換を持つ。場所だけでなく、時間にお

いても制限されることがないため、旅行中はもちろん日

常の中でも作品と地域を意識している。

②地域の人との関係性が継続的な関係に移行：リピータ

＊久慈市等訪問関連の一覧は表１を参照。

対象者② 森田智昭氏（以下 氏）

・調査日： 年 月 日（月）

・対象者：男性 代 都内在住 趣味（鉄道写真

・久慈市訪問回数： 回（インタビュー時）

・主な質問内容

①旅行動機に関すること

何がきっかけで久慈に行くようになったか。

旅行動機は、時間的にどう変化したか。

②情報収集と情報発信に関すること

旅行前にどのような情報収集をしたか。

旅行中や旅行後どのような情報発信をしたか。

③リピーター化の要因に関すること

ハードリピーター化した原因は何か。

発地・受地とのネットワークの状況。

（２）現地関係者へのインタビュー

・調査日： 年 月 日（金）

・対象者：①久慈商工会議所職員 男性

②久慈市物産観光協会スタッフ 女性

③地元タウン誌編集部編集記者 男性

④㈱街の駅・久慈社員 女性

⑤呉服店店主 男性

対象者の選定理由：①は推進事業の発足当初からの中

心メンバーで全体的な立場から回答を得られる方、②は

「あまくらぶ」のマネージャー的存在で、イベントを取

り仕切っている方、③は地元メディアの立場で、客観的

に回答を得られる方、④は主に旅行会社の窓口として、

今後の観光の動向に回答できる方、⑤は『あまちゃん』

で登場する絣半纏を作成し、常に観光客に対応している

方である。行政・民間・個人商店・メディアとバランス

を考え選定した。

・主な質問内容

①事業関与に関すること

どのような事業に関わっているか。

②観光客対応に関すること

リピーターへの対応はどのようなものか。

③観光の持続性に関すること

観光の持続性のために実施していることは何か。

表１ 氏の久慈市訪問関連等の記録

（出所）Ａ氏提供資料に、筆者加筆。

                                                   
1 プロの漫画家やイラストレーターを含め、様々な人が描いた『あまちゃ

ん』を題材とする絵や漫画。ツイッターやフェイスブック上に毎日投稿

されるなど話題となった。 
2 オフラインミーティング。ネット上のオンラインコミュニティで知り合

った人同士が実際に会って会合を持つこと。 
3 あま絵を元にシャッターに地元の高校生などが描いたもの。実際の店

のシャッターなので閉店時間にしか見られないが、頼むとシャッターを

下ろして見せてくれることもある。 
4 現役高校生5人組の地元アイドルユニット。やませ土風館での定期公

演の他、県内各局のテレビ番組に出演するなど久慈市のPR役となってい

る。 
5 あまロス症候群のこと。放送終了後に視聴者が覚える喪失感を、ペッ

トロス症候群と同様に表現した造語である。 
6 全国あまちゃんファンの集いとして、2014年8月30日に盛岡市アイ

ーナホールで開催された。 

参加日 内容（①等の数字は久慈市訪問回数を表す）

“あま絵”を掲載した「あまちゃんファンブック出版オフ会」

開催

あまちゃん最終回を、各所で集まってみる

久慈・初訪問。市内、小袖海岸、種市高校など①

ツイッターにて、関西オフ会メンバーと出会う

第一回「関西あまちゃんオフ会」開催。実際に出会う

久慈訪問 回目（レンタカーでロケ地めぐり）②

三陸鉄道こたつ列車に乗車。あま絵シャッターアート視察③

盛岡あまちゃんオフ会開催

岩手県知事へのあまちゃんオフ会からの寄せ書き贈呈式登壇

三陸鉄道全線運行再開記念列車乗車。あまくらぶデビュー④

久慈 春まつり参加⑤

脚本家のご実家の文具店に訪問

あまくらぶ定期公演第 回開催・参加⑥

あまくらぶ秋葉原公演

脚本家のご実家の文具店を再訪

スポーツ報知の「あまくらぶ取材」に同行⑦

梅田ロフト主催の「あまロスツアー」の一部に参加⑧

第 回あまロスヒーリングモニターツアーに参加⑨

北限の海女フェスティバル開催・参加⑩

あまちゃんサミット開催

超あまオフ会開催

あまちゃんサミットオプションツアー開催・参加⑪

久慈 秋まつり⑫

第 回あまロスヒーリングモニターツアーに参加⑫

音楽祭⑬

久慈東高校文化祭（東高祭）⑭
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ーと地域の人との関係が、従来のゲストとホストの一時

的な関係性から継続的な関係に移行している。本来、旅

行者と地域受入者との関係は、一時だけの即時的かつ非

反復的関係になることが多い。旅行者は娯楽性を求める

が、地域との関係性を求めることは少ないからである。

体験型のツアーにおいては、一部の指導員と懇意になる

ことがあっても、複数との交流はほぼありえない。一時

的な意識をお互いに保有しているためである。

③作品から地域や人に関心や興味の対象が移行：「作品」

がコミュニティの核であることは変わらない。ただそれ

だけだと、「飽き」が起こってくる。インタビューの中で

出た言葉で印象的なのが「あまロスから久慈ロスに」と

いうフレーズである。つまり、『あまちゃん』がコミュニ

ケーションの核であることは変わらないが、重要なこと

は地域や人にシフトしているというのである。それは発

地側でも同じで、オフ会でも当初は『あまちゃん』の話

題が中心であったのが、徐々に宮藤官九郎の新しいドラ

マの話題などに変わってきて、『あまちゃん』の何話の何

がといった話は出なくなる。現地にとっては、『あまちゃ

ん』が薄れていっても久慈のファンとして継続的に来て

もらえることは、理想的であるといえる。

④使命感、義務感が発生し観光関係者コミュニティとの

同化が発生：地域のためにできることは何かを考え、も

てなす側にまわり、首都圏でのイベントを手伝う。自分

の時間やお金を犠牲にして人を手伝う「ボランティア」

でもあるが、彼らにとっては楽しみとなっている。また、

観光関係者と「地域を盛り上げる」という目的意識の共

有が起こり、観光関係者のコミュニティに組み込まれて

いく。

（３）現地受入関係者からの要因

インタビューから、以下の要因が見られた。旅行者と

の直接の関係だけでなく、街の関係者同士が繋がってい

ることで、１つの久慈市観光関係者のコミュニティとし

て旅行者と繋がることになり、旅行者をコミュニティの

一部として同化させやすい。

①複数の繋がり：街の観光関係者同士の繋がりが緊密で、

すぐに情報共有ができる。

②自然な付き合い：見知らぬ人がふらっと来ても毛嫌い

しないで自然な付き合いができる。

③段階的に深い付き合い： で情報交換をするなど、顔

が見える旅行者と個別の付き合いを深めていく。

つまり、旅行者との直接の関係だけでなく、街の関係

者同士が密接に繋がっていることで、一つの久慈市観光

関係者のコミュニティとして旅行者と繋がることになり、

旅行者をコミュニティに同化させやすいことがわかる。

多様な関係性の構築→現地の人との関係性が継続的関

係に移行→作品から地域や人に関心が移る→使命感、義

務感が発生し観光関係者のコミュニティとの同化が起こ

るという流れが見られた。

先行研究との比較では、岡本（ ）は大河ドラマと

アニメ舞台の旅行者行動比較でアニメにおいて情報のア

ーカイブ化やコミュニティ化が見られるとしている。し

かしながら、今回の調査ではテレビドラマでも同様の構

造が見られた。また、アニメ聖地巡礼では『らきすた』

の舞台である鷲宮においてもハードリピーターが確認さ

れており、今回のケースとの共通点が見られる。

【今後の展開】

最近の朝ドラでは、テレビ視聴と同時進行でツイッタ

ー発信をするなど との密接な関係が発生しており、

作品を核としたコミュニティができやすい状況にある。

コミュニティは舞台地でオフ会を開催する行動が多く見

られ、そのコミュニティが現地の観光関係者のコミュニ

ティとつながることで新しい紐帯が生まれる。その過程

には を媒介とした地域コミュニティとコンテンツコ

ミュニティの新しい出会いがある。

地域側からのコンテンツによる観光振興の持続可能性

の提言としては、

①番組が終了してもコンテンツに関わる事業を継続性す

ること。

②活発な地元関係者ネットワークを構築すること。

③ を通じた地域と観光客の積極的な交流をすること。

これらが有効な手段と考えられる。

コンテンツを核とした観光振興では地域も観光客を育

て、かつ観光客によって育てられる地域振興を模索する

ことが今後さらに重要となる。

【引用・参考文献】

・岡本健（ ）「コンテンツ・インデュート・ツーリズ

ム」コンテンツ文化史研究、

・コンテンツツーリズム学会編（ ）『コンテンツツー

リズム入門』、古今書院

・中村忠司 「コンテンツツーリズムの旅行者行動

と地域振興についての考察」コンテンツツーリズム学会

論文集、
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地方創生プログラムと大学の地域連携活動

木村晴壽（松本大学）

： 地方創生、大学、地域連携

【研究の背景と目的】

近年、全国的に地域社会との連携を重視する大学が急増

しており、その直接の契機は、文部科学省が平成 年度か

ら開始した“地（知）の拠点整備事業”であろう。“ ”

と言われるこの事業は、簡略化すれば、地域に視点を据え

た教育・研究と、それを基盤にした地域社会への貢献を大

学に求めている。その背景には、政治・経済はおろか文化

や教育分野などほぼすべての局面での東京一極集中がある

一方、疲弊の一途をたどる地方の存在がある。地方の疲弊

が叫ばれてからすでにかなりの時日が経過しており、今後

の地方再生を展望するとき我々はまずもって、これまでの

地方再生・地域活性をめぐる政策が必ずしも十分な効果・

成果を生み出さなかった事実を踏まえなければならない。

人口減少に象徴される、地方の地盤沈下が確実に進行し、

地方再生に向けた道筋を鮮明に描けないまま、政府はもと

より全国の自治体は一斉に地方再生への具体策づくりに着

手した。この背景には、周知のごとく、 年 月に日本

創成会議が発表した、わが国人口の将来推計がある。いわ

ゆる増田レポートによる指摘である。

このレポートで示されたのは、若年女性の減少→さらな

る少子化→地方での急激な人口減少→半数の自治体が消滅

の危機、という深刻な構図である。 以上ある自治体

のうち半数以上の 自治体は、 年までに消滅の危機

に瀕するというのである。この推計を受けて文部科学省・

総務省は、地域に若者を定着させることなしに地方再生の

展望を開くことはできないとして、大学を核とした地方創

生プログラムの事業展開を強く求め始めた。何故ならば、

わが国の人口移動、特に若者の人口移動が、進学と就職を

大きな画期として起こっているからである。より簡略化し

て言えば、進学と就職のときに地方の若者が東京へ集中す

るということであり、進学にしても就職にしても、最も大

きな関わりを持つのが大学であることは自明だからである。

かかる事情を背景に文部科学省（・総務省）は、大学を地

方再生の核と位置づけたいわゆる （ プラス）事業

を打ち出した。大学を取り巻く環境はもはや、地域志向な

どという単なる方向性を明確にする段階にはなく、大学に

は、より積極的に行政や企業と一体になり若者を地域に根

付かせるための実践、つまりは地方創生に向けた具体的活

動が要求され始めた、と考える他はない。若者の地方定着

は地方再生の起点あり、そのために欠かせない重要な条件

となるのが雇用機会の充実であることから、 事業おい

ては大学に、地域の諸団体と連携することで雇用創出にも

関与することが求められているのである。

以上の認識のもと本研究は、地方創生が喫緊の課題とな

っている状況を踏まえ、大学による地域連携活動は、どの

ように評価・検証されるべきなのかについて検討すること

を目的としている。

【大学と地域社会】

ここでは、高等教育行政において大学が、地域社会との

関係でどのように位置づけられてきたのかについて、文部

科学省の考え方を手がかりとして概観する。

散見される限り、文部科学省が公式に地域社会と大学の

関係に言及したのは、 （昭和 ）年の中央教育審議会

の答申「大学教育の改善について」が最初である。そこで

は、「高等教育機関は、その属する地域社会の教育文化の中

心となり、産業振興の基盤として広く諸地域社会の発展に

寄与すべきものである」と述べられていたが、高等教育機

関の大都市集中を是正することが主眼だったため、極めて

漠然とした表現に止まっていた。

年、 教育調査団は日本の大学について、「柔軟

性に乏しい大学の階層的構造が、日本に現れつつある高度

技術社会の要求する教育目標を、満たすことができないの

は明らかである」と鋭く指摘した。同年に中教審は、学校

教育の基本的施策について、「国家社会の発展と人類の福祉

に貢献すること」が大学の目的であるという、やや抽象的

な大学像を示すのみで、地域社会との関連には一切触れな

かった。大学紛争の影響もあり、大学のあり方について国

立大学の法人化を促す答申となっていた。

年には「地域社会と文化について」の中教審答申で、

大学は「公開講座の開催や体育・スポーツ施設の一般利用

などが行われているが、その開放を更に積極的に進めるべ

きである」とされ、地域社会へ開かれた大学像が示された。

地域社会と大学をつなぐ要素は、具体的には公開講座と施

設開放だけであり、大学が地域社会で果たすべき役割は依

然、漠然としたままだった。その後は、主として生涯教育・

生涯学習の観点から大学と地域社会の関係が説かれ、やは

ーと地域の人との関係が、従来のゲストとホストの一時

的な関係性から継続的な関係に移行している。本来、旅

行者と地域受入者との関係は、一時だけの即時的かつ非

反復的関係になることが多い。旅行者は娯楽性を求める

が、地域との関係性を求めることは少ないからである。

体験型のツアーにおいては、一部の指導員と懇意になる

ことがあっても、複数との交流はほぼありえない。一時

的な意識をお互いに保有しているためである。

③作品から地域や人に関心や興味の対象が移行：「作品」

がコミュニティの核であることは変わらない。ただそれ

だけだと、「飽き」が起こってくる。インタビューの中で

出た言葉で印象的なのが「あまロスから久慈ロスに」と

いうフレーズである。つまり、『あまちゃん』がコミュニ

ケーションの核であることは変わらないが、重要なこと

は地域や人にシフトしているというのである。それは発

地側でも同じで、オフ会でも当初は『あまちゃん』の話

題が中心であったのが、徐々に宮藤官九郎の新しいドラ

マの話題などに変わってきて、『あまちゃん』の何話の何

がといった話は出なくなる。現地にとっては、『あまちゃ

ん』が薄れていっても久慈のファンとして継続的に来て

もらえることは、理想的であるといえる。

④使命感、義務感が発生し観光関係者コミュニティとの

同化が発生：地域のためにできることは何かを考え、も

てなす側にまわり、首都圏でのイベントを手伝う。自分

の時間やお金を犠牲にして人を手伝う「ボランティア」

でもあるが、彼らにとっては楽しみとなっている。また、

観光関係者と「地域を盛り上げる」という目的意識の共

有が起こり、観光関係者のコミュニティに組み込まれて

いく。

（３）現地受入関係者からの要因

インタビューから、以下の要因が見られた。旅行者と

の直接の関係だけでなく、街の関係者同士が繋がってい

ることで、１つの久慈市観光関係者のコミュニティとし

て旅行者と繋がることになり、旅行者をコミュニティの

一部として同化させやすい。

①複数の繋がり：街の観光関係者同士の繋がりが緊密で、

すぐに情報共有ができる。

②自然な付き合い：見知らぬ人がふらっと来ても毛嫌い

しないで自然な付き合いができる。

③段階的に深い付き合い： で情報交換をするなど、顔

が見える旅行者と個別の付き合いを深めていく。

つまり、旅行者との直接の関係だけでなく、街の関係

者同士が密接に繋がっていることで、一つの久慈市観光

関係者のコミュニティとして旅行者と繋がることになり、

旅行者をコミュニティに同化させやすいことがわかる。

多様な関係性の構築→現地の人との関係性が継続的関

係に移行→作品から地域や人に関心が移る→使命感、義

務感が発生し観光関係者のコミュニティとの同化が起こ

るという流れが見られた。

先行研究との比較では、岡本（ ）は大河ドラマと

アニメ舞台の旅行者行動比較でアニメにおいて情報のア

ーカイブ化やコミュニティ化が見られるとしている。し

かしながら、今回の調査ではテレビドラマでも同様の構

造が見られた。また、アニメ聖地巡礼では『らきすた』

の舞台である鷲宮においてもハードリピーターが確認さ

れており、今回のケースとの共通点が見られる。

【今後の展開】

最近の朝ドラでは、テレビ視聴と同時進行でツイッタ

ー発信をするなど との密接な関係が発生しており、

作品を核としたコミュニティができやすい状況にある。

コミュニティは舞台地でオフ会を開催する行動が多く見

られ、そのコミュニティが現地の観光関係者のコミュニ

ティとつながることで新しい紐帯が生まれる。その過程

には を媒介とした地域コミュニティとコンテンツコ

ミュニティの新しい出会いがある。

地域側からのコンテンツによる観光振興の持続可能性

の提言としては、

①番組が終了してもコンテンツに関わる事業を継続性す

ること。

②活発な地元関係者ネットワークを構築すること。

③ を通じた地域と観光客の積極的な交流をすること。

これらが有効な手段と考えられる。

コンテンツを核とした観光振興では地域も観光客を育

て、かつ観光客によって育てられる地域振興を模索する

ことが今後さらに重要となる。

【引用・参考文献】

・岡本健（ ）「コンテンツ・インデュート・ツーリズ

ム」コンテンツ文化史研究、

・コンテンツツーリズム学会編（ ）『コンテンツツー

リズム入門』、古今書院

・中村忠司 「コンテンツツーリズムの旅行者行動

と地域振興についての考察」コンテンツツーリズム学会

論文集、
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り公開講座や諸施設の解放を強調する傾向が続いた（例え

ば、 年、 年、 年の中教審答申）。

こうした状況を大きく変える契機となったのは、周知の

ごとく大学設置基準の大綱化（ 年）であり、それ以降

はひとつのモデルとして、地域社会との関係を強く意識し

た大学像が提示され始める。 年に大学審議会は、研究

志向・専門職業人養成・教養志向とともに「地域社会への

生涯学習機会の提供に力を注ぐ大学」という類型を具体的

に示した。初めて、地域社会に視点を据えた大学づくりが

認知されたと言ってよい。 年には“個性が輝く大学”

（大学審議会答申）で、具体的な大学の地域連携のあり方

が提示された。すなわち、「地域社会や産業界との連携・交

流の推進」なる項目を設け、産学連携に関しては、「各大学

が地域社会や産業界の要請等に積極的に対応し、それらの

機関との連携・交流を通じて社会貢献の機能を果たしてい

く」必要があるとして具体的な方策が例示された。さらに、

地域社会との関係についての指摘は本研究と重要な関連が

あるため、長文だが引用することとする。すなわち、「大学

の教育研究機能に対する社会の要請の高まりに積極的に対

応するためには、大学が受け身の姿勢ではなく、種々の形

態による社会人の受入れをはじめとして、大学の社会貢献

を強化する姿勢を積極的に地域社会や産業界に対し訴え掛

けることが重要である。特に、地域社会においても様々な

知的活動の場の形成が進展していくと考えられる 世紀

初頭において、大学が教育研究の一層の向上を図り、引き

続き地域社会における知的活動の中心的拠点としてその存

在意義を保っていくためには、上記に述べた意義等を踏ま

えて地域社会との連携・交流を積極的に推進し、地域社会

との繋がりを強めることにより、大学の発展を図っていく

ことが一層重要になると考えられる」と。

この答申の特徴は、設置基準の大綱化を受けて各大学に

その方向性を明確化することを求める一方で、大学が位置

する地域社会とのあらゆる連携を模索するよう促した点に

ある。特に、大学の「社会貢献」が大きくクローズアップ

されていることには留意すべきであろう。何故ならこれ以

降、社会貢献が教育・研究に加え、それらと並列的に、大

学の重要な使命とされるようになるからである。

大学と地域社会の関係を強く意識した大学づくりの歴史

が極めて浅いことには、疑問の余地がない。地域社会にお

いて大学が果たすべき役割とその方策、その成果と意義を

どのように捉えるべきかの作業が重要となる所以である。

【大学の社会貢献と高等教育機関としての地域連携】

大学の社会貢献をめぐって

ここではまず、大学による地域連携との関連で、戦前・

戦後を通じ長らく大学の使命とされてきた教育・研究に社

会貢献が付け加わった背景について言及しておきたい。

①教育分野

近年では、大学による様々な活動を教育・研究･社会貢献

の３つのカテゴリーに分類することが一般的になりつつあ

るが、通常の感覚から言えば、そもそも社会に貢献しない

大学などはあり得ない。大学はすべて何らかのかたちで社

会貢献するための存在であり、本来的には教育・研究を通

じて社会へ貢献する存在である。具体的には、社会が必要

とする人材を育成し社会へ供給すること、および社会の安

定・発展に寄与する広義の技術・知識等に関する学術研究

こそが大学の使命に他ならない。ところが、教育・研究の

成果という観点か見ると、これまでの大学のあり方には大

きな問題が潜んでいたことに気づかされる。

わが国の大学、特に戦後の大学を全体として概観すると、

大学での教育内容とその結果としての人材の供給先、つま

り就職先は、大学での教育内容と必ずしもマッチしない傾

向が強かった（理系・文系の違いはあるが）。その背景には、

経済発展にともなって企業社会が膨張するに連れ、企業が

必要としたのが、特定の専門性を身につけた人材というよ

りも、将来の管理職としての大卒者だったという事実があ

る。しかし、大学本来のあり方からすれば、大学教育を通

じて身につけた専門性が活かされるような就職を実現して

はじめて、教育を通じた社会貢献が達成されるはずである

（特定の専門性でなく汎用性のある能力を育成する教育も

含む）。根本的には、社会が必要とする人材と、学部・学科

の種類・量的配置のアンバランスを指摘せざるを得ない。

②研究分野

大学での研究に基礎的な分野や理論的な分野があるのは

極めて自然であり、実用的な研究分野だけで学術体系が成

り立つはずもないことは自明だが、問題は、大学での一つ

ひとつの研究が、間接的であれ直接的であれ、どのように

社会で活かされるのかが見え難いという点にあろう。

教育や研究の成果を積極的に社会で活かそうとする姿勢

が大学には欠けていた嫌いがある一方で、社会の側でも、

大学での専門教育に対する期待度・信頼度が低く、大学で

の教育・研究成果を積極的に活用しようとする姿勢が希薄

だったことは到底否定し難い。

地域貢献型大学が、モデルのひとつとして想定されるよ

うになってから、地域社会を重視しようとする大学にあっ

ては、地域社会へ貢献する具体的な方策の模索、しかも、

公開講座や施設開放というよりも地域社会の発展そのもの
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に寄与する方策を模索する段階へ移行することとなった。

その場合、第一に考慮されなければならないのが、教育・

研究という大学の本旨を通じての地域貢献であろう。

そこで重要となるのが、教育と研究の成果還元をめぐる

大学の姿勢である。“教育しっ放し”ではなく、大学教育を

通じて学生が身につけた能力が活きるような活動の場、よ

り具体的にはそのような就職先を見いだす姿勢を大学は持

つべきであり、同時に“研究しっ放し”ではなく、研究成

果を積極的に地域社会で活かす姿勢と工夫が大学には求め

られている（地域社会の姿勢も問われる）。

地方創生と大学

大学と地域社会の関係性を高等教育行政、あるいは大学

改革という観点からみれば、大学には、地域社会において

課題解決の核となり、地域課題の解決に向けて極めて具体

的に貢献することが求められているのが現状であろう。そ

して地方（まち・ひと・しごと）創生に関連して構想され

る地域連携プログラムは、そのような大学への要請をさら

に具体的にしたものと理解することができる。言うまでも

なく、東京一極集中と地方の疲弊を是正するための起点は、

若者を地元に定着させることであり、そのことを通じて地

方からの人口流出に歯止めをかけることである。進学と就

職が人口流出の契機となっている以上、そのいずれとも関

わる大学は論理的必然として、地方創生プログラムの重要

な拠点に位置づけられることになる。

こうした社会状況、ひいては地域社会の困難な状況を踏

まえれば、次に問題となるのは、大学は具体的にどのよう

な行動を採るべきか、である。

もとより、大学が関わりさえすれば地域課題がすぐさま

解決されるわけではない。そのような道筋を描くことは現

実離れしているだけでなく、無謀ですらある。大学が第一

に果たすべきは、まさしく課題解決に向けた拠点としての

機能を発揮することである。公的か否かを問わす、地域課

題と取り組んでいる諸団体を把握し、これら諸団体の力を

結集するための拠点となることが、まずもって大学に求め

られる役割である。いわば地域に散在する力のベクトルを

揃え、地域課題の解決へ向けた態勢を整えること、換言す

れば、大学にはいわゆるプラットフォーム機能を果たすこ

とが求められている。そのうえで、総花的に把握されがち

な地域課題を整理し、解決すべき課題を絞ることも必要と

なる。

地域連携活動の評価・検証

ここでは、地域連携活動について、評価・検証の視点か

ら、論点を提示したい。

松本大学は 年に、“地域の若者を受け入れ、活力あ

る地域社会の創造に貢献できる人材に養成し、地域社会に

還元する”大学を標榜して開学した。開学前の時期、大学

進学に際しての長野県残留流率が極めて低かったことから

導き出された理念である（ 年の残留率 、 都道

府県中の最下位。本学開学直後に残留率は 前後まで上

昇したが、現在でも全国平均値とは ポイント近い格差が

ある）。

高校での教育はおろか義務教育でも、地域連携教育が大

幅に取り入れられている今日、高等教育としの地域連携教

育の質が問われざるを得ない。本論では、義務教育段階お

よび高校教育と大学の地域連携教育を峻別するのは、直後

に地域に定着するか否かの現実的問題、より具体的には就

職問題が控えているか否かであるとの立場をとっており、

実際に地域社会に定着し活動するための現実的・実践的な

何等かの能力を身につけさせる必要に迫られている点こそ

が、彼我の決定的相違と考えている。その意味で、高等教

育機関としての地域連携教育にはそれなりの明確な評価・

検証の視点が必要であり、結論から言えば、次の つの視

点が考えられる。

①教育的視点

まず、教育的側面である以上、評価・検証の対象となる

のは、学生が関わる地域活動が主体となる。その場合、当

該活動が大学の目標とする人材育成に資するか、が第一の

視点であり、まさしく教育の成果を見据えた視点である。

例えば、地域社会に貢献する能力、あるいは地域社会に定

着して活動するための能力を育成する活動であるかを評

価・検証することになる。当然のことながら、主体性をも

って問題を見いだす、いわゆる課題探求能力の育成につな

がるか、の視点も含まれる。さらには、現代の大学に強く

要請される、いわゆる“学士力”の養成に資するか否かの

視点も欠かせない。

第二には、学生の側からの視点が考えられる。すなわち、

学生の自覚という観点であり、具体的には、学生自身が目

指す人物像に近づいている実感を持つことができるか、あ

るいは自分が目指す職業等への自信を持つことができるか、

したがってより根本的には、学生自身が自分と社会（とり

わけ地域社会）との関係を鮮明に認識できるか、の視点で

ある。

第三は、地域社会での定着場所確保、つまり現実の就職

へとつながる可能性を高める活動であるか、の視点があり

得る。まさしく教育の成果を地域社会で活かそうとする大

学の姿勢にも関わってくる。

り公開講座や諸施設の解放を強調する傾向が続いた（例え

ば、 年、 年、 年の中教審答申）。

こうした状況を大きく変える契機となったのは、周知の

ごとく大学設置基準の大綱化（ 年）であり、それ以降

はひとつのモデルとして、地域社会との関係を強く意識し

た大学像が提示され始める。 年に大学審議会は、研究

志向・専門職業人養成・教養志向とともに「地域社会への

生涯学習機会の提供に力を注ぐ大学」という類型を具体的

に示した。初めて、地域社会に視点を据えた大学づくりが

認知されたと言ってよい。 年には“個性が輝く大学”

（大学審議会答申）で、具体的な大学の地域連携のあり方

が提示された。すなわち、「地域社会や産業界との連携・交

流の推進」なる項目を設け、産学連携に関しては、「各大学

が地域社会や産業界の要請等に積極的に対応し、それらの

機関との連携・交流を通じて社会貢献の機能を果たしてい

く」必要があるとして具体的な方策が例示された。さらに、

地域社会との関係についての指摘は本研究と重要な関連が

あるため、長文だが引用することとする。すなわち、「大学

の教育研究機能に対する社会の要請の高まりに積極的に対

応するためには、大学が受け身の姿勢ではなく、種々の形

態による社会人の受入れをはじめとして、大学の社会貢献

を強化する姿勢を積極的に地域社会や産業界に対し訴え掛

けることが重要である。特に、地域社会においても様々な

知的活動の場の形成が進展していくと考えられる 世紀

初頭において、大学が教育研究の一層の向上を図り、引き

続き地域社会における知的活動の中心的拠点としてその存

在意義を保っていくためには、上記に述べた意義等を踏ま

えて地域社会との連携・交流を積極的に推進し、地域社会

との繋がりを強めることにより、大学の発展を図っていく

ことが一層重要になると考えられる」と。

この答申の特徴は、設置基準の大綱化を受けて各大学に

その方向性を明確化することを求める一方で、大学が位置

する地域社会とのあらゆる連携を模索するよう促した点に

ある。特に、大学の「社会貢献」が大きくクローズアップ

されていることには留意すべきであろう。何故ならこれ以

降、社会貢献が教育・研究に加え、それらと並列的に、大

学の重要な使命とされるようになるからである。

大学と地域社会の関係を強く意識した大学づくりの歴史

が極めて浅いことには、疑問の余地がない。地域社会にお

いて大学が果たすべき役割とその方策、その成果と意義を

どのように捉えるべきかの作業が重要となる所以である。

【大学の社会貢献と高等教育機関としての地域連携】

大学の社会貢献をめぐって

ここではまず、大学による地域連携との関連で、戦前・

戦後を通じ長らく大学の使命とされてきた教育・研究に社

会貢献が付け加わった背景について言及しておきたい。

①教育分野

近年では、大学による様々な活動を教育・研究･社会貢献

の３つのカテゴリーに分類することが一般的になりつつあ

るが、通常の感覚から言えば、そもそも社会に貢献しない

大学などはあり得ない。大学はすべて何らかのかたちで社

会貢献するための存在であり、本来的には教育・研究を通

じて社会へ貢献する存在である。具体的には、社会が必要

とする人材を育成し社会へ供給すること、および社会の安

定・発展に寄与する広義の技術・知識等に関する学術研究

こそが大学の使命に他ならない。ところが、教育・研究の

成果という観点か見ると、これまでの大学のあり方には大

きな問題が潜んでいたことに気づかされる。

わが国の大学、特に戦後の大学を全体として概観すると、

大学での教育内容とその結果としての人材の供給先、つま

り就職先は、大学での教育内容と必ずしもマッチしない傾

向が強かった（理系・文系の違いはあるが）。その背景には、

経済発展にともなって企業社会が膨張するに連れ、企業が

必要としたのが、特定の専門性を身につけた人材というよ

りも、将来の管理職としての大卒者だったという事実があ

る。しかし、大学本来のあり方からすれば、大学教育を通

じて身につけた専門性が活かされるような就職を実現して

はじめて、教育を通じた社会貢献が達成されるはずである

（特定の専門性でなく汎用性のある能力を育成する教育も

含む）。根本的には、社会が必要とする人材と、学部・学科

の種類・量的配置のアンバランスを指摘せざるを得ない。

②研究分野

大学での研究に基礎的な分野や理論的な分野があるのは

極めて自然であり、実用的な研究分野だけで学術体系が成

り立つはずもないことは自明だが、問題は、大学での一つ

ひとつの研究が、間接的であれ直接的であれ、どのように

社会で活かされるのかが見え難いという点にあろう。

教育や研究の成果を積極的に社会で活かそうとする姿勢

が大学には欠けていた嫌いがある一方で、社会の側でも、

大学での専門教育に対する期待度・信頼度が低く、大学で

の教育・研究成果を積極的に活用しようとする姿勢が希薄

だったことは到底否定し難い。

地域貢献型大学が、モデルのひとつとして想定されるよ

うになってから、地域社会を重視しようとする大学にあっ

ては、地域社会へ貢献する具体的な方策の模索、しかも、

公開講座や施設開放というよりも地域社会の発展そのもの
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②研究に関わる視点

何らかのかたちで大学での研究と関連を持つ地域での活

動がこの範疇には含まれ、なによりも、どのような意味で

研究と当該活動が関わっているかを明確にする必要がある。

一方では、研究の成果を地域社会に活かすための活動だと

すれば、直接的ではないにしても研究内容がどのような道

筋で地域に活かされることになるかの視点があり、他方で

は、当該活動自体が研究の一環なのであれば、成果に結び

つく研究内容となっているか否かの視点が必要だろう。

③地域活性化の視点

教育の一環として行われる学生の地域活動であれ研究に

関わる活動であれ、当該活動が地域の活性化に貢献してい

るか、貢献しているとすればどのような意味で貢献してい

るのか、の視点である。その際、若者の地元定着へつなが

っているかが問われるのはもとより、これまでの行論から

明らかなごとく、教育・研究の成果が地域社会の活性化に

どのように貢献しているかの視点は欠かせない。

④大学づくりからの視点

現代の大学には高校生への発信や働きかけが欠かせない。

高大連携教育（高大接続教育を含む）の観点からも、地域

連携教育が魅力ある大学づくりに貢献しているか否かの視

点が必要である。例えば、高校生の目に、「自分もあの大学

であの活動をしたい」と映るか、魅力ある大学教育として

十分な発信ができているか、の視点で地域連携活動を評

価・検証することも必要である。

【地方創生に向けた地域連携】

ここでは、本学と地元自治体との連携により実施されて

いる地方創生関連の事例を例示することとする。

地域連携戦略委員会の設置

若者の地元定着が地方創生の核心であり、そのために大

学が果たすべき役割は、大学で身につけた能力が可能な限

り活用されるかたちで卒業生を地元に就職させることであ

る。その場合、地元に定着の場がある限りは地元での就職

を優先しようとする意識、換言すれば学生の側に地元指向

が根付いていることが前提となる。そのうえで、学生のみ

ならず大学も積極的にそのような就職先を開拓する必要が

あり、そのための試みが、松本大学における地域連携戦略

委員会の設置である。

高校までの地域連携教育と大学のそれを別つのが、卒業

後の就職であることに鑑み、地域連携戦略委員会は、教務

委員会とキャリアセンター（就職委員会）が連携し、個々

の学生が行ってきた地域活動の内容を教務委員会とキャリ

アセンターが共有し、企業と直接に接触するキャリアセン

ター職員が企業と学生とのマッチングを進めること、およ

び本学において実践されている地域連携活動の実態を地域

社会へ向けて発信するための網羅的な情報収集を狙って設

けられた。できるだけ学生の能力が活きる就職を実現する

ためには、前述のように、大学側だけの努力だけでは不十

分であり、地域社会の側にも学生の能力（この場合は、地

域活動によって培われた能力）を積極的に活かそうとする

姿勢が求められるため、本学学生が展開する地域活動を積

極的に発信することが必要なのである。

地域づくりインターンシップ制度

若者の地元定着に際し、大学に求められる卒業生の地元

定着を実現するうえで欠かせないのが確実な就職、しかも

将来にわたって地域に根付く展望を持っての就職であると

するならば、大学はその課題とどのように関わるべきなの

か、という問題意識にもとづいて実施されているのが地域

づくりインターンシップ制度である。卒業生がその能力を

発揮し得るような地元就職がもはや地域社会任せでは実現

せず、大学のみの努力だけでも実現しない以上、従来より

さらに踏み込んだ地域連携によってこの課題を解決する他

はない。

平成 年度から松本大学では、大学が位置する松本市と

連携し、地域づくりインターンシップ制度をスタートさせ

た。初年度は、学生時代に何らかの地域づくり活動に真剣

に取り組んだ学生 名（新卒・既卒とも）が松本市の“地

域づくりインターン”として市内 ヵ所の「地域づくりセ

ンター」に配置され、様々な地域づくり活動に従事してい

る。これら 名の卒業生はいずれも、本学地域総合研究セ

ンターの特別調査研究員でもあり、地域づくり活動に従事

しながら定期的に大学に足を運び、地方創生に関わる、よ

り掘り下げた調査・研究を進めることが義務付けられてい

る。大学時代の所属とは異なる専門演習や 事業の一環

として実施される“コミュニティビジネス実践講座”に参

加しながら、実際の活動に裏打ちされた学びを深めること

が期待されている。年度ごとに、特別調査研究院としての

成果である調査・研究報告書を提出し、最終的には 年後

に本格的な定着場所を確保できるよう、自治体と大学が全

面的にバックアップすることとなっている。

【引用・参考文献】

『日本の教育政策』（ 年、邦訳 年、朝日新聞社）

『平成 年度地（知）の拠点整備事業』（ 年、文部科

学省高等教育局大学振興課）

『平成 年度新たな社会的ニーズに対応した学生支援プ

ログラム事例集』（ 年、日本学生支援機構）

242



「廃県置藩」で広域自治体再編成

小林宗太郎（関西大学大学院ガバナンス研究科）

：「廃県置藩」、広域自治体、基礎自治体

【問題関心、研究目的】 
年に廃藩置県が断行され、 の藩が廃され、県と

なり、直轄地に置かれていた府・県とあわせて 府 県

となった。ここから、宮廷と中央官制の改革により、明治

中央集権国家が誕生した。

江戸時代の幕藩体制は、各藩が領内において統治する分

権体制であったが、廃藩置県により、中央集権型の近代国

家をつくる契機となり、中央集権システムの形成とともに、

この廃藩置県は、近代化を推し進める画期的、歴史的な意

味があった。

戦後の荒廃の中から今日の繁栄を築く過程において、明

治からの中央集権型の社会システムが踏襲され、中央の強

力な権限と権威は残置された。 年代はじめから提唱さ

れた「地方の時代」。これは、政治や行財政システムを分権

的に切り替え、生活様式や価値観の変革をも伴う新しい社

会システムを探求するもので、国が制御する中央集権に対

する反論であった。明治維新以来構築された中央集権型の

システムは、地域に同質の規制と画一的な管理を実施する

ことにより、ややもすると本来あるべき地域における独自

の力を奪う結果になってきた。地方が実施する政策に関し

て、補助金や行政規制に阻まれ、このことから、財政の裏

付けを伴った施策が発揮できない状況も現出した。

年代、再び地方からの人口流出が増加し、中央に集

中・集積していく一極集中が加速されていった。近い将来、

毎年 万人ずつ減っていく社会が到来すると予測され、

いわゆる人口減少時代に移行すると考えられている。日本

の人口は、 年に 万人まで減り、人口減少時代を

迎える。人口減少は、大都市圏以外の地方においては特に

顕著に現れ、やがて地方は衰退していき、消滅自治体が各

地に広がるといわれている。

その一方で、人的資源や物的資源をはじめ、資金や技術

の経済要素は県境を越え、行動範囲も広域化し、国境すら

超えてグローバル化する中で、社会生活の基盤となる地方

自治体制度は、なお強固に今もなお 年前の府県割のま

まである。地域統制型の集権体制を構築するためにつくら

れた 府県体制が、現在も存在しているのである。

従来の府県制にとらわれず、社会システムの再構築のた

めに、中央地方関係の基幹である行政システムを考察する。

【先行研究、研究方法、研究内容】

本研究では、地域住民にとって身近な基礎自治体を従

来の市町村から、広域化を図り、「県」を廃して「藩」を

新たに創設することを提案する。

「廃県置藩」については、 年に日本青年会議所が

主催した『青年経済人会議 EXPO’90』において基本提

言として発表された。続く同年 月開催の豊橋青年会議

所主管による「全国会員大会」においてもこのテーマは

取り上げられ、その後の研究もあるが、未だ社会に認知

されたとは言い難い。

研究方法として、平成の大合併の検証、および日本青

年会議所が 年に市町村を対象に行った合併に関する

意識調査、全国藩校サミットの開催状況の 点から、「廃

県置藩」を改めて考察する。

【平成の大合併と市町村の適正規模】

現在の行政機構は中央政府の国、県という中間自治体、

市町村という基礎自治体の3層構造である。明治21年の

町村の数は71314。明治22年の「明治の大合併」で15859。
昭和 28 年で 9868。昭和 30 年初頭の合併促進で、31 年

9月に3975。合併特例法により、平成26年4月で1718
市町村となった。

交通網・情報網の発達と移動手段の高度化に伴い、人

の往来は飛躍的に進展した。そのため地域間競争が起こ

り、さらなる制度疲労と諸々の問題点が噴出した。

平成の大合併によって市町村の数は減少したというも

のの、現在の市町村の規模の単位では、住民サービスを

始めとする自治体施策が、機能的に運用できるかどうか

疑問である。独自の財源を基に、総合的に行政を実施す

るためにも、一定規模の地域が必要と思われる。

【 年日本青年会議所調査：地域一体感の希求】

日本青年会議所が、 年に市町村合併について、全

国 市町村に調査アンケートを実施した。合併につい

て、行政側の目的と住民側の期待を検証すると、行政側

の期待は「財政健全化」が主で、住民側は「住民の生活

の向上」や「サービスの多様化・高度化への対応」「広域

まちづくりによる地域の発展」を主に期待していた。

この結果から市町村合併に際して、ギャップがあり、

合併に対して抱いた期待が「実現した」が 割、「実現し

②研究に関わる視点

何らかのかたちで大学での研究と関連を持つ地域での活

動がこの範疇には含まれ、なによりも、どのような意味で

研究と当該活動が関わっているかを明確にする必要がある。

一方では、研究の成果を地域社会に活かすための活動だと

すれば、直接的ではないにしても研究内容がどのような道

筋で地域に活かされることになるかの視点があり、他方で

は、当該活動自体が研究の一環なのであれば、成果に結び

つく研究内容となっているか否かの視点が必要だろう。

③地域活性化の視点

教育の一環として行われる学生の地域活動であれ研究に

関わる活動であれ、当該活動が地域の活性化に貢献してい

るか、貢献しているとすればどのような意味で貢献してい

るのか、の視点である。その際、若者の地元定着へつなが

っているかが問われるのはもとより、これまでの行論から

明らかなごとく、教育・研究の成果が地域社会の活性化に

どのように貢献しているかの視点は欠かせない。

④大学づくりからの視点

現代の大学には高校生への発信や働きかけが欠かせない。

高大連携教育（高大接続教育を含む）の観点からも、地域

連携教育が魅力ある大学づくりに貢献しているか否かの視

点が必要である。例えば、高校生の目に、「自分もあの大学

であの活動をしたい」と映るか、魅力ある大学教育として

十分な発信ができているか、の視点で地域連携活動を評

価・検証することも必要である。

【地方創生に向けた地域連携】

ここでは、本学と地元自治体との連携により実施されて

いる地方創生関連の事例を例示することとする。

地域連携戦略委員会の設置

若者の地元定着が地方創生の核心であり、そのために大

学が果たすべき役割は、大学で身につけた能力が可能な限

り活用されるかたちで卒業生を地元に就職させることであ

る。その場合、地元に定着の場がある限りは地元での就職

を優先しようとする意識、換言すれば学生の側に地元指向

が根付いていることが前提となる。そのうえで、学生のみ

ならず大学も積極的にそのような就職先を開拓する必要が

あり、そのための試みが、松本大学における地域連携戦略

委員会の設置である。

高校までの地域連携教育と大学のそれを別つのが、卒業

後の就職であることに鑑み、地域連携戦略委員会は、教務

委員会とキャリアセンター（就職委員会）が連携し、個々

の学生が行ってきた地域活動の内容を教務委員会とキャリ

アセンターが共有し、企業と直接に接触するキャリアセン

ター職員が企業と学生とのマッチングを進めること、およ

び本学において実践されている地域連携活動の実態を地域

社会へ向けて発信するための網羅的な情報収集を狙って設

けられた。できるだけ学生の能力が活きる就職を実現する

ためには、前述のように、大学側だけの努力だけでは不十

分であり、地域社会の側にも学生の能力（この場合は、地

域活動によって培われた能力）を積極的に活かそうとする

姿勢が求められるため、本学学生が展開する地域活動を積

極的に発信することが必要なのである。

地域づくりインターンシップ制度

若者の地元定着に際し、大学に求められる卒業生の地元

定着を実現するうえで欠かせないのが確実な就職、しかも

将来にわたって地域に根付く展望を持っての就職であると

するならば、大学はその課題とどのように関わるべきなの

か、という問題意識にもとづいて実施されているのが地域

づくりインターンシップ制度である。卒業生がその能力を

発揮し得るような地元就職がもはや地域社会任せでは実現

せず、大学のみの努力だけでも実現しない以上、従来より

さらに踏み込んだ地域連携によってこの課題を解決する他

はない。

平成 年度から松本大学では、大学が位置する松本市と

連携し、地域づくりインターンシップ制度をスタートさせ

た。初年度は、学生時代に何らかの地域づくり活動に真剣

に取り組んだ学生 名（新卒・既卒とも）が松本市の“地

域づくりインターン”として市内 ヵ所の「地域づくりセ

ンター」に配置され、様々な地域づくり活動に従事してい

る。これら 名の卒業生はいずれも、本学地域総合研究セ

ンターの特別調査研究員でもあり、地域づくり活動に従事

しながら定期的に大学に足を運び、地方創生に関わる、よ

り掘り下げた調査・研究を進めることが義務付けられてい

る。大学時代の所属とは異なる専門演習や 事業の一環

として実施される“コミュニティビジネス実践講座”に参

加しながら、実際の活動に裏打ちされた学びを深めること

が期待されている。年度ごとに、特別調査研究院としての

成果である調査・研究報告書を提出し、最終的には 年後

に本格的な定着場所を確保できるよう、自治体と大学が全

面的にバックアップすることとなっている。

【引用・参考文献】

『日本の教育政策』（ 年、邦訳 年、朝日新聞社）

『平成 年度地（知）の拠点整備事業』（ 年、文部科

学省高等教育局大学振興課）

『平成 年度新たな社会的ニーズに対応した学生支援プ

ログラム事例集』（ 年、日本学生支援機構）
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なかった」が 割、「悪くなった」が 割となっている。

実現しなかった項目では、住民サービスに関わるものが

最も多く指摘されている。

合併に対する住民の主たる不安は、「財政格差による負

担の増加」や「公共料金が高くなる」「福祉などのサービ

ス水準が低下する」などで、これらの不安が解消したが

割、しなかったが 割、ますます不安が 割を占める。

また、あなたは自分の街が好きですかとの質問には「は

い」が 割を上回ったことから、郷土愛は失われていな

かったといえる。さらに、地域の誇りは合併によって失

われましたか、という質問に対しても、合併による影響

は行政枠の変化だけにとどまり、地域独自の特色は失わ

れなかったという回答が 割であった。

合併に民意が反映されたかについて検証すると、住民

投票を実施した地域が 割、議会決議による地域が 割

で、何らかの形で住民の声を聞き、民意の反映に努めた

といえるが、住民と行政が一体となって合併を推進した

と思うかとの質問において、「いいえ」が 割であった。

民意が反映されたにも関わらず、一体感を感じてないと

いう矛盾が生じた。これは、行政側の新しい街づくりの

ビジョンが明確にされず、住民への発信の甘さがあった

と考えられる。住民に対して十分な説明と、ビジョンの

提示が必須である。

【全国藩校サミット：「藩」文化の残存】

江戸時代は、約 の藩という自主独立した経済文化

圏を背景にした地域主権の領域があり、それらが連合し

て幕藩体制を形成していた。自然の流域や人が行きかう

街道、この郷土には、熟成した地域文化と地域意識が満

ちていた。藩の名称を復活させることで、江戸時代の地

域主権を回想し、郷土への郷愁を呼び起こすであろう。

郷土を自覚し、地域の伝統的な文化に育まれた市民性を

堅持することは、地域の自立の一助になりえるであろう。

現在においても藩という地域性を実感することができ

る。そのひとつの例が、「全国藩校サミット」であり、全

国の各藩にあった「藩校」の精神が、今なお地域に引き

継がれていることの証明でもある。

三百諸侯と呼ばれる多くの藩があったが、大小を問わ

ず、そのうちの二百数十藩において藩校が設けられてい

た。明治維新によって旧藩は解体され、藩校も廃止され

た。しかし、明治政府によって設立された旧制中学を、

旧藩校と関連付けて、旧藩の藩校の伝統を引き継いだと、

その地域の人々は主唱した。また、藩校成立の日を創立

記念日としている高校も多い。そして、藩校名を復活さ

せて高等学校にその名を冠する現象も現れた。

その旧制中学や高校の卒業生に、旧藩の伝統的な気風

と郷土の愛着を受け継がせていくことで、藩の特徴を伝

承させていったといえる。北海道の松前藩から、鹿児島

藩まで全国に約二百八十の藩校があって、「全国藩校サミ

ット」には、約五十数校が参加している。今日における

学校としての形態は各様だが、藩時代からの伝統的な特

質を伝承しているものと思われる。

【考察・展開：「廃県置藩」の制度設計】

「廃県置藩」における藩の規模は、江戸時代の藩を基

本として、生活圏・経済圏を重視しながらエリア的に合

併したもので、人口 万人～ 万人の規模で、全国で約

～ 程度になると考える。現在の県と市町村が持つ

行政権限を一括して持つことで、住民への行政サービス

が一元化され、財政的な裏付けを具備した独自の施策が

行われるであろう。

旧藩の地形を基本として、郷土としてのまとまりを第

一に考慮して構想された藩をつくるため、市町村合併を

行うが、並行して都道府県の合併も進めなければならな

い。規模としては、現行の県がいくつか合併したもので、

社会基盤整備と国土開発が効率的にできる最適規模を求

める。広域自治体の役割は、藩のまとめ役という立場で

はなく、域内のネットワークづくりに重点を移し、域内

に位置する ～ の藩の政策を束ね、広域的政策立案機

能、調整機能を担当する。

地域が活性化するためには、地域が自立した社会シス

テムが必須である。地域が固有の人的資源・自然資源を

的確に把握し、歴史・風土・文化といった地域の共有財

産を活用して、地域内の各界各層と連携していくことが

肝要である。その目的を達成するためにも、「廃県置藩」

は有効な社会システムとなるであろう。

【引用・参考文献】

佐々木信夫（ ）『人口減少時代の地方創生論』 研

究所

江口克彦（ ）『地域主権型道州制の総合研究』中央大

学出版部

勝田政治（ ）『廃藩置県』角川ソフィア文庫

村山吉廣（ ）『藩校』明治書院

（社）日本青年会議所 編（ ）『日本をあきらめるな』

パールバック

（社）日本青年会議所（ ）『青年経済人会議 』

（社）豊橋青年会議所（ ）『全国大会実行委員会提言

書』
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実現しなかった項目では、住民サービスに関わるものが

最も多く指摘されている。

合併に対する住民の主たる不安は、「財政格差による負

担の増加」や「公共料金が高くなる」「福祉などのサービ

ス水準が低下する」などで、これらの不安が解消したが

割、しなかったが 割、ますます不安が 割を占める。

また、あなたは自分の街が好きですかとの質問には「は

い」が 割を上回ったことから、郷土愛は失われていな

かったといえる。さらに、地域の誇りは合併によって失

われましたか、という質問に対しても、合併による影響

は行政枠の変化だけにとどまり、地域独自の特色は失わ

れなかったという回答が 割であった。

合併に民意が反映されたかについて検証すると、住民

投票を実施した地域が 割、議会決議による地域が 割

で、何らかの形で住民の声を聞き、民意の反映に努めた

といえるが、住民と行政が一体となって合併を推進した

と思うかとの質問において、「いいえ」が 割であった。

民意が反映されたにも関わらず、一体感を感じてないと

いう矛盾が生じた。これは、行政側の新しい街づくりの

ビジョンが明確にされず、住民への発信の甘さがあった

と考えられる。住民に対して十分な説明と、ビジョンの

提示が必須である。

【全国藩校サミット：「藩」文化の残存】

江戸時代は、約 の藩という自主独立した経済文化

圏を背景にした地域主権の領域があり、それらが連合し

て幕藩体制を形成していた。自然の流域や人が行きかう

街道、この郷土には、熟成した地域文化と地域意識が満

ちていた。藩の名称を復活させることで、江戸時代の地

域主権を回想し、郷土への郷愁を呼び起こすであろう。

郷土を自覚し、地域の伝統的な文化に育まれた市民性を

堅持することは、地域の自立の一助になりえるであろう。

現在においても藩という地域性を実感することができ

る。そのひとつの例が、「全国藩校サミット」であり、全

国の各藩にあった「藩校」の精神が、今なお地域に引き

継がれていることの証明でもある。

三百諸侯と呼ばれる多くの藩があったが、大小を問わ

ず、そのうちの二百数十藩において藩校が設けられてい

た。明治維新によって旧藩は解体され、藩校も廃止され

た。しかし、明治政府によって設立された旧制中学を、

旧藩校と関連付けて、旧藩の藩校の伝統を引き継いだと、

その地域の人々は主唱した。また、藩校成立の日を創立

記念日としている高校も多い。そして、藩校名を復活さ

せて高等学校にその名を冠する現象も現れた。

その旧制中学や高校の卒業生に、旧藩の伝統的な気風

と郷土の愛着を受け継がせていくことで、藩の特徴を伝

承させていったといえる。北海道の松前藩から、鹿児島

藩まで全国に約二百八十の藩校があって、「全国藩校サミ

ット」には、約五十数校が参加している。今日における

学校としての形態は各様だが、藩時代からの伝統的な特

質を伝承しているものと思われる。

【考察・展開：「廃県置藩」の制度設計】

「廃県置藩」における藩の規模は、江戸時代の藩を基

本として、生活圏・経済圏を重視しながらエリア的に合

併したもので、人口 万人～ 万人の規模で、全国で約

～ 程度になると考える。現在の県と市町村が持つ

行政権限を一括して持つことで、住民への行政サービス

が一元化され、財政的な裏付けを具備した独自の施策が

行われるであろう。

旧藩の地形を基本として、郷土としてのまとまりを第

一に考慮して構想された藩をつくるため、市町村合併を

行うが、並行して都道府県の合併も進めなければならな

い。規模としては、現行の県がいくつか合併したもので、

社会基盤整備と国土開発が効率的にできる最適規模を求

める。広域自治体の役割は、藩のまとめ役という立場で

はなく、域内のネットワークづくりに重点を移し、域内

に位置する ～ の藩の政策を束ね、広域的政策立案機

能、調整機能を担当する。

地域が活性化するためには、地域が自立した社会シス

テムが必須である。地域が固有の人的資源・自然資源を

的確に把握し、歴史・風土・文化といった地域の共有財

産を活用して、地域内の各界各層と連携していくことが

肝要である。その目的を達成するためにも、「廃県置藩」

は有効な社会システムとなるであろう。
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 自治体-大学連携による地域課題解決型事業 

西川洋行（県立広島大学） 

Keyword： 地域課題、産学官連携、成果評価 

 

【問題・目的・背景】 

地方の衰退・疲弊が叫ばれて久しい。特に中山間地域で

は人口減少と高齢化の同時進行によって民間の活力の減衰

が著しく、従来の民間活力活性化を柱とする産業振興や経

済活性化施策(1)を活用することも難しい状況に陥ってい

る。こうした状況下では、相対的に自治体や公共施策への

依存が強まるのは必然ともいえるが、従前の土建事業等の

所謂バラマキ行政ではもはや短期的な効果すら危うい状況

にある。公共部門においても手詰まり感が漂う現状にある。 

 そんな中、そうした公共部門＝自治体と大学との連携を

通した新たな施策の可能性を模索すべく、県立広島大学で

は自治体との包括連携協定の下、地域活性化を指向した検

討を重ねてきた。その結果として、地域課題解決を指向す

るニーズプル型の事業を共同で設立し実施してきた。 

○ 自治体は地域の課題を収集し事業テーマとして提案 

○ 本学はその地域課題解策を検討し、教員を選定 

という役割分担の下での協働事業を平成 19 年度以降実施

しており、本発表ではこれら事業の成果･活用とその成功/

失敗の評価・分析を行い、その結果を報告するとともに、

地域課題解決型事業の課題と展望を述べる。 

【研究方法・研究内容】 

 評価・分析の対象とした協働事業は次のとおりである。 

（１） 地域戦略協働プロジェクト 

 県立広島大学と包括連携協定を締結している広島県内

自治体との協議により取り組むべき地域課題を検討し、

既存の自治体事業に付加する連携事業の形式にて実施。

本事業部分の経費は大学が負担する。 

（２） 地域課題解決研究 

 大学が実施する戦略的な研究事業の一部で、自治体等

の公共団体からの申請に基づいて実施。地域戦略プロジ

ェクトより学術研究の要素が強い。学内審査のうえ採択

を決定し、予算は全て大学が負担する。 

（３） 自治体独自の研究助成事業 

 包括連携協定締結自治体のうち 3 市が、独自に本学と

の連携運用のための外部組織を整備し、市内の民間事業

者等から大学との共同研究テーマを公募し助成している。

事業費は自治体が負担し、自治体、大学、地域産業界で

構成する選考委員会等で審査・採択を行っている。 

 本稿では、以上の 3 協働事業のうち（１）地域戦略協

働プロジェクトについて、表1に示す項目について評価・

分析した結果を説明する。また、成功/失敗に影響する要

素、特に人的側面についても考察する。 

【研究・調査･分析結果】 

 図 1 に地域戦略協働プロジェクトの事業スキームを示

す。本プロジェクトは①自治体からの発案により事業内

容と目標が提示された後、②適切な教員を選定し協議の

うえ、③提案者である自治体担当者と教員との合意形成

の後、④事業実施計画を作成し、⑤事業を実施する。地

域の自治体関係者との間には、産学官連携部門や一部の

教員と直接的な交流があり、大学側からの意見が自治体

の提案として採用されるケースもある。この発案者が誰

なのかという問題は、後に述べるが、成果達成や事業終

了後の自治体での成果活用状況を左右する重要な要素と

なっている。 

図1 事業スキーム 

表1 評価項目一覧 

自治体
地域連携
センター

教員

①提案

②打診

③マッチング

仲介

④実施計画作成

OK
NG

⑤事業実施

既存施策と提案（目標）の近接度
提案と教員の専門性との近接度
事業目標の達成度合い
事業成果の施策への活用度合い

事業
開始前
事業

終了後
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 表 2 に本プロジェクトの事業一覧を示す。複数年にわ

たる事業もあり、平成26年度末現在で計9自治体35事

業となっている。これら全ての事業で、表 1 に示す評価

項目について 5 段階評価を行い評価分析した。先行研究

(2)により、課題発掘（発案）段階の重要性が示されてお

り、本研究では、発案段階での準備･検討の良否が、事業

成果やその活用に及ぼす影響に着目し分析を行った。 

図 2 に、既存施策との関連性（提案内容と自治体の既

存の施策との近接性）、図3に専門性の合致度（担当教員

の専門性が提案内容に近いかどうか）が目標達成度に及

ぼす影響を図示する。正の相関関係が認められるのは自

治体施策との関連性であり、教員の専門性についてはそ

れが弱い。次に、この両項目が事業終了後の自治体施策

への成果活用度に及ぼす影響について図4、5に示す。こ

ちらはさらに明確に差が出ている。既存施策との関連性

はより強く、専門性との相関についてはほぼ皆無である。

これらの結果から言えることは、「提案の段階から成果の

活用を念頭に置いて実施内容を検討することが重要であ

る」ということである。そして、「教員の専門性は目標達

成度に多少影響している可能性はあるが、活用度には無

関係」であることを示している。 

【考察】 

自治体と大学の連携により自治体の課題解決を図る本

表２ 事業一覧（Pxxは事業番号） 図2  

図3  

大

目
標
達
成
度

小

小 提案内容と自治体施策の関連性 大

既存施策との関連性と目標達成度

大

目
標
達
成
度

小

小 教員の専門性と提案内容の関連性 大

専門性の合致度と目標達成度

大

成
果
の
活
用
度

小

小 提案内容と自治体施策の関連性 大

既存施策との関連性と成果の活用度

大

成
果
の
活
用
度

小

小 教員の専門性と提案内容の関連性 大

専門性の合致度と成果の活用度

市区町＼年度 19 20 21 22 23 24 25 26

A市 P01

A市 P02 P02

A市 P03 P03 P03

A市 P04 P04

B市 P05 P05

B市 P06 P06

B市 P07

B市 P08

B市 P09

B市 P10

B市 P11

C市 P12 P12

C市 P13 P13

C市 P14

C市 P15

C市 P16

D市 P17

D市 P18

D市 P19

D市 P20

D市 P21 P21 P21 P21 P21

D市 P22 P22 P22 P22

E町 P23 P23

E町 P24

E町 P25 P25

E町 P26 P26

F市 P27 P27 P27 P27

F市 P28

F市 P29 P29 P29

G市 P30 P30 P30

G市 P31 P31 P31

H市 P32 P32

H市 P33 P33

H市 P34 P34

I区 P35

図4  

図5  
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プロジェクトの目的を鑑みれば、事業成果が自治体の施

策に反映されることが事業目的に合致することとなる。

調査の結果は、実施中（もしくは計画中）の施策に沿っ

た内容を含む提案でない場合、例え専門性が非常に近い

教員が優れた調査結果や考察を導き出したとしても、そ

れを反映させる施策が存在しなければ、結果的に自治体

（地域）で有効に活用される可能性は小さいことを示し

ている。逆に施策に沿った内容を含む提案ならば、それ

を実施する教員の専門性が多少異なり、成果のレベルが

学術的･専門的に見て多少劣る場合であってもその後の

施策実施（立案）に役立つことが多いことを示している。

そうした成果は、自前の知見やデータをほとんど持たな

い自治体にとっては貴重な情報となり役立っている、自

治体等の地域課題解決を目的とするならば、事業の成果

を活用する方法を織り込んだ提案をすべきであり、具体

的施策等で活用出来る事業目的の設定が重要である。 

本調査がこのような結果となったのは、事業内容が学

術的、専門性の観点からみると、いずれもレベルが高い

ものではないことが原因かもしれない。提案は既知の知

見･ノウハウや枯れた技術をその地域･自治体に適用する

応用問題的な内容のものが多く、自治体職員や企業人の

指導と教育という側面を持つ事業さえある。この点が教

員の専門性が目標達成度に与える影響が弱いことの理由

である可能性がある。つまり、本当に専門家でなければ

担当･解決できない程の専門性が要求される提案であれ

ば、実施可能な教員も限定され、慎重に選択された候補

教員の中から緻密にマッチングを行う必要がある。そう

であるならば教員の専門性との合致度が目標達成度を大

きく左右しても不思議ではない。本事業では、そのよう

な高い専門性を要求する提案が少ないため、本調査では

その結論を導くことは難しいが、今後の事業運用に当た

っては、そうした可能性は考慮しておく必要がある。 

さらに別の懸念が存在する。大学側が提案内容を誘導

するケースである。先に述べたように、これは真の発案

者が誰かという問題である。自治体外の人物による発案

となれば、その内容が自治体の具体的な施策に沿ったも

のとなる可能性は低下するであろう。さらに、大学教員

がそれを行えば、自身の研究や興味に沿った内容となる

可能性も無視できない。連携が密になればなるほど相互

の影響も高まるため、時として大学側の意向が自治体か

らの提案の形で出てくるケースがある。実際に自治体担

当者等に働きかけて自身の研究テーマ等を提案に盛り込

もうとする教員もいる。そのような経緯で出された提案

は、自治体の施策とはかけ離れたものが多く、結果とし

て成果活用に結びつくことは極めて難しくなる。こうし

た経緯が原因となって、成果が活用されない課題解決型

事業となってしまうケースは少なくはないのである。 

次に、事業実施中に起きる要因について検証を行った。

事業計画の進捗状況に応じ実施途上での計画修正等が行

われるケースがある。進捗の悪化に伴い計画修正を行い、

状況改善を図ろうとするのである。目標達成度と計画修

正の程度との相関を図 6 に、成果の活用度と計画修正の

程度との相関を図 7 に示す。結論から言うと、計画修正

はいずれも好ましくないという結果となった。個々の事

例を詳細に調べると、計画変更を行ったケースでは、当

初の提案内容の少なくとも一部が否定されている状況に

あり、そもそも提案の実現可能性に問題があった可能性

がある。こうした修正は時間的余裕のない状況で性急に

行われることが多く、それが当初計画よりも実現可能で

好適であるという可能性は高くはなかろう。この結果か

らは、実施中の修正は当初提案内容の不備を完全には挽

回出来ていないことを示している。ある程度の進捗改善

効果はあるとは思われるが、修正なしで終了した事業に

比べると目標達成度も成果活用度も共に低い。計画修正

自体ではなく、計画修正を迫られた当初計画自体に問題

があったと考えるのが妥当であろう。先に述べた当初提

案･目標設定の重要性を再認識させる結果と言えよう。 

図6  

大

目
標
達
成
度

小

計画修正なし 計画を微修正 大幅な計画変更

目標達成度に対する計画修正の影響

大

成
果
の
活
用
度

小

計画修正なし 計画を微修正 大幅な計画変更

成果活用度に対する計画修正の影響図7  
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それでは、計画の修正に関し、専門性の合致度の高い

教員が関わることで計画策定段階（図 1 の④～⑤）での

不備、不具合が事前に指摘され、当初実施計画の完成度

が高まり実施途上の計画修正を回避できるのではないか、

という意見もあるであろう。それについて検証したのが

図 8 である。結果は、専門性は全く関係ないという結果

となった。どうやら、修正を必要とする状況に至る原因

は専門性の合致度とは無関係のようである。 

 ここまで述べた結果と考察をまとめると、自治体から

の提案の発案段階（図 1 の①）で自治体の施策への活用

を具体的に検討し、実施計画に反映させているかどうか

が、その後の事業の成果達成とその活用の成否を大きく

左右していることが明らかとなった。 

【今後の展開】 

発案段階で既に事業成果及びその活用の良否がある程

度決まってしまう傾向が見られるという結果は、発案プ

ロセスの質的向上、効率化が次なる課題として浮上して

くる。これについては先行研究(2)にて、発案段階でのコ

ーディネート機能、すなわち、地域課題を発掘する現場

に関与するコーディネータの役割と機能について報告し

ている。この研究(2)からは、そうしたコーディネート機

能は主に自治体や地域団体の職員が担っており、彼/彼女

らは地域住民や企業人と公私にわたって密接に交流し、

様々な困り事や要望を拾い上げていることが明らかとな

った。彼/彼女らは自らがコーディネータであるという認

識はほとんど持っていないが、こうした要望・困り事情

報を集積することにより、組織的に取り組むべき課題と

して顕在化するという役割を担っていた。こうした課題

レベルにまとめられたものが、地域課題として大学に提

示されることで、初めて大学側がそうした地域課題を認

識することになるのである。 

地域課題は自然に存在するものでもなければ自発的に

現れるものでもない。極めて属人的で個別的な困り事や

要望を集約し、特定の状況や環境等を共有する集団が抱

える課題として一般化し、議論の俎上に乗せる機能を果

たしているのは、こうした名もないコーディネータ達で

あった。本研究が投げかける提案の発案段階における質

的課題は、こうしたコーディネータに依存するところが

大である。彼/彼女らの働き次第で提案の質が左右されて

しまう。また、彼/彼女らが顕在化する地域課題は、本事

業のような大学との連携事業にとどまらず、自治体が実

施する様々な施策の根拠ともなるものであり、様々な補

助事業、助成事業の解決課題として設定されるものであ

る。地方創生が推し進められるなかで、こうした課題設

定機能の根本部分を担う彼/彼女らの役割は非常に大き

い。この点についての認識は一般的に非常に弱く、重点

的に強化すべき点であると指摘しておきたい。 

本研究及び先行研究(2)により、地域課題解決を図る連

携事業におけるクリティカル･パスの所在、及びクリティ

カル･パスの成否を左右するキーパーソンが明らかにな

った。今後は、両研究成果を融合する形で、発案段階で

のコーディネート業務を分類し、機能構成やロールモデ

ルを構築することを目指す研究に発展させる計画である。

課題発掘の段階で中心的役割を果たしているのはコーデ

ィネータであり、彼/彼女らを中心として発案プロセスの

最適化、高効率化を図ることが最も適切であろう。ある

種の標準的なコーディネート手法としてモデル化できれ

ば、各自治体のコーディネータ（実際には、そうした役

割を割り振られた担当者）の業務内容への反映が容易に

なろう。結果として地域課題解決型事業の成果創出及び

その活用が促進されるものと期待している。 
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締結市区町の関係者の皆様をはじめ、協働事業に関する

情報を提供いただきました大学内外の関係者並びに地域

諸団体の関係者の皆様に御礼申し上げます。報告書等に

記載されない非公式の情報をご提供いただき、本研究に

貴重な貢献をいただきましたこと感謝いたします。 
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地域活性を担うアクターの顕在化

本田正美（島根大学）

： 地域活性、アクターズネットワーク、オープンデータ

【研究の背景と研究の構成】 
地域活性が叫ばれて久しい。そのような中で、現在の安

倍政権下では、地方創生が新たに政策課題として位置付け

られ、担当大臣が置かれるなど、政府をあげた取り組みが

展開されようとしている。

一連の地域活性化策においては、ともすると、政府の提

供する資金が投入されることで、それを契機として地域活

性のアクターが動き出すという流れが見られるところであ

った。つまり、何らかの資源が地域に投下されたことを契

機に、地域活性におけるアクターのネットワークが顕在化

するという流れがあったと想定されるのである。政府によ

る補助金などがなければ、それぞれのアクターが相互の関

係も意識することなく、各自でその活動を展開するに留ま

っていたところ、何らかの契機で、地域において地域のた

めに活動しようとするアクター間の関係が意識されるよう

になるとも言えよう。

本研究では、地域活性におけるアクターが如何に顕在化

されるのかという問いを立てる。そもそも、誰が地域活性

の担い手として立ち現れるのか。あるいは、どのように地

域活性の担い手を見出していくのか。これが本研究の基本

となる問いである。

本研究では、昨今注目を集めているオープンデータの取

り組みに関する事例分析を通じて、地域活性を担うアクタ

ーの顕在化の方法の一つを示すこととする。

本研究の構成を示すと、以下のようになる。まず、研究

方法において、オープンデータに関する定義などを確認し

た上で、事例分析を行う自治体を明らかとする。続いて、

研究内容において、事例分析の内容を示す。そして、分析

結果において、事例分析の結果を整理する。さらに、分析

結果を受けて、考察において、地域活性を担うアクターの

顕在化の方法について論じる。最後に、今後の展開におい

て、本研究に残された課題を明らかにし、今後の研究の展

開可能性について論じる。

【研究方法】

本研究では、オープンデータの推進に見られるような

地域活性の取り組みに焦点を当て、その事例分析を行う。

具体的には、石川県金沢市や福井県鯖江市、神奈川県

横浜市や千葉県千葉市など、オープンデータの取り組み

に注力をしている自治体を取り上げる。これらの自治体

は、先行研究としてあげられる早田ら においても

オープンデータの先進地域として取り上げられた自治体

であり、事例分析の対象として妥当であると考えられる。

ここで、オープンデータについて確認しておく必要が

ある。オープンデータについて明確な定義はないことは、

早田ら でも指摘されているが、主に公的機関が保

有するデータを誰でも自由に利用可能な形式で公開し、

その利用を促すことを指すと本研究では定義づける。

オープンデータの取り組みについては、公的機関の保

有する情報の再利用に関する 年の 指令に、その

始原を見出すことも可能である。だたし、世界的な注目

を集めるようになったという意味では、大統領選挙にお

いて を有効に活用した政治家として知られるオバマ

が大統領就任直後に署名した覚書においてオープンガバ

メントの推進を提唱し、その具体的な取り組みとして進

められた諸施策をもって、その始原と見做されるであろ

う。アメリカ連邦政府において累次展開されてきた電子

政府政策の到達点として、このオープンガバメントは位

置付けられる 本田 。オープンガバメントは、以下

の三原則から成る取り組みである。

透明性（ ）

参加（ ）

官民連携（ ）

オープンガバメントを具現化する取り組みとして推進

されたのがオープンデータである。アメリカ連邦政府に

おいて、オープンデータの推進を象徴する施策となった

のが「 」の開設と活用であり、この「 」

では、連邦政府が保有している各分野の十万セットを超

えるデータやアプリケーションなどが公開されている。

日本では、 年 月に発表された「新たな情報通信

技術戦略」において、その中の「国民本位の電子行政の

実現」で以下のような記述が見出される。

年までに、個人情報の保護に配慮した上で、 次
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利用可能な形で行政情報を公開し、原則としてすべて

インターネットで容易に入手することを可能にし、国

民がオープンガバメントを実感できるようにする。

「新たな情報通信技術戦略」より

オープンガバメントの代表的な取り組みとして、二次

利用可能な形式での行政情報の公開が位置付けられたの

であり、これを契機にオープンデータの取り組みが進め

られることとなったのである。そして、 年には、

戦略本部が「電子行政オープンデータ戦略」を発表し、

政府をあげてのオープンデータ推進にあたっていると言

えるだろう。

【研究内容】

日本においては中央省庁以上に自治体においてオープ

ンデータの取り組みが先行している。実際に、先に紹介

した「電子行政オープンデータ戦略」では、自治体の取

り組みが紹介されている。その一つである福井県鯖江市

は「データシティ鯖江」を掲げ、日本政府にも先駆ける

かたちで、オープンデータの推進を図ってきた。その取

り組みを支えたのが従来から培われてきた鯖江市におけ

る市民参加の土壌であるとするのが西田・塚越 の

説くところである。とりわけ注目に値するのが、 年

末に鯖江市に本店を置いていた株式会社 の福野泰

介氏が鯖江市に対してオープンデータの推進を提案した

ことである。これを受けて、鯖江市の牧野百男市長や牧

田泰一 が中心となってオープンデータの推進に力を

入れているのである。この鯖江市の取り組みの状況は、

鯖江市の サイトの中の「データシティ鯖江の状況」

にその詳細が掲載されている。ここでも紹介されて

いるように、 年には「

」において、鯖江市の公園トイレに関する情

報とそれを利用した福野氏の公園トイレ検索アプリが公

共 賞を受賞している。さらに、 年に設立された

法人エル・コミュニティが同年に「オープンガバメン

トサミット 鯖江」を主催するなど、鯖江市では行政だ

けではなく、地域をあげた取り組みが展開されているの

である。かように、オープンデータが契機となって、福

野氏のようなアクターが現れ、そのアクターがオープン

データを介して行政と連携することで、鯖江市における

地域の課題解決へ向けた取り組みが継続的に展開される

ところとなっているのである。

石川県金沢市は、 年からスマートフォンのアプリ

コンテストを実施していた。このコンテストを通じて、

自治体の保有するデータの提供の重要性が認識されると

ころとなり、このコンテストでは 年からオープンデ

ータ部門が設けられている このアプリコンテストの

年の審査結果は以下の より閲覧可能である。

。このように、金沢市では行政において

データの活用の重要性が認識されていた。そのような状

況にあって、金沢市では、全国に先駆けて課題解決とな

るソフトウェアやハードウェアを開発するコミュニティ

である「 」が 年に立ち上がった。

このモデルとなったのが、米国のオープンガバメントの

取り組みにおいても重要な役割を果たしている非営利団

体「 」である。現在では、「 」

も組織されているのが、日本ではそれよりも早く「

」が立ち上がり、 年 月には アプ

リ「 」を公開している。このアプリは、ユーザー

が住んでいる地域において、いつ、どのごみが収集され

ているのかを分かりやすく表示するというものであり、

金沢市が公開している「ゴミ分別辞典」を活用して開発

されている。このように、自治体側にデータ提供への理

解があり、オープンデータの実現という契機によって、

データを活用する「 」のような市民の

手による団体が地域の課題、地域の課題解決のためのア

プリケーションが生み出されてくるのである。「 」

は地域における課題解決のためのアプリケーションであ

るが、金沢市が実施していたアプリコンテストでは観光

客の誘致や金沢市の も目的としていたように、いわゆ

る地域活性のためのアプリケーション開発も想定される

のであって、オープンデータとして提供されるデータが

充実することで様々なアプリケーションが生み出されて

くることが予想されよう。

神奈川県横浜市もオープンデータの推進に力を入れて

いる自治体であるが、 年 月には、オープンデータ

を民間側から推進するための組織として、横浜オープン

データソリューション発展委員会が設立されるなど、市

民側の活動も活発である。この委員会の具体的な活動と

してあげられているのが以下の四点である。

１ 公的データを活用したアイデアソン、ハッカーソ

ンの開催

２ 公的データによって横浜の政策課題を多様な主体
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で共有し、解決に向けて「対話」を進めるフューチ

ャーセッションの開催

３ 横浜市や国に対するオープンデータの技術や制度

の検討提案

４ オープンデータを進める都市間交流の推進

横浜オープンデータソリューション発展委員会 サ

イト より

年段階では、必ずしもオープンデータの取り組みに

は力を入れているとは言い難かった横浜市役所の取り組

みを支援する意味も込めて、この委員会が設立されたも

のと考えられる。そして、横浜オープンデータソリュー

ション発展委員会は、 年 月 日に世界中で一斉に

開催されたオープンデータの普及のためのイベント

「 インターナショナル・オープンデータ・デー

」を主催した。このインターナショナル・オー

プンデータ・デーのイベントを含めて、 年から横浜

市は「民間団体の取り組みに対する支援」を開始して、

オープンデータを介した官民の連携を図っている 横浜

市政策局 サイト「オープンデータの推進」

より 。オープンデータに関連して、横浜市は日本

マイクロソフト（株）との連携を拡大するなど、企業と

の連携も見られるところとなっている。そのような中で

も、横浜市において特に注目されるのは、横浜市内の地

域課題を市民参加型で解決していく サイトとして立

ち上げられた「 」のように、市民や

企業、団体が地域においてサービス、モノ、カネ、ヒト、

情報の循環をつくっていくことを目指す取り組みが見ら

れるようになっていることである。このサイトは 法

人の横浜コミュニティデザイン・ラボとアクセンチュア

の チームによって構築されたものであるが、横浜市

政策局の協力を得て、市が持つ統計データやオープンデ

ータを活用している。そして、横浜コミュニティデザイ

ン・ラボは、 年に横浜市で開催された「オープンデ

ータ自治体サミット」 以下のサイトにイベント概要

の事務局を担うなど、横浜市におけるオープンデータに

まつわる活動の中心としての役割を果たしている。この

「オープンデータ自治体サミット」では、横浜市だけで

はなく、神奈川県内の自治体のオープンデータ担当者も

登壇者となっていた。さらには、 との連

携企画や企業・大学などの出展ブースまであり、オープ

ンデータを介した地域連携の場となるイベントになって

いる。以上に見られるように、オープンデータの推進に

よって、新たな地域活性のためのアクターが顕在化し、

地域における活動の生起につながるのである。

千葉県千葉市は、千葉市市民局市民自治推進部広報広

聴課内に置かれたちば市民協働レポート（ちばレポ）運

用事務局によって、ちばレポが開発・運用されている。

ちばレポは、千葉市内で起きている地域での課題を、

を利用して、市民がレポートすることで、市民と行政、

市民と市民の間で、それらの課題を共有し、合理的、効

率的に解決することを目指す仕組みである。ここで利用

されるのが、専用のスマートフォンアプリである。この

千葉市の取り組みは、オープンデータというよりもオー

プンガバメントの取り組みと称するのが相応しいものと

考えられるが、その本格実施の前に市民の参加を得た実

証実験が行われており、市民の参加が強調された取り組

みとなっている。本格実施となった現在でも、利活用に

ついて市民に委ねられている範囲が大きい 田畑 。

いわば、ちばレポというオープンな仕組みが提供される

ことにより、地域の課題に関心がある市民の存在が顕在

化され得るのである。

横浜市の事例分析の際にも言及したように、毎年 月

に世界的なイベントとしてインターナショナルオープン

データデイが実施されている。このイベントにおいては、

日本は世界でも有数の数の開催都市数を誇り、そこで実

施されるアイデアソンやハッカソンには様々な人々が参

加している。それらアイデアソンやハッカソンなどの「～

ソン」への参加者に関する定量的な分析が管見の限り存

在しないため、どのような参加者層から成るのかは不明

であるものの、それらのイベントには、従来見られたよ

うな地域において活動してきた団体だけではなく、 情

報技術者などの参加がある。そのような属性を持った層

が地域活性に関わるようなイベントに参画すること自体、

これまでは必ずしも想定されてはいなかったことであり、

オープンデータの推進が新たなアクターを誘引し、顕在

化させたとも言えるだろう。

【分析結果・考察】

以上の四つの先進地域に関する事例の分析から、オー

プンデータの推進が契機となって、地域活性に関わるア

クターの存在を顕在化させる可能性があると指摘される。

オープンデータの推進にあっては、既存のデータをオ

ープンデータ化する際に追加の作業が発生し、それをも

利用可能な形で行政情報を公開し、原則としてすべて

インターネットで容易に入手することを可能にし、国

民がオープンガバメントを実感できるようにする。

「新たな情報通信技術戦略」より

オープンガバメントの代表的な取り組みとして、二次

利用可能な形式での行政情報の公開が位置付けられたの

であり、これを契機にオープンデータの取り組みが進め

られることとなったのである。そして、 年には、

戦略本部が「電子行政オープンデータ戦略」を発表し、

政府をあげてのオープンデータ推進にあたっていると言

えるだろう。

【研究内容】

日本においては中央省庁以上に自治体においてオープ

ンデータの取り組みが先行している。実際に、先に紹介

した「電子行政オープンデータ戦略」では、自治体の取

り組みが紹介されている。その一つである福井県鯖江市

は「データシティ鯖江」を掲げ、日本政府にも先駆ける

かたちで、オープンデータの推進を図ってきた。その取

り組みを支えたのが従来から培われてきた鯖江市におけ

る市民参加の土壌であるとするのが西田・塚越 の

説くところである。とりわけ注目に値するのが、 年

末に鯖江市に本店を置いていた株式会社 の福野泰

介氏が鯖江市に対してオープンデータの推進を提案した

ことである。これを受けて、鯖江市の牧野百男市長や牧

田泰一 が中心となってオープンデータの推進に力を

入れているのである。この鯖江市の取り組みの状況は、

鯖江市の サイトの中の「データシティ鯖江の状況」

にその詳細が掲載されている。ここでも紹介されて

いるように、 年には「

」において、鯖江市の公園トイレに関する情

報とそれを利用した福野氏の公園トイレ検索アプリが公

共 賞を受賞している。さらに、 年に設立された

法人エル・コミュニティが同年に「オープンガバメン

トサミット 鯖江」を主催するなど、鯖江市では行政だ

けではなく、地域をあげた取り組みが展開されているの

である。かように、オープンデータが契機となって、福

野氏のようなアクターが現れ、そのアクターがオープン

データを介して行政と連携することで、鯖江市における

地域の課題解決へ向けた取り組みが継続的に展開される

ところとなっているのである。

石川県金沢市は、 年からスマートフォンのアプリ

コンテストを実施していた。このコンテストを通じて、

自治体の保有するデータの提供の重要性が認識されると

ころとなり、このコンテストでは 年からオープンデ

ータ部門が設けられている このアプリコンテストの

年の審査結果は以下の より閲覧可能である。

。このように、金沢市では行政において

データの活用の重要性が認識されていた。そのような状

況にあって、金沢市では、全国に先駆けて課題解決とな

るソフトウェアやハードウェアを開発するコミュニティ

である「 」が 年に立ち上がった。

このモデルとなったのが、米国のオープンガバメントの

取り組みにおいても重要な役割を果たしている非営利団

体「 」である。現在では、「 」

も組織されているのが、日本ではそれよりも早く「

」が立ち上がり、 年 月には アプ

リ「 」を公開している。このアプリは、ユーザー

が住んでいる地域において、いつ、どのごみが収集され

ているのかを分かりやすく表示するというものであり、

金沢市が公開している「ゴミ分別辞典」を活用して開発

されている。このように、自治体側にデータ提供への理

解があり、オープンデータの実現という契機によって、

データを活用する「 」のような市民の

手による団体が地域の課題、地域の課題解決のためのア

プリケーションが生み出されてくるのである。「 」

は地域における課題解決のためのアプリケーションであ

るが、金沢市が実施していたアプリコンテストでは観光

客の誘致や金沢市の も目的としていたように、いわゆ

る地域活性のためのアプリケーション開発も想定される

のであって、オープンデータとして提供されるデータが

充実することで様々なアプリケーションが生み出されて

くることが予想されよう。

神奈川県横浜市もオープンデータの推進に力を入れて

いる自治体であるが、 年 月には、オープンデータ

を民間側から推進するための組織として、横浜オープン

データソリューション発展委員会が設立されるなど、市

民側の活動も活発である。この委員会の具体的な活動と

してあげられているのが以下の四点である。

１ 公的データを活用したアイデアソン、ハッカーソ

ンの開催

２ 公的データによって横浜の政策課題を多様な主体
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ってして費用を要することから、その費用に見合うだけ

の市民の利用が予め想定されなければオープンデータに

着手出来ないとし、実際に着手出来ていない自治体も存

在しているのが現状であるものと考えられる。つまり、

何に使うのか分かっていなければ、オープンデータ化は

行わないというのである。予算などの制約もあって、新

規の取り組みに着手しにくい現状にある各自治体におい

ては、効果が明らかではない施策に着手することに躊躇

するのも無理はない。しかし、オープンデータに関して、

そのような姿勢は、本研究の事例分析からも窺えるよう

に、必ずしも妥当ではない。地域の課題解決のための活

動に関与したいという意向を持つアクターは各地域に潜

在的に存在している。そして、そのような潜在的なアク

ターの存在を顕在化させる契機となるのがオープンデー

タの推進である。様々なデータがオープンデータとして

公開されることにより、いずれのかのデータに反応する

かたちで潜在的なアクターが顕在化してくるのである。

オープンデータが推進されることによって、「このデータ

がオープンデータとして提供されるのであれば、このよ

うなことに利用できる」「このデータがオープンデータと

して提供されるのであれば、さらに、このデータが公開

されれば、このようなことが可能になる」といったアク

ターの声も顕在化することになり、さらなるオープンデ

ータ化の機運も高まる可能性があろう。

地域デザインについて論じた原田 においても指

摘されるように、地域の課題を解決するためには、アク

ターズネットワークの存在が重要となる。行政をはじめ

とした単独のアクターでは、地域の課題解決なり、地域

の活性なりは果たせないのである。そのアクターのネッ

トワーク形成に資するのが、オープンデータの推進であ

るとも言える。

情報社会について論じた大黒 は、情報社会にお

いてはネットワークが間断なく生成され、あらゆる事物

はネットワークに組み込まれることで初めて実体を持た

されることになると指摘している。裏を返せば、ネット

ワークに組み込まれなければ、その主体は社会において

存在を持ち得ないとまで言えるのである。オープンデー

タは、まさにそのネットワークを形成せしめ、地域にお

けるアクターを顕在化させ得るのである。

本研究で行った事例分析をとおして、そのようなネッ

トワークを顕在化させる契機の存在を示せたことにより、

本研究には研究上および実践上の意義を見出せよう。

【今後の展開】

本研究に残された研究課題としては、定量的な分析の

不足があげられる。今回、各事例につき、定性的な分析

を行うことで、オープンデータの取り組みが地域活性の

アクターズネットワークを浮かび上がられる可能性を示

唆することが出来たと考えるが、ネットワークに関する

先行研究は定量的な分析を行ったものも多い。今後は、

各事例につき、ネットワーク分析の手法も援用しながら、

定量的な分析を加えていきたい。そして、そのような定

量分析を行うことにより、地域活性において主要な役割

を果たすアクターの存在を浮かび上がられることも出来

るものと考えられる。

さらに、本研究で取り上げた事例の少なさゆえに、研

究上の課題も残されることになっている。とりわけ、本

研究では、オープンデータの推進の先進事例と目される

四つの事例を取り上げており、そもそも、それらの地域

で地域活性を担うアクターが多様かつ多数存在していた

可能性もある。そうではなく、地域活性を担うアクター

が限定されているような地域にあっても、オープンデー

タの推進が地域活性のアクターの顕在化に資するのか否

かについては、新たに論を起こして検証する必要がある。

【参考文献】

早田吉伸・前野隆司・保井俊之 「オープンデータ

推進に向けた国内先進地域の特徴分析」『地域活性研

究』

大黒岳彦 『「情報社会」とは何か？〈メディア〉論

への前哨』 出版

田畑恒平 「自治体におけるスマートフォン向けア

プリの活用と課題」『 年度春季 第 回 情報通信

学会大会予稿論文』

西田亮介・小野塚亮 「なぜ鯖江市は公共データの

公開に積極的なのか―協働推進と創造的な行政経営、

地域産業構造の変化の視点から」『情報社会学会誌』

、

原田保 「地域デザイン理論のコンテクスト転換」

地域デザイン学会誌『地域デザイン』第 号、

本田正美 「「電子政府」の変遷と到達点としてのオ

ープンガバメント・オープンデータ」『情報処理学会情

報システムと社会環境研究報』 、

※本文中で参照した サイトの最終アクセスは 年

月 日である。
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陸前高田市における多様な主体連携被災地観光モデル「巨大ベルトコンベア見学」の構築

氏名○宮武 功（慶應義塾大学大学院ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究所）・超戸 浩貴（陸前高田市観光物産協会）

： 陸前高田市、多様な主体連携、被災地復興、観光モデル、巨大ベルトコンベア

【背景】 
年 月 日に起こった東日本大震災。その中でも

未曽有の大津波に襲われた岩手県陸前高田市。震災後も続

く人口減少や、大津波の風化により起こるであろう観光客

の減少を視野に入れ、観光交流人口増加による地域振興を

重要視している。

陸前高田市は東日本大震災以前から人口減少が懸念され

ていた。本研究事例において取り上げる、東日本大震災で

大きな被害を受けた陸前高田市を含む被災地においては、

新たな観光ビジネスモデルの構築が課題である。現状、そ

れら被災地の課題に有効とされる観光モデルの成功事例に

ついては蓄積に乏しい。観光振興を図り、交流人口増加、

引いては定住人口の拡大を図るためには「つながり 絆」

を重要視した継続・発展する被災地観光モデルの構築が求

められていた。

【研究方法・研究内容】

筆者らは陸前高田市観光物産協会内に着地型観光を推進

するための組織『まるごとりくぜんたかた協議会』を本年

度設置した。同協議会内において、陸前高田市の土地区画

整理事業に伴う高台造成の一環で整備された『巨大ベルト

コンベヤー』の見学ができる被災地観光モデルを構築した。

陸前高田市高田松原地区は、東日本大震災に伴う大津波で

七万本ともいわれる松原と、砂浜が焼失した。震災後、来

訪者の注目を集め続けるのは「奇跡の一本松」がある。  
現在も観光客が多く見られるが、平成 25 年春に気仙川

に架けられた土砂搬送用の吊り橋「希望のかけ橋」が完成

した。これらを含む、周囲に張り巡らされたベルトコンベ

ア設備の巨大さに関心が向けられていた。

ベルトコンベア稼働後、陸前高田市に視察要望や問い合

わせが多く寄せられていた。同協議会では、陸前高田市役

所内の関係課である商工観光課、都市計画課、及び市街地

整備課や、事業を施工している清水・西松・青木あすなろ・

オリエンタルコンサルタンツ・国際航業ＪＶ及び、事業委

託先であるＵＲ（都市再生機構）と多様な主体連携により、

平成26年10月から見学ツアーの受付を始めた。 
実施内容としては、陸前高田市の気仙川河口部の工事事

務所で工事概要説明を受けた後、今泉地区の高台造成地に

ある破砕機下の駐車場で見学。土砂を運び出すベルトコン

ベア始点部から眺めてもらい、復興事業の理解促進などを

図る。所要時間は約1時間。１人あたりの費用は、お土産

付きで1,500円とした。お土産は高台造成で生じた土砂と、

市民から提供を受けたヒマワリの種が入ったガラス瓶。売

り上げの一部（500 円）は、高田松原の再生を目指す各種

団体に寄付され、早期復興につなげる。ツアー参加者にと

っては、より深く被災地の実情や震災復興事業の概要を知

ることに繋がった。

【研究・調査･分析結果】

研究実施の調査・分析結果、事業を施工している清水

らにとっても復興工事による被災地支援を広報できるほか、

協働することで被災地団体への社会貢献も同時にできるこ

とが分かった。高田松原での新たな取組によって、滞在時

間の長期化も期待出来る。加えて、見学費の一部が被災地

支援に回ることで「被災地の一日も早い復興を」といった

思いを託す場にもなっている。

被災地における新たな観光モデルとして、マスコミ等の

取材も増え、現在では人気の観光ツアー商品となった。本

モデルは （ 、欲求連鎖分析）手

法を応用したものである。

【考察・今後の展開】

多様な主体が連携し、被災地において復興していくまち

づくりの様子を観光メニュー化し、収入の一部を復興・再

生に活用する当該復興観光メニュー『陸前高田モデル』は

全国的に見ても先進的で、被災地の新しい観光振興ビジネ

スモデルとなった。見学参加者が自宅に戻った後も、ヒマ

ワリの種を植えることで風化防止や絆の広がりといった効

果も考えられる。今後の展開としては、寄付を受けた方も、

した方もひまわりの広がりと陸前高田市の再生を相互確認

できる双方向媒体（ＨＰ等の充実）の構築も視野に入れる。

更に、他の復興工事（防潮堤・水門）についてもオプシ

ョナルツアーとして下記代実施していくことで滞在・交流

時間の更なる長期化を目指す。
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ってして費用を要することから、その費用に見合うだけ

の市民の利用が予め想定されなければオープンデータに

着手出来ないとし、実際に着手出来ていない自治体も存

在しているのが現状であるものと考えられる。つまり、

何に使うのか分かっていなければ、オープンデータ化は

行わないというのである。予算などの制約もあって、新

規の取り組みに着手しにくい現状にある各自治体におい

ては、効果が明らかではない施策に着手することに躊躇

するのも無理はない。しかし、オープンデータに関して、

そのような姿勢は、本研究の事例分析からも窺えるよう

に、必ずしも妥当ではない。地域の課題解決のための活

動に関与したいという意向を持つアクターは各地域に潜

在的に存在している。そして、そのような潜在的なアク

ターの存在を顕在化させる契機となるのがオープンデー

タの推進である。様々なデータがオープンデータとして

公開されることにより、いずれのかのデータに反応する

かたちで潜在的なアクターが顕在化してくるのである。

オープンデータが推進されることによって、「このデータ

がオープンデータとして提供されるのであれば、このよ

うなことに利用できる」「このデータがオープンデータと

して提供されるのであれば、さらに、このデータが公開

されれば、このようなことが可能になる」といったアク

ターの声も顕在化することになり、さらなるオープンデ

ータ化の機運も高まる可能性があろう。

地域デザインについて論じた原田 においても指

摘されるように、地域の課題を解決するためには、アク

ターズネットワークの存在が重要となる。行政をはじめ

とした単独のアクターでは、地域の課題解決なり、地域

の活性なりは果たせないのである。そのアクターのネッ

トワーク形成に資するのが、オープンデータの推進であ

るとも言える。

情報社会について論じた大黒 は、情報社会にお

いてはネットワークが間断なく生成され、あらゆる事物

はネットワークに組み込まれることで初めて実体を持た

されることになると指摘している。裏を返せば、ネット

ワークに組み込まれなければ、その主体は社会において

存在を持ち得ないとまで言えるのである。オープンデー

タは、まさにそのネットワークを形成せしめ、地域にお

けるアクターを顕在化させ得るのである。

本研究で行った事例分析をとおして、そのようなネッ

トワークを顕在化させる契機の存在を示せたことにより、

本研究には研究上および実践上の意義を見出せよう。

【今後の展開】

本研究に残された研究課題としては、定量的な分析の

不足があげられる。今回、各事例につき、定性的な分析

を行うことで、オープンデータの取り組みが地域活性の

アクターズネットワークを浮かび上がられる可能性を示

唆することが出来たと考えるが、ネットワークに関する

先行研究は定量的な分析を行ったものも多い。今後は、

各事例につき、ネットワーク分析の手法も援用しながら、

定量的な分析を加えていきたい。そして、そのような定

量分析を行うことにより、地域活性において主要な役割

を果たすアクターの存在を浮かび上がられることも出来

るものと考えられる。

さらに、本研究で取り上げた事例の少なさゆえに、研

究上の課題も残されることになっている。とりわけ、本

研究では、オープンデータの推進の先進事例と目される

四つの事例を取り上げており、そもそも、それらの地域

で地域活性を担うアクターが多様かつ多数存在していた

可能性もある。そうではなく、地域活性を担うアクター

が限定されているような地域にあっても、オープンデー

タの推進が地域活性のアクターの顕在化に資するのか否

かについては、新たに論を起こして検証する必要がある。

【参考文献】

早田吉伸・前野隆司・保井俊之 「オープンデータ

推進に向けた国内先進地域の特徴分析」『地域活性研

究』

大黒岳彦 『「情報社会」とは何か？〈メディア〉論

への前哨』 出版

田畑恒平 「自治体におけるスマートフォン向けア

プリの活用と課題」『 年度春季 第 回 情報通信

学会大会予稿論文』

西田亮介・小野塚亮 「なぜ鯖江市は公共データの

公開に積極的なのか―協働推進と創造的な行政経営、

地域産業構造の変化の視点から」『情報社会学会誌』

、

原田保 「地域デザイン理論のコンテクスト転換」

地域デザイン学会誌『地域デザイン』第 号、

本田正美 「「電子政府」の変遷と到達点としてのオ

ープンガバメント・オープンデータ」『情報処理学会情

報システムと社会環境研究報』 、

※本文中で参照した サイトの最終アクセスは 年

月 日である。
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協働による広域行政 ―大阪湾フェニックス事業の分析

樋口 浩一（関西大学ガバナンス研究科博士課程後期課程）

： フェニックス事業、共同事業、協働、コモンズ

【問題・目的・背景】

１．はじめに

東北大震災は、災害廃棄物の広域処理の必要性を示すと

同時にある事実を浮き彫りにした。放射線基準超過で千葉

県のごみ焼却場の焼却灰が秋田県で受入拒否に遭い送り返

されたのである 朝日新聞 年 月 日朝刊 。これは関東の

日常の廃棄物が東北まで高いコストをかけて処分されてい

ることを示す。すなわち関東の市町村は高い輸送コストを

かけ圏外処理が必要となっているのである。

一方、近畿ではいわゆる大阪湾フェニックス事業があり、

近畿 府 県 市町村の共同事業として大阪湾の海面埋

め立てによる廃棄物の最終処分が行われており加盟市町村

は廃棄物処分先確保の苦労からは解放されている。

２．大阪湾フェニックス事業

大阪湾フェニックス事業は、広域臨海環境整備センター

法（昭和 年法律第 号）に基づき、同法公布・施行の

翌年の 年 月に関係自治体と港湾管理者の出資により

設立された大阪湾広域臨海環境整備センター（以下「セン

ター」と略称）が実施主体となっている。事業の性格上、

大阪湾圏域すなわち大阪湾に流入する河川流域の市町村の

区域が対象となっており、 府 県と 市町村と 港湾

管理者（大阪府・市と兵庫県・神戸市）が出資している。

センター事業としては、まず港湾管理者の費用をもって

護岸を作る（ 号事業）。次に出来上がった護岸の内側に一

般廃棄物（市町村のごみ焼却場から出る焼却灰など。以下

「一廃」）を当該市町村の費用で埋立処分を行う（ 号事業）。

これらは行政からセンターへの委託事業として位置づけら

れる。そして産業廃棄物（民間事業者の廃棄物。以下「産

廃」）は一廃と同様に埋立処分を行うがこれはセンターの自

主事業（ 号事業）である。そして埋立てが完了した土地

は港湾管理者に無償で引き渡される。結局、一廃・産廃排

出者は最終処分先が確保され、港湾管理者は護岸整備費だ

けで土地が入手できるという三者全てに利益のある事業で

ある。

３．フェニックス事業の複雑性

当該事業は関西の自治体による協働としての広域行政と

位置づけられる。そして、この事業は単に廃棄物事業とし

ての環境行政であるだけではなく、港湾用地造成事業とし

ての港湾行政の性格を併有し両者のコラボ事業である。そ

の許認可官庁も環境省（発足当時は厚生省）と国交省（同

じく運輸省）の二重所管となっている。このことは、後述

するが、のちに環境行政の進展が土地利用上の制約となっ

て事業進捗の上での大きなジレンマとなっていくのである。

さらに、 号事業の産業廃棄物処分場の整備運営は、地

域振興と環境保全の両目的の下でセンターが厳密には民間

事業者と同じ立場で事業運営を行うことを意味しており、

監督官庁としての行政との微妙な関係性が生まれると同時

にビジネスとして事業経営の必要性も求められる。

以上のことから本事業に関わるアクターはおのずと多彩

とならざるを得ない。すなわち、中心的な行政主体として

は 港湾管理者（港湾部局）と 市町村（廃棄物事業部

局）、そしてそれらの廃棄物法・環境法上の監督官庁であり

調整者でもある 府 県（環境部局）である。そして以上

の主体で構成する特別法人のセンター（出資自治体と国か

らの出向者を中心に構成されている。）が事業主体となる。

さらに環境省と国交省の つの許認可官庁がそれぞれの立

場から関与する。さらにこれら行政のアクターに加え、民

間産業廃棄物の受入の関係から各府県ごとの産業廃棄物協

会（以下、産廃協会）が事業の顧客として存在する。セン

ターの個々の事業運営にあたっては、それぞれのアクター

の利害得失が輻輳しその調整は相当の困難が当然ながら予

想されるのである。

しかし、同事業は 年の事業開始以来、いくつかの危

機に遭遇しながらも、 期（尼崎沖・泉大津沖処分場）・

期（神戸沖・大阪沖処分場）とほぼ順調に事業進捗を行い、

成果として つの埋立処分場を整備・運営してきている。

そこで根拠法である広域臨海環境整備センター法で当初

想定されたもう一方の東京湾で実現せず、なぜ大阪湾で成

立しかつ成功裡に継続されているかの事実分析を行う。そ

してその背景に、各アクターを個人と見立てれば、アクタ

ー間で一定の規範を共有しつつその自由意思で参加し、か

つコミットするという「コモンズ」類似の状況の存在を仮

定することができ、その検証を試みる。

【研究方法・研究内容】

研究方法としては、事例分析が主となる。事業の分析

にあたっては円滑に運営されている理由を探るよりも、
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事業進捗上の大きな問題が生じた時点での各アクターの

行動選択に注目することが有益だと考える。そこで、当

面以下の つの局面を分析対象としたい。

①事業業立ち上げ時（ 年センター設立以前とその

前後）、

② 年目のスキーム改善（ 年）～護岸使用料設定

などの抜本的改革 、

③ダイオキシン・ショックへの対応（ 年）～搬入

基準超過と信頼性回復

各局面ごとに主要アクターの行動をセクターごとに分

類し、その利害得失を客観的に把握することに努め、合

理的選択モデルの観点から行動の分析を行うこととする。

【研究・調査･分析結果】

１．フェニックス事業の立ち上げ

（１）事実経過

年 月 ㈶大阪産業廃棄物処理公社設立～府・市主

導の公共関与の全国初の海面埋立事業を開始（堺 ‐ 区

の事業化）

年 月 ㈶兵庫県阪神環境事業公社設立～兵庫県と

阪神間 市による、一般廃棄物を含んだフェニックス計

画の県版ともいえる広域海面処分事業が開始。

年 月 運輸省が広域廃棄物埋立護岸整備構想を発

表～東京湾・大阪湾埋立護岸整備公団を設立し、廃棄物

埋立護岸の整備を行う。

年 月 厚生省が、広域最終処分場構想を発表～廃

棄物処理公団を設立し、首都圏、近畿圏において広域最

終処分場の整備を行う。

年 月センター法公布

年 月センター設立

（２）各アクターの行動

① 国

年頃から各自治体や産業界からの要望を受けて、

運輸省・厚生省のそれぞれが広域廃棄物埋立処分場の構

想を発表した。これらはいずれも法律による特殊法人設

立という公団方式のものであった。とくに運輸省では折

から当時議論されていた京浜・阪神両外貿埠頭公団廃止

案との関係も考えられる。

年予算要求にあたり両省は計画の一本化を図り共

同で推進することで合意した。事業主体としては圏域ご

とに国が認可して設立する法人として、港湾管理者を含

む地方公共団体が出資する認可法人方式で決着した。

② 府県

フェニックス事業における府県の立場は複雑である。

まず、一般廃棄物は市町村の責任であり、同事業による

廃棄物処分場の整備が府県自らに直接の受益をもたらす

わけではない。ただ、廃掃法上あるいは環境保全法制上、

一般廃棄物処理に関して市町村を指導監督する権限があ

る。また、同様の立場で民間産廃に関しては、民間産廃

業者を指導監督する権限を持っている。府県ごとの産廃

協会との窓口ともなっている。したがって一廃・産廃と

も、廃棄物処分場に関しては、環境保全上の監視及び取

締り権限が中心である。もちろん、適切な廃棄物処分場

があることが、不法投棄の抑止となると同時に、廃棄物

処理の適正指導のための重要な切り札となることも大き

いと言える。さらに地域振興の見地からも管轄区域内に

産廃処分場をもつことの利点もある。ただ、市町村に比

べればこれらは間接的なメリットになろう。

なお、大阪府・兵庫県においてフェニックス事業に先

行して、それぞれ廃棄物公社を設立し、海面埋立処分場

の整備運営を開始している事実である。とくに、兵庫県

は産廃よりも一廃（ゴミ焼却場の焼却灰など）を対象と

した事業を展開し、まさにフェニックス事業の先導役を

果たしている。

③ 市町村（排出サイド）

事業立ち上げ時では、府県が主体となった推進団体（促

進協議会）に参画する形での対応が主で、全体的には主

役的役割は果たしていない。本来、最大の事業メリット

を受ける立場であるが、処分場のひっ迫状況は各団体に

よってまちまちであり、それぞれが日々の処分に追われ

ており、当面フェニックスがなくても対応できる体制に

はあったと考えられる。

④ 港湾管理者

自ら発案し推進した形跡は見られないが、運輸省の行

動を支持し、その方針にしたがって行動している。その

理由は、 年施行の瀬戸内法によって所管海面の新た

な埋立てが凍結された港湾管理者にとっては、特別法に

基づく環境貢献事業として埋立てが認知されるフェニッ

クス事業は次の取組課題と認識されたと考えられる。圏

域を所管する 港湾管理者がそれぞれ か所づつ廃棄物

護岸整備をおこなうバランス意識も関係している。

埋立材が廃棄物という難点はあるものの、護岸整備費

の負担のみで土地が入手できるメリットは、当時の地価

高騰の状況においては大きかったと類推される。とくに

第 期はおよそ半分が安定型処分場で早期に土地利用が

開始できる利点があった。

⑤ 民間産廃事業者
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一廃排出者の市町村同様、長期的メリットは感じてい

るが、実現性が不確実な状況では切迫感が乏しいためで

あろうか、とくに目立った行動は見られない。

（３）行動の分析

以上の行動を見たところ自らコントロールが可能な公

団方式を目指して行動した。港湾管理者が土地取得とい

うメリットの下で行動したことも合理的に説明可能であ

る。また、市町村・民間産廃業者が不確実性の高い新規

事業への関心の高まりが十分でなかったと説明できる。

しかし、府県の行動はそのメリットの間接性から十分

な説明が困難である。献身的意識など何らかの規範的動

機が作用しているものと仮定される。

２． 年目のスキーム改善

（１）事実経過

年１月、 年 月、 年 月 度にわたり、

港湾管理者から両省に対し「事業スキーム改善」「港湾

管理者の財政負担の軽減」等の要望。

年初夏からセンターが港湾管理者と交渉、国（両省）、

府県・市町村代表機関（促進協議会）、産廃協会への協議、

調整を開始。

年 月 センターから港湾管理者の負担軽減のた

めの 年度から 年ごと 回の値上げの告知

年 月 基本計画変更（ 万㎥一廃から産廃に枠

変更）、港湾管理者（ 期事業）への護岸使用料徴収開始。

（２）各アクターの行動

① 港湾管理者

期事業である神戸沖・大阪沖処分場は 期（尼崎沖・

泉大津沖処分場）と異なり、埋立区域全域が管理型処分

場であり、がれき・コンクリート殻などが対象の安定型

処分場と比べ、センター法制定以後の環境法制上の厳格

化から早期の土地利用ができなくなるなどの問題が発生

した。土地売却が困難となって護岸整備費を起債に依存

する港湾管理者にとって過度の財政負担となる。そこで

港湾管理者は財政負担の公平化を主張し、護岸使用料の

提案を行った。しかし、センターをはじめ関係者と合意

には至らず、厳しい姿勢で臨まざるを得なかった。

② センター

当初は見直しに慎重であったが、①次期事業の着手の

タイムリミットがせまってきたこと、また②基本計画の

中で産廃枠が不足し速やかな改定が必要となりそのため

には港湾管理者の同意が不可欠であること、から港湾管

理者との問題決着がせまられるようになった。

港湾管理者との交渉の結果、護岸使用料の支払に応じ

る決断をし、その実現のため関係者の協議調整を行った。

③ 国

国交省は港湾管理者の護岸使用料提案を支持、環境省

は否定的であったが地元の意向を尊重する姿勢であった。

④ 府県

府県と主要市で構成する促進協議会の事務局として

大阪府と兵庫県が各府県と市町村の意見を取りまとめる

役割となっていた。 年の港湾管理者の問題提議以降、

継続的に協議されるが具体化に至らなかった。結局、

年初夏からのセンターと港湾管理者の交渉を踏まえこれ

をフォローする役割となった。基本的にセンターと同行

して国・市町村の調整を行った。

⑤ 市町村

スキーム改善について護岸使用料の負担による料金改

定の応諾というデメリットを受けるのは市町村である。

さらに先述のとおり産廃枠の捻出のために各市町村の処

分枠の供出が求められる状況もあった。結果としてとく

に大きな反対もなく受入れられた。

⑥ 民間産廃業者

料金が直接営業に関わるだけに値上げ反対の声は大き

く、業界を代表する産廃協会にセンターが粘り強く説明

し最終的に合意するに至った。その際、産廃枠不足への

対応や産廃・一廃同額値上げの点が説得材料となった。

（３）行動の分析

本局面の構図は、結果として長年にわたり負担の公平

化を訴え続けてきて厳しい姿勢を示す港湾管理者と、長

期的（次期事業）にも短期的（産廃枠不足）にも港湾管

理者との合意が必要になったセンターの交渉が中心であ

った。そして、その交渉結果を直接負担増となる排出者

である市町村と産廃事業者が応諾するかがネックとなっ

た。 国・府県は交渉を側面から支援する立場となった。

結論としては、排出者が理解を示し決着した。これは

次期事業も見据えた関係者の暗黙のコンセンサスによる

ものだと考えられる。

３．ダイオキシン・ショックへの対応

（１）事実経過

年 月 センターは 年から滋賀県高島市から受

入れ神戸沖処分場に埋め立てたばいじん類、約 トン

余がダイオキシン濃度の受入基準が超えて搬入されてい

たことから同市の廃棄物の搬入停止処分を行ったことを

公表した。高島市はこの超過の事実を知りながら抜本的

な手立てを取ることなく基準超過を繰り返えしていた。

その後の焼却炉全件調査で他の自治体、民間事業者で

事業進捗上の大きな問題が生じた時点での各アクターの

行動選択に注目することが有益だと考える。そこで、当

面以下の つの局面を分析対象としたい。

①事業業立ち上げ時（ 年センター設立以前とその

前後）、

② 年目のスキーム改善（ 年）～護岸使用料設定

などの抜本的改革 、

③ダイオキシン・ショックへの対応（ 年）～搬入

基準超過と信頼性回復

各局面ごとに主要アクターの行動をセクターごとに分

類し、その利害得失を客観的に把握することに努め、合

理的選択モデルの観点から行動の分析を行うこととする。

【研究・調査･分析結果】

１．フェニックス事業の立ち上げ

（１）事実経過

年 月 ㈶大阪産業廃棄物処理公社設立～府・市主

導の公共関与の全国初の海面埋立事業を開始（堺 ‐ 区

の事業化）

年 月 ㈶兵庫県阪神環境事業公社設立～兵庫県と

阪神間 市による、一般廃棄物を含んだフェニックス計

画の県版ともいえる広域海面処分事業が開始。

年 月 運輸省が広域廃棄物埋立護岸整備構想を発

表～東京湾・大阪湾埋立護岸整備公団を設立し、廃棄物

埋立護岸の整備を行う。

年 月 厚生省が、広域最終処分場構想を発表～廃

棄物処理公団を設立し、首都圏、近畿圏において広域最

終処分場の整備を行う。

年 月センター法公布

年 月センター設立

（２）各アクターの行動

① 国

年頃から各自治体や産業界からの要望を受けて、

運輸省・厚生省のそれぞれが広域廃棄物埋立処分場の構

想を発表した。これらはいずれも法律による特殊法人設

立という公団方式のものであった。とくに運輸省では折

から当時議論されていた京浜・阪神両外貿埠頭公団廃止

案との関係も考えられる。

年予算要求にあたり両省は計画の一本化を図り共

同で推進することで合意した。事業主体としては圏域ご

とに国が認可して設立する法人として、港湾管理者を含

む地方公共団体が出資する認可法人方式で決着した。

② 府県

フェニックス事業における府県の立場は複雑である。

まず、一般廃棄物は市町村の責任であり、同事業による

廃棄物処分場の整備が府県自らに直接の受益をもたらす

わけではない。ただ、廃掃法上あるいは環境保全法制上、

一般廃棄物処理に関して市町村を指導監督する権限があ

る。また、同様の立場で民間産廃に関しては、民間産廃

業者を指導監督する権限を持っている。府県ごとの産廃

協会との窓口ともなっている。したがって一廃・産廃と

も、廃棄物処分場に関しては、環境保全上の監視及び取

締り権限が中心である。もちろん、適切な廃棄物処分場

があることが、不法投棄の抑止となると同時に、廃棄物

処理の適正指導のための重要な切り札となることも大き

いと言える。さらに地域振興の見地からも管轄区域内に

産廃処分場をもつことの利点もある。ただ、市町村に比

べればこれらは間接的なメリットになろう。

なお、大阪府・兵庫県においてフェニックス事業に先

行して、それぞれ廃棄物公社を設立し、海面埋立処分場

の整備運営を開始している事実である。とくに、兵庫県

は産廃よりも一廃（ゴミ焼却場の焼却灰など）を対象と

した事業を展開し、まさにフェニックス事業の先導役を

果たしている。

③ 市町村（排出サイド）

事業立ち上げ時では、府県が主体となった推進団体（促

進協議会）に参画する形での対応が主で、全体的には主

役的役割は果たしていない。本来、最大の事業メリット

を受ける立場であるが、処分場のひっ迫状況は各団体に

よってまちまちであり、それぞれが日々の処分に追われ

ており、当面フェニックスがなくても対応できる体制に

はあったと考えられる。

④ 港湾管理者

自ら発案し推進した形跡は見られないが、運輸省の行

動を支持し、その方針にしたがって行動している。その

理由は、 年施行の瀬戸内法によって所管海面の新た

な埋立てが凍結された港湾管理者にとっては、特別法に

基づく環境貢献事業として埋立てが認知されるフェニッ

クス事業は次の取組課題と認識されたと考えられる。圏

域を所管する 港湾管理者がそれぞれ か所づつ廃棄物

護岸整備をおこなうバランス意識も関係している。

埋立材が廃棄物という難点はあるものの、護岸整備費

の負担のみで土地が入手できるメリットは、当時の地価

高騰の状況においては大きかったと類推される。とくに

第 期はおよそ半分が安定型処分場で早期に土地利用が

開始できる利点があった。

⑤ 民間産廃事業者
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件の基準超過の事例が発覚し、それぞれ搬入停止措置が

とられた。

（２）各アクターの行動

① センター

センターに搬入のある全焼却炉からの廃棄物について

立入調査・抜取調査・自主検査を実施し、基準順守の確

認を行った。そこで発覚した超過事例に関わった中継基

地と処分場の周辺環境調査を実施し環境上問題がないこ

との確認を行った。

対応にあたっては、適宜状況を公表し学識経験者や関

係者による委員会の意見を踏まえたものとした。

本件の超過事実の隠ぺいによる違法搬入は広域の共同

事業であるフェニックス事業に対する関係者の信頼を損

ね事業全体を危機に陥れるものとして、排出者、とくに

行政に対して厳重な再発防止を依頼した。

② 港湾管理者

港湾管理者は行政としての排出者の悪質事案に反発、

一時はすべての焼却場廃棄物の処分場への埋立て禁止を

求める姿勢を示したが、センターの全件調査の実施や再

発防止策を評価して見送られた。

③ 市町村

センターの危機表明に応え、年数回にわたる自主検査

など再発防止策の強化を行っている。

④ 府県

センターの危機表明を受けて、所管市町村に対して自

主検査の強化などの再発防止策を指導した。

行動の分析

本件の隠ぺいによる基準超過事例が事業の信頼性に与

えたショックは大きなものがあった。とくに処分場・中

継基地所在市の議会・住民、漁業組合などの関係者に対

する説明責任の問題もあった。

センターは基準超過団体に対して搬入停止という厳罰

で臨むとともに再開にあたっては厳しい安全確認を行っ

た結果、搬入停止措置が最長 年近くに及ぶ結果となっ

た。そして信頼回復のため、行政の廃棄物としては全国

一厳しい検査体制でのぞむことを府県を通じ各市町村に

依頼し市町村もこれに応え体制の強化を図っている。

【考察・今後の展開】

以上の分析を踏まえるならば、フェニックス事業のよ

うな各行政主体が関わって運営される事業においては、

必ずしも各主体が合理的選択モデルで十分説明できるよ

うな行動をとってはいないと思われる。

センター事業は確かに特別法に根拠を持つ事業である

が、各主体の権利義務が法律上規定されているわけでは

ない。その殆どが委託契約の私法的関係であり、その参

加・不参加、あるいは利用・不使用は各主体の自由裁量

に委ねられていると言ってもよい。

しかし、その自由裁量の事業の中で、各主体がフェニ

ックス事業の危機に対して自らの利害得失を超えた行動

を取る背景としては、システムを維持しようとする各主

体の意識の問題もあるが、「コモンズ」と呼ばれる状況に

類似した環境の中での相互作用があるのではないかと考

える。

コモンズというのは一般に、地域住民の共有の入会地

のような資産で特定の者によって費消されてしまうリス

ク（コモンズの悲劇）を有しながらも、関係者の暗黙の

了解によって共同の受益が確保されている状況をいう。

コモンズの状況は、常に自己利益の最大化を目指すとい

う合理的選択理論のアンチテーゼともいえる。コモンズ

の状況に関しては、米国の政治学者エリノア・オストロ

ムが合理的選択理論を肯定する立場から以下の説明をし

ている。

単発の行為ではなく継続的な行為においては、ロバー

ト・アクセルロッドの「しっぺ返し（ ）」戦

略で互いに譲り合うことで利益の極大化が図られ、それ

が関係者間に一定に内部規範が作られ、それが経験的に

拡大していくというものである。（ ： ～ ）

近畿圏という限られた空間において同業である行政主

体間の相互の信頼関係が重要であることは当然である。

とくに環境問題のような社会的影響の大きな分野での協

力関係は不可欠であって、お互いに迷惑をかけないとい

う暗黙の了解がいわば規範となって、このフェニックス

事業という共同事業を維持継続させていると考えるので

ある。

【引用・参考文献】

・大阪湾広域臨海環境整備センター（ ）『大阪湾広域

臨海環境整備センター 年のあゆみ』

・

・林昌宏 「港湾整備における行政の多元化とジレ

ンマ」 『年報行政研究』第 号
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『大学生の力を活かした集落活性化事業』の実践結果と考察 

- 新潟県 南魚沼市 辻󠄀󠄀又集落の活性化を通じて - 
森本祥一（専修大学） 

Keyword： 限界集落、サービス・ラーニング、世代間交流 

 

【研究目的】 
新潟県では、過疎・高齢化等により地域内の活動の担い

手が不足している集落に外部の力として大学ゼミ等が入り、

大学生の若い発想力や行動力、専門知識を活かして集落活

性化に向けた調査・研究を行い、集落活性化策のヒントを

探るほか、住民と学生とが交流し互いに刺激し合うことで

地域の活力向上を図ることを目的とし、調査・研究を行う

大学ゼミ等を毎年募集している。我々は、この『平成 26

年度 大学生の力を活かした集落活性化事業』に採択され、
南魚沼市にある辻󠄀󠄀又集落の活性化に取り組んできた。 
昨年度の成果として、都市型マルシェへの出店に向けた

活動と、現地の農産物を使った加工品の商品化企画、およ

び出版企画の採択などがあるが、本稿では、一連の活動を

俯瞰し、これらのアウトカムにつながった経緯や要因につ

いて考察する。また、本事業が集落、大学生の双方にもた

らす効果についても考察する。本活動の最終目的は、集落

臨界点付近の地域の活性化事例を通じて、その他の限界集

落にも適用可能な方法論を体系化することである。 
【活動の概要】 

我々が今回活性化に取り組んだ辻󠄀󠄀又集落は、北緯 37 度

11分、東経 138度 53分、海抜 220mの山と山に挟まれた谷

合いに位置する。上越新幹線の浦佐駅、および関越自動車

道の大和スマートインターチェンジより車で15分と、アク

セスには比較的恵まれている（図 1）。15世帯ほどが住まれ

ている小さな集落で、澄んだ空気と水に恵まれた自然豊か

な南北に縦長の土地である。 

図 1 辻󠄀󠄀又集落の位置 
（地理院地図 http://maps.gsi.go.jp/を用いて表示） 

表 1 主な活動の経緯 
日付 活動内容 

H26.6.23 採択決定、活動開始 県庁からの委託通知 

H26.7.3～31 事前調査 米やブランドに関する調査 

H26.7.5 集落への事前訪問 生活環境の調査、御挨拶 

H26.8.1 事前調査結果報告会 分担した調査結果を内部で共有 

H26.8.7～13 現地調査 現地に滞在し、フィールドワーク 

H26.9.5 県庁での中間報告会 8月の現地調査の結果を報告 

H26.10.9 集落への中間報告 8月の現地調査の結果を報告 

H26.11.8 活性化案の検討会 具体策を提案し、集落と議論 

H27.3.17 県庁での最終報告会 最終的な研究成果を報告 

H27.3.18 集落への最終報告 その他、今後の活動について議論 

H27.5.30 活性化策の進捗報告 商品化に向けた検討会、山菜採り 

辻󠄀󠄀又集落では、今回の事業を通じて、集落周辺の自然

環境を売りにした地元産コシヒカリのブランド化と販売

促進による農業の担い手確保を目的とし、集落周辺の植

物や自然環境の調査、および活性化策の提案を求めてい

た。これに対し、我々はフィールドワークによる参与観

察と漸次構造化法によって、集落が抱える課題やその解

決の糸口を調査した。本活動は、教員 1 名、修士課程の

学生 2名、学部生 8名の計 11名で取り組んだ。表 1に、

これまでの活動の経緯を示す。 

【研究方法】 

フィールドワークでは、現地に滞在して現地の方々と

ともに生活し、日常を目の当たりにしたり、体験したり、

現地の方々と話をすることで、部外者には知り得ない現

地の事情についての情報を得て、かつ客観性を失わない

参加によって、当事者である現地の方々には見えない問

題について明らかにできる[1]。また、現地滞在中に調査

と考察を繰り返すことで、何が問題なのかすら分からな

い状態から、徐々に問題を明らかにしていき、その解決

策をブレイクダウンすることができる。基本的にはイン

フォーマルインタビューが中心となるが、その際の礼儀

として、自分たちが取り組む問題に対する最低限の知識

が求められる。この事前調査が、インタビューで得られ

る情報の質や調査全体の効率に影響する。 

よって我々は、採択決定後、3チームに分かれて事前調

件の基準超過の事例が発覚し、それぞれ搬入停止措置が

とられた。

（２）各アクターの行動

① センター

センターに搬入のある全焼却炉からの廃棄物について

立入調査・抜取調査・自主検査を実施し、基準順守の確

認を行った。そこで発覚した超過事例に関わった中継基

地と処分場の周辺環境調査を実施し環境上問題がないこ

との確認を行った。

対応にあたっては、適宜状況を公表し学識経験者や関

係者による委員会の意見を踏まえたものとした。

本件の超過事実の隠ぺいによる違法搬入は広域の共同

事業であるフェニックス事業に対する関係者の信頼を損

ね事業全体を危機に陥れるものとして、排出者、とくに

行政に対して厳重な再発防止を依頼した。

② 港湾管理者

港湾管理者は行政としての排出者の悪質事案に反発、

一時はすべての焼却場廃棄物の処分場への埋立て禁止を

求める姿勢を示したが、センターの全件調査の実施や再

発防止策を評価して見送られた。

③ 市町村

センターの危機表明に応え、年数回にわたる自主検査

など再発防止策の強化を行っている。

④ 府県

センターの危機表明を受けて、所管市町村に対して自

主検査の強化などの再発防止策を指導した。

行動の分析

本件の隠ぺいによる基準超過事例が事業の信頼性に与

えたショックは大きなものがあった。とくに処分場・中

継基地所在市の議会・住民、漁業組合などの関係者に対

する説明責任の問題もあった。

センターは基準超過団体に対して搬入停止という厳罰

で臨むとともに再開にあたっては厳しい安全確認を行っ

た結果、搬入停止措置が最長 年近くに及ぶ結果となっ

た。そして信頼回復のため、行政の廃棄物としては全国

一厳しい検査体制でのぞむことを府県を通じ各市町村に

依頼し市町村もこれに応え体制の強化を図っている。

【考察・今後の展開】

以上の分析を踏まえるならば、フェニックス事業のよ

うな各行政主体が関わって運営される事業においては、

必ずしも各主体が合理的選択モデルで十分説明できるよ

うな行動をとってはいないと思われる。

センター事業は確かに特別法に根拠を持つ事業である

が、各主体の権利義務が法律上規定されているわけでは

ない。その殆どが委託契約の私法的関係であり、その参

加・不参加、あるいは利用・不使用は各主体の自由裁量

に委ねられていると言ってもよい。

しかし、その自由裁量の事業の中で、各主体がフェニ

ックス事業の危機に対して自らの利害得失を超えた行動

を取る背景としては、システムを維持しようとする各主

体の意識の問題もあるが、「コモンズ」と呼ばれる状況に

類似した環境の中での相互作用があるのではないかと考

える。

コモンズというのは一般に、地域住民の共有の入会地

のような資産で特定の者によって費消されてしまうリス

ク（コモンズの悲劇）を有しながらも、関係者の暗黙の

了解によって共同の受益が確保されている状況をいう。

コモンズの状況は、常に自己利益の最大化を目指すとい

う合理的選択理論のアンチテーゼともいえる。コモンズ

の状況に関しては、米国の政治学者エリノア・オストロ

ムが合理的選択理論を肯定する立場から以下の説明をし

ている。

単発の行為ではなく継続的な行為においては、ロバー

ト・アクセルロッドの「しっぺ返し（ ）」戦
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力関係は不可欠であって、お互いに迷惑をかけないとい
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査を行った。まずは米作りや米そのものに関する知識、

コシヒカリという品種に関する知識、米にまつわる法律

に関する知識、米が収穫されてから市場に出回るまでの

流通に関する知識、そして現存するブランド米の先行事

例について調査した。また、ブランド確立までのプロセ

スやポジショニング、ブランド化に必要な要素、それら

をどう伝達するかまでの理論について調査した。更に、

農業や米による地域活性化の成功事例を調査した。以上

の調査結果を 3 チームで報告し合い、情報共有を図って

から現地調査に臨んだ。 

現地ではこまめにフィールドノーツをつけるようにし

た（図 2）。フィールドノーツとは、観察や考察をまとめ、

清書した記録であり、時間が経過した後でもそれを読め

ば現場の情景が再生できるような記述である[1]。また、

『書く』という作業そのものが、思いもよらなかった新

しい思考や発想を生み出す。更に、現地の方々が体験し

ている世界を追体験し、共感的に理解することができる。 

図 2 フィールドノーツ 

しかし、可能な限り正確に文字に起こしていく作業だ

けでなく、その作業をもとに解釈や分析を加え、その結

果も同時に書きとめていく必要がある。つまり、現場で

『記録（調査）』と『考察（問題の構造化）』を繰り返す

必要がある。よって我々は、現地では毎晩その日の調査

で分かったことについて付箋紙に記述し、KJ法を使って

整理して、得られた事実と、次に何を調査すべきかにつ

いて全員で議論した（図 3）。このような調査を 1週間に

亘って行い、集落の魅力、および集落が抱える課題とそ

の原因を明らかにしていった。 

図 3 毎晩の議論の様子 

【調査結果】 

前述のような方法によって 7 日間の現地調査を行った

結果、次のようなことが分かった。 

(1) 辻󠄀󠄀又の自然環境 

活動の概要でも述べたように、集落からの要望として

『自然環境を売りにしたブランディング』が挙がってい

たため、我々は集落の自然や史跡について調査した。そ

の結果を以下に列挙する。 

自然   史跡 

・辻󠄀󠄀又川   ・辻󠄀󠄀又神社 

・山の幸が豊富  ・薬師堂 

・大桜   ・観音様 

・貝の化石（図4）  ・歴史ある古民家 

・名水『峠の清水』  ・源平にまつわる歴史 

・火山灰の地層、雪食地形 

・上田の平からの景観（図5） 

・蛍の大群、その他昆虫や野鳥 

・空気が澄んでいる、星空が綺麗 

集落に沿って辻󠄀󠄀又川が流れているため、どこにいても

水の流れる音が聞こえてくる。この澄んだ雪解け水と、

粘土質の土壌、適切な気温と日照時間等の好条件が重な

り、辻󠄀󠄀又では非常においしいコシヒカリが採れる。また、

標高が高いため、眺望の開けた場所が多く、林産資源も

豊富である。その他、6月下旬から7月中旬にかけて蛍の

大群が見られたり、地層や貝の化石を見られるジオサイ

トがあったり、平家の残党と源氏の一派が手を取り合っ

て集落を起こしたというユニークな伝承も残っている[2]。 

図 4 滝ノ沢にある貝の化石 

図 5 上田の平からの眺望 
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図 6 辻󠄀󠄀又の人口動態 

（南魚沼市役所から頂いた資料を元に作成） 
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ィアを使って発信・拡散し、感性的、意味的、象徴的価

値を強化することで『辻󠄀󠄀又』のイメージを形成してもら

う。現在、辻󠄀󠄀又のFacebookページを作成し情報発信を行

っている。今後は Instagramの活用も視野に入れている。 

【活性化策の効果についての考察】 

文献[5]では、集落の限界化の段階に応じた対策が必要

である、と論じられている。また、最盛期人口と現在の

人口の比率、および高齢化率によって、集落限界化の段

階を基準化している。辻󠄀󠄀又に関して、市役所で記録され

ている範囲でこれらの基準値を計算すると、 

0.1 ＜ 人口比率 0.17 ≦ 0.3、高齢化率0.6 ≧ 0.5 

となり、フェーズⅢ後期に該当する。この段階では、集

落再編や統合の推進が実効性を持つとされている。しか

し、実際には辻󠄀󠄀又はフェーズⅢには至っていないと考え

られる。「共同作業は全く行われず、少数の高齢者のみが

集落内に居住する状況」ではなく、むしろフェーズⅡの

「住民には地域活動に対する体力はまだ残されており、

地域リーダーを中心とした活動が可能であり、NPOやボ

ランティアとの連携、都市住民との交流促進や新規定住

者の受け入れなどが実施できる状況」である。しかし、

フェーズⅡ後期の耕作放棄地の増加や集落支援員の協力

を得ている点、フェーズⅢ後期の荒廃地増加に伴う自然

災害や環境保全対策が実施されている点に該当しており、

いずれにしろ集落臨界点付近であることは確かである。 

フェーズⅡでは、学生の山村留学の受入や都市住民と

の交流促進施策の推進が必要とされているため、辻󠄀󠄀又に

とって今回の『大学生の力を活かした集落活性化事業』

は有効であったと言える。但し、農産物のブランド化や

特産物の商品化についてはフェーズⅠでの対策となって

おり、もっと早い段階で実施すべきであった可能性があ

る。前述の 4 つの策により状況が好転し、ブランド化や

商品化が軌道に乗ることを期待して活動を継続する。 

【本事業の意義と効果についての考察】 

本事業のような大学生による地域活性化は、全国各地

で行われている。このような事業は、教育的側面から見

ると、アクティブ・ラーニングやサービス・ラーニング

に該当すると考えられる。参加した学生側には、民主主

義的態度の形成、専門学習への動機づけと理解向上など

の効果が得られる[6]。一方、受入側の効果には、予定調

和的な停滞傾向の打破、エンパワーメント、パブリシテ

ィによる期待の浸透とバンドワゴン効果などがある[7]。

反面、「コミュニティにおけるさまざまな意見対立やニー

ズ、社会の構造的な問題を公共的議論の俎上に載せるこ

となく、私的なやりとりで解決してしまう」危険性があ

るとも指摘されている[8]。今回の活動中に、集落の方々

と議論する機会が度々あったが、我々のような第三者が

関わることで、普段なら話しにくい話題を、むしろ議論

の俎上に載せているシーンが目立った。大学生が触媒、

仲介、緩衝材、潤滑材になり、このようなチャネルが開

いたのではないかと推察する。 
また、本事業は、世代間交流と捉えることもでき、地

域組織の協働体制の増加、地域感覚の向上、地域共生意

識の向上など、地域づくりに有用であるとされている[9]。

今回、「大学生（若者）がこんなに頑張っているのだから

自分たちも何かやらなくては」という動機づけになって

いる様子も見られた。このように、感情、目的、動機、

価値観が相互に影響し合う効果もある[10]。これは、互恵

の衡平性を保とうとする心理が働いているとも考えられ

る。但し、これらの効果は、地域内での世代間交流や、

様々な活動内容、様々な年齢の子どもを対象とした分析

結果であるため、今後は都市部と農村部、かつ大学生と

高齢者の交流に限定し、更に研究を進める必要がある。 
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地域活性化の理論と大学教育を通じた実践 

藤岡 秀英(神戸大学) 

Keyword：コミュニティ、現象学的社会学、経済社会学、学生ボランティア 

 

【問題・目的・背景】 
1995 年の阪神淡路大震災から 2011 年東日本大震災へと

甚大な被害をもたらしてきた数々の災害の経験から、ボラ

ンティアやＮＰＯ等の新しい社会集団が成長し、地域コミ

ュニティの意義も見直されてきた。そして、社会保障の財

政問題からも「地域コミュニティ」に期待される役割が高

まっている。人口減少が進む中で自治体の存亡さえも危う

くなる時代が迫っているとの警鐘が唱えられ、「地方創生」

が政府の重要課題に位置づけられた。しかし、コミュニテ

ィへの期待が高まる中で、こうした期待に応える「理論的

な展望」はまだ明確にはなっていない。 

むしろ、ボランティア、ＮＰＯといった実践の方が、理

論研究よりも先行しており、学問的にはそれらの成果を後

追いする格好になっている。今、もう一度、社会学の理論

に立ち返りつつ、「新しいコミュニティづくり」を理論的に

整理しなおすこと、さらに具体的な実践を通じて、新しい

コミュニティ論を鍛えていく必要があるのではないか。 

【研究方法・研究内容】 

 「新しいコミュニティづくり」には、ボランティア・

グループ、ＮＰＯ等による一定の目的を持った「新しい

集団」が重要な役割を担ってきた。これらの変化を説明

するため、コミュニティ論にかんする理論的な整理とし

て、テンニエス、マッキーバー、高田保馬、富永健一の

社会学理論を検討してきた。しかし、従来の社会学理論

では、コミュニティを「自発的、自然発生的な社会関係」

として説明するため、新しい社会集団の役割や状況を理

解することは困難である。 

「コミュニティとは何か」という原理的な問いを考察

するなかで、私は「社会本質論」のアポリア（社会名目

論と社会実在論の対立）を弁証法的に乗り越える、蔵内

数太の現象学的社会学と出会った。この蔵内理論をふま

えながら、私は、新しいコミュニティ論の柱として、以

下の3つの特徴を整理してきた。 

（1）ＮＰＯやボランティア・グループなどの新しい集

団の成果と期待から「目的・機能的なコミュニティづく

り」が広がってきたとみることができる。そこでは同時

に、古い集落文化としてのシキタリや慣習、閉鎖的な社

会関係から（2）「参入・退出が自由な社会関係」が求め

られてきている。そして、「地方創生」の政策につながる

コミュニティの新たな創造には（3）「政策的介入、政策

的支援」が必要かつ有効である。 

 これらの理論的仮説をもとに、2009年 7月神戸大学経

済学研究科と兵庫県多可町との間に「まちづくり・むら

づくりに関する協力・協定書」を結び、多可町65集落の

なかで40集落への訪問調査と全戸アンケート調査を実施

した。そして、この調査研究のなかで多可町観音寺集落

から「大学生を招くむらづくり」の相談・依頼を受ける

ことになる。 

本研究では、5年間にわたる神戸大学生と典型的な中山

間地域にある多可町観音寺集落とのコミュニティづくり

の成果と課題を明らかにする。 

【研究・調査･分析結果】 

１．地縁社会とＮＰＯとの連携・協力の困難  

蔵内数太の現象学的社会学によると、社会を構成する

集団には、①古い集団として「前集団（Vorgruppe）」、②

現在の機能的な役割を果たす「役割集団（Rollegruppe）」、

③新しい時代を切り開く「後集団（Nachgruppe）」を区分

することができる。 

今日の日本の地域コミュニティも、3種類の集団によっ

て三重構造を形成している。つまり、①自治会・町内会

等の「地縁型組織」が土台にあり、その基礎の上に、②

「自治体行政」が機能的組織として地域の課題に取り組

んできた。そして、③「新しい公共」とも称されてきた

ＮＰＯ等、新しい集団組織が展開している。 

ここで確認しておくべきことは、地縁型組織としての

自治会・町内会と、新しい集団組織であるＮＰＯ、ボラ

ンティア・グループの連携や協働が実現しているところ

は、極めて少ないという事実である。 

その主な原因は、①地縁型組織の運営は、輪番制の役

員組織が担い、これまで継承されてきた「最低限の自治」

だけに携わる「慣例」に従うからである。加えて、地縁

型組織には、活動資金も専門的知識・技術も乏しい。多

額の資金が必要とされる、専門的な課題（公共事業、イ

ベント等）は、②自治体行政が引き受けるという構造が

ある。それゆえに、地縁型組織には、経済社会の構造変

化、雇用の減少、人口の減少に対応する「新しい課題」

ィアを使って発信・拡散し、感性的、意味的、象徴的価

値を強化することで『辻󠄀󠄀又』のイメージを形成してもら

う。現在、辻󠄀󠄀又のFacebookページを作成し情報発信を行

っている。今後は Instagramの活用も視野に入れている。 

【活性化策の効果についての考察】 

文献[5]では、集落の限界化の段階に応じた対策が必要

である、と論じられている。また、最盛期人口と現在の

人口の比率、および高齢化率によって、集落限界化の段

階を基準化している。辻󠄀󠄀又に関して、市役所で記録され

ている範囲でこれらの基準値を計算すると、 

0.1 ＜ 人口比率 0.17 ≦ 0.3、高齢化率0.6 ≧ 0.5 

となり、フェーズⅢ後期に該当する。この段階では、集

落再編や統合の推進が実効性を持つとされている。しか

し、実際には辻󠄀󠄀又はフェーズⅢには至っていないと考え

られる。「共同作業は全く行われず、少数の高齢者のみが

集落内に居住する状況」ではなく、むしろフェーズⅡの

「住民には地域活動に対する体力はまだ残されており、

地域リーダーを中心とした活動が可能であり、NPOやボ

ランティアとの連携、都市住民との交流促進や新規定住

者の受け入れなどが実施できる状況」である。しかし、

フェーズⅡ後期の耕作放棄地の増加や集落支援員の協力

を得ている点、フェーズⅢ後期の荒廃地増加に伴う自然

災害や環境保全対策が実施されている点に該当しており、

いずれにしろ集落臨界点付近であることは確かである。 

フェーズⅡでは、学生の山村留学の受入や都市住民と

の交流促進施策の推進が必要とされているため、辻󠄀󠄀又に

とって今回の『大学生の力を活かした集落活性化事業』

は有効であったと言える。但し、農産物のブランド化や

特産物の商品化についてはフェーズⅠでの対策となって

おり、もっと早い段階で実施すべきであった可能性があ

る。前述の 4 つの策により状況が好転し、ブランド化や

商品化が軌道に乗ることを期待して活動を継続する。 

【本事業の意義と効果についての考察】 

本事業のような大学生による地域活性化は、全国各地

で行われている。このような事業は、教育的側面から見

ると、アクティブ・ラーニングやサービス・ラーニング

に該当すると考えられる。参加した学生側には、民主主

義的態度の形成、専門学習への動機づけと理解向上など

の効果が得られる[6]。一方、受入側の効果には、予定調

和的な停滞傾向の打破、エンパワーメント、パブリシテ

ィによる期待の浸透とバンドワゴン効果などがある[7]。

反面、「コミュニティにおけるさまざまな意見対立やニー

ズ、社会の構造的な問題を公共的議論の俎上に載せるこ

となく、私的なやりとりで解決してしまう」危険性があ

るとも指摘されている[8]。今回の活動中に、集落の方々

と議論する機会が度々あったが、我々のような第三者が

関わることで、普段なら話しにくい話題を、むしろ議論

の俎上に載せているシーンが目立った。大学生が触媒、

仲介、緩衝材、潤滑材になり、このようなチャネルが開

いたのではないかと推察する。 
また、本事業は、世代間交流と捉えることもでき、地

域組織の協働体制の増加、地域感覚の向上、地域共生意

識の向上など、地域づくりに有用であるとされている[9]。

今回、「大学生（若者）がこんなに頑張っているのだから

自分たちも何かやらなくては」という動機づけになって

いる様子も見られた。このように、感情、目的、動機、

価値観が相互に影響し合う効果もある[10]。これは、互恵

の衡平性を保とうとする心理が働いているとも考えられ

る。但し、これらの効果は、地域内での世代間交流や、

様々な活動内容、様々な年齢の子どもを対象とした分析

結果であるため、今後は都市部と農村部、かつ大学生と

高齢者の交流に限定し、更に研究を進める必要がある。 
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への対応能力はほとんどない。 

③ＮＰＯやボランティア・グループは、地縁型組織と

は異なり、地域の「新しい課題」に取り組む集団である。

ほとんどの場合、特定の地縁型組織の枠組みを超えて、

より広範な地域を活動エリアとしている。同時に彼らは

特定のテーマ、専門分野の活動を展開している。が、日

本のＮＰＯの規模はまだ小さく、専門集団としては経験

も浅い。人件費を含む活動資金の調達にも、国や自治体

の補助金に依存するところが大半を占める。 

上記の相違点から、地縁型組織とＮＰＯ、ボランティ

ア・グループが連携・協力することは容易ではない。 

２．大学教育の課題と地域連携事業 

しかし、中山間地域では、人口流出を食い止め、また、

Uターン、Iターンによる「逆流人口移動」を招くために、

雇用を生み出す、経済活動の基盤が必要である。今日、

集落の存亡に危機感を抱く多くの地域で、「新しい事業展

開」の取り組みが開始されている。だが、資金と人材集

め、新たな組織を立ち上げ、事業を軌道に乗せることは

容易ではない。1990年代からの都市農村交流事業も人材

と資金を求めて継続されてきた。そして、この間、「地方

創生」が国家の政策に掲げられ、2015年6月には、「日本

版 CCRC」の提案もなされている。ただ、地方に必要とさ

れるのは、地域に貢献できる人的資源である。地方の存

続のためには、次世代を担う若い人びとの貢献が必要と

されているのである。 

他方、大学教育の舞台では、学生の育ち方が変わった。

端的に言えば、「あらゆる体験の絶対的不足」を実感する。

インターネットの技術は、学生にとって「学習情報」を

簡単に取得し、友だち、知り合いを増やす道具として活

用されている。あらゆる体験が、まずネットを介して探

索されるため、実際の現場で具体的に体験するチャンス

は制限されてしまっている。自然科学、社会科学の分野

を問わず、学生にはリベラルアーツとしての自然と地域

社会における多様な「体験知」が求められている。 

このように都市部には、自然と地域社会との関係を体

験する必要のある大学生がいる。中山間地域には、まだ

魅力に富んだ自然が残され、農業、林業が営まれている。

兵庫県では中山間地域のことを「多自然地域」と呼ぶ。

人口減少と高齢化の進むなかで、若者の活躍が期待され

るこれらの地域に、大学教育の舞台を求めることは、地

域コミュニティと大学の双方にとって重大な価値のある

時代を迎えているわけである。 

両者関係を蔵内数太の『社会学』で示される社会秩序

と社会変動の要素「理法勢命」の図式に則って言えば、

地域コミュニティと大学との連携は、社会的支持を受け

る潮流を成す「勢」であるといえよう。 

３．兵庫県多可町観音寺集落での理論と実践 

 多可町は、2005年11月に八千代町、加美町、中町の３

町が合併して誕生した。私は、加美区（旧加美町）の「地

域協議会」にアドバイザーとして参加し、「加美区のまち

づくり計画」を策定するため、2007年から 08年にかけて

全 25集落への訪問調査を実施した。この調査をきっかけ

に加美区観音寺集落が中心となって取り組み始めた「多

可町菜の花エコプロジェクト」を支援する形で、大学と

の地域連携事業が始まっている。 

 多可町では、2009年に「菜の花栽培」がスタートし、

約 1 トンの菜種が収穫された。この菜種の選別作業にゼ

ミの学生が奮闘貢献することから、観音寺集落と神戸大

学との連携事業を開始する。 

しかし、無償のボランティア活動として集落への支援

を継続することは不可能である。交通費、宿泊費などの

費用の問題だけでなく、ゼミ学生は、1，2年で卒業し、

新しいメンバーと入れ替わっていく。また、観音寺集落

においても、菜の花エコプロジェクトに携わる役員も年

度ごとに交代するため、毎年、新たな人間関係を築きな

おさねばならない。大学と地域コミュニティとの連携事

業にとって、この「参加者の交代」を前提としながら発

展的な活動を持続することも容易ではない。 

４．「学生流むらづくりプロジェクト『木の家』」 

 そこで私が提案したことが、ログハウスの建設である。 

 集落の共有林を使って、ログハウスを建設するという

目標を掲げ、学生参加者を募り、これを学生サークル活

動として継続する。この事業に地域コミュニティの理解

と協力、支援を得ることができれば、「菜の花エコプロジ

ェクト」は学生教育の舞台となり、さまざまなコミュニ

ティ活動を展開することも可能になる。 

 2010年春にログハウスプロジェクトに名乗りを上げた

のは、私のゼミ学生であるが、彼はすぐに他学部の友人

を集めてログハウスの設計図の作成を始めた。任意団体

としてのサークルを組織して「学生流むらづくりプロジ

ェクト『木の家』」が結成され、当初、4名から活動を開

始している。 

 2010年 9月 6日、「木の家」は、観音寺集落でログハウ

ス建設についてのプレゼンテーションを行い、9月 25日

「第 1 回多可町菜種とれとれフェスタ」に参画した。こ

の間に、新たなメンバーが加わり、「木の家」は 12 月の
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時点で29名となった。 

 翌 2011 年からログハウスの部材加工が始まり、13 年

10月に「ログハウス竣工式」、神戸大学六甲台キャンパス

での「多可町・神戸大ふれあい祭」を開催している。 

 2010年から 13年の間に、初期の学生は卒業していった。

毎年、新入生を迎えながら、2015年「木の家」は40名を

超える規模になっている。これまで卒業、入学による学

生の入れ替わり、観音寺集落の役員の交代と、お互いに

メンバーの入れ替わりにもかかわらず、「多可町菜の花エ

コプロジェクト」と「木の家」の活動が継続できている。 

それはゼミナールではなく、学生サークルという組織

の性質が寄与しているからである。サークル活動では、

学生の間での「先輩」「後輩」の人間関係、技術の継承、

観音寺集落とのさまざまなルールの継承、参加者数に応

じた活動の広がりなどの点で、持続的かつ創意工夫の可

能性が広がる。私は「木の家」の顧問として、学生の指

導、監督を行うが、同時に観音寺集落の人びととも一定

の距離を保ちながら関わることができている。具体的に

は、毎年数回、観音寺集落で「木の家」の学生と集落の

皆さんを前に、「経済社会学の講義」を行っている。 

５．「視界の相互性」と「誤解の相互性」 

ボランティア活動を継続する動機は、ギブ＆テイクの

関係、「互酬性」の関係から説明されることが多い。また、

そこでの失敗を「贈与のパラドックス」「互酬性のパラド

ックス」と評価する議論がある。時には「まちづくりは

人づくりではなく罪作りだ」と揶揄されることもある。

しかし、私が「木の家」の顧問として、学生と集落の双

方に伝えてきたことは、それら「互酬性」という意味で

の関係ではない。 

 蔵内数太の『社会学』第 8 章「個人と社会」では、社

会の本質を「視界の相互性にもとづく体験事実」である

と論じている。学生は、集落の人びとの「視界」を体験

し、また、集落の人びとにも学生の立場を考えながら、

彼らの「視界」を共に体験することの意味を論じてきた。

つまり、学生も集落の人びとも「一緒に具体的な活動を

行うこと」が体験の舞台となり、そこで互いの考えを正

直に、素直に提示しあうことが重要である。 

 自分たちの損得を計算したり、「互酬性」、ギブ＆テイ

クの応酬を考えたりするのではない。まず「相手の視界

を体験する意思」が重要である。例えば、集落の人びと

がログハウスの建設に参加、協力する。学生は集落の営

農組合が取り組む「菜の花エコプロジェクト」にも参加

する。ただ労働力として「便利使い」されるのではなく、

学生は、集落の活動に「楽しみ、学ぶ」ために参加する。

こうしたお互いの「心の方向性」を定めることによって

初めて社会が育まれることを、私は双方に繰り返し伝え

ている。 

 これに対して「人間は誤解しかできない」（領家穣）と

の命題も正しい。人間は「主観」でしか物事を認識でき

ない生きものであるから、視界の相互性ならぬ「誤解の

相互性」が常に問題とならざるをえない。「木の家」と観

音寺集落との間で、ログハウス建設のさなかにおいても、

「誤解」とトラブルが発生してきた。そのたびに、双方

から仲裁を求めてきたが、私からは常に「みんなで話し

合ってください」との意向を伝えている。 

６．「人間は自由でなければならない」 

 冒頭に、新しいコミュニティづくりの基本原則の 1 つ

として「参入・退出の自由」を掲げてきた。「木の家」の

活動は、ログハウスの建設、菜の花エコプロジェクトへ

の参画、観音寺集落での農業体験、神戸大でのイベント

への参加、神戸市灘区の「灘チャレンジ」、さらに私が2013

年から参画している地域連携事業の「ASABANプロジェク

ト」にも協力を仰いでいる。これらすべての活動に参加

することは物理的に不可能である。毎月の観音寺集落で

の「合宿」を含めて、「木の家」の活動は自由参加を原則

としている。 

 観音寺集落にも、他の集落から「学生ボランティア」

の紹介を求められるという。ただし「木の家」の活動に

は、観音寺集落の公会堂を自由に利用させ、集落として

さまざまな便宜を図るだけでなく、レンタカー代金を含

む交通費への援助、農地を無償で提供し技術指導も行っ

ている。だから観音寺集落だけのために活躍してほしい、

という発想になっても仕方がないかもしれない。が、学

生たちが他の地域で活動することを妨げることはないよ

うに配慮されている。「木の家」が他集落の取り組みに関

心をもち、そこに参加することは自由であり、観音寺集

落の経験知を提供することもやぶさかではないとの考え

方である。 

 しかし、他集落から「木の家」にむらづくりへの貢献

を求められることは、実際にはほとんどない。実は、そ

こには他集落の側の問題がある。観音寺集落の成果を見

て、同じく学生を招き入れたいとの思いはあっても、多

数の若者を集落として受け入れる覚悟、地縁型組織の役

員として住民全体を説得することの難しさ、役員交代に

よって次の者に「大きな負担」を引き継がせることがで

きないという壁がある。たとえ観音寺集落で成功してい

への対応能力はほとんどない。 

③ＮＰＯやボランティア・グループは、地縁型組織と

は異なり、地域の「新しい課題」に取り組む集団である。

ほとんどの場合、特定の地縁型組織の枠組みを超えて、

より広範な地域を活動エリアとしている。同時に彼らは

特定のテーマ、専門分野の活動を展開している。が、日

本のＮＰＯの規模はまだ小さく、専門集団としては経験

も浅い。人件費を含む活動資金の調達にも、国や自治体

の補助金に依存するところが大半を占める。 

上記の相違点から、地縁型組織とＮＰＯ、ボランティ

ア・グループが連携・協力することは容易ではない。 

２．大学教育の課題と地域連携事業 

しかし、中山間地域では、人口流出を食い止め、また、

Uターン、Iターンによる「逆流人口移動」を招くために、

雇用を生み出す、経済活動の基盤が必要である。今日、

集落の存亡に危機感を抱く多くの地域で、「新しい事業展

開」の取り組みが開始されている。だが、資金と人材集

め、新たな組織を立ち上げ、事業を軌道に乗せることは

容易ではない。1990年代からの都市農村交流事業も人材

と資金を求めて継続されてきた。そして、この間、「地方

創生」が国家の政策に掲げられ、2015年6月には、「日本

版 CCRC」の提案もなされている。ただ、地方に必要とさ

れるのは、地域に貢献できる人的資源である。地方の存

続のためには、次世代を担う若い人びとの貢献が必要と

されているのである。 

他方、大学教育の舞台では、学生の育ち方が変わった。

端的に言えば、「あらゆる体験の絶対的不足」を実感する。

インターネットの技術は、学生にとって「学習情報」を

簡単に取得し、友だち、知り合いを増やす道具として活

用されている。あらゆる体験が、まずネットを介して探

索されるため、実際の現場で具体的に体験するチャンス

は制限されてしまっている。自然科学、社会科学の分野

を問わず、学生にはリベラルアーツとしての自然と地域

社会における多様な「体験知」が求められている。 

このように都市部には、自然と地域社会との関係を体

験する必要のある大学生がいる。中山間地域には、まだ

魅力に富んだ自然が残され、農業、林業が営まれている。

兵庫県では中山間地域のことを「多自然地域」と呼ぶ。

人口減少と高齢化の進むなかで、若者の活躍が期待され

るこれらの地域に、大学教育の舞台を求めることは、地

域コミュニティと大学の双方にとって重大な価値のある

時代を迎えているわけである。 

両者関係を蔵内数太の『社会学』で示される社会秩序

と社会変動の要素「理法勢命」の図式に則って言えば、

地域コミュニティと大学との連携は、社会的支持を受け

る潮流を成す「勢」であるといえよう。 

３．兵庫県多可町観音寺集落での理論と実践 

 多可町は、2005年11月に八千代町、加美町、中町の３

町が合併して誕生した。私は、加美区（旧加美町）の「地

域協議会」にアドバイザーとして参加し、「加美区のまち

づくり計画」を策定するため、2007年から 08年にかけて

全 25集落への訪問調査を実施した。この調査をきっかけ

に加美区観音寺集落が中心となって取り組み始めた「多

可町菜の花エコプロジェクト」を支援する形で、大学と

の地域連携事業が始まっている。 

 多可町では、2009年に「菜の花栽培」がスタートし、

約 1 トンの菜種が収穫された。この菜種の選別作業にゼ

ミの学生が奮闘貢献することから、観音寺集落と神戸大

学との連携事業を開始する。 

しかし、無償のボランティア活動として集落への支援

を継続することは不可能である。交通費、宿泊費などの

費用の問題だけでなく、ゼミ学生は、1，2年で卒業し、

新しいメンバーと入れ替わっていく。また、観音寺集落

においても、菜の花エコプロジェクトに携わる役員も年

度ごとに交代するため、毎年、新たな人間関係を築きな

おさねばならない。大学と地域コミュニティとの連携事

業にとって、この「参加者の交代」を前提としながら発

展的な活動を持続することも容易ではない。 

４．「学生流むらづくりプロジェクト『木の家』」 

 そこで私が提案したことが、ログハウスの建設である。 

 集落の共有林を使って、ログハウスを建設するという

目標を掲げ、学生参加者を募り、これを学生サークル活

動として継続する。この事業に地域コミュニティの理解

と協力、支援を得ることができれば、「菜の花エコプロジ

ェクト」は学生教育の舞台となり、さまざまなコミュニ

ティ活動を展開することも可能になる。 

 2010年春にログハウスプロジェクトに名乗りを上げた

のは、私のゼミ学生であるが、彼はすぐに他学部の友人

を集めてログハウスの設計図の作成を始めた。任意団体

としてのサークルを組織して「学生流むらづくりプロジ

ェクト『木の家』」が結成され、当初、4名から活動を開

始している。 

 2010年 9月 6日、「木の家」は、観音寺集落でログハウ

ス建設についてのプレゼンテーションを行い、9月 25日

「第 1 回多可町菜種とれとれフェスタ」に参画した。こ

の間に、新たなメンバーが加わり、「木の家」は 12 月の
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る様子を見ていても、容易には模倣できないのである。 

 逆に言えば、観音寺集落は、多くの学生たちとむらづ

くりを進める中で、自由で柔軟な発想の大切さを理解し、

古いタイプの「前集団」から新しいタイプ「後集団」と

しての体質を育みつつあると言えるのではないだろうか。 

７．政策的介入・支援の必要性 

「木の家」は、サークルとして半年 1 万円の会費を集

めている。年間で約80万円の会費と合宿への参加費の自

己負担を合わせて、約 100 万円をサークルとしての運営

資金としている。しかし、これらの資金だけで、神戸大

学から約 80キロ離れた多可町へ、年間 20回以上通い続

け、ログハウスの増築をはじめ、さまざまな活動を行う

交通費を賄うことは困難である。 

 多可町観音寺集落と「木の家」は、両者ともに兵庫県

企画県民部地域振興課からの補助金支援を受けている。

兵庫県は 2008 年から「小規模集落元気作戦」をはじめ、

「がんばる地域」交流・自立応援事業など、「地域再生大

作戦」の関連施策を数多く展開している。また、神戸大

学地域連携推進室からも学生、教員のさまざまな連携事

業への支援が行われてきた。これらの補助金がなければ、

学生が中山間地域での活動に携わることはできない。 

８．学生による新たな事業の展開 

 しかし、都道府県も財政的にひっ迫するなかで、すべ

ての地域の要望に応えることはいずれ困難になるだろう。 

「木の家」は、2015年度から、無農薬・有機栽培によ

る菜種油、そばなどの農作物の通信販売を開始し、卒業

生からも資金援助を求める。また、ログハウスを活用し

て「山の中のカフェレストラン」を営業する。そこで使

われる食材には、獣害駆除された鹿肉、「木の家」が借り

ている農地で栽培されたコシヒカリや野菜、菜の花エコ

プロジェクトの「菜種油」と「そば」、全国の名水100選

に選ばれている「松か井の水」などがある。 

 これらの構想はすべて「木の家」のなかで提案され、

準備を重ねている事業である。鹿肉の調理には、猟友会

から提供された野生のシカを解体する。炭火で焼くロー

ストヴェニソン、時雨煮、骨を使ったスープのレシピを

学び、これまで大学祭、灘チャレンジの舞台で披露して

きた。調理方法については、神戸市灘区にあるジビエレ

ストラン「MOMOKA」にも指導を受けている。 

 「自由とは道徳的想像力の実践」（R.シュタイナー『自

由の哲学』）である。学生たちは「むらづくり」に貢献す

るために、さまざまな分野の人と交流し、スキルを高め、

人的ネットワークを広げてきた。活動資金を獲得するた

めに、「会費」や「補助金」だけに依存するのではなく、

新しい事業を立ち上げていく。そのための修行と準備を

自ら発案し主体的に取り組んでいく段階に入っている。 

【考察・今後の展開】 

 これまでの地域連携事業の取り組みと、その理論的な

考察について、蔵内数太の現象学的社会学をベースに整

理してきた。地域コミュニティが、新たな連携協力の社

会関係を構築する上で、蔵内社会学の理論が示す人間観、

社会観は「地域コミュニティづくり」に必要不可欠な考

え方である。しかし、それは「制度設計」や「財政的支

援」といった具体的なものではない。むしろ、蔵内理論

にもとづく一連の実践そのものが「視界の相互性にもと

づく体験事実」であり、一定の「社会理念」を共有しな

ければ、実践に活用できるものではない。 

 つまり、同じ方法論に立って実験を試みても、必ずし

も期待通りの結果には結びつかない類のものである。は

たしてこれを政策理論として体系化することができるか

が大きな課題である。 

次に、中山間地域において、雇用を生み出し、地域に

産業を育てるための事業化には、より大きな投資が必要

である。が、その前段階として、地域コミュニティのな

かでの6次産業化を目指す小さな事業を通じて、社会的、

文化的な魅力を高めることが重要である。大学生との連

携事業を通じて、地域コミュニティの体質も変化する。

新しいアイデアを受け入れ、挑戦することを学んだ地縁

型組織は、「後集団」へと発展するかもしれない。 

また、これからの大学には、学生が中山間地域（多自

然地域）でさまざまな体験知を育み、自然環境と社会関

係を学問の土台とする教育実践が必要である。 

私は、2015年度から「多可町八千代北小学校」の跡地

を活用するため、廃校となる小学校施設を大学教育のサ

テライトキャンパスとして運営する事業に、アドバイザ

ーとして参加している。次の課題は、複数の大学と協力

しながら、地域連携事業と大学教育に挑戦することであ

る。より多くの大学教員が、「地方創生」という時代の潮

流に乗り、新しい挑戦に参画されることを期待したい。 

【引用・参考文献】 
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アクティブシニアによる持続可能な地域づくり：若々しさ指標の開発と学助によるその醸成

○ホーバック・白肌邦生（北陸先端科学技術大学院大学）

： アクティブシニア，若々しさ，学助

【研究背景】 
高齢化社会の日本では、シニアの介護に対する支出が

増加する一方で、平均寿命の向上や老齢厚生年金の支給

開始年齢の引き上げによって、定年後に自分の能力や時

間を有効活用したいと考えるシニアも増加した。そのた

め、特に人口が減少し続ける地方地域で持続可能な地域

づくりを実践するために、シニア層の貢献が期待されて

いる 遠藤、 。

これまでも、能美市泉台町の町会が発足した認定

法人えんがわのように、シニア層が 組織を設立して、

地域課題の解決を目指す先駆的取り組みはあった。しか

しながら、シニア層の中でも支援する側と支援される側

の関係性が硬直化しており、地域づくりにシニア層を活

用できているとはいえない。

持続可能な地域づくりを実践するためには、能力と時

間を活用できるシニアを、地域課題の解決に積極的に参

画する、所謂アクティブシニアとして変革し、増加させ

ることが重要である。このことは、地域にとって諸課題

への対応力を強化するだけでなく、地域コミュニティに

参画して社会に貢献することは、シニアにとっても定年

後の新しいセカンドキャリア設計として重要な意義を持

つ。シニアをアクティブシニアへと変革するためには、

どのような要素を持つシニアがアクティブシニアである

のかを明らかにすることが必要である。

アクティブシニアは、これまで広域且つ多様に定義さ

れており 土居他、 、どのような観点からアクティ

ブシニアが変革可能となるのかに関する研究は十分にな

い。持続可能な地域づくりのために、アクティブシニア

に対する評価指標を作成するとともに、アクティブシニ

アを地域コミュニティに参画させるシステム構築の方法

を見出すことが求められる。

【研究目的】 
本研究では、シニアをアクティブシニアへと変革して

地域づくりへの参画を促進することを基本的問題意識と

する。これまで、外出頻度 筒井他、 、住生活 西谷

他、 、性別 三谷他、 や家族構成 倉田他、

等、アクティブシニアのライフスタイルを記述しようと

する議論がなされてきたが、変革可能性という観点から

は、シニアの生活全般に係る包括的な評価指標が必要で

ある。そこで、本研究ではアクティブシニアを変革する

ための包括的な評価指標として、シニアが若々しさを保

つことに対する志向に注目する。

心身・行動・関係性の つの視点から、若々しさ志向

に関わる質問紙を作成し、調査を実施した結果を基に、

アクティブシニア変革からの観点としての若々しさ評価

指標の妥当性を検討する。更に、地域コミュニティへの

参画を通じて、アクティブシニアを変革する上での教育

機関の役割・貢献を総括する概念としての「学助」とい

う概念を提案することが本研究の目的である。

【研究方法】

アクティブシニアの評価指標を作成するために、地域

活動の一環である、いきいきサロンや体操教室等のシニ

ア層が毎月定期的に集まる集会において、段階のリッカ

ート尺度による質問紙調査を実施した。対象は、石川県

能美市に住む 歳以上のシニアで、質問紙を約 枚配

布し、有効回答は 名であった。有効回答率が高いの

は、シニアに対する質問紙調査のために調査員である北

陸先端科学技術大学院大学の学生 名がシニアに付き添

い、個別の質問について つ つ説明しながら実施した

からである。

表 ．質問紙の内容

病気や怪我をしない（病気頻度）
美容のために実践していることがある（美容実践）
定期的に運動している（運動頻度）
気分が頻繁に変化する（感受性）
生活に胸のときめきを必要としている（ときめき）
物事を楽観的に捉えている（楽観）
夢中になって取り組んでいることがある（熱中）
何事にも一生懸命に取り組んでいる（専心）
いつも新しいことに挑戦している（挑戦心）
困難にも自分で対処する（困難対処）
何事も人に頼らず自分でしている（主体性）
生活の変化に適応できる（生活変化）
積極的に人と関わる（他者交流）
流行に関する情報を集めている（流行）
新しい出会いを探している（出会い）
人から綺麗に見られたい（対面意識）
地域活動に良く参加する（地域活動）
頻繁に外に出掛けている（外出頻度）

関係性の若々しさ

探索欲求

交流欲求

心身の若々しさ

肉体的健康

精神的健康

行動の若々しさ

上昇志向

自立志向

る様子を見ていても、容易には模倣できないのである。 

 逆に言えば、観音寺集落は、多くの学生たちとむらづ

くりを進める中で、自由で柔軟な発想の大切さを理解し、

古いタイプの「前集団」から新しいタイプ「後集団」と

しての体質を育みつつあると言えるのではないだろうか。 

７．政策的介入・支援の必要性 

「木の家」は、サークルとして半年 1 万円の会費を集

めている。年間で約80万円の会費と合宿への参加費の自

己負担を合わせて、約 100 万円をサークルとしての運営

資金としている。しかし、これらの資金だけで、神戸大

学から約 80キロ離れた多可町へ、年間 20回以上通い続

け、ログハウスの増築をはじめ、さまざまな活動を行う

交通費を賄うことは困難である。 

 多可町観音寺集落と「木の家」は、両者ともに兵庫県

企画県民部地域振興課からの補助金支援を受けている。

兵庫県は 2008 年から「小規模集落元気作戦」をはじめ、

「がんばる地域」交流・自立応援事業など、「地域再生大

作戦」の関連施策を数多く展開している。また、神戸大

学地域連携推進室からも学生、教員のさまざまな連携事

業への支援が行われてきた。これらの補助金がなければ、

学生が中山間地域での活動に携わることはできない。 

８．学生による新たな事業の展開 

 しかし、都道府県も財政的にひっ迫するなかで、すべ

ての地域の要望に応えることはいずれ困難になるだろう。 

「木の家」は、2015年度から、無農薬・有機栽培によ

る菜種油、そばなどの農作物の通信販売を開始し、卒業

生からも資金援助を求める。また、ログハウスを活用し

て「山の中のカフェレストラン」を営業する。そこで使

われる食材には、獣害駆除された鹿肉、「木の家」が借り

ている農地で栽培されたコシヒカリや野菜、菜の花エコ

プロジェクトの「菜種油」と「そば」、全国の名水100選

に選ばれている「松か井の水」などがある。 

 これらの構想はすべて「木の家」のなかで提案され、

準備を重ねている事業である。鹿肉の調理には、猟友会

から提供された野生のシカを解体する。炭火で焼くロー

ストヴェニソン、時雨煮、骨を使ったスープのレシピを

学び、これまで大学祭、灘チャレンジの舞台で披露して

きた。調理方法については、神戸市灘区にあるジビエレ

ストラン「MOMOKA」にも指導を受けている。 

 「自由とは道徳的想像力の実践」（R.シュタイナー『自

由の哲学』）である。学生たちは「むらづくり」に貢献す

るために、さまざまな分野の人と交流し、スキルを高め、

人的ネットワークを広げてきた。活動資金を獲得するた

めに、「会費」や「補助金」だけに依存するのではなく、

新しい事業を立ち上げていく。そのための修行と準備を

自ら発案し主体的に取り組んでいく段階に入っている。 

【考察・今後の展開】 

 これまでの地域連携事業の取り組みと、その理論的な

考察について、蔵内数太の現象学的社会学をベースに整

理してきた。地域コミュニティが、新たな連携協力の社

会関係を構築する上で、蔵内社会学の理論が示す人間観、

社会観は「地域コミュニティづくり」に必要不可欠な考

え方である。しかし、それは「制度設計」や「財政的支

援」といった具体的なものではない。むしろ、蔵内理論

にもとづく一連の実践そのものが「視界の相互性にもと

づく体験事実」であり、一定の「社会理念」を共有しな

ければ、実践に活用できるものではない。 

 つまり、同じ方法論に立って実験を試みても、必ずし

も期待通りの結果には結びつかない類のものである。は

たしてこれを政策理論として体系化することができるか

が大きな課題である。 

次に、中山間地域において、雇用を生み出し、地域に

産業を育てるための事業化には、より大きな投資が必要

である。が、その前段階として、地域コミュニティのな

かでの6次産業化を目指す小さな事業を通じて、社会的、

文化的な魅力を高めることが重要である。大学生との連

携事業を通じて、地域コミュニティの体質も変化する。

新しいアイデアを受け入れ、挑戦することを学んだ地縁

型組織は、「後集団」へと発展するかもしれない。 

また、これからの大学には、学生が中山間地域（多自

然地域）でさまざまな体験知を育み、自然環境と社会関

係を学問の土台とする教育実践が必要である。 

私は、2015年度から「多可町八千代北小学校」の跡地

を活用するため、廃校となる小学校施設を大学教育のサ

テライトキャンパスとして運営する事業に、アドバイザ

ーとして参加している。次の課題は、複数の大学と協力

しながら、地域連携事業と大学教育に挑戦することであ

る。より多くの大学教員が、「地方創生」という時代の潮

流に乗り、新しい挑戦に参画されることを期待したい。 

【引用・参考文献】 

1）蔵内数太（1962）『社会学 増補版』培風館。 

2）藤岡秀英（2012）『社会政策のための経済社会学』高菅出版。 

3）藤岡 秀英（2014）「兵庫県多可町における地域連携事業の実

践と大学教育としての意義」『国民経済雑誌 』、209(6), p.25-41。 

4）藤岡 秀英（2014）「ＮＰＯは自治会・町内会と連携できるの

か」『経済社会学会年報 (36)』, p.38-42。 
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質問内容は、先述の心身・行動・関係性の つの視点

に基づき、筆者らが独自に 項目の質問を作成した 表

。シニアの心と身体の若々しさを表す心身の若々しさ

は、肉体的健康と精神的健康の 項目に大別され、それ

ぞれ つずつの質問から構成される。肉体的健康は、シ

ニアの生活能力のみならず、主観的な健康感にも影響を

及ぼす重要な指標である 三徳・高橋・星、 。肉体

的健康項目については、病気・怪我の頻度や運動の頻度

だけでなく、若々しさ志向を尋ねるために、美容に関し

て実践していることがあるかどうかも聞いた。美容行動

を実践することは、シニアに刺激を与え、日常生活を活

動的にする 箱井・上野・小林、 。

同様に、肉体的健康だけでなく、精神的健康もシニア

の生活能力に影響を及ぼすことが報告されている 奥野

他、 。精神的健康の項目では、具体的に、気分の変

化頻度に関する感受性の強さ、生活に胸のときめきを求

めるかどうか、物事に対して楽観的であるかどうかを尋

ねた。人間は、加齢によって感情の起伏が少なくなる傾

向にあるので 、感受性や

ときめきは若々しさ志向を表す一要素であると考えられ

る。また、物事を楽観的に捉えているかどうかは、シニ

アの精神的安定に繋がるとされている 濱島、 。

行動の若々しさは、上昇志向と自立志向の 項目で構

成される。上昇志向は、シニアの成長しようとする意識

を表す概念であり、アクティブシニアにおいては、この

意識が重要である。物事に熱中・専心して没頭すること

は、シニアの生活に好影響を及ぼすとされている 小田、

。同様に、新しい物事に挑戦することも、若々しさ

志向を象徴している。新しい物事に挑戦することは生命

予後を伸ばすとともにシニアの満足感や を向

上させる 安梅他、 。

また、地域づくりに参画するアクティブシニアは、生

活の自立志向が高いことが求められる。自分自身が主体

性を持って日常生活における困難にも対処しているシニ

アは社会的な活動にも活発である 。小田

では、技術の発展に伴う社会の変化に適応する潜

在能力に注目することもシニアの自立を測る上で重要で

あることを指摘している。

関係性の若々しさは、探索欲求と交流欲求に分けられ

る。探索欲求とは、自分の知見を広げるために新たな情

報や人脈を築こうとする欲求のことを指す。神宮他

は、活動的で他者に指導的でもある老人クラブの

リーダーが積極的に他者と交流することによって、彼ら

の生活機能が維持されていることを明らかにした。テレ

ビやラジオから情報を収集することは、シニアの心身両

面での活発な活動に好影響を及ぼす 小田、 。また、

富樫 はシニアが親族や友人以外の近隣住民や社会

活動で関わる他者との出会いから社会関係を結ぶことの

重要性を指摘した。

関係性の若々しさにおける交流欲求とは、他者と交流

したいという欲求を表す。おしゃれの意識をシニアに持

たせることは、彼らに生きがいを与え、精神的な老いを

遅らせることができる 小林、 。また、地域活動に

頻繁に参加するシニアは、全く参加しないシニアよりも

生活機能の低下を抑制することが報告されている 本田

他、 。外出頻度の低いシニアは、身体・心理・社会

的な側面での健康水準が低い 藤田他、 。

本研究では、これら 項目の質問に対して、 全くそ

う思わない から 全くそう思う の 段階のリッカート

尺度による質問紙調査を実施した。収集したデータに対

し、 を用いて、探索的因子分析 主因子法・プロマッ

クス回転 をおこなった。

【分析結果】

分析の結果を表 ･ に示す。探索的因子分析から、シ

ニアの若々しさが つの因子 自己効力感・好奇心・健康

習慣・美容習慣 によって構成されることを見出した。自

己効力感は、健康を促進したり不健康な生活習慣を改善

したりする行動変容のための心理的要因として潜在的な

影響を持つ概念であり 山﨑他、 、これを向上する

ことが若々しい行動の変容に繋がると考えられる。好奇

心は、出会いやときめきといった説明変数に表されるよ

うに、シニアが新しい知識を獲得し、自分の世界観を広

げる意欲を示す。そして、心身の健康だけでなく、外面

的な美容を向上する生活習慣も、同様に若々しさを保つ

という志向を表現する上で、重要な因子の つであるこ

とを示した。

持続可能な地域づくりを実践するためには、これら

つの要素を促進することにより、若々しさ志向が不足し

ている、いわゆるメザニンシニア 貝塚・財務省総合政策

研究所、 をアクティブシニアへと変革していくこと

が重要である。アクティブシニアが増加することにより、

彼らがリーダーシップを発揮して、これまでの人生経験

から得た知識を地域づくりに活用することで、地域の発

展に寄与することができる。
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表 ．若々しさ志向の構成因子

表 ．因子相関行列

【考察】

若々しさの第１因子である自己効力感は、自分の目標

や意味ある生き方を発見することの重要性 天谷他、

が指摘されている。この若々しさを醸成するための

視点には様々あると考えられるが、世代間での知的活動

機会を提供することは、その有効な手段の つに成り得

るだろう。例えば、シニアが若年層と世代間の交流する

ことは、シニアに精神的な安定をもたらすだけでなく、

幼児のコミュニケーションスキルや他者への思いやりの

発達に寄与する 七木田他、 。若年世代や中年世代

との交流が、主体的なシニアの知識活用を促進しうるの

である。

こうした知識活用の機会を如何に地域で育むかは持続

可能な地域づくりの課題のひとつといってよい。これま

で、自助、互助、共助、公助そして最近では商助 前田、

として、シニアへの身体的・経済的な様々な支援は

検討されてきた。しかしながら、人間にとっての知識創

造・共有に関わる支援については十分ではない。大学を

始めとした教育機関が高齢化課題に積極的に取り組むこ

とで、地域づくりに参画することが重要である。他者と

共に実践する知識共創は、学友を生み、新たな社会関係

構築の契機となるためである。こうした教育・研究機関

が自ら持つ特徴的資源を基に地域課題に貢献する包括的

概念として、本稿では最後に「学助」を提案したい。こ

の概念の下では、シニアは下記の役割を持つと考えられ

る。

（１） シニアは、知識を共に作り上げるパートナーで

ある。したがって、シニアの持つ知識の積極的

な活用を支援することが学助において重要であ

る。

（２） シニアは、自己効力を高めるためにも学びを求

める存在である。したがって知的好奇心を満

足・刺激する知的サービスを提供することが学

助において重要である。

現在、地方大学を始め多くの教育機関が地域との関係

構築努力をしている。知的支援としての学助が、シニア

の役割認識を再定義させ、シニアに若々しさを提供して

いくことが今後一層重要になると考える。
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。シニアの心と身体の若々しさを表す心身の若々しさ
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ぞれ つずつの質問から構成される。肉体的健康は、シ

ニアの生活能力のみならず、主観的な健康感にも影響を

及ぼす重要な指標である 三徳・高橋・星、 。肉体

的健康項目については、病気・怪我の頻度や運動の頻度

だけでなく、若々しさ志向を尋ねるために、美容に関し

て実践していることがあるかどうかも聞いた。美容行動

を実践することは、シニアに刺激を与え、日常生活を活

動的にする 箱井・上野・小林、 。

同様に、肉体的健康だけでなく、精神的健康もシニア

の生活能力に影響を及ぼすことが報告されている 奥野

他、 。精神的健康の項目では、具体的に、気分の変

化頻度に関する感受性の強さ、生活に胸のときめきを求

めるかどうか、物事に対して楽観的であるかどうかを尋

ねた。人間は、加齢によって感情の起伏が少なくなる傾

向にあるので 、感受性や

ときめきは若々しさ志向を表す一要素であると考えられ

る。また、物事を楽観的に捉えているかどうかは、シニ

アの精神的安定に繋がるとされている 濱島、 。

行動の若々しさは、上昇志向と自立志向の 項目で構

成される。上昇志向は、シニアの成長しようとする意識

を表す概念であり、アクティブシニアにおいては、この

意識が重要である。物事に熱中・専心して没頭すること

は、シニアの生活に好影響を及ぼすとされている 小田、

。同様に、新しい物事に挑戦することも、若々しさ

志向を象徴している。新しい物事に挑戦することは生命

予後を伸ばすとともにシニアの満足感や を向

上させる 安梅他、 。

また、地域づくりに参画するアクティブシニアは、生

活の自立志向が高いことが求められる。自分自身が主体

性を持って日常生活における困難にも対処しているシニ

アは社会的な活動にも活発である 。小田

では、技術の発展に伴う社会の変化に適応する潜

在能力に注目することもシニアの自立を測る上で重要で

あることを指摘している。

関係性の若々しさは、探索欲求と交流欲求に分けられ

る。探索欲求とは、自分の知見を広げるために新たな情

報や人脈を築こうとする欲求のことを指す。神宮他

は、活動的で他者に指導的でもある老人クラブの

リーダーが積極的に他者と交流することによって、彼ら

の生活機能が維持されていることを明らかにした。テレ

ビやラジオから情報を収集することは、シニアの心身両

面での活発な活動に好影響を及ぼす 小田、 。また、

富樫 はシニアが親族や友人以外の近隣住民や社会

活動で関わる他者との出会いから社会関係を結ぶことの

重要性を指摘した。

関係性の若々しさにおける交流欲求とは、他者と交流

したいという欲求を表す。おしゃれの意識をシニアに持

たせることは、彼らに生きがいを与え、精神的な老いを

遅らせることができる 小林、 。また、地域活動に

頻繁に参加するシニアは、全く参加しないシニアよりも

生活機能の低下を抑制することが報告されている 本田

他、 。外出頻度の低いシニアは、身体・心理・社会

的な側面での健康水準が低い 藤田他、 。

本研究では、これら 項目の質問に対して、 全くそ

う思わない から 全くそう思う の 段階のリッカート

尺度による質問紙調査を実施した。収集したデータに対

し、 を用いて、探索的因子分析 主因子法・プロマッ

クス回転 をおこなった。

【分析結果】

分析の結果を表 ･ に示す。探索的因子分析から、シ

ニアの若々しさが つの因子 自己効力感・好奇心・健康

習慣・美容習慣 によって構成されることを見出した。自

己効力感は、健康を促進したり不健康な生活習慣を改善

したりする行動変容のための心理的要因として潜在的な

影響を持つ概念であり 山﨑他、 、これを向上する

ことが若々しい行動の変容に繋がると考えられる。好奇

心は、出会いやときめきといった説明変数に表されるよ

うに、シニアが新しい知識を獲得し、自分の世界観を広

げる意欲を示す。そして、心身の健康だけでなく、外面

的な美容を向上する生活習慣も、同様に若々しさを保つ

という志向を表現する上で、重要な因子の つであるこ

とを示した。

持続可能な地域づくりを実践するためには、これら

つの要素を促進することにより、若々しさ志向が不足し

ている、いわゆるメザニンシニア 貝塚・財務省総合政策

研究所、 をアクティブシニアへと変革していくこと

が重要である。アクティブシニアが増加することにより、

彼らがリーダーシップを発揮して、これまでの人生経験

から得た知識を地域づくりに活用することで、地域の発

展に寄与することができる。
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再開発完了地区における団地内商店街の住民参加型ワークショップによる地域再考

○森田直之 岡島一樹 庭野菜津美 西田直海 蛭田未和 橋本正法 足立真理子 中込秀樹

（ 千葉大学 高崎経済大学 法人地域交流センター）

： 再開発 団地内商店街 ワークショップ

【研究背景】

東京都の東側に位置する東京都江戸川区小松川地区（図

1参照）は、昭和55年3月から平成21年3月にかけて第

1地区〜第5地区の市街地再開発完了[1]地区とされた。し

かし、未完了地区があるため再度、平成 29 年度末まで事

業が継続されることとなった（図2（a）、（b）参照）。 
 

 
図1 江戸川区の位置（江戸川区HPより転載） 

 
小松川地区は市街地再開発により、区画が整理され、街

はきれいになったが、かつての街並みは失われ、にぎわい

も失われている。また、既存組織の町会（小松川一・二丁

目町会、三丁目町会、四丁目町会）はすでに機能しなくな

っており、現在機能しているのは再開発により建築された

高層住宅ごとに組織された自治会である。小松川地区にお

ける自治会はすでに20以上が存在し、その集約は難しく、

地区で行われてきた神社を中心とした祭も平成 13 年以降

執り行われていない。さらに団地内に整備された団地内商

店街もすでに開設から 20 年近くが経過し、シャッターが

目立つ地域となりつつある［2］。 
 

 
図2（a）市街地再開発施行前イメージ 

 

 
図2（b）市街地再開発施行後イメージ 

 
現在、小松川地区にはトニワンショッピングセンター、

パルプラザショッピングセンター、ショッピングモールリ

バーウエスト、春日町通り商店会の4商店街がある。これ

ら商店街は、市街地再開発により、地域にあった商店街を

集約し、団地内商店街としてスタートした。しかし、どの

商店街にもシャッター化の波は寄せ始めている。さらに、

他の地域と同じで高齢化、後継者問題も抱えている。最近、

全国的に問題になりつつある買い物弱者の問題は、再開発

によって既存の商店街を集約した新しい商店街を形成した

ような地区である小松川地区でも、このまま放置すればい

ずれ表面化するのではないかと危惧される。しかし、地域

には大きな公園も整備されており休日には、他の地域から

人が遊びにくる地区にもなっている。ところが、残念なが

ら商店街への人の導線がつくれていない。私たちは本研究

において、小松川地区の文化を再考し、現在運営されてい

る商店街が継続されるように人の導線をどのようにつくる

べきか、何をするべきかを考えた。 
 
【研究対象地】

小松川地区にある4商店街のうち小松川地区の中心部分

にあるパルプラザショッピングセンターを研究対象地とし

た（図3参照）。この商店街は以前、私たちがシャッターペ

イントをお手伝いした経緯があり、そのこともあり今回、

研究対象として活動を行った。パルプラザショッピングセ

ンターは団地内の中心にありながらシャッターの降りた店

も目立つ。何より、現在、生鮮 3品が揃わないため集客力

にも課題がある。そのため活気も明らかに減少している。 

筒井由紀子・山本百合子 アクティブシニアのラ

イフスタイルの現状－その６：岡山県笹岡諸島・北木島

島民の性別分析 福山市立女子短期大学研究教育公開

センター年報

倉田美恵・奥山清美・金田すみれ・土屋房江・筒井由紀

子・三谷璋子・山本百合子 アクティブシニアの

ライフスタイルの現状－その５：岡山県笹岡諸島・真鍋

島の聞き取り調査 福山市立女子短期大学研究教育公

開センター年報

三徳和子・高橋俊彦・星旦二 高齢者の健康関連

要因と主観的健康感 川崎医療福祉学会誌

箱井英寿・上野裕子・小林恵子 高齢者の感情・

行動意欲の活性化に関する基礎研究（第２報）：高齢者

ファッションショーが高齢者の被服意識・行動に及ぼす

効果 繊維製品消費科学会誌

奥野純子・徳力格尓・西嶋尚彦・久野譜也 「閉

じこもり」高齢者の体力と生活機能および精神健康度と

の関連 体力科学

濱島ちさと 高齢者のクォリティオブライフ 日

本衛生学雑誌

小田利勝 高齢者の日常的コンピテンス／ライ

フ・スキルの測定尺度の開発とその利用 神戸大学発達

科学部研究紀要

安梅勅江・篠原亮次・杉澤悠圭・伊藤澄雄 高齢

者の社会関連性と生命予後：社会関連性指標と７年間の

死亡率の関係 日本公衆衛生雑誌

小田利勝 高齢期における自立生活と日常生活活

動能力をめぐって 神戸大学発達科学部研究紀要

神宮純江・江上裕子・絹川直子・佐野忍・武井寛子

在宅高齢者における生活機能に関連する要因 日本公

衆衛生雑誌

小田利勝 高齢者のテレビ視聴時間と番組選好

神戸大学発達科学部研究紀要

富樫ひとみ 高齢者の社会関係に関する文献的考

察：社会関係の構造的特質の検討 立命館産業社会論集

小林茂雄 高齢者のためのファッションセラピー

へのアプローチ：老人ホームにおける衣生活とおしゃれ

行動 繊維機械学会誌

本田春彦・植木章三・岡田徹・江端真伍・河西敏幸・高

戸仁郎・犬塚剛・荒山直子・芳賀博 地域在宅高

齢者における自主活動への参加状況と心理社会的健康

および生活機能との関係 日本公衆衛生雑誌

藤田幸司・藤原佳典・熊谷修・渡辺修一郎・吉田祐子・

本橋豊・新開省二 地域在宅高齢者の外出頻度別

にみた身体・心理・社会的特徴 日本公衆衛生雑誌

山﨑幸子・藺牟田洋美・橋本美芽・野村忍・安村誠司

地域高齢者の外出に対する自己効力感尺度の開発 日

本公衆衛生雑誌

貝塚啓明・財務省財務総合政策研究所編著 持続

可能な高齢社会を考える 中央経済社

天谷真奈美・鈴木麻揚・柴田文江・阿部由香・田中留伊・

大迫哲也・板山稔 統合失調症者の社会参加自己

効力感促進する要因 国立看護大学校研究紀要

七木田敦・上村眞生・岡花祈一郎・若林紀乃・松井剛太

世代間交流が幼児・高齢者に及ぼす影響に関する

実証的研究 幼年教育研究年報

前田展弘 高齢者の商品・サービスニーズとは：

より豊かな長寿に貢献する「商助」の追究 財務省財務

総合政策研究所 第 回「高齢社会における選択と集中

に 関 す る 研 究 会 」

年 月 日アクセス

 

275



 
図3 研究対象としたパルプラザショッピングセンター 

 
【事例研究】

地域の文化を掘り起こし、その文化を上手に活用してい

る地区を探した。東京都北区に霜降商店街という商店街が

ある。ここは北区西ヶ原が近く、作家である内田康夫氏の

作品「浅見光彦シリーズ」の主人公である浅見光彦が住む

街である。霜降商店街では、この浅見光彦を使い、内田康

夫氏の協力も得て、毎年5月の連休後に「ミステリーウォ

ーク」というイベントを平成14年から開催している（図4
参照）。 
 

 
図4 イベントで配布される手帖 

 
このイベントでは、参加希望者は霜降商店街の他、近接

する駅や公共施設などで手帖を手に入れる。その後、この

手帖を読みながら街歩きをさせる仕組みになっている。手

帖は内田康夫氏の書き下ろしの作品になっており、作中で

はところどころキーワードが空欄になっており、作中人物

である浅見光彦の動きと同じように街を歩くとそのキーワ

ードが埋められるようになっている。途中、商店街では手

帖を持っていることによって受けられるサービスがあり、

参加者は楽しみながら街歩きができるようになっている

（図5参照）。 

今年で 14 回目を迎えるが、全国の浅見光彦ファンが集

まり、昨年の手帖の発行部数は約2週間の開催期間で4万

部を超えている。 

 
図5 期間中の霜降商店街の様子 

 
【研究方法】

霜降商店街の事例を参考にして、本研究では、パルプラ

ザショッピングセンターを中心にした人の導線をつくるこ

とができ、小松川の文化を発信する地図づくりを目指すこ

とにした（図6・表1参照）。 
 

 
図6 住民の方を交えて街歩き 

 
表1 研究作業工程 

STEP1 住民の方々と小松川の街歩き 

STEP2 住民の方々と文化や材料の洗い出し 

STEP3 商店街の方々とワークショップ 

STEP4 再度、街歩き 

STEP5 地図のコンセプトをつくる 

STEP6 人の導線をつくれる地図を目指す 

 
【調査結果】

研究におきて実施した街歩きは、パルプラザショッピン

グセンターのみなさんに協力してもらい、住民の方々と子

どもたちに参加してもらい行った。街歩きでは子どもたち

に街を紹介してもらう形で行った。このことにより、子ど
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もたちも知らなかったことや文化を知る契機になったと考

えている。ワークショップは2泊3日の合宿形式で行った。 
 

 
図7 街歩きからわかった要素の抽出 
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私たちが、街歩き、ヒアリングを経て作成した 2つの機能

を持たせた地図は、パルプラザショッピングセンターを中

心に描かれている。パルプラザショッピングセンターを起

点として小松川散策ができ、私たちが洗い出した文化、景

勝地を巡られるような仕組みにした。約 40 分で再び、パ

ルプラザショッピングセンターに戻ってこられるコースも

付帯した。 
 
【考察・今後の展開】 
本研究では、これまでつくられてきた街歩きのための地

図から一歩踏み込んだ機能を持たせることをコンセプトに

地図を作成した。研究の過程では、地図を作成することを

目的に活動を行ってきたが、地域住民とともにワークショ

ップ形式で街歩きを行った結果、それまで住民でも知らな

い史跡や昔ばなしがあること、これまで素通りしていたも

のが実は、歴史あるものであり、地域の文化を教えてくれ

る学びになるものであることを知ることができた。 
本研究を通じて、再開発された地区であっても街の記憶

は残っているということを実感した。今回の取り組みによ

り、人の導線を商店街に導くことにつなげれば、地域振興

と地域再生の第一歩になると考えている。再度、作った地

図をブラッシュアップさせ、地域の人にも他の地区から訪

れた人にも楽しい街であることを PR していきたいと考え

ている。小松川は市街地再開発により、住民は新しくなり、

戸建住宅も商店街もなくなった（図10参照）。 
 

 

図10 昭和30年代の春日通商店会 
 
そのため、小松川地区には高層住宅が多数そびえている。

街はきれいになったが、商業面では明らかに活気が失われ

つつある。現在は、町会も機能していないのが実情であり、

各建物の自治会が運営されている。これは、地域の「集合

体」ではなく地域の「個」を表現してしまう。今後は、地

図をベースにして地域住民と商店街をつなぎ、地域を学ぶ

機会の提供や地域を知るイベントなどに発展させていきた

いと考えている。市街化再開発地区の街はきれいである。

しかし、そのことによってそれまであった商店街は減少し、

集合住宅に付帯させるように新たな商店街としてスタート

したが、様々な要因によってシャッターも降りている。こ

れをストップさせ、新たな出店を促すポイントは集客力に

なる。小松川地区は大型商業施設もなく集客力のポテンシ

ャルは高いといえる。さらに、このような商業空間は守っ

ていかなくてはならない。高齢社会を迎えている日本は話

題であるが、2020 年には東京でも高齢化率 25%を超える

と予測されている。つまり、買い物弱者の問題が表面化し

てくるのではないかと危惧している。これらの課題を事前

に防ぐためにも商店街に活力が必要である。そのために本

研究では、人の導線をつくる仕組みを考えた。今後は、さ

らに住民を巻き込んだ商店街に活力を与えるような仕組み

づくりに発展させていきたいと考えている。 
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DSM とCMM を用いた地域イノベーション活動のつながり可視化・構造化モデルの提案

○保井俊之（慶應義塾大学）・坂倉杏介 東京都市大学 ・林亮太郎（慶應義塾大学）・前野隆司（慶應義塾大学）

 
Keyword：Design Structure Matrix, Capability Maturity Model, 地域イノベーション 

 
 
【問題・目的・背景】 
 
本報告は、地域イノベーションの活動を行う NPO 等に
参加するメンバーの多様な活動の関係性に着目し、システ

ムズ・エンジニアリングの手法を用い、地域イノベーショ

ン活動のつながりを可視化及び構造化するモデルを提案す

ることを目的としている。 
2010年代に入り、地域活性化活動に対する活動参加者個
人の心的コミットメントに着目し、地域活性化活動におけ

る彼らの自己実現と関係性構築こそが内発的な地域活性化

の主要な原動力である、と分析する研究群が萌芽している

(坂倉杏介ら2013, 前野マドカら2014)。 
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策導出について、地域の経済社会構造を社会システムと捉

え、システムズ・エンジニアリングの方法論を用いて可視
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域の社会経済的エコシステムのハブとして活動しており、
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またCMMについては、システムズ・エンジニアリン
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ャルは高いといえる。さらに、このような商業空間は守っ

ていかなくてはならない。高齢社会を迎えている日本は話

題であるが、2020 年には東京でも高齢化率 25%を超える

と予測されている。つまり、買い物弱者の問題が表面化し

てくるのではないかと危惧している。これらの課題を事前

に防ぐためにも商店街に活力が必要である。そのために本

研究では、人の導線をつくる仕組みを考えた。今後は、さ

らに住民を巻き込んだ商店街に活力を与えるような仕組み

づくりに発展させていきたいと考えている。 
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成熟化のレベルを地域活動への関与度に適用する形で拡

張したCMIを適用した。 
このように構築した地域活性化分析のための

DSM-CMMモデルの有効性を検証するため、東京都心の
地域イノベーションの成功例である「芝の家」(坂倉杏介
ら2013)を事例として、地域イノベーション分析のための
DSM-CMMモデルのプロトタイプを作成し、団体内の主
要ステークホルダー間の関係性の可視化・構造化を行っ

た。さらに、DSMの主要機能であるクラスタリングを行
い、団体内の人的配置の最適化を図った。 
クラスタリングとは、DSMにおいてシステムアーキテ
クチャとしての機能を最適化するため、要素間の関係性

がもっとも効率的に作用するよう、要素の再配置を N×
Nマトリクスの上で行うものである。 
 
 
【研究・調査･分析結果】 

 
本研究により、地域イノベーションの分析のための

DSM-CMMモデルが構築された。「芝の家」を創設以来
定点観測しているレビューアーがエスノグラフィの結果

作成したDSM-CMMのプロトタイプを、図1に示す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらにモデルをより簡素に適用するため、同じ「芝の

家」の事例で、参加メンバー間の地域イノベーション活

動のための社会的連携の頻度、すなわち活動のための自

発的つきあいの頻度のみをエスノグラフィによって反映

されたDSM-CMMを作成した。 
メンバー間の自発的つきあいの頻度によってメンバー

間の関係性を定量化したDSM-CMMを図 2に示す。つ
き合いの頻度は五段階で調査されたが、関係性をより明

確に表現するために、高頻度と低頻度の二段階の成熟度

に再分類した。 
次に、高頻度と低頻度の二段階の成熟度に再分類した

「芝の家」の DSM-CMM モデルを二度クラスタリング
し、最適化を図った。二度のクラスタリングにより、

DSM-CMMモデルの N×Nマトリクスの人的配置は大
きく変わり、「芝の家」の参加メンバーの活動配置につい

て、さらなる工夫のポテンシャルが高いことが示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(図1) DSM-CMMプロトタイプ 

(図2) 自発的つきあいの頻度による 

芝の家のDSM-CMMプロトタイプ 

(図3) 自発的つきあいの頻度による 

芝の家のDSM-CMMプロトタイプ (1回クラスタリング) 
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【考察・今後の展開】 
 
本研究は、地域のイノベーション活動団体の人的ネッ

トワークの可視化・構造化が、DSM-CMMとしてモデル
化することで実現できることを示した。さらに、

DSM-CMMモデルはそのツールが持つ特性により、地域
のステークホルダー間の関係性の可視化・構造化につい

てモデルの有効性を示した。 
さらに、DSM-CMMのプロトタイプを構築し、実際に
地域イノベーション活動の成功例として知られる「芝の

家」の事例に適用することで、クラスタリングによる人

的配置の最適化の提案などに同モデルが活用できること

を示した。 
筆者らは今後、地域活性化の先進事例に DSM-CMM
モデルをさらに適用し、先進事例に共通にみられるマト

リクス上の関係性の分布を分析していく。このことによ

り、地域イノベーションの成功要因となる関係性のディ

シプリンを帰納的に抽出することを予定している。 
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(図4) 自発的つきあいの頻度による 

芝の家のDSM-CMMプロトタイプ (2回クラスタリング) 
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イタリア産業集積の変遷と現状

－産業支援政策の視点からみるエミリアン・モデルの再検討－

氏名 松本敦則（法政大学）

： イタリア産業集積、エミリアン・モデル、産業支援政策、 システム

【目的】 
1979 年に Giacomo Becattini は、マーシャルの産

業集積の理論を使い、プラート地区の産業集積を分析し、

イタリアの産業集積の理論を確立した。1980 年には、

Sebastiano Bruscoが『エミリアン・モデル』を発表し

た。1984年には、Piore・Sabel が『第二の産業分水嶺』

を著し、柔軟な専門化の生産組織を有するイタリアの産

業集積を取り上げた。これらの研究により、イタリアの

産業集積モデルが1980年代後半から90年代前半にかけ

て、世界中の研究者のみならず、地域政策担当者、中小

企業経営者などによるイタリア産業集積訪問ブームが起

きた。 
しかし、これらのモデルが発表されてから、30年以上

の月日が経った。この時期の大きな変化の一つが EU の

市場統合である。更にはイタリア経済の低迷や国際競争

の激化に晒されイタリアの産業集積を取り巻く環境は大

きく変化した。 
そこで、本研究の目的は、イタリア産業集積の変遷と

現状を、「エミリアン・モデル」、その中でも特に産業支

援政策に焦点を当てて再検討することである。年代的に

は 80年代から 2000年代初期程度までを想定している。 
 

【研究方法】

第一に、先行研究の調査を行う。「エミリアン・モデル」

とは何か、ということを改めて整理することから始めた

い。Brusco（1982）を中心に取り上げ、その後 Brusco
が所属していたモデナ・レッジョエミリア大学の経済学

部を中心とした、いわば「モデナ学派」と呼ばれる研究

者によるエミリアン・モデルの再検討に関する研究も整

理する。

第二に、モデナ学派の研究者、モデナ商工会議所、エ

ミリア・ロマーニャ州政府、州政府の産業支援機関であ

るERVET、ASTER、現地の中小企業のなどのインタビ

ューを通じて現状を明らかにする。 
第三に、 年代からの （国立国家統計）のデ

ータや商工会議所のデータを使い、変遷と現状の分析を

行う。

【研究内容】

エミリア・ロマーニャ州は、イタリア北部に位置する

人口約 万人の州である。州都はボローニャであり、

州内にはモデナ、レッジョエミリア、パルマなどの都市

があり、これらはどこも機械産業や繊維産業を中心とし

て発展してきた。

１．エミリアン・モデルとは

・エミりア・ロマーニャの経済状況が他の地域と比べて

良く、経済危機への対応も柔軟である。

・エミリア・ロマーニャ州の産業構造は他の地域にもみ

られるので、この地域の研究は他地域にも役立つ。

・エミリア・ロマーニャ州の地方自治体は左派政権によ

って運営されており機能している。

・エミリア・ロマーニャ州は、１０人以下の企業が、同

じ分野で産業集積を形成しており、「垂直的な統合」では

なく、各生産工程は分業されている。使用されている機

械の水準が高く、また労働力の柔軟性がある。企業家と

して自立しやすい環境にある。

・州政府や地方自治体が多くの役割を果たしている。な

どの特徴がある（Brusco・ ）。

２．産業支援政策 
エミリア・ロマーニャ州は、1974年に地域の産業と経

済発展のために ERVET（Ente Regionale per la
valorizzazione economica del Territorio・エミリ

ア・ロマーニャ州経済開発公社）を設立した。

この公社は株式会社の形態を取り、設立当初の株主の

比率はエミリア・ロマーニャ州が80.04％、地域の金融機

関が18.25％、地域の企業支援団体が0.56％、エミリア・

ロマーニャ州商工会議所連盟が 0.65％、地方自治体が

0.50％となっていた。 
以下、年代別の ERVET システムの変遷を整理してみ

たい。 4 
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1974年にERVETが設立されてから1970年代の最初

の政策目的は、フェッラーラ地域や山間部など経済発展

が遅れていた地域で、新規企業や雇用を創出することで

あった。具体的には工業団地の建設、労働者のための福

利厚生施設などのインフラ整備に力を入れ、企業誘致や

新規開業を促進させる政策をとった。これはいわゆる公

共事業型支援というものであった。 
1980 年代に入るとイタリア政府の国家財政の赤字が

拡大したため、州政府に資金を分配することが難しくな

ってきた。同時に、イタリア政府と州政府の関係も悪化

してきた。そのため州政府は国土全体のインフラ整備よ

りも、地域産業システムの整備により州政府の収入を増

やしていくことを検討し始めた。 
そこで、州政府は、政策の基本的考えを、従来の公共

事業型支援から地域産業システム支援への大転換を行っ

た。地域にある産業集積の重要性を認識し、産業集積へ

の支援に重点を移したのである。これまで州政府は地域

生産システムを構成する産業集積の重要性を認識し始め

ていたが、積極的には支援をしてこなかったのである。 
そのため、それぞれの専門分野に特化した産業集積に

サービスセンターを設立することにしたのである。国際

競争や市場個別の企業がより高度な情報と技術、マーケ

ティングが必要とされてきたためである。（Daniele・
1996） 
サービスセンターは、ASTER（エミリア・ロマーニャ

州技術開発公社）、BIC（エミリア・ロマーニャ州イノベ

ーション・センター）、CENTRO CERAMICO（セラミ

ック・センター）、 CERCAL（エミリア・ロマーニャ

州靴産業センター）、CERMET（品質研究測定センター）、

CESMA（農業機械サービスセンター）、CITER（エミリ

ア・ロマーニャ州繊維情報センター、DEMOCENTER
（自動化普及サービスセンター）、QUASCO（建設業品

質発展サービス）など９つのサービスセンターがある。

その他、外郭団体として５つの機関を有する。 
これらの ERVET とこれらのセンターからなるネット

ワークはERVETシステムと呼ばれている。 
1990年代に入っても、このERVETシステムは機能し、

エミリア・ロマーニャ州はこのシステムにより、地域産

業が発展し、イタリアの他の州の産業支援政策のモデル

となった。 
2000年代に入ると、EUの市場統合や国際競争の激化

などで、産業集積の構造も変わり、環境に対応できなく

なってきた。そこで、2001年に州政府は、これまでの産

業支援システムを大幅に組織変革した。 
 

【本報告向けて】

エミリアン・モデルの成功の一つに、州政府による産

業支援があった。特に ERVET システムと呼ばれる州独

自の支援機関によるシステムが強みを発揮した。このシ

ステムはイタリア各州に広まっていた。しかし、評価の

高かったエミリアン・モデルの産業支援システムは

年代以降の改革により、現在はこのシステムが崩壊に近

い状態になっている。かつての輝きを失い、他の地域の

一般的な産業支援機関に成り下がってしまった。ERVET
システムの崩壊が、エミリアン・モデルの評価が低下大

きな要因の一つとなっている。本報告では、上記に論じ

てきたERVETシステムの 年以降の変遷を明らかにす

るとともに、 年代以降のERVETシステムの現状に

ついて検討していきたい。

【今後の展開】

年代後半から 年代を通して、世界中の研究者や政

策担当者の牛耳を集めたエミリアン・モデルは、いまや

注目を集める対象ではなくなってしまった。EU の市場

統合等やイタリアの経済危機により、大きな変化を余儀

なくされてきている。 
本研究はエミリアン・モデル、特に産業支援政策に限

定してきたが、「第三のイタリア」論やイタリア産業集積

全体に関する議論は今後の研究としたい。

【引用・参考文献】

・Daniele Mazzonis（1996）“The Changing role 
of ERVET in Emilia-Romagna” Local and  
regional response to globalpressure:tha case of Italy  
and its industrial districts.  ILO. 

・Giacomo Becattini (1979）“Dal settore  
industriale al distretto industriale Alcune  
considerzioni sull’unita’ di indagine 
 dell’economia industriale.”Rivista di economia e  
politica industriale. Anno V,n.1 pp.7-21. 

・Piore M e Sabel C(1984）『第二の産業分水嶺』

筑摩書房。 
・Sebastiano Brusco（1980）：”Il modello 

Emilia：Disintegrazione produttiva e 
integrazione sociale” Problemi della 
transizione ,no5,pp.86-105. 
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一般的な産業支援機関に成り下がってしまった。ERVET
システムの崩壊が、エミリアン・モデルの評価が低下大
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なくされてきている。 
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中山間地域における地域自治組織の活動形態と課題

－島根県旧赤来町を事例として－

竹村佑子（島根大学生物資源科学研究科）・保永展利（島根大学）

： 中山間地域、地域自治組織、広域連携活動

Ⅰ 背景と目的 
背景

高度経済成長期以降、我が国では地方分権改革が推進さ

れ、これまで行政が担ってきたサービスを、 や民間企

業などの多様なコミュニティが主体となり運営することが

求められるようになった。また、市町村合併を契機に、地

方自治体の財政運営はますます厳しいものとなり、今まで

のようにすべてのサービスを行政に委ねることが難しくな

りつつある。そうした状況の中で、市町村合併とともに地

域自治区が設定され、地域住民からなる地域自治組織が形

成されている。特に、中山間地域では、人口の減少によっ

て集落の自治活動が困難になっていくことが予想され、地

域社会活性化の新たな主体（受け皿）として期待されてい

る。

既存研究と本研究の目的

地域自治組織に関する既存研究として、坂本（2013）、
吉田・中塚（2010）、星野（2004）、笠松（2005）などが

挙げられる。坂本は、新潟県糸魚川市内の根知地区を対象

として集落間の関係性に関する実態を分析し、地域内の有

志集団と振興会が連携することなく、個別に活動を行って

いるという問題点を明らかにした。吉田・中塚は、兵庫県

下における地域自治組織の規約の構造を分析し、規約を含

めた地域自治組織の問題点と課題について言及している。

星野は、広島県旧高宮町地域振興会の事例から、地域振興

懇談会の機能および効果について分析し、小自治単位での

自治力形成の課題を明らかにした。笠松は、島根県旧赤来

町を対象とし、自治振興協議会設立の経緯や背景を詳述し

ている。しかし、合併から 10 年経った現在も、合併後の

実態や現状、課題等については明らかにされていない。

このように、一つの広域自治活動を対象とした研究は存

在するが、既存の自治と新しい広域の自治活動との間の関

係やその広域自治活動の地域差に着目している研究は少な

い。また、各自治組織の活動について、その活動内容を公

表している団体とそうでない団体もあり、活動状態につい

て明らかになっていないことが多い。 

そこで、本研究では、中山間地域である島根県旧赤来町

の地域自治組織を対象として、集落を超えた広域的な地域

自治活動（以下、広域連携活動と呼ぶ）の特徴と差異を明

らかにする。また、地域自治組織間での活動の差異が生ま

れる要因を考察する。これらを踏まえた上で、各地区の特

性に見合った地域自治のあり方について考察する。 

Ⅱ 研究方法

研究の視点・枠組み

地域自治組織とは、市町村内の一定の区域を単位とし、

住民自治の強化や、行政と住民との協働の推進などを目的

とする組織のことを言う。近年、地域自治組織としての協

議会の設立が全国的に増加傾向にある。これらは、大字や

小学校区単位等を範囲とするものが多い。

図１に示したように、農村地域での自治は、集落を基礎

に農地などの資源の管理や生活の維持・充実のために組織

されてきた。このような従来からある集落機能が高齢化に

よって低下していく中で、集落間を広域的に結ぶ連携に係

る機能や都市住民などの地域外の人々と地域内の住民とを

結ぶ交流機能など新たな機能が必要になっている。その一

方で、各集落では単独で事業を行うことが多いことから、

集落間での連携があまりとれていないことや各自治区で広

域連携活動の形態が異なることが予想される。

◎広域連携

・集落の機能補完

◎交流

・よそ者の受入など

新たな機能

資源管理
機能

生活充実
機能

◎農地管理

・畦畔の草刈

◎生産補完
・道普請

（用排水路管理等）

◎生活インフラ

・公共施設の有無

◎生活基盤の維持
・除雪，植裁，草刈

◎生活扶助
・冠婚葬祭

図１ 広域連携活動についての概念図

                                                   
1 第27次地方制度調査会,『今後の地方自治制度の在り方に対す

る答申』,2003. 
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対象地域の概要

本研究では、島根県旧赤来町の「自治振興協議会」を調

査対象とする。調査対象とした旧赤来町の地域自治組織は、

年における旧赤来町と旧頓原町の合併を機に形成さ

れた組織である。図２は明治の合併から平成の合併までの

経緯を示している。旧赤来町では旧村・旧町が何度か合併

を繰り返しており、そのような歴史的背景からも、地域条

件によって広域的な連携活動のあり方も異なると考えられ

る。なお、飯南町では旧赤来町，旧頓原町とも自治区制度

を設けているが、旧頓原町が６つの「旧自治区」単位で活

動を行っているのに対して、旧赤来町は８つの「自治振興

協議会」が形成されている点が特徴である。

上
来
島
村

下
来
島
村

野
萱
村

真
木
村

小
田
村

畑
田
村

井
戸
谷
村

塩
谷
村

下
赤
名
村

赤
名
町

上
赤
名
村

来島村 明治22年

赤名町 昭和28年

飯南町 平成17年
頓原町と合併

赤名町 昭和32年

赤名町 昭和9年

谷村 明治22年 赤名村 明治22年

図２ 旧赤来町の合併までの経緯

注：島根県「島根県の地名鑑」をもとに作成。

表１は、 年時点における人口などの自治区の概況を

示している。高齢化率が ％を超えている自治区が多いが、

％代の自治区も存在するなど自治区間で違いがみられる。

自治区内の集落数についても ～ と違いがみられる。

表１ 旧赤来町における自治区の概況

谷村

上赤名 赤名 下赤名 谷 小田真木 野萱 上来島 下来島

世帯数 106 199 162 96 115 185 149 90

人口総数 344 465 457 251 339 555 412 252

65歳以上人口 128 170 151 110 137 214 96 105

65歳未満人口 216 295 306 141 202 341 316 147

１世帯当たり
平均人数

3.2 2.3 2.8 2.6 2.9 3 2.8 2.8

高齢化率 37% 37% 33% 44% 40% 39% 23% 42%

集落数 7 7 10 6 5 5 4 4

赤名村 来島村

 
注：総務省「平成22年国勢調査」等をもとに作成。 

 
調査方法

本研究では、飯南町役場の旧赤来町自治振興協議会に関

する調査データ（ 年度の活動状況調査）と農林統計協

会「 年農林業センサス農業集落カード」の集落データ

および、自治振興協議会への実態調査を踏まえてから対象

自治区の特徴や差異を明らかにした。なお、自治振興協議

会への実態調査は、 年 月～ 月にかけて各自治振興

協議会の代表者（会長）に調査票を配布し、後日、回収お

よび聞き取り調査を実施するという形式で行った。

Ⅲ 調査結果と考察

年間での活動の特徴

上記の調査結果をもとに、自治振興協議会による広域連

携活動の特徴を明らかにする。表２は、自治振興協議会設

立当初の活動内容、および 年間の活動成果について示し

たものである。

年以前も、集落間での連携が図られていた地域があ

る一方で、連携活動があまり行われなかった地域も存在す

る。しかし、自治振興協議会の設立以降、集落間の連携は

少なからず強化され、活動回数を問わず、この 年間で一

定の成果が表れていることが明らかになった。

特徴としては、旧来の生活機能（防災・福祉・祭事等）

を集落単独で行うのではなく、集落間で複合的に捉えるこ

とにより、発展につながっている傾向がみられる。

表２ 年時点の活動と 年間での成果

○
・一時途絶えていた地域の伝統芸能（はや
しこ）を、協議会活動で継承

- ○
・先進的集落の活動が全体に普及し、他
の集落活動も活性化

下来島 △ - - - ○ -

野萱 △ - - - ○

・広域連携による地域行事の充実

上来島 △ - - - -
○

（秋祭り
のみ）

-
・新たなイベントの開催
・協議会参加者数の増加

○
・既存の振興会活動の強化
・有志団体による活動の活性化

小田真木 △ - - - ○ - ○

- ○
・既存の集落活動の充実
・下赤名祭りの開催による、世代間交流の
促進

谷 ○ ○ - - ○ ○

下赤名 ○ - - - ○

・地域資源の見直し
・地域資源を活用した事業の推進
・新たな有志団体の発足

赤名 ○ ○ ○ - ○ - ○
・防災DVDの作成
・避難器具の設置および設置場所の確認
・避難訓練の実施　など

イベント

上赤名 ○ ○ - - ○ ○ ○

２　０　０　５　年　時　点　で　の　活　動　内　容

１０　年　間　の　成　果集落
連携
の有無

集　落　連　携　の　活　動　内　容

道路河川
管理

農地管理 森林保全 福祉防災 冠婚葬祭

注： 年 ～ 月における各自治振興協議会への聞き取り調査を

もとに作成。

広域機能の差異とその要因

表３は、各自治区の広域連携の実態、および既存の集落

活動との関連について示したものである。図１に示した資

源管理機能と、インフラ整備や地域行事など生活充実機能

に分類し、それぞれ検討した。

主に広域的に集落が連携して取り組んでいる活動は生活

充実に係る機能の補完的活動であることが分かる。資源管

理機能については、協議会設立後も集落単独で取り組む地
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域がほとんどであり、自治振興協議会としては深く関与し

ていない。

表３ 広域連携と既存集落活動との関連

○
（夏祭り）
集落

（秋祭り）

○ ○ ○

イベント ○ ○ ○ ○
有志の
団体※一部、「赤名地域まちづくり連

合会」で活動を行っている

-

祭事 ○ ○ ○ ○
集落
（秋祭）

○ ○

○ -

福祉 ○ ○ ○
有志の
団体

○ ○ ○

集落 - ○

防災 ○ ○ ○ ○ ○ ○

除雪 ○ ○ 集落 ○ ○

集落

植栽 ○ ○ 集落 ○ 集落 集落 - 集落

有志の
団体

生
活
充
実
機
能

草刈 ○ ○ 集落 ○ 集落 集落
一部の
集落

- -

農産加工 - -
一部の
集落

○
一部の
集落

集落 -

集落 ○ 集落

道普請 ○ ○ - - - -

野萱 上来島 下来島

資
源
管
理
機
能

農地管理 ○ - 集落 集落 集落

活動内容 上赤名 赤名 下赤名 谷 小田真木

注 ： 年 ～ 月における各自治振興協議会への聞き取り調

査をもとに作成。

注 ：○については、協議会で行っている活動を表す。

表４は、自治区における資源管理実態を集落の寄り合い

回数や農業関連の制度の実施状況、担い手の有無の観点か

らまとめたものである。農業生産活動の場合、農林水産省

の「中山間地域等直接支払制度」への取り組みに関しても、

ほぼ集落単位で行っている。

しかし、農地管理の場合、同「多面的機能支払交付金」

制度（旧：農地・水・環境保全向上対策事業）では一部を

除き、協議会として広域的に取り組んでいる。一方、集落

の寄り合い回数については、回数が多い集落ほど、活発に

活動を行っていることが明らかになった。

一方、生活充実機能においても、集落単位で取り組む自

治区が多い。除雪に関しては、協議会が町から除雪機を借

りて各集落へ配布を行い、作業および機械の管理の委託を

行っている。しかし、祭事に関しては、集落間の連携が多

く見られる一方で、秋祭り（飯南町では、これを「はやし

こ」と呼ぶ）については、昔からの慣習や伝統が受け継が

れており、今も変わらず各集落が輪番で行う地域もある。

ただし、練習のみ各集落で行い、秋祭り当日は協議会とし

て集落間で連携して行うところもあり、多様な活動形態で

あることが明らかになった。さらに、上赤名・赤名・下赤

名の３自治区においては、「赤名地域まちづくり連合会」が

結成され、合同で各種行事を計画し、実行している。この

背景には赤名にある銀山街道を観光資源として地域一体的

な発展を図ることが課題としてあることが考えられるが、

旧小学校区程度の広域での連携活動についてはより柔軟に

対応できることを示唆している。

表４ 自治区における資源管理実態

自治区 集落 寄り合い回数 中山間直払 農地・水 担い手の有無
北野上 16 ○

北野下 18 ○

中区上 ○

中区下 ○

瀬戸１ ○ 認定農業者
瀬戸２ ○

向　谷 18 ○

上市上

上市下

中市上

中市下

下市上

下市下

衣掛団地

東　上 12 ○

張　戸 ○

東　下 ○

千　束 15

中通１

中通２

石　次 15 ○

福田１

福田２

福田３

塩谷上 18 ○ 認定農業者
塩谷下 18 ○

井戸谷上 15 ○

井戸谷下 15 ○

（程　原） 12 ○

畑　田 18 ○

上来島 12 ○

安　江 12 ○ 認定農業者
杉　戸 ○

横　路 ○ 農業生産法人
奥真木 11 農業生産法人
口真木 8

奥小田 14 ○

中小田 4 ○

口小田 12 和田，高屋で別々 営農組合

農業生産法人
認定農業者

塚　原 10 ○

三日市 不明

野　萱 11 ○ 農業生産法人
下三日市 6 ○ 認定農業者
保　賀 10 ○ 保賀地区環境保全組合

松本中部 10 ○ 松本中部さくら会 営農組合

松本西部 4 ○

川　尻 7 ○ 農業生産法人

18

20

5

20

25

上赤名

赤　名

下赤名

谷

上来島

野　萱

下来島

野萱自治区農村環境
保全組合

下来島美守りクラブ

農業生産法人

琴　麓

小田真木

20

8

15

○

○

○

○

野見野環境保全組合

下赤名環境保全組合

谷農地・水委員会

上来島環境保全組合

小田真木環境保全組
合

注 ：飯南町役場提供資料、農林統計協会「 年世界農林業

センサス農業集落カード」をもとに作成。

注 ：○は中山間地域等直接支払制度への取り組み有りを表す。

広域連携活動の課題

自治振興協議会の発足による成果がみられる一方で、課

題もみられる。

自治区によっては集落を超えて集まる場所がないなどの

課題もみられる。また、集落の条件が比較的異なる自治区

では集落間の連帯を生みにくい点もあげられる。

共通の課題としては、住民の高齢化への対応や担い手不

足に伴う後継者の育成などがあげられている。図３は協議

会役員の年齢構成を示したものである。 代が最も多く、

続いて 代と、中高年が多く抜擢されている。しかし、現

協議会の主軸である ～ 代の役員も、数十年後には引退

の時を迎える。そこで、現在の ～ 代の積極的な参加が

求められるのだが、彼らは働き盛りで多忙ということもあ

り、自治活動に専念できる人材が不足するという課題もあ

る。また、役員の男女比に関しては、図４で示したように、

男性がその多くを占めている。しかし、女性の参加も少数

ながら見られており、一部の自治振興協議会では、各集落

対象地域の概要

本研究では、島根県旧赤来町の「自治振興協議会」を調

査対象とする。調査対象とした旧赤来町の地域自治組織は、

年における旧赤来町と旧頓原町の合併を機に形成さ

れた組織である。図２は明治の合併から平成の合併までの

経緯を示している。旧赤来町では旧村・旧町が何度か合併

を繰り返しており、そのような歴史的背景からも、地域条

件によって広域的な連携活動のあり方も異なると考えられ

る。なお、飯南町では旧赤来町，旧頓原町とも自治区制度

を設けているが、旧頓原町が６つの「旧自治区」単位で活

動を行っているのに対して、旧赤来町は８つの「自治振興

協議会」が形成されている点が特徴である。

上
来
島
村

下
来
島
村

野
萱
村

真
木
村

小
田
村

畑
田
村

井
戸
谷
村

塩
谷
村

下
赤
名
村

赤
名
町

上
赤
名
村

来島村 明治22年

赤名町 昭和28年

飯南町 平成17年
頓原町と合併

赤名町 昭和32年

赤名町 昭和9年

谷村 明治22年 赤名村 明治22年

図２ 旧赤来町の合併までの経緯

注：島根県「島根県の地名鑑」をもとに作成。

表１は、 年時点における人口などの自治区の概況を

示している。高齢化率が ％を超えている自治区が多いが、

％代の自治区も存在するなど自治区間で違いがみられる。

自治区内の集落数についても ～ と違いがみられる。

表１ 旧赤来町における自治区の概況

谷村

上赤名 赤名 下赤名 谷 小田真木 野萱 上来島 下来島

世帯数 106 199 162 96 115 185 149 90

人口総数 344 465 457 251 339 555 412 252

65歳以上人口 128 170 151 110 137 214 96 105

65歳未満人口 216 295 306 141 202 341 316 147

１世帯当たり
平均人数

3.2 2.3 2.8 2.6 2.9 3 2.8 2.8

高齢化率 37% 37% 33% 44% 40% 39% 23% 42%

集落数 7 7 10 6 5 5 4 4

赤名村 来島村

 
注：総務省「平成22年国勢調査」等をもとに作成。 

 
調査方法

本研究では、飯南町役場の旧赤来町自治振興協議会に関

する調査データ（ 年度の活動状況調査）と農林統計協

会「 年農林業センサス農業集落カード」の集落データ

および、自治振興協議会への実態調査を踏まえてから対象

自治区の特徴や差異を明らかにした。なお、自治振興協議

会への実態調査は、 年 月～ 月にかけて各自治振興

協議会の代表者（会長）に調査票を配布し、後日、回収お

よび聞き取り調査を実施するという形式で行った。

Ⅲ 調査結果と考察

年間での活動の特徴

上記の調査結果をもとに、自治振興協議会による広域連

携活動の特徴を明らかにする。表２は、自治振興協議会設

立当初の活動内容、および 年間の活動成果について示し

たものである。

年以前も、集落間での連携が図られていた地域があ

る一方で、連携活動があまり行われなかった地域も存在す

る。しかし、自治振興協議会の設立以降、集落間の連携は

少なからず強化され、活動回数を問わず、この 年間で一

定の成果が表れていることが明らかになった。

特徴としては、旧来の生活機能（防災・福祉・祭事等）

を集落単独で行うのではなく、集落間で複合的に捉えるこ

とにより、発展につながっている傾向がみられる。

表２ 年時点の活動と 年間での成果

○
・一時途絶えていた地域の伝統芸能（はや
しこ）を、協議会活動で継承

- ○
・先進的集落の活動が全体に普及し、他
の集落活動も活性化

下来島 △ - - - ○ -

野萱 △ - - - ○

・広域連携による地域行事の充実

上来島 △ - - - -
○

（秋祭り
のみ）

-
・新たなイベントの開催
・協議会参加者数の増加

○
・既存の振興会活動の強化
・有志団体による活動の活性化

小田真木 △ - - - ○ - ○

- ○
・既存の集落活動の充実
・下赤名祭りの開催による、世代間交流の
促進

谷 ○ ○ - - ○ ○

下赤名 ○ - - - ○

・地域資源の見直し
・地域資源を活用した事業の推進
・新たな有志団体の発足

赤名 ○ ○ ○ - ○ - ○
・防災DVDの作成
・避難器具の設置および設置場所の確認
・避難訓練の実施　など

イベント

上赤名 ○ ○ - - ○ ○ ○

２　０　０　５　年　時　点　で　の　活　動　内　容

１０　年　間　の　成　果集落
連携
の有無

集　落　連　携　の　活　動　内　容

道路河川
管理

農地管理 森林保全 福祉防災 冠婚葬祭

注： 年 ～ 月における各自治振興協議会への聞き取り調査を

もとに作成。

広域機能の差異とその要因

表３は、各自治区の広域連携の実態、および既存の集落

活動との関連について示したものである。図１に示した資

源管理機能と、インフラ整備や地域行事など生活充実機能

に分類し、それぞれ検討した。

主に広域的に集落が連携して取り組んでいる活動は生活

充実に係る機能の補完的活動であることが分かる。資源管

理機能については、協議会設立後も集落単独で取り組む地
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から必ず一人は女性の参加を促す等、各自治振興協議会の

裁量で自由に調整を行っていることも明らかになった。

表５ 自治区における広域連携活動の課題

上来島
・個々の集落が機能しなくなったとき、自治振興協議会として広域的に対処できるよ
う、今のうちから連携の準備を進める必要がある。

野萱
・集落間の条件に違いが大きい
・高齢化に伴う担い手の減少、住民の自立

下来島 ・福祉活動に伴う、住民の移動方法

下赤名
・各集落がそれなりに自立できているが、若者が少なく高齢者の多い世帯があり、集
落活動が負担になりつつある。そのためにも、集落間の連携や交流の機会づくりが重
要。

谷
・住民の高齢化に伴う諸対策
・地域産業として確立すること
・Uターン者を含む若者が、仕事以外でも地域に関わることのできる仕組みづくり

小田真木
・各集落の人口構成に偏りがあり、他にも様々な背景から自治への取り組みが困難
になっている。

広　域　自　治　の　課　題

上赤名
・高齢化に伴う、地区住民のニーズに的確に対応できる組織力の拡充および強化
・上赤名会館を拠点とする施設整備、更なる組織運営

赤名
・集まる場所がない
・独居高齢者への対応（ゴミ出し、食事、身辺整理など）

注： 年 ～ 月における各自治振興協議会への聞き取り調査を

もとに作成。

図３ 役員の年齢構成

注： 年 ～ 月における各自治振興協議会への聞き取り調査を

もとに作成。

図４ 役員の男女構成

注： 年 ～ 月における各自治振興協議会への聞き取り調査を

もとに作成。

広域連携活動のあり方

以上のように、地域の活動を各集落で行うのか、それと

も自治振興協議会で行うのかについては、各協議会の判断

に任せられている。立地条件、集落間の条件差をはじめ、

地域の歴史や慣習も異なる。また、広域連携を行うことに

よって役員の負担が増えるなど、少なからずデメリットも

生ずる。しかし、集落の人口が減少していく中、協議会の

活動によって集落を超えた住民の連帯を形成していくこと

は中山間地域の生活を維持していく上で重要であり、自治

区の条件差を踏まえた対応が求められる。

Ⅳ まとめと今後の課題

本稿では、旧赤来町における地域自治組織の活動実態の

比較を行い、自治区間の差異の特徴と課題について考察し

た。その結果、協議会設立後において、広域的な連帯が生

まれつつあるものの、旧来の集落活動が継続されている地

域も多く、広域的な連携がうまく機能していない面が多い

ことが明らかになった。また、従来からある集落機能を維

持できている地域ほど、協議会活動ではなく、集落活動を

重視していることも明らかになった。

旧赤来町では、自治振興協議会が設立して10年が経過

した。しかし、設立当初だけでなく、現在も町や県から

の手厚い補助が行われており、それによって活動が維持

されている面もある。自治組織として自立するために、

どのように活動を維持すべきか、早急にこれらの課題を

検討することが重要と考える。 

謝辞：飯南町役場職員の方々や旧赤来町各地区の自治振興協議

会の方々には、本研究の遂行に際して多大なるご協力を頂きま

した。記して謝意を表します。
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ふるさとの“意思ある学び”ver2.0； 統合飯山高校への継承と“ふるさと創生イノベーション” 

藤 沢 重 徳（長野県飯山北高等学校桂蔭会） 

 

Keyword： 長野県飯山高等学校   ふるさとの“意思ある学び”  ふるさと創生イノベーション 

 

【バージョンアップする「意思ある学び」】 
飯山北高等学校の同窓会である桂蔭会は、2007年から

(「“田舎ブランド”を創っちゃおぅ会」という学習サー

クルの活動も含めると 2003 年から)「ふるさとの“意思

ある学び”」と称する地域の次世代リーダー育成の試みに

とりくんできた。飯山地域が直面しているリアルな問題

を調査・研究する課題解決型の学びにチャレンジさせな

がら、まちづくりを学ぶ上で必要となる「意思」(意欲×

考え方・学び方)を習得し、専門的なまちづくりを学べる

大学への進学をめざそうという生徒を育てる試みだが、

高校統廃合で飯山北高校が今年度をもって閉校となり、

私共同窓会も解散をするため、その後継となる統合飯山

高校への事業継承が課題となっている。全国的にもそれ

ほど例のない高校同窓会によるひとづくり(人材育成)の

とりくみだが、揃って「消滅自治体」となることが確実

とされている飯山地域４市村が「消滅」を回避しようと

する上でも、この次世代リーダー育成の試みは４市村に

よる「ふるさと創生」のとりくみと連動させる形で統合

飯山高校へと継承される必要がある。飯山北高校の閉校

(完全統合)を強く意識する中から動き出した「意思ある

学び」のバージョンアップの試みを報告する。 

 

【「意思ある学び」で探究科をリニューアル】 

昨年のオホーツク大会で報告をしたように、「意思ある

学び」は、探究科が開設された 2012年からは新幹線北陸

延伸(新幹線飯山駅開業)をメリットとして活かす観光・

まちづくりをテーマとする調査・研究活動(「ふるさとの

“意思ある学び”で拓く北信州の未来プロジェクト」)と

して展開をしてきた。観光・まちづくり政策(2012年)、

プランニング(2013年)、プロモーション(2014年)と３年

をかけて展開したこのプロジェクトは、よくある「まち

づくりごっこ」に終わらせないきちんとした調査・研究

活動として実施する必要があり、このため卒業生を中心

とする大学生の助力を得てまちづくりの先進事例に学ぶ

スタディーツアーを合同で実施したり、高校生が自らの

探究活動を立案する際に大学生の調査・研究活動を手本

して学んだりするなど、大学生との学習交流を積極的に

推進した。３年間のプロジェクトを通じて蓄積した指導

上のノウハウは探究科の指導を見直すことになった際に

採用され、統合飯山高校探究科１年生の「探究基礎」の

授業改善に活かされることになった。 

今回の「探究基礎」のリニューアルスタートに際して

私共が注目したのが、失敗学と希望学である。前者は  

畑村洋太郎氏により、後者は玄田有史氏らによって提唱

されてきた新しい学問ではあるが、これら２つの学問は

まちづくりを学ぶ上で必要な「意思」の構成要素である

考え方・学び方のトレーニングに有益な知見や方法論に

ついて多くの示唆を与えてくれる。探究活動を展開する

際には、課題の発見→情報の収集→方法の検討→実験・

実践という過程をとるのが一般的であるが、飯山北高校

探究科のこれまでの探究活動では、課題の発見や情報の

収集、方法の検討といった探究活動の基礎・基本となる

部分のトレーニングが十分と言えない状態で実験・実践

にとりくむ場合が多く、このため昨年度の探究科２年生

の「探究実践」ではまちづくりをテーマとする課題研究

は全体の１／３を数えるなど多数を占めたものの、その

いずれもが「まちづくりごっこ」のレベルに終始をして

いたと言ってよい。この状況を改める必要がある。 

考え方や学び方のトレーニングを重視する「意思ある

学び」の指導ノウハウを活かした「探究基礎」の新たな

とりくみはまだ始まったばかりだが、2015年度入学生の

場合は４市村の「消滅」回避に資するような探究活動と

なるよう２年次の「探究実践」を展開する必要があり、

９月からの「探究基礎」ではそのために必要な考え方や

学び方のトレーニングに本格的にチャレンジすることに

なる。そこでは批判的思考や論理的思考といった科学的

思考の基礎を習得させるだけでなく、失敗学と希望学の

知見や方法論をふまえ、システム思考やデザイン思考と

いったまちづくりに必要な応用思考のトレーニングにも

チャレンジさせる計画であり、現在はそのための準備に

追われる日々が続いている。 

 

【〈故郷〉四番プロジェクトに参画する】 

 2015年度入学生を迎えて「探究基礎」がスタートした

５月上旬、大きな可能性を秘めたプロジェクトに参画を

させていただくことになった。麻布高校(東京)の提案に

よる「〈故郷〉四番プロジェクト」である。2009年度から

麻布高校で始まったこのプロジェクトは、唱歌「故郷」

の誕生から 100 年を経た今年、新しい地域社会のあり方

を創りだすためのプロジェクト学習として発展をとげ、

初めての全国大会(交流会)が鳥取県で開催されることに
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高校としてこのプロジェクトに加わり、各地から集まる

高校生に対して「「故郷」のふるさと・心のふるさと」と

して知られている中野・飯山地域の現状をありのままに

伝えると同時に「ふるさと創生」に向けた統合飯山高校

から必ず一人は女性の参加を促す等、各自治振興協議会の

裁量で自由に調整を行っていることも明らかになった。

表５ 自治区における広域連携活動の課題
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う、今のうちから連携の準備を進める必要がある。
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下赤名
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谷
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・Uターン者を含む若者が、仕事以外でも地域に関わることのできる仕組みづくり
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になっている。
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・集まる場所がない
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注： 年 ～ 月における各自治振興協議会への聞き取り調査を

もとに作成。

図３ 役員の年齢構成

注： 年 ～ 月における各自治振興協議会への聞き取り調査を

もとに作成。

図４ 役員の男女構成

注： 年 ～ 月における各自治振興協議会への聞き取り調査を

もとに作成。

広域連携活動のあり方
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探究科ならではの学びをアピールし、さらに近い将来の

長野大会の開催を呼びかけたいと考えている。全国大会

(交流会)を飯山・中野地域で開催をすることは飯山地域

４市村の「消滅」回避にも有益な「交流まちづくり」の

とても良い試みとなるであろうし、何よりも「「故郷」の

ふるさと・心のふるさと」の地域に生まれ育った生徒が

地域に対する誇りや自信、そして地元愛(「ふるさとアイ

デンティティ」)を取り戻す上で大きな効果が期待できる

からだ。この優れた文化学習の試みに参画する機会を与

えていただいた麻布高校と〈故郷〉四番プロジェクトの

提唱者であり、指導者である首都大学東京の西島 央先生

には、心より感謝の意を表したい。 

さて、統合飯山高校の探究科１年生による〈故郷〉四番

プロジェクトであるが、その試みは想定を大きく超える

成果を上げようとしている。首都大学東京の西島先生を

招いて開いた５月８日の特別授業からプロジェクトは始

まり、６月26日の成果報告会(代表選考会)の開催までの

２ヵ月余のとりくみとなったが、この２ヵ月余の間には

探究科１年生にとって重要な学びの場と位置づけられる

自然観察フィールドワークがある他、２回の定期考査、

クラスマッチ、文化祭の準備と１学期はとにかく多忙を

極めるため、最も優先度の低いとりくみにされてしまう

のではないかという懸念があった。だが、いざ始動して

みると生徒はプロジェクトの趣旨をしっかりと理解し、

唱歌「故郷」の誕生から 100 年を経た中野・飯山地域の

現在を見つめ、そして人口減少(人口流出)を始めとする

地域が直面する課題解決にとりくむ「ふるさと創生」の

学びにチャレンジすることを楽しむかのような姿勢すら

見せ始めた。麻布高校から提案をいただいた際に私共が

期待したように、この〈故郷〉四番プロジェクトは中野・

飯山地域に「ふるさと創生イノベーション」とでも言う

べき変革を引き起こす一大文化活動に発展する可能性が

見えてきている。探究科を核とする統合飯山高校の魅力

づくりという点でも、重要な意味をもつプロジェクトに

なることは間違いない。 

 

【ふるさと創生への意思が伺える「四番」作品】 

 ここで、実際に創作された探究科１年生の「四番」の

作品を少し紹介しておきたい。成り行き上、成果報告会

(代表選考会)で審査委員長を務めることになった私は

「全体としては 120 点の出来、最もきびしい評価のグル

ープでも85点以上の堂々たる合格点」と講評の中で生徒

の健闘を称えたが、実際のところ、どのグループもよく

とりくんでくれていて、秀作ばかりであった。しかし、

25グループの全作品を紹介することは到底できず、代表

に選抜された最優秀賞の作品の他、印象に残った作品を

２例、紹介するに止めたい。これらの作品からは「ふる

さと創生」に向けた意思の芽生えが確認できよう。 

まず、代表に選抜された最優秀賞の作品だが、飯山地域

４市村ではしばしば地域発展の大きな障害物として捉え

られ、人口減少(人口流失)がすすむ主な要因というか、

少し言い訳めいた理由づけとして使われてきた雪(飯山

地域は全国有数の豪雪地帯である)に眼を向けて詠んだ

秀作である。この歌詞を創作した生徒らは「雪は飯山を

象徴するもので、改めて雪が好きになった」「雪国の人に

とって雪は暖かいもので、大切にしていきたい」などと

コメントしたが、とても重要な気付きと言えよう。 
 

郷の愛に気づかず 

都会(まち)を求め旅立つ 

雪を見ればふと思い出す 

胸の中に故郷 
 

続いては４市村の中では観光資源にも恵まれ、小中一貫

教育の中でふるさと教育にとりくみ、地域に対する誇り

や自信、地元愛(「ふるさとアイデンティティ」)を強く

もっているという野沢温泉村出身グループによる作品、

さらには新幹線北陸延伸(新幹線飯山駅開業)というメリ

ットを活かしきれていない飯山地域のとりくみに対する

戸惑いや焦りのような感情を表現した作品を紹介する。

飯山地域の場合は新幹線北陸延伸(新幹線飯山駅開業)に

過度の期待をかけてきた人は少なくないが、その期待が

ほとんど幻想に終わりそうな現実に直面している現在が

本当の意味でのまちづくりの始まりである。 
 

温泉 道祖神 スキー場 

支えてきた村人 

それでも人は減り続ける 

つくっていこう故郷 
 

人流れ出る飯山 

人流れ込む東京 

同じ日本なのにどうしてなの 

自然だけじゃだめなの 

 

【ふるさと創生イノベーションの牽引役に】 

 飯山地域４市村が「消滅」を回避するためには、「ふる

さと創生イノベーション」とでも言うべき大胆な変革が

必要であり、統合飯山高校探究科はこの変革の牽引役に

なりたいと考えている。文化的には「ふるさとアイデン

ティティ」を育む「交流まちづくり」の試みや創造的な

ふるさと教育に求められるだろうが、政治的には市民性

を育むための政治的教養教育(シチズンシップ教育)に、

また経済的には起業家教育にその可能性を求めることが

必要となるだろう。18歳選挙制はまちづくりの世界にも

大胆な変革をもたらす転機であると考える。 

また、こうした試みは学校の教室内だけですすめられる

ものではなく、外部の人々との協働が欠かせない。私共

はそれを飯山地域にも多数いるはずの「意思ある人々」、

とりわけ「地域に飛び出す公務員」に求めたいと思って

いる。４市村との協働のとりくみをどう実現するか模索

する日々は続くが、バージョンアップされた「意思ある

学び」で成長した「地域に飛び出す高校生」が４市村の

まちづくりを牽引する日も近いように感じている。 
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郷の愛に気づかず 

都会(まち)を求め旅立つ 

雪を見ればふと思い出す 

胸の中に故郷 
 

続いては４市村の中では観光資源にも恵まれ、小中一貫

教育の中でふるさと教育にとりくみ、地域に対する誇り

や自信、地元愛(「ふるさとアイデンティティ」)を強く

もっているという野沢温泉村出身グループによる作品、

さらには新幹線北陸延伸(新幹線飯山駅開業)というメリ

ットを活かしきれていない飯山地域のとりくみに対する

戸惑いや焦りのような感情を表現した作品を紹介する。

飯山地域の場合は新幹線北陸延伸(新幹線飯山駅開業)に

過度の期待をかけてきた人は少なくないが、その期待が

ほとんど幻想に終わりそうな現実に直面している現在が

本当の意味でのまちづくりの始まりである。 
 

温泉 道祖神 スキー場 

支えてきた村人 

それでも人は減り続ける 

つくっていこう故郷 
 

人流れ出る飯山 

人流れ込む東京 

同じ日本なのにどうしてなの 

自然だけじゃだめなの 

 

【ふるさと創生イノベーションの牽引役に】 

 飯山地域４市村が「消滅」を回避するためには、「ふる

さと創生イノベーション」とでも言うべき大胆な変革が

必要であり、統合飯山高校探究科はこの変革の牽引役に

なりたいと考えている。文化的には「ふるさとアイデン

ティティ」を育む「交流まちづくり」の試みや創造的な

ふるさと教育に求められるだろうが、政治的には市民性

を育むための政治的教養教育(シチズンシップ教育)に、

また経済的には起業家教育にその可能性を求めることが

必要となるだろう。18歳選挙制はまちづくりの世界にも

大胆な変革をもたらす転機であると考える。 

また、こうした試みは学校の教室内だけですすめられる

ものではなく、外部の人々との協働が欠かせない。私共

はそれを飯山地域にも多数いるはずの「意思ある人々」、

とりわけ「地域に飛び出す公務員」に求めたいと思って

いる。４市村との協働のとりくみをどう実現するか模索

する日々は続くが、バージョンアップされた「意思ある

学び」で成長した「地域に飛び出す高校生」が４市村の

まちづくりを牽引する日も近いように感じている。 
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地方人口ビジョン・地方版総合戦略：地域コミュニティや産業の変化に対応した政策に関する研究

岡本 義行，山本 祐子 穂刈俊彦，渡辺修誠（法政大学地域研究センター）

：まち・ひと・しごと創生，地方人口ビジョン，地方版総合戦略，地域コミュニティ，産業

【問題・目的・背景】 
まち・ひと・しごと創生法を受けて、地方公共団体は「地

方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」を策定しなければ

ならない。策定内容は都道府県と市町村では異なる。たと

えば地方版総合戦略では、都道府県には広域的政策や市町

村との連絡調整を盛り込むことを求める一方、市町村には

地域の特色や地域資源を活かした「身近な」政策作りや市

町村連携を盛り込むことを求めている。 
国は「身近な」政策の例として、「起業創業支援・新規就

農者の確保・サテライトオフィスの推進・都市農村交流の

促進・子育て世代包括支援センターの整備・小さな拠点の

整備」を挙げた。国によるこうした「例示」を受けて、市

町村では地方版総合戦略の策定が開始されているが、模倣

か独自の路線か、のビジョン描きで苦戦している。 
特に、過疎化の進展している地域では、少子・高齢化の

進展や平成の市町村合併等により、コミュニティの再編が

必要とされている。また、農林水産業や製造業を中心とし

た産業構造にある地域が多く、これらの産業を取り巻く環

境は厳しい状況にある。求められているのは、地域資源の

潜在的可能性を生かす新たな産業の創出である。 
本稿では、まち・むらレベルという中範囲に射程を絞っ

た上で、まち・むらの将来展望作りのプロセスにおいて、

地域コミュニティがどのような影響を与えているかを調査

して報告するものである。また、将来展望において必須と

なる地域の産業を取り上げ、現状と課題を整理する。 
 

【研究方法・研究内容】

先に述べたことを明らかにするため、岡山県鏡野町を

対象として、「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」

の策定プロセスにおいて地域コミュニティがどのような

影響を与えているかの点と、また産業と雇用の現状と課

題の点の２つを、住民を対象とするインタビュー調査（質

的調査）や町の自治区で開催した意見交換会での意見を

用いて分析する。また、これまでに実施してきた政策の

成果と課題を検証する。 
以上から得られた知見をもとに、まち・むらにおける

将来展望政策作りのインプリケーションを述べる。 

岡山県鏡野町をケーススタディの対象にしたのには 4
つの理由がある。1 つ目は、全国には約 900 の町村があ

り、うち 300程度は人口が 1万人台である。鏡野町の人

口は13千人であり、まち・むら分析においての代表性を

有すると考えられるためである。2つ目は、鏡野町は町村

合併によって形成され、多様な地域コミュニティを内包

しつつ緩やかに衰退している。多くのまち・むらと質的

問題を多く共有しており、一般的なまち・むらの地域コ

ミュニティ要因についての代表性を有すると考えられる

ことである。3つ目は、産業の変容から新たな産業の創出

が求められている地域であることである。４つ目は、調

査協力が得られたので実地調査が可能となったという実

践的理由である。 
インタビュー調査では、地域コミュニティに関する活

動状況、若年層・移住者への雇用状況、結婚、子育てお

よび住み続けることへの意向等を収集し、整理を行う。

また、地元の産業の現状と課題では、複数の自治区（集

落）住民との意見交換を行い、出された意見を整理して

上で、新たな方向性を検証する。 
 
【研究・調査･分析結果】

１．鏡野町の概要

鏡野町は、2005 年（平成 17）に旧富村、旧奥津町、

旧上齋原村、旧鏡野町の２町２村が合併してできた自治

体である。面積は 、うち林野面積が ％を占め

ている。 年 月現在の人口は 人、世帯数は

世帯である。岡山県の北部に位置し、北は鳥取県、

東と南は津山市、西は真庭市に接している。 
近年、多くの地域で近隣自治体との広域による政策や

連携が多くなっている。鏡野町は津山圏域（津山市、勝

央町、奈義町、鏡野町、美咲町、久米南町）として多様

な政策が実施されている。津山圏域の特徴は、勝中町以

外はいずれも過疎自治体（一部過疎を含む）である（図

１）。 
鏡野町の地勢は、中国山地南面傾斜地で準平原地であ

る。気候は内陸型気候で、夏冬の温度較差が大きい。年

平均気温は 12.0℃、年間降水量は 1,842ｍｍであるが、
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北部では積雪量が多く、2ｍに達する地域がある。 
鏡野町の産業構造を特化係数にそくして検討する。男

性就業者の特化係数が格段に高い産業は、農業・林業、

製造業である。女性就業者の特化係数が格段に高い産業

は、医療サービスである。女性による労働市場への参加

が格別積極的でないことを踏まえると、鏡野町は第一次

産業と第二次産業が産業全体を特徴づけているといえる。 
 

図１ 鏡野町の位置

出典：「全国過疎地域自立促進連盟」筆者加筆

 
２． 年に策定した総合計画の成果

鏡野町では2005年に総合計画を策定した。そこで定め

られた人口の数値目標は達成された。ここでは、どのよ

うな施策やビジネスが達成を可能にしたのかを検討した

い。検証する事項は、本稿に関係する、①人口ビジョン、

②地域コミュニティ、③雇用、の3点とした。 
（１） 人口ビジョン

2005 年の策定時における 2015 年の鏡野町の人口推計

（コーホート変化率法で推計）は、12,355人であった。

そこで、実施された政策は若者定住策である。雇用の場

を創出し、子育て支援策を手厚くすることで、人口を確

保する方針を立てた。そして、その目標人口（2015年）

を 13,000 人とした。結果は、現在（2015 年 5 月）の鏡

野町の人口が 人であることを鑑みれば、数字の上

では、目標は達成されている。

達成の要因は何か。筆者等が実施したヒアリング調査

（ 年）では、「多様な子育て支援があるから、この町

に引っ越してくる子育て世代が多い」、「津山市との境の

地域では田圃を埋め立て、アパートを建設する農家が増

加している」と述べている住民が複数あった。鏡野町の

子育て支援策を見ると、さまざまな手厚い支援が行われ

ている（表１）。中でも、「病児・病後児保育」や「おむ

つの提供」は、先進的な支援として保護者の支援策にな

っている、との声が多かった。また、町で実施している

町民アンケート調査によれば、「子育てしやすいと思う町

民の割合」が多少の上下はあるものの 年（平成

年）を機に、高い水準で推移している（図 ）。

表１ 鏡野町の子育て支援事業

資料：鏡野町

図２ 子育てしやすいと思う町民の割合

資料：「鏡野町民アンケート」筆者加筆

次に、アパート建設による人口増加について検証する

と、津山市との境にある地域住民等は、「農業では儲から

ないから、アパート経営をはじめる者が近隣に多くなっ

ている」「ここ数年の建設が非常に多い」と述べている。

実数はさらなる調査を実施しなければならないが、津山

市との境に多くの新築アパート（２ ）が建設されて、

賃貸情報誌に新築物件が掲載されていることが確認でき

る。
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以上のことから、人口ビジョンが達成できた要因は、

①町の子育て支援策、②子育て世代向けのアパートの増

加、が示唆される。

（２）地域コミュニティ活動の充実

これまでの政策における基本方針は、①コミュニティ

施設の整備、②コミュニティ活動の支援、③ボランティ

ア・ＮＰＯの活動支援、④地域間コミュニティの推進、

の4点である。 
コミュニティ施設の整備に関しては、温泉湧出地域の

周辺住民に交流の場を新設した例がある。 
子育てに関する世代内および世代間の知識の交換を図

るために、子育ての担い手間のネットワークを形成した。 
ボランティア・NPOの活動支援に関しては、設立にあ

たっての人的支援を行った。 
地域間コミュニティの推進に関しては、ミニ運動会を

組織して、スポーツを通じた地域間の交流を促した。 
鏡野町は従来から公民館活動が盛んな地域であった。 
町の中央に位置する公民館は、町の行事・祭事等にお

いては各地区の住民の活用があった。また、地区を跨い

での活用もあった。しかし、周縁地区にある公民館では、

地区住民の活用はあるものの、地区を跨いでの交流は希

少であった。 
活動の支援状況においては支援の以前の問題として、

人口減少・高齢化により発生しているコミュニティ支援

のための担い手不足の課題がある。こうした課題は、旧

町村において多くあげられていた。特に、子供を介した

活動は、「少子化の影響から人を集めることが課題であ

る」との意見が多かった。 
（３）雇用

鏡野町の産業就業者の割合は、第一次産業 17.5％、第

二次産業 25.0％、第三次産業 57.4％（平成 22 年度国勢

調査）である。第一次産業就労者は徐々に減少しており、

その分第三次産業就労者が増加している。現在の有効求

人倍率は 1.0 を超えており、希望職種の選好を度外視す

れば労働需給はほぼ満足の状況にあるといえる。 
そこで、希望職種に関する労働の需要と供給のギャッ

プがなぜ生じるのかが問題になる。 
地元企業からヒアリングして労働需要側のニーズを調

べた。その結果、地元で求人しても人が集まらない、給

与を高目に設定して正社員として採用する待遇にしても

人が来ない、多くの能力を要求しているわけではない（Ｐ

Ｃ操作が可能な程度）との意見があった。若年労働力を

欲しているということができる。さらに、この地域で人

が確保できないならば、別の地域への移転を考えなけれ

ばならなくなるという見解も聞かれた。 
若手労働者の親世代からヒアリングして労働供給側の

ニーズを調べた。その結果、大学卒業程度の知識水準を

活用できる職種がないとの意見があった。もしもその条

件を満たす職種があれば、子供たちが地元にUターンす

る可能性があるとの見解も聞かれた。 
 
３．「地方人口ビジョン・地方版総合戦略」具体化に向け

て住民が想定する手法

2005 年の総合計画で目標とした人口目標は達成され

た。ここもとの課題は、地方人口ビジョン等の策定と、

その具体化である。ことに住民の意向を踏まえた政策形

成が必要とされており、住民自らが地域の課題を把握し、

その課題解決策を提示することが現下の目的になってい

る。 
国が示している「地方版総合戦略」の柱は、①地方に

おける安定した雇用の創出、②地方への新しいひとの流

れをつくる、③若い世代の結婚・出産・子育ての希望を

かなえる、④時代に合った地域をつくり、安心なくらし

を守るともに、地域と地域を連携する、の 4 点である。

これらに対する住民の意向がどのようなものか、を調査

するために１２の自治区（合併前旧町村の単位）で意見

交換会を実施した。以下に 4 点の項目における意見の集

約を記す。 
 
表２ 各地区の現状と課題

資料：筆者作成
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子育て支援策を見ると、さまざまな手厚い支援が行われ

ている（表１）。中でも、「病児・病後児保育」や「おむ
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っている、との声が多かった。また、町で実施している
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次に、アパート建設による人口増加について検証する

と、津山市との境にある地域住民等は、「農業では儲から

ないから、アパート経営をはじめる者が近隣に多くなっ

ている」「ここ数年の建設が非常に多い」と述べている。

実数はさらなる調査を実施しなければならないが、津山

市との境に多くの新築アパート（２ ）が建設されて、

賃貸情報誌に新築物件が掲載されていることが確認でき

る。
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（１） 雇用

１）現状と課題

雇用の場はあるが、希望する職種が希少である。雇用

者と雇用される側の職種がマッチングしない。 
２）住民が想定する手法

多様な職種の職場があれば、子供達は外部に出ないで

地元に残る可能性がある。さらに、雇用の場の充実は移

住者の確保に繋がる。 
（２） 人の流れをつくる

１）現状と課題

みどりの協力隊として入って来た者が任を終えても、

各自が雇用の場を作り、多く残っている。個人で移住し

てきた者の定着率があまり高くない。課題は、近隣住民

との交流と雇用の問題である。 
２）住民が想定する手法

「みどりの協力隊」や「地域おこし協力隊」など一定

の審査基準を通過した者や地域住民と馴染める人の移住

者を望んでいる。できるかぎりは若年層の移住者が望ま

しいが、健康な者であれば年齢は問わない。 
（３） 結婚・出産・子育て

１）結婚・出産・子育て 
最も重要な問題は、結婚の相手探しである。出会いの

場が少なくなっているため、どのようにして相手を見つ

けるのかが課題である。男女ともに未婚者が多くなって

いる。 
出産・子育に関する支援は、住民の満足度は高い。手

厚い支援体制を目的として、近隣の自治体から転居を検

討する子育て世代がいる。 
２）住民が想定する手法 

自治体主導で、結婚相手との出会いの場を多く設定す

る。昔のように結婚の世話役を引き受ける人を育てる。

また、現状では世話役を受け入れる姿勢が若年層にはな

いため、世代間での交流の場づくりを設定する。 
（４） 安心・安全な暮らし・連携

１）現状と課題 
家に鍵をかけなくとも安心な暮らしができる地域があ

る。一部の地域を除けば災害の心配はなく、天候にも恵

まれた地域である。課題は他地域との連携である。自治

区が違うだけで交流は希少となる。ましてや地区（旧町

村）が違えば、連携や交流は稀である。 
２）住民が想定する手法 

災害を免れる地理的条件が身体生命の安全を確保して

いる。これが大きな地域資源である。高齢化して身体能

力、運動能力が低下したときの地域内での支え合いが確

保されるようにネットワークを強化することを考えてい

きたい。 

【考察・今後の展開】

鏡野町の人口ビジョン等の策定に際しては、産業構造の

変化、就労構造の転換、地域間連携の必要性が認められた。

これらの前提としてあるものは、地域コミュニティの質を

いかにして強化するのかという課題である。

鏡野町の地域コミュニティの課題は大きく分けて 点あ

る。 つめの課題は、合併前旧町村単位の間、換言すれば、

「もとのまち」、「もとのむら」の間での連携である。合併

後 年経過しても、なお、住民間では差異を強調する傾向

があることが認められた。「もとのまち」、「もとのむら」ど

うしの差異化志向が、旧町村間の連携に支障を生じさせて

いる。 つめの課題は、合併前旧町村単位の内部でさらに

細分化されている集落単位のコミュニティ間での連携であ

る。分析単位を細分化していくと、「まち」、「むら」単位の

内部において、さらに異質な「集落コミュニティ」どうし

がことさらに差異を強調していることがわかった。

本稿は最終的に、まちレベルの地域戦略作りにおいては、

旧町村間レベルでのコミュニティ間差異化の希求と、その

内側の集落単位レベルでのコミュニティ間差異化の希求と

いう二重の構造があることを明らかにした。本稿の発見事

実は、「まち」レベルの地域戦略作りにおけるこのような「差

異化の二重構造」がもたらす課題とその克服の必要性であ

る。

このことはひとり鏡野町にとどまる問題ではない。「差異

化の二重構造」がもたらす問題は、鏡野町と同様な合併経

緯と産業構造及び人口構成を擁する自治体にあてはまる、

いわば中範囲の射程にある問題である。今後は、「差異化の

二重構造」が生じるメカニズムを解明し、その課題解決策

を模索していくことが課題である。

【引用・参考文献】

鏡野町（ ）「鏡野町総合計画」

298



地域イベントにおける情報発信効果の分析

山下 幸裕（北陸先端科学技術大学院大学）

：地域イベント、情報入手経路、広報戦略

【問題・目的・背景】 
昨今、地域活性化を目指し、住民が主体に地域の特性を

活かしたイベントが全国各地で開催されている 。地域に

よって、一概に言うことはできないが、多くの地域は、住

民のリソース（人・金・物）を用いて、地域イベントが運

営されている。もちろん行政からの補助はあるが、すべて

のコストを補えるほどのリソースを得られるわけではない。

地域イベントにおいて、運営者が懸念する問題の一つが

運営費用であろう。運営費用の大半は、住民の持ち出しで

あり、限られた予算の中で、地域イベントの準備をしなく

てはならない。例えば、筆者が参加している石川県能美市

灯台笹町と岩本町が創設した町おこし団体「灯岩そうせい

会」 が行った竹の子まつりでは、情報発信部門、設営部

門、交通整備部門、渉外部門、竹の子掘り部門、竹の子販

売部門、竹の子料理部門の計 部門で運営され、当然、各

部門運営には何らかの経費が発生している。

地域活性化のための地域イベントの目的は、単純な営利

目的というよりも、他市町村への周知活動による交流人口

の増加、それに伴う定住促進が主要だと思われる。「灯岩そ

うせい会」も、そのような目的で活動している。しかしな

がら、地域イベントが直接的な営利目的ではないとしても、

経費以上の収益を上げる必要がある。そのためには、第一

に地域イベントへの来客者を確保しなくてはならないため、

地域イベントの広報活動が重要になってくる。

情報発信には多くの手段がある。テレビやラジオといっ

た電波を媒体する手段、新聞や雑誌、フリーペーパーとい

った紙を媒体する手段、ブログや といったインタ

ーネットを媒体する手段があり、それぞれ無料の媒体から

有料の媒体まである。地域イベントでは、広報活動に多く

の予算を割くことは難しいため、無料の媒体を選択するこ

とが多くなることが予想される。しかしながら、無料の媒

体だからといっても、何らかの労力は発生するため、宣伝

効果が高い媒体を活用することが望ましい。

本研究の目的は、地域イベントの来場者が、どのような

広報媒体を見て来たかを調査し、情報発信効果を分析する

ことである。また、来客者がどのような媒体を見て来たか

を把握する事ができれば、ターゲット層に合わせた広報戦

略が可能になる。

【研究方法・研究内容】

イベント情報の入手経路

人々は、どのようにして地域イベントの情報を入手して

いるのだろうか。日本イベント産業振興協会が行った「イ

ベントの参加実態と参加意識に関する調査（表 ）」による

と 、人々のイベント情報の入手経路は、「以前に行った

ことがある（ ）」、「友人・知人の紹介（ ）」、「テ

レビ（ ）」、「地元の広報紙（ ）」、「新聞（ ）」、

「インターネット（ ）」、「エリア情報誌（ ）」、「家

族（ ）」、「雑誌（ ）」、「ラジオ（ ）」、「仕事関

係（ ）」、「ガイドブック（ ）」という順であった。

イベント別の情報入手経路を見ると、博覧会は「テレビ」

が圧倒的に多く、フェスティバルは「以前に行ったことが

ある」、「地元の広報紙」、見本市・展示会は「テレビ」、「新

聞」、「仕事関係」、会議イベントは「インターネット」、「仕

事関係」、文化イベントは「友人・知人」、「テレビ」、「地元

の広報誌」、「新聞」、スポーツイベントは「友人・知人」、

「テレビ」、販促イベントは「テレビ」、「新聞」という結果

であった。

年代別のイベント情報の入手経路を見ると、 代と

代男女では「友人・知人」、 代と 代男女では「以前に

行ったことがある」、男性 代上では「新聞」、女性 代

以上では「地元広報誌」という結果であった。

表１ 調査の概要

調査時期 年 月

調査方法 インターネットによる全国調査

調査対象 最近１年間で、何らかのイベントに参

加した 歳以上～ 代以上の男女

サンプル数 男性： 、女性：

筆者により作成

日本イベント産業振興協会が 年に行った「イベント

の参加実態と参加意識に関する調査」は、インターネット

によるアンケート調査であり、 年時点でインターネッ

ト利用者数が 万人を超えていたとしても、インター

ネット利用者に調査対象を限定しているため、調査結果に

偏りが生じている可能性を全て否定することは難しい。そ
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１）現状と課題

雇用の場はあるが、希望する職種が希少である。雇用

者と雇用される側の職種がマッチングしない。 
２）住民が想定する手法

多様な職種の職場があれば、子供達は外部に出ないで

地元に残る可能性がある。さらに、雇用の場の充実は移

住者の確保に繋がる。 
（２） 人の流れをつくる

１）現状と課題

みどりの協力隊として入って来た者が任を終えても、

各自が雇用の場を作り、多く残っている。個人で移住し

てきた者の定着率があまり高くない。課題は、近隣住民

との交流と雇用の問題である。 
２）住民が想定する手法

「みどりの協力隊」や「地域おこし協力隊」など一定

の審査基準を通過した者や地域住民と馴染める人の移住

者を望んでいる。できるかぎりは若年層の移住者が望ま

しいが、健康な者であれば年齢は問わない。 
（３） 結婚・出産・子育て

１）結婚・出産・子育て 
最も重要な問題は、結婚の相手探しである。出会いの

場が少なくなっているため、どのようにして相手を見つ

けるのかが課題である。男女ともに未婚者が多くなって

いる。 
出産・子育に関する支援は、住民の満足度は高い。手

厚い支援体制を目的として、近隣の自治体から転居を検

討する子育て世代がいる。 
２）住民が想定する手法 

自治体主導で、結婚相手との出会いの場を多く設定す

る。昔のように結婚の世話役を引き受ける人を育てる。

また、現状では世話役を受け入れる姿勢が若年層にはな

いため、世代間での交流の場づくりを設定する。 
（４） 安心・安全な暮らし・連携

１）現状と課題 
家に鍵をかけなくとも安心な暮らしができる地域があ

る。一部の地域を除けば災害の心配はなく、天候にも恵

まれた地域である。課題は他地域との連携である。自治

区が違うだけで交流は希少となる。ましてや地区（旧町

村）が違えば、連携や交流は稀である。 
２）住民が想定する手法 

災害を免れる地理的条件が身体生命の安全を確保して

いる。これが大きな地域資源である。高齢化して身体能

力、運動能力が低下したときの地域内での支え合いが確

保されるようにネットワークを強化することを考えてい

きたい。 

【考察・今後の展開】

鏡野町の人口ビジョン等の策定に際しては、産業構造の

変化、就労構造の転換、地域間連携の必要性が認められた。

これらの前提としてあるものは、地域コミュニティの質を

いかにして強化するのかという課題である。

鏡野町の地域コミュニティの課題は大きく分けて 点あ

る。 つめの課題は、合併前旧町村単位の間、換言すれば、

「もとのまち」、「もとのむら」の間での連携である。合併

後 年経過しても、なお、住民間では差異を強調する傾向

があることが認められた。「もとのまち」、「もとのむら」ど

うしの差異化志向が、旧町村間の連携に支障を生じさせて

いる。 つめの課題は、合併前旧町村単位の内部でさらに

細分化されている集落単位のコミュニティ間での連携であ

る。分析単位を細分化していくと、「まち」、「むら」単位の

内部において、さらに異質な「集落コミュニティ」どうし

がことさらに差異を強調していることがわかった。

本稿は最終的に、まちレベルの地域戦略作りにおいては、

旧町村間レベルでのコミュニティ間差異化の希求と、その

内側の集落単位レベルでのコミュニティ間差異化の希求と

いう二重の構造があることを明らかにした。本稿の発見事

実は、「まち」レベルの地域戦略作りにおけるこのような「差

異化の二重構造」がもたらす課題とその克服の必要性であ

る。

このことはひとり鏡野町にとどまる問題ではない。「差異

化の二重構造」がもたらす問題は、鏡野町と同様な合併経

緯と産業構造及び人口構成を擁する自治体にあてはまる、

いわば中範囲の射程にある問題である。今後は、「差異化の

二重構造」が生じるメカニズムを解明し、その課題解決策

を模索していくことが課題である。

【引用・参考文献】

鏡野町（ ）「鏡野町総合計画」
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こで、実際のイベント来場者からイベント情報の入手経路

を調査した結果を見る必要がある。しかし、実際のイベン

ト来場者からイベント情報の入手経路を調査した研究は多

くはない。山下ら の研究は、数少ないイベント来場者か

らイベント情報の入手経路を調査した研究の一つであり、

来場者へのアンケート調査（表 ）により、イベント誘客

のために有効な情報経路の特定を目指している。山下らの

調査結果によれば、来場者のイベント情報の入手経路でも

っとも多かったのは、「友人・知人の口コミ（ 、 名）」、

「チラシ（ 、 名）」、「ポスター（ 、 名）」、

「テレビ、ラジオ、新聞などのマスメディア（ 、

名）」、「友人・知人の （ 、 名）」、「友人・知

人の や （ 、 人）」という結果であった。

表 調査の概要

調査時期 年 月 日

調査方法 対面自記入式、聞き取り法併用による

会場調査

調査対象 イベント来場者

サンプル数 男性： 、女性：

筆者により作成

本研究の調査対象

イベントの情報入手経路について、インターネットによ

る過去のイベント参加者へのアンケート調査結果と対面自

記入式および聞き取り法併用によるイベント来場者へのア

ンケート調査結果を見たが、イベント情報の入手経路は、

イベントの規模・種類や性別・年代によって異なる。また、

これまでになかった新たな情報発信手段の確立（

や ）やイベント主催者がどの情報発信媒体に力を

入れるのか等によってもイベントの情報入手経路は異なる

ことが予想される。

本研究が対象とした地域イベントは、石川県能美市内に

ある灯台笹町と岩本町の 町が、地域活性化を図るために

発足した「灯岩そうせい会」の活動第一弾である「灯台笹・

岩本町 第 回竹の子まつり」であり、地域住民が主体的

に運営している地域イベントである。この地域イベントの

来場者に対して、どのようにして竹の子まつりを知ったか

等についてアンケート調査を実施した。

情報発信

灯岩そうせい会竹の子まつり実行委員会情報発信部門

（以下、情報発信部門）および他部門が、竹の子まつり

の情報を発信した媒体等は以下の通りである。ただし、

下記以外にも竹の子まつり実行委員メンバーが、単独で

情報発信している可能性がある。

 チラシ（ 部）：情報発信部門が作成し、灯

台笹町および岩本町の住民に数部配布し、知り合い

や職場等で配るように依頼した。

 ポスター（ 部）：情報発信部門が作成し、竹

の子まつり実行委員会メンバーに配布を依頼した。

また、能美市役所に関連施設への配布を依頼した

 能美市広報（広報誌およびホームページ）：能美市役

所が毎月発行する広報能美 年 月号に記事を掲

載した。また、能美市役所のホームページ（能美の

里山 春のイベント ）でも掲載した。

 新聞：北國新聞社および北陸中日新聞社に竹の子ま

つりに関する記事が掲載された（ 回）。

 ： 月 日に参加し、 月 日から本格的

に運用した（記事投稿： 件、いいね： 、リー

チ数： ）。

 ケーブルテレビ（テレビ小松）： 月 日 時から

月 日の間で、まるごと 「市内のお出かけ情

報」で放送した。

 メール： 月 日に北陸先端科学技術大学院大学の

関係者にメール発信した。

 能美市内放送

調査概要

調査の概要を表 に示す。 年 月 日（午前 時～

時 分）に灯岩そうせい会が開催した「灯台笹・岩本

町 第 回竹の子まつり」の来場者に対してアンケート調

査を実施した。

表 調査の概要

調査時期 年 月 日

調査場所 灯台笹公民館前および館内

調査方法 対面自記入式、聞き取り法併用による

会場調査

調査対象 イベント来場者

回収数 件

アンケート項目は、どのように竹の子まつりを知ったか

を尋ねる項目の他に、今度の地域活性化のための基礎資料

となるよう竹の子まつりの評価や灯台笹・岩本町について

尋ねる項目から構成している。具体的なアンケート項目は
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以下の通りである。なお、アンケート回答者の属性データ

および情報発信媒体の効果に関する質問が、本研究の研究

対象となる。

 アンケート回答者の属性データ

 性別

 年齢

 来訪者の所在地

 来訪者の構成

 情報発信媒体の効果に関する質問

 竹の子まつりに関する質問

 竹の子まつりの評価

 竹の子まつりの企画

 次回の参加の有無

 意見（自由記述）

 灯台笹町、岩本町に関する質問

 認知度

 印象（自由記述）

【研究・調査･分析結果】

アンケート結果は以下の通りであった。

回答者の属性

回答者は、男性が 名（ ％）、女性が 名（ ％）、

欠損値が 件（ ％）であった（表 ）。

回答者の年代は、 代（ 名、 ％）が一番多く、次

いで 代（ 名、 ％）、 代以上（ 名、 ％）の順

であった（表 ）。 歳未満の回答者がいたが、これは家

族での来場者だと思われる。

回答者の同行者で、一番多かったのは、家族（ 名、

％）で、次いで友人（ 名、 ％）、 人（ 名、 ％）

の順であった（表 ）。なお恋人と来たという回答者はい

なかった。

回答者の居住地で、一番多かったのは、能美市（ 名、

％）で、次いで白山市（ 名、 ％）、小松市（ 名、

％）の順であった（表 ）。その他県内からは内灘町、

その他県外からは東京都、神奈川県、岡山県であった。

表 回答者の性別

度数 パーセント

男性

女性

合計

欠損値

表 回答者の年代

度数 パーセント

未満

代

代

代

代

代

代

代以上

合計

欠損値

表 回答者の同行者

度数 パーセント

人

友人

家族

その他

合計

欠損値

表 回答者の居住地

度数 パーセント

能美市

金沢市

小松市

白山市

野々市市

加賀市

その他県内

北陸先端大

その他県外

合計

欠損値

回答者の情報入手経路

回答者の情報入手経路で、一番多かったのは、チラシ

（ 件）で、次いで新聞・知人（ 件）、能美市広報（

件）の順であった。その他の回答には、能美市内放送、

通りがかり、ラジオ、仕事、パソコン等があった。

こで、実際のイベント来場者からイベント情報の入手経路

を調査した結果を見る必要がある。しかし、実際のイベン

ト来場者からイベント情報の入手経路を調査した研究は多

くはない。山下ら の研究は、数少ないイベント来場者か

らイベント情報の入手経路を調査した研究の一つであり、

来場者へのアンケート調査（表 ）により、イベント誘客

のために有効な情報経路の特定を目指している。山下らの

調査結果によれば、来場者のイベント情報の入手経路でも

っとも多かったのは、「友人・知人の口コミ（ 、 名）」、

「チラシ（ 、 名）」、「ポスター（ 、 名）」、

「テレビ、ラジオ、新聞などのマスメディア（ 、

名）」、「友人・知人の （ 、 名）」、「友人・知

人の や （ 、 人）」という結果であった。

表 調査の概要

調査時期 年 月 日

調査方法 対面自記入式、聞き取り法併用による

会場調査

調査対象 イベント来場者

サンプル数 男性： 、女性：

筆者により作成

本研究の調査対象

イベントの情報入手経路について、インターネットによ

る過去のイベント参加者へのアンケート調査結果と対面自

記入式および聞き取り法併用によるイベント来場者へのア

ンケート調査結果を見たが、イベント情報の入手経路は、

イベントの規模・種類や性別・年代によって異なる。また、

これまでになかった新たな情報発信手段の確立（

や ）やイベント主催者がどの情報発信媒体に力を

入れるのか等によってもイベントの情報入手経路は異なる

ことが予想される。

本研究が対象とした地域イベントは、石川県能美市内に

ある灯台笹町と岩本町の 町が、地域活性化を図るために

発足した「灯岩そうせい会」の活動第一弾である「灯台笹・

岩本町 第 回竹の子まつり」であり、地域住民が主体的

に運営している地域イベントである。この地域イベントの

来場者に対して、どのようにして竹の子まつりを知ったか

等についてアンケート調査を実施した。

情報発信

灯岩そうせい会竹の子まつり実行委員会情報発信部門

（以下、情報発信部門）および他部門が、竹の子まつり

の情報を発信した媒体等は以下の通りである。ただし、

下記以外にも竹の子まつり実行委員メンバーが、単独で

情報発信している可能性がある。

 チラシ（ 部）：情報発信部門が作成し、灯

台笹町および岩本町の住民に数部配布し、知り合い

や職場等で配るように依頼した。

 ポスター（ 部）：情報発信部門が作成し、竹

の子まつり実行委員会メンバーに配布を依頼した。

また、能美市役所に関連施設への配布を依頼した

 能美市広報（広報誌およびホームページ）：能美市役

所が毎月発行する広報能美 年 月号に記事を掲

載した。また、能美市役所のホームページ（能美の

里山 春のイベント ）でも掲載した。

 新聞：北國新聞社および北陸中日新聞社に竹の子ま

つりに関する記事が掲載された（ 回）。

 ： 月 日に参加し、 月 日から本格的

に運用した（記事投稿： 件、いいね： 、リー

チ数： ）。

 ケーブルテレビ（テレビ小松）： 月 日 時から

月 日の間で、まるごと 「市内のお出かけ情

報」で放送した。

 メール： 月 日に北陸先端科学技術大学院大学の

関係者にメール発信した。

 能美市内放送

調査概要

調査の概要を表 に示す。 年 月 日（午前 時～

時 分）に灯岩そうせい会が開催した「灯台笹・岩本

町 第 回竹の子まつり」の来場者に対してアンケート調

査を実施した。

表 調査の概要

調査時期 年 月 日

調査場所 灯台笹公民館前および館内

調査方法 対面自記入式、聞き取り法併用による

会場調査

調査対象 イベント来場者

回収数 件

アンケート項目は、どのように竹の子まつりを知ったか

を尋ねる項目の他に、今度の地域活性化のための基礎資料

となるよう竹の子まつりの評価や灯台笹・岩本町について

尋ねる項目から構成している。具体的なアンケート項目は
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表 回答者の情報入手経路（複数回答）

情報媒体 度数

チラシ

ポスター

能美市広報

新聞

知人より

テレビ

広報

その他

回答者の年齢と情報入手経路の関係

回答者の年齢と情報入手媒体の関係を分析するために、

「年齢」と「どのように竹の子まつりを知ったか（複数

回答）」をクロス集計した結果を表 に示す。回答者数が

多い 代以上と情報入手媒体を見ると、 代はチラシと

知人を主な情報源としているが、年代が上がるにつれて、

情報源を能美市広報と新聞とする回答者が多くなる傾向

が見られる。

表 「年齢」と「情報入手経路」のクロス集計

チ
ラ
シ

ポ
ス
タ
ー

能
美
市
広
報

新
聞

知
人
よ
り

テ
レ
ビ

メ
ー
ル

そ
の
他

合
計

未満

代

代

代

代

代

代

以上

合計

回答者の住居と情報入手経路の関係

回答者の住居地と情報入手媒体の関係を分析するため

に、「どこから来たか」と「どのように竹の子まつりを知

ったか」のクロス集計した結果を表 に示す。回答者数

が多い能美市在中の回答者の情報入手媒体を見ると、チ

ラシ、能美市広報、知人を主な情報源としているが、能

美市以外に在中の回答者は、情報源を新聞と知人として

いる傾向が見られる。

表 「住居地」と「情報入手経路」のクロス集計

チ
ラ
シ

ポ
ス
タ
ー

能
美
市
広
報

新
聞

知
人
よ
り

テ
レ
ビ

メ
ー
ル

そ
の
他

合
計

能美市

金沢市

小松市

白山市

野々市市

加賀市

その他県内

その他県外

合計

【考察・今後の展開】

本研究の結果は、日本イベント産業振興協会 と山下

ら の調査結果と同様の傾向が見られた。つまりイベン

トの情報入手経路としては、知人、ポスター・チラシ、

新聞、地元広報誌が多かった。しかしながら、本研究と

山下ら の調査結果では、ソーシャルネットワークを見

た参加者が少なかった。インターネットのイベント認知

媒体としての強さ という点で、日本イベント産業振興

協会とは異なる傾向も見られた。インターネットが地域

イベントの情報入手経路になっていなかった理由として

は、インターネットで地域イベントの情報を見て参加し

たくても、開催地が遠方で参加することができないこと

があり、必ずしもアクセス数がイベント参加者数に結び

つくとは限らない。

今後の展開としては、本年度の第 回灯台笹・岩本町

竹の子まつりでも同様の調査を実施したので、本結果と

比較し、地域イベントの情報入手経路の研究の深化を図

っていきたい。

【引用・参考文献】

地域活性化センター：地域イベント助成事業

https://www.facebook.com/touiwasouseikai

宮本宗治、メディアの地殻変動とイベントの再生、

日経広告研究報告、 号、 年

http://www.jace.or.jp/archives/0601/000100.html
 総務省：平成 年通信利用動向調査

 山下永子・岡部千鶴・眞鍋真紀子、産学官連携地域

イベントにおける誘客方策に関する一考察、久留米信愛

女学院短期大学研究紀要、第 号、 、
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エビデンスデータを活用した観光戦略策定における大学の役割 山梨県富士吉田市を事例として

〇稲垣円（慶應義塾大学）、斎藤智彦（一般財団法人富士吉田みんなの貯金箱財団）、齊藤和真（富士吉田市地域おこし協力隊）、

玉村雅敏（慶應義塾大学）

： 大学、エビデンスデータ、観光戦略、富士吉田市、コミュニティ

【問題・目的】 
平成 年 月、富士山は国際連合教育科学文化機関（ユ

ネスコ）の世界文化遺産に登録された。「信仰の対象と芸術

の源泉」との記載の通り、富士山は，噴火を繰り返したこ

とから「霊山」として多くの人々に畏敬され、日本を代表

し象徴する「名山」として親しまれてきた。また、「浮世絵」

や「和歌」など日本独特の芸術文化を生んだ山でもある。

世界文化遺産に登録されてから 年が経過した現在、観

光客総数は増加している。しかし、登山や自然鑑賞を目的

とした観光が主流であり、富士吉田市をはじめとする「文

化遺産」として価値を伝える「まちなか」への関心が高ま

ったとは言い難い。富士山登山のキャパシティは限界を超

え、環境破壊の危惧や事故への懸念もある。世界文化遺産

を守りつつ、「文化遺産」としての価値を伝える、まちなか

への効果的な地域振興を行うことが課題である。

これまで富士吉田地域では、平成 年度に商工会議所が

富士吉田市の活性化を目指した「産業ビジョン」を策定。

また、慶應義塾大学と共同で、学生等のフィールドワーク

を元に、富士山信仰を活かした「観光まちづくりプロジェ

クト」も行われてきた。これらのビジョン策定や調査研究

の実績を基に、昨年度は地域資源の活用や地域活性への具

体的な施策を策定することを目的として、大学およびリサ

ーチ会社の協力により、観光や商工業に関する基礎統計デ

ータや、携帯 データを用いた観光客の行動・動態、観

光客の意識や評価データ、地域ブランドの評価データ等の

各種エビデンスデータを整えた上で、商工会議所に設置さ

れた観光戦略検討委員会で観光戦略を検討した。

本稿では、観光戦略検討委員会で重視した「エビデンス

データの整理と共有」における大学の役割と現時点での効

果について報告する。

【背景】

本研究の対象である山梨県富士吉田市は、東京から約

㎞、車で約 時間半の距離に位置する（図 ）。市域の

大部分が国立公園内にあり、富士山周辺に広がる自然環境

には、市民をはじめ、国内外からの毎年多くの観光客が訪

れている。

当地は、昭和 年に富士上吉田町、下吉田町、明見町を

合併して市制をスタートさせ、昭和 年には、上暮地地区

を合併して現在の富士吉田市が誕生した。富士山を登拝し

修行することを目的とした「富士山信仰」や明治以降に発

展した織物産業により富士北麓の中核都市として栄え、信

仰や食、産業の文化が今でも富士吉田のまちなかや住民の

暮らしに根付いている。

平成 年度に富士山が世界文化遺産として登録されて

から、来訪者は増加している 平成 年度との比較：

万人→ 万人、 ％増 。しかし、来訪者の訪問先

には偏りがあり（図 ）、地域経済への影響は限定的且つ軽

微である。

これまでの実績として、富士吉田商工会議所が富士吉田

の活性化を目的とした「産業ビジョン」の策定 平成 年

度 、また富士吉田駅が改名して「富士山駅」となったこと

を機に、駅からつながる富士山の門前町の資源調査と実験

的な施策やプレモニターツアーの実施（平成 年度）、そ

の成果を基に、御師住宅での企画や富士山体感トレッキン

グツアーの開催 平成 年度 など、富士山の「文化遺産」

の価値を伝える観光施策を展開している。

図 富士吉田市

表 回答者の情報入手経路（複数回答）

情報媒体 度数

チラシ

ポスター

能美市広報

新聞

知人より

テレビ

広報

その他

回答者の年齢と情報入手経路の関係

回答者の年齢と情報入手媒体の関係を分析するために、

「年齢」と「どのように竹の子まつりを知ったか（複数

回答）」をクロス集計した結果を表 に示す。回答者数が

多い 代以上と情報入手媒体を見ると、 代はチラシと

知人を主な情報源としているが、年代が上がるにつれて、

情報源を能美市広報と新聞とする回答者が多くなる傾向

が見られる。

表 「年齢」と「情報入手経路」のクロス集計
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ラ
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ー

能
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広
報
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そ
の
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計

未満

代

代

代

代

代

代

以上

合計

回答者の住居と情報入手経路の関係

回答者の住居地と情報入手媒体の関係を分析するため

に、「どこから来たか」と「どのように竹の子まつりを知

ったか」のクロス集計した結果を表 に示す。回答者数

が多い能美市在中の回答者の情報入手媒体を見ると、チ

ラシ、能美市広報、知人を主な情報源としているが、能

美市以外に在中の回答者は、情報源を新聞と知人として

いる傾向が見られる。

表 「住居地」と「情報入手経路」のクロス集計

チ
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シ
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【考察・今後の展開】

本研究の結果は、日本イベント産業振興協会 と山下

ら の調査結果と同様の傾向が見られた。つまりイベン

トの情報入手経路としては、知人、ポスター・チラシ、

新聞、地元広報誌が多かった。しかしながら、本研究と

山下ら の調査結果では、ソーシャルネットワークを見

た参加者が少なかった。インターネットのイベント認知

媒体としての強さ という点で、日本イベント産業振興

協会とは異なる傾向も見られた。インターネットが地域

イベントの情報入手経路になっていなかった理由として

は、インターネットで地域イベントの情報を見て参加し

たくても、開催地が遠方で参加することができないこと

があり、必ずしもアクセス数がイベント参加者数に結び

つくとは限らない。

今後の展開としては、本年度の第 回灯台笹・岩本町

竹の子まつりでも同様の調査を実施したので、本結果と

比較し、地域イベントの情報入手経路の研究の深化を図

っていきたい。

【引用・参考文献】
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表 富士吉田市 概要

人口 人（男 人、女 人）

（平成 年 月 日現在）

世帯数 世帯

総面積 ㎢

観光客数 万人（県全体： 万人 平成 年度）

図 富士吉田市内の駅別乗降者人員数の推移

【研究方法・研究内容】

実施期間： 年 月～ 年 月

委員会実施： 回（ 年 月、 月、 年 月、 月）

委員会構成員：行政（富士吉田市）、商工会議所、地域事

業者（観光、鉄道、バス、商店会、御師宿坊）、市民団体、

マーケティングリサーチ会社、慶應義塾大学

大学は、営利性を目的とせず、知の発見・保存・伝達・

応用といった、学術研究から本質を追及することを旨と

する機関である。ゆえに、現地や短期的なニーズ・利害

とは距離を置きながら、関係する個人・組織に対して中

立的な立場として主体間をつなぎ、調整することが可能

になる。

域学連携に代表されるように、「よそ者」である大学生や

大学教員が地域に入り込み、住民や地域組織等とともに、

地域の課題解決や地域づくりに積極的に取り組む活動は

全国各地で盛んに行われている。こうした取り組みにお

いて、大学は、知の提供や地域で不足する若い人材を投

入することで地域の課題解決や地域づくりに取り組み、

地域の活性化や人材育成を行う。大学が地域へ入り込ん

で活動するということは、当然何かしら地域復興へ貢献

することを期待されているが、大学本来の機能に基づい

た役割や立ち位置を意識しながら地域と関わることが必

要である。本研究においては、このような大学の機能や

役割を意識した上で委員会に参画した。具体的には、調

査、戦略策定に関わる全体監修・推進支援およびまち

づくり、産官学連携の専門家として委員会のコーディネ

ート、全体報告書の作成を担った。また、委員（地域事

業者、市民団体代表等）が具体的戦略を想起できるよう、

学生が富士吉田市でのフィールドワークを基にまとめた

「アイデア集」を提示した。 
 
表2：観光戦略委員会実施の流れ 

実施項目 実施内容 

① 基礎情報の把握 

省庁が実施した調査、観光白書等の

統計データを整理し、富士吉田の現

状と他地域と比べた特徴を委員会

で提示し、共有する。 

② 観光戦略の仮説提示 
調査結果を基に、まちなかへの周遊

行動を促すための仮説をたてる。 

③ 
観光者の認知・行動・

満足度調査・検証 

仮説を元に、地域外の方に対し、富

士吉田市含む富士五湖地域の満足

度を調査・検証 

④ 観光戦略の策定 
調査結果を基に、地域資源の見直し

と具体的な観光戦略の検討・策定 

 

図 事業実施体制

【研究・調査･分析結果】

表 ①「基礎情報の把握」において、分析したエビデ

ンスデータ（観光や商工業に関する基礎統計データや、

携帯 データを用いた観光客の行動・動態、観光客の

意識や評価データ、地域ブランドの評価データ等）から、

富士山周辺地域の滞在者の多くが、富士吉田地域を「通

過」しており、富士吉田市のまちなかへの誘導には課題

があることが示された。また、地域ブランド評価の分析

からは、「富士吉田市」というブランドは「感動すること

ができる」「心を癒してくれる」「日本の良さが感じられ

る」と言った富士山の自然や雄大さでは評価を得ている

ものの、「文化」遺産として（「歴史や文化から学ぶこと
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ができる」「日常にはない刺激が得られる」「自分の視野

や知識を広げてくれる」等）の評価は、今度の課題であ

ることが示された。さらに、③「観光者の認知・行動・

満足度調査」の分析では、富士山周辺地域の文化・歴史

への期待や、富士山の景観を見ながらの「まち歩き」や

「ツアー」等への期待が見られたが、現状では満足して

いない傾向が見られ、富士吉田のまちなかの価値や資源

が充分に活かされていないことが示された。富士吉田市

では、これまで大学と連携した実験的な施策や地域の事

業者や市民団体による様々な事業が「個々」に行われて

きたが、世界遺産登録後の現在に至っても、地域経済の

振興につながっているとは必ずしも言えないことが明ら

かになった。

委員会でのエビデンスデータの解説を受けて、委員で

ある富士吉田在住の事業者や地域組織の代表からは、「残

念だ」「思った通りの結果だった」等と言った声が上が

った。そこで、改めて委員自身の富士吉田の誇るべき地

域資源や価値は何かを洗い出し、次の委員会までアイデ

アを持ち寄るといった作業を繰り返し行った。このよう

な委員会という「場」で議論を繰り返す過程で、既存の

事業の不足点の振り返り、観光客の期待する資源の見せ

方や導線を考えたサービスやルートといった、観光戦略

の具体化に向けた課題の共有が行われた。委員の中から

は、委員会で提示した調査結果を所属組織に持ち帰って

報告したり、個別に新しい事業を立ち上げることを決め

た者も現れた。なお、本事業にあたっては、大学はデー

タの整理・解説、委員会進行の支援、振り返り、学生等

によるアイデア集の提示のみとし、観光戦略の策定に向

けた具体案は、委員から出るよう支援することに努めた。

【考察・今後の展開】

富士吉田市は「講」や「御師」の文化が現在でも受け

継がれ、地域住民同士のつながりの強い地域である。

グラノヴェター（ ）は、生活環境や生活様式、価値

観が似通っている、社会的に強いつながり（＝強い紐帯）

のコミュニティであり、緊密であるがゆえに外部と遮断

されがちでもあると説明している。また、そのような状

況にある時、つながりが弱い（＝弱い紐帯）の人々は、

強い紐帯のグループ同士の橋渡しをすることで新規の情

報やアイデアをもたらし、それを維持することで、同じ

業界内の人々に何らかの「コミュニティ感覚」が芽生え、

様々な小会合や大会議の開催によって強化されると言う。

地域との強いつながりを持たない（＝弱い紐帯）域外

の「大学」の役割として、エビデンスデータという「新

たな情報」を提示し、委員会という「場」において情報

を共有しできるように支援することで、限定された地域

メンバーではあるものの、コミュニティの強化につなが

る役割を果たしていたものと考えられる。また、富士吉

田市のように、もともとソーシャル・キャピタルが高い

とされる地域において、コミュニティの成員自らが情報

を知りうるしくみをつくり、そのしくみを動的に共有し

ていくこと、そしてそうした要件を満たすような情報技

術（情報収集や処理技術）の活用し、共有することは、

金子等（ ）が言う「再帰的なソーシャル・キャピタ

ル醸成プロセスを“しくみ”として構築する」取り組み

であるとも言えるだろう。大学は、そのようなコミュニ

ティのソーシャル・キャピタルを醸成するしくみを構築

するための基盤づくり（情報収集、提示、共有）として

の役割を担っていると言える。

昨年度は、戦略の構築までを行ったが、今後は実行に

移す段階において、個人、組織間での事業展開の観察お

よび評価、継続性を担保するにあたり、大学として地域

住民の活動を支援しつつ、どのような参画が求められる

のか、検討する必要がある。
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地域活性化を目的としたイベントが果たす役割と課題について

―京都府京都市山科区「陶灯路」を事例に―

京都橘大学大学院文化政策研究科修士 回 大田 雅之

京都橘大学現代ビジネス学部助教授 小辻 寿規

： まちづくり 地域連携 伝統産業 市民参加

【問題・目的・背景】

京都市山科区は、人口約 万 千人で、商店街や

伝統産業の生産団地、寺社仏閣が混在している。京都

市にあたってベッドタウン化しているが、様々な魅力

的な資源に恵まれているにもかかわらず十分に生かさ

れていないという課題を抱えている。そのような中、

年から産学連携として京都橘大学と清水焼団地

と協働が始まった。その中で、 年に「陶灯路（と

うとうろ）」という灯りイベントの企画が始まる。この

イベントは、大学（教員・職員・学生）や地域住民、

行政、商業団体などが協同し伝統産業の振興と地域活

性化を行う事を目的としたイベントである。

本研究では、陶灯路の中でも歴史がある「やましな

駅前陶灯路」が、山科のまちづくりにおいてどのよう

な役割を果たしてきたかを明らかにする。

陶灯路写真（ 年 月 日実行委員撮影）

【研究方法・研究内容】

本研究の分析方法としては、山科区におけるまちづ

くりについての文献や陶灯路の運営関係者へのヒアリ

ング、「やましな駅前陶灯路」の議事録を用いる。

なお、「やましな駅前陶灯路」以外の運営実績は以

下の通りである。

陶灯路は 年の京都山科清水焼団地の陶器市「陶

器祭り」から始まった。 年までの「陶灯路」の

歩みは以下のとおりである。

①清水焼団地にて行われる「陶器祭り」と「楽陶祭」

（ ～ ）

②清水焼新作発表会「 」 六本木ヒルズ（ ）東

京にて

③清水焼新作発表会「 」 ホテルブライトンシティ

京都山科（ ）

④勧修寺での「陶灯路」（ ）

⑤京都橘大学七夕陶灯路（ ～ ） 回開催。

⑥陶灯路用陶器の新開発（ ）

⑦やましな駅前陶灯路（ ～ ） 回開催。

⑧山科区観光ウィーク勧修寺・隨心院陶灯路（ ～

） 回開催。ただし 年は隨心院のみ。

⑨東日本大震災の被災地に山科の魅力を届けよう！」

仙台市及び会津若松市への「キャラバン隊」仮設住宅

で陶灯路（ ）

⑩高齢者施設岩屋の郷陶灯路（ ）

⑪毘沙門堂陶灯路（ ）

【研究・調査･分析結果】

陶灯路の始まりは、 年の夏、第 回陶器まつりに

向けた会議で、京都橘大学の教員が提案したことからは

じまり、陶器を使って新しい生活文化を提案したい、と

考えた。また当時、神戸の「ルミナリエ」、京都の「花灯

路」、奈良の「燈火会」など、あかりを用いたイベントが

各地で行われていたことから、山科でもあかりイベント

ができないかと考えたのである。そして、「花灯路」が陶

器や竹、木などの伝統工芸品を扱うように、陶灯路は山

科区の伝統工芸品である清水焼を使用することにより、

芸術性や地域性を出すことができる。つまり、地域で伝

統産業を活かしたイベントをすることによって、伝統工

芸品を価値づけ、その良さを見直し、新たな面白さを提

案することにより、伝統産業を振興しようとしたのであ

る。

山科駅周辺で行われる「やましな駅前陶灯路」は、

年から始まり 年で 回目になる。イベント

の回数が増えるにつれ一定の人々を惹き付けるものと

して定着している。また、毎年行なっている来場者ア
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ンケート結果からは「継続的にやってほしい」という

声が ％を超えている。

やましな駅前陶灯路の始まりは、 年にラクトま

ち開き 周年祝賀実行委員会が結成されたところか

ら始まる。実行委員会の事務局長は、京都橘大学織田

直文教授から 年に実験的に行われてきた「陶灯

路」を勧められ、開催することとした。

このイベントは①活性化の手法としての取組み易

さ、②鎮魂の場の提供、③伝統産業の振興、④参加者

の拡大という点に着目して取り組まれている。ここで、

それぞれの点にひとつずつ焦点を当てて評価していき

たい。

①活性化の手法としての取組易さ

このイベントでは、暗闇の中に陶器を灯すだけで

人々を感動させることが可能であり、特殊な技術を必

要とせず、誰もが参画できる。学生、老人会会員、市

民有志など誰もが気楽に実行委員会スタッフとなり楽

しく取り組めている。

このイベントの初年度から 年度のスタッフ数は約

名程度であったが、第 回からは 名のスタッ

フ数を数えるまでに至っている。

また、山科区では、山科ならではの「陶灯路」の魅

力を更に多くの地域住民に知ってもらうために、自分

だけの陶灯器をつくる「絵付教室」を開催した。絵付

けをしていない陶器を一つ選び、藍色の呉須絵の具で

水墨画のように，その陶器に絵付けをしてもらう。後

日、ロウソクと一緒に、焼き上がった陶灯器を渡す。

そして、「陶灯路」イベントサポーターとして登録し、

その陶灯器を「陶灯路」の会場に持参し、器にロウソ

クを灯して飾ってもらうものである。また、家庭でも、

陶灯器を設置して楽しんでもらうというねらいで行わ

れた。

②鎮魂の場の提供

阪神淡路大震災における鎮魂の意味から取組みが始

まった神戸市の「ルミナリエ」など灯りには様々な思

いを託すことができる。また、暗闇に浮かぶその灯り

は人々を癒す効果を見込める。

やましな駅前陶灯路でも毎年度、時宜に合ったテー

マを掲げ、祈りができるように演出を行ってきた。特

に、第 回は東日本大震災が起こった年でもあり、鎮

魂の思いとこれからの希望を込めて、テーマ「希望（の

ぞみ）」とした。第 回は、地震や水害など近年災害が

多いことから、大地を護る四神をモチーフにしてゾー

ン別のデザインを施しながら、全体のテーマは、京都

の東部に位置する山科を明るく照らすという意味も込

めて「洛灯（らくとう）」とした。

テーマ

第 回 もみじ

第 回 秋・紅葉

第 回 和み

第 回 希望

第 回 かぐや姫

第 回 洛灯

第 回 翔

（表 ）「やましな駅前陶灯路」各年のテーマ

③伝統産業の振興

京都市主催の灯りイベント「花灯路」が、陶器や竹、

木などの伝統産業を扱うと同様に、清水焼を使う陶灯

路は山科区の伝統工芸品を使用し、芸術性や地域性を

出すことができる。地域で伝統産業を使ったイベント

をすることによって、そのものの価値づけや良さの見

直し、新たな面白さの発見による産業振興ができる。

第 回やましな駅前陶灯路（ 年度）では、イベ

ントに協力する清水焼団地において、新たに「陶灯路

専用」の陶器をおよそ 個製作した。この陶器は、

これまでの灯りイベントの課題と反省に基づき、雨風

対策を施し制作された作品であった。これらの陶器は、

やましな駅前陶灯路の他にも、梅小路公園や随心院な

どでの陶灯路においても活用され、清水焼のＰＲにも

貢献している。

第 回やましな駅前陶灯路のテーマは「かぐや姫」

であったが、マンネリ化を防ぐ目的で、清水焼団地の

作家と学生が話し合いを重ね、約 年をかけて、組み

立て式の ｍを超える目玉陶器の製作を行った。
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第 回目玉陶器（ 年 月 日実行委員撮影）

④参加者の拡大

陶灯路には地域の伝統産業などのものづくり業界の

みならず、商業関係者や住民、アーティスト、行政、

大学・学生など、多様な人々や団体が連携して参加で

きる側面が強い。このイベントを通して新たな地域内

外の交流ができ、ネットワークを広げることで、まち

づくりの進展を促進し易くなるのである。

イベント内で行われている、琵琶やヴァイオリン、

オカリナなどのプロの演奏家がステージでの演奏を行

ったり、点灯時間にはカウントダウンを行い、来場者

にも点灯に参加してもらったりしている。

第 回は約 人、第 回は約 人、第 回は約

人、第 回から第 回は約 人と 時間のイ

ベントにもかかわらず多くの来場者が訪れた。また、

第 回では、駅前商店街主催の「第 回バルフェスタ」

と同時開催した。第 回のバルフェスタは、 人の

来場者であったが、第 回は 人もの来場者が訪

れた。さらに、第 回では、 食が完売し、平均単

価 円で計算すると、少なくとも 万円もの経済

効果があったと考えられる。

（表 ）「やましな駅前陶灯路」来場者数

【考察・今後の展開】

陶灯路は課題として、①主力の学生の確保とノウハ

ウ移転②プロデュース能力（リーダー）の向上③実行

委員会のあり方④予算の問題である。

①主力の学生の確保とノウハウ移転

やましな駅前陶灯路実行委員会とは別に、学生実行

委員会を立ち上げて、毎年のテーマやデザインを制作

している。学生は毎回斬新なアイディアの提案を実行

委員会で行っているが、保守的な思考が強い実行委員

会では却下されることが多い。また、学生が提案した

テーマやデザインに対して、批判的な実行委員も少な

からずいる。さらに、実行委員同士、その意図や目的

が異なるため、イベントの内容が食い違うケースがあ

る。このような問題の中で、負担が集中するのは全体

を調整する事務局やノウハウを持つ学生である。これ

らを解決するためには、可能な限り負担を適切に分担

することが課題となる。

陶灯路を当日行う手順は、学生に任せられており、

多くの学生スタッフが必要である。毎回、 人ほどの

学生スタッフが運営に携わっているが、多くが授業の

一環として参加しているため、陶灯路の運営に積極的

に関わろうとする学生を毎年一定数確保するのは難し

い。また、学生は 年で卒業し、代替わりしていく。

さらに、経験を積んだ 回生が就職活動や卒業研究の

ため関わることが難しくなり、 回生以下の経験が少

ない学生が中心にならざるをえない。つまり、学生実

行委員長は基本的に 回生になり、イベント運営のノ

ウハウの引き継ぎに苦労している。

陶灯路をより良いイベントにするためには、リーダ

ーの存在が重要である。しかし、先頭に立ってリーダ

ーシップを取ろうという学生が年々減少している。プ

ロデュース能力を向上させないと、物事の判断や全体

スケジュールの確認進行が遅れ、イベントに支障が起

きる。また、学生でできる範囲は限られているので、

大学側のフォロー体制の強化が必要である。

②プロデュース能力（リーダー）の向上

陶灯路をより良いイベントにさせるためにもリーダ

ーという存在が重要である。しかし、先頭に立ちリー

ダーシップを取ろうという学生が年々と減少している。

プロデュース能力を向上させないと、物事の判断や全

体スケジュールの確認進行が遅れイベントに支障が起

こる。あわせて、学生によってできる範囲は限られて

いるので、大学側のフォロー体制の強化が必要である。

③実行委員会のあり方

やましな駅前陶灯路実行委員会とは別に、学生実行

委員会を立ち上げて、毎年のテーマやデザインを制作

している。学生は毎回斬新なアイディアの提案を実行

委員会で行っているが、保守的な思考が強い実行委員

会では却下されることも多い。また、学生が提案した

テーマやデザインに対して、文句しか言わない実行委

ンケート結果からは「継続的にやってほしい」という

声が ％を超えている。

やましな駅前陶灯路の始まりは、 年にラクトま

ち開き 周年祝賀実行委員会が結成されたところか

ら始まる。実行委員会の事務局長は、京都橘大学織田

直文教授から 年に実験的に行われてきた「陶灯

路」を勧められ、開催することとした。

このイベントは①活性化の手法としての取組み易

さ、②鎮魂の場の提供、③伝統産業の振興、④参加者

の拡大という点に着目して取り組まれている。ここで、

それぞれの点にひとつずつ焦点を当てて評価していき

たい。

①活性化の手法としての取組易さ

このイベントでは、暗闇の中に陶器を灯すだけで

人々を感動させることが可能であり、特殊な技術を必

要とせず、誰もが参画できる。学生、老人会会員、市

民有志など誰もが気楽に実行委員会スタッフとなり楽

しく取り組めている。

このイベントの初年度から 年度のスタッフ数は約

名程度であったが、第 回からは 名のスタッ

フ数を数えるまでに至っている。

また、山科区では、山科ならではの「陶灯路」の魅

力を更に多くの地域住民に知ってもらうために、自分

だけの陶灯器をつくる「絵付教室」を開催した。絵付

けをしていない陶器を一つ選び、藍色の呉須絵の具で

水墨画のように，その陶器に絵付けをしてもらう。後

日、ロウソクと一緒に、焼き上がった陶灯器を渡す。

そして、「陶灯路」イベントサポーターとして登録し、

その陶灯器を「陶灯路」の会場に持参し、器にロウソ

クを灯して飾ってもらうものである。また、家庭でも、

陶灯器を設置して楽しんでもらうというねらいで行わ

れた。

②鎮魂の場の提供

阪神淡路大震災における鎮魂の意味から取組みが始

まった神戸市の「ルミナリエ」など灯りには様々な思

いを託すことができる。また、暗闇に浮かぶその灯り

は人々を癒す効果を見込める。

やましな駅前陶灯路でも毎年度、時宜に合ったテー

マを掲げ、祈りができるように演出を行ってきた。特

に、第 回は東日本大震災が起こった年でもあり、鎮

魂の思いとこれからの希望を込めて、テーマ「希望（の

ぞみ）」とした。第 回は、地震や水害など近年災害が

多いことから、大地を護る四神をモチーフにしてゾー

ン別のデザインを施しながら、全体のテーマは、京都

の東部に位置する山科を明るく照らすという意味も込

めて「洛灯（らくとう）」とした。

テーマ

第 回 もみじ

第 回 秋・紅葉

第 回 和み

第 回 希望

第 回 かぐや姫

第 回 洛灯

第 回 翔

（表 ）「やましな駅前陶灯路」各年のテーマ

③伝統産業の振興

京都市主催の灯りイベント「花灯路」が、陶器や竹、

木などの伝統産業を扱うと同様に、清水焼を使う陶灯

路は山科区の伝統工芸品を使用し、芸術性や地域性を

出すことができる。地域で伝統産業を使ったイベント

をすることによって、そのものの価値づけや良さの見

直し、新たな面白さの発見による産業振興ができる。

第 回やましな駅前陶灯路（ 年度）では、イベ

ントに協力する清水焼団地において、新たに「陶灯路

専用」の陶器をおよそ 個製作した。この陶器は、

これまでの灯りイベントの課題と反省に基づき、雨風

対策を施し制作された作品であった。これらの陶器は、

やましな駅前陶灯路の他にも、梅小路公園や随心院な

どでの陶灯路においても活用され、清水焼のＰＲにも

貢献している。

第 回やましな駅前陶灯路のテーマは「かぐや姫」

であったが、マンネリ化を防ぐ目的で、清水焼団地の

作家と学生が話し合いを重ね、約 年をかけて、組み

立て式の ｍを超える目玉陶器の製作を行った。
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員も少なからずいる。さらに、実行委員同士、その意

図や目的が異なるため、イベントの内容が食い違うこ

とも多い。このような問題の中で、負担が集中するの

は全体を調整する事務局やノウハウを持つ学生である。

これらを解決するためには、可能な限り負担を適切に

分担することが課題となる。また、当日行う手順は、

学生が担っており、多くの学生スタッフが必要になっ

てくる。毎回、 人ほどの学生スタッフが運営に携わ

っているが、多くが授業の一環として参加しているた

め、陶灯路の運営に積極的に関わろうとする学生を毎

年一定数確保するのは難しい。また、学生は 年で卒

業し、入れ替わっていく。さらに、経験を積んだ 回

生が就職活動や卒業研究のため関わることが難しくな

り、 回生以下の経験が少ない学生が中心にならざる

をえない。つまり、イベント運営のノウハウの引き継

ぎに苦労している。

陶灯路をより良いイベントにするためには、リーダ

ーの存在が重要である。しかし、先頭に立ってリーダ

ーシップを取ろうという学生が年々減少している。プ

ロデュース能力を向上させないと、物事の判断や全体

スケジュールの確認進行が遅れ、イベントに支障が起

きる。また、学生でできる範囲は限られているので、

大学側のフォロー体制の強化が必要である。

④予算の問題

陶灯路の予算は、参加団体の負担金や協賛金、行政か

らの補助金で賄われているが協賛金の拡大には限度が

あり、補助金には永続性がない。第 回は、記念事業

の予算、それ以降は、行政の補助金が運営資金の軸で

あった。

必要な予算確保が難しくなれば、イベントは実施で

きなくなる。今後は参加団体の負担金及び協賛金のみ

で成立する形に進めていく必要がある

今後は、継続可能なシステムづくりが求められるが、

上記のような つの課題を関係者が十分に議論し、継

続的発展可能なシステムづくりが進めることを望みた

い。また、これまでのノウハウを活かし、様々な場所

で無理がない範囲で陶灯路に取り組んでいくことは可

能であり、地域活性化を図る上で有意義なことだと考

える。

【参考文献】

織田直文・鈴木好美・廣川桃子『まちづくり物語』晃

洋書房 年

まちの「灯りイベント」研究会「灯りを活かした地域

活性化イベントのあり方に関する研究・報告書」

年

京都橘大学「「臨地まちづくり」による地域活性化の取

り組み報告書」 年
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	 被災地における復興支援団体の変容	 

山崎泰央（石巻専修大学）	 

Keyword：	 災害復興、ネットワーク、ボランティア	 

	 

【問題の視覚】	 

	 東日本大震災後の被災地では多くの災害支援団体が結

成されたが、2015 年現在まで活動を継続している団体は

少ない。消えていった団体の多くは災害復興というより

も、災害復旧・救援活動を目的としていたため、その役

割は短期的なものでしかなく、活動を終息していった。	 

	 実際に、石巻災害復興支援協議会登録団体一覧を見ると、

2012 年 5 月 31 日現在で 344 団体が登録されていたが、

2015 年現在で石巻に拠点を置いて、復興支援活動を継続

している団体はその5％にも満たない。加えて「いしのま

き市民活動団体リスト2015」に掲載されている団体は下

記の 9 団体と石巻災害復興支援協議会の後継団体である

「みらいサポート石巻」の計10団体である。なお、ここ

でいう復興支援団体とは、災害によって生じた社会的、

経済的、環境的な問題解決を主たる活動としている団体

のことをいう。	 

	 これら現在まで活動を継続している団体は、当初から

災害復旧に関する労働力や物資の提供のみを目的として

いなかった。意図してか意図せざるかに関わらず、災害

後に起こる地域課題にフォーカスして活動をしていたと

いえる。活動のフォーカスの違いは、ネットワークの展

開や現地化の違いとして表れている。	 

	 本報告では、宮城県石巻市で活動している復興支援団

体で現在も継続して活動している団体の一つ、NPO法人石

巻復興支援ネットワークを事例とする。同団体の変容を、

活動のフォーカス、現地化、外部ネットワークの 3 つの

視点から分析をしていく。	 

	 

【石巻復興支援ネットワークの活動】	 

	 石巻復興支援ネットワークは、東日本大震災後の 2011

年 5 月地元の女性団体「環境と子ども考える会」を母体

に創立された。設立に当たっては、現地化を最初から意

識していた。東日本大震災後、阪神淡路大震災の教訓か

ら設立された「被災者と NPO をつないで支える合同プロ

ジェクト（つなプロ）」の活動を手伝っていた関係から、

同団体の事務局から人材の派遣を受けて、本格的な活動

が始まった。	 

	 設立当初は、仮設住宅の支援を中心に活動を行ってい

た。阪神・淡路大震災の教訓から、住民交流の機会をつ

くり、住みよいコミュニティを形成することが目的であ

った。この活動では、「やっぺす隊がやってくる！！」と

いって、毎週仮設住宅の集会所でイベントを実施してい

った。現在では仮設住宅の住民が主体となって活動を展

開しており、コミュニティ形成と住民自立の原動力とな

っている。	 

	 次に、経済的な打撃を受けた被災者のために、内職と

してハンドメイド・アクセサリーの製造委託をはじめた。

このアクセサリー製作は、子育て中で求職活動が難しい

主婦をターゲットとしている。震災後、多くの内職斡旋

が立ち上がったが、現在まで残っているものは少ない。

このように現在まで、続けて収益を上げ続けている、事

例は希有なものといえる。

出所：『いしのまき石巻市民活動団体リスト2015』,『3.11東日本大震災から 2 年石巻災害復興支援協議会活動報告書』から作成

	 団体名	 代表者	 拠点のある場所	 設立	 

1	 NPO法人	 石巻復興支援ネットワーク	 兼子	 佳恵	 石巻市穀町	 2011年5月1日	 

2	 NPO法人	 石巻スポーツ振興サポートセンター	 松村	 善行	 石巻市中央	 2003年7月17日	 

3	 NPO法人	 移動支援Rera	 村島	 弘子	 石巻市大街道	 2011年4月	 

4	 一般社団法人	 キャンナス東北	 菅原	 由美	 石巻市塩富街	 2011年3月11日	 

5	 NPO法人	 キャンパー	 飯田	 芳幸	 石巻市鮎川浜	 2004年12月1日	 

6	 NPO法人	 Do	 Tankみやぎ	 遠藤	 学	 石巻市立町	 2010年6月20日	 

7	 NPO法人	 にじいろクレヨン	 柴田	 滋紀	 石巻市大街道南	 2011年3月22日	 

8	 NPO法人	 日本カーシェアリング協会	 吉澤	 武彦	 石巻市大瓜	 2011年4月1日	 

9	 一般社団法人	 ピースボート災害ボランティアセンター	 山本	 隆	 石巻市立町	 2011年4月19日	 

10	 公益社団法人	 みらいサポート石巻	 大丸	 英則	 石巻市立町	 2011年3月20日	 

表１	 2012年から2015年までの石巻市活動継続団体	 

 

員も少なからずいる。さらに、実行委員同士、その意

図や目的が異なるため、イベントの内容が食い違うこ

とも多い。このような問題の中で、負担が集中するの

は全体を調整する事務局やノウハウを持つ学生である。

これらを解決するためには、可能な限り負担を適切に

分担することが課題となる。また、当日行う手順は、

学生が担っており、多くの学生スタッフが必要になっ

てくる。毎回、 人ほどの学生スタッフが運営に携わ

っているが、多くが授業の一環として参加しているた

め、陶灯路の運営に積極的に関わろうとする学生を毎

年一定数確保するのは難しい。また、学生は 年で卒

業し、入れ替わっていく。さらに、経験を積んだ 回

生が就職活動や卒業研究のため関わることが難しくな

り、 回生以下の経験が少ない学生が中心にならざる

をえない。つまり、イベント運営のノウハウの引き継

ぎに苦労している。

陶灯路をより良いイベントにするためには、リーダ

ーの存在が重要である。しかし、先頭に立ってリーダ

ーシップを取ろうという学生が年々減少している。プ

ロデュース能力を向上させないと、物事の判断や全体

スケジュールの確認進行が遅れ、イベントに支障が起

きる。また、学生でできる範囲は限られているので、

大学側のフォロー体制の強化が必要である。

④予算の問題

陶灯路の予算は、参加団体の負担金や協賛金、行政か

らの補助金で賄われているが協賛金の拡大には限度が

あり、補助金には永続性がない。第 回は、記念事業

の予算、それ以降は、行政の補助金が運営資金の軸で

あった。

必要な予算確保が難しくなれば、イベントは実施で

きなくなる。今後は参加団体の負担金及び協賛金のみ

で成立する形に進めていく必要がある

今後は、継続可能なシステムづくりが求められるが、

上記のような つの課題を関係者が十分に議論し、継

続的発展可能なシステムづくりが進めることを望みた

い。また、これまでのノウハウを活かし、様々な場所

で無理がない範囲で陶灯路に取り組んでいくことは可

能であり、地域活性化を図る上で有意義なことだと考

える。

【参考文献】

織田直文・鈴木好美・廣川桃子『まちづくり物語』晃

洋書房 年

まちの「灯りイベント」研究会「灯りを活かした地域

活性化イベントのあり方に関する研究・報告書」

年

京都橘大学「「臨地まちづくり」による地域活性化の取

り組み報告書」 年
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	 2012 年には、関西の社会起業家支援をしている団体と

共同して、人材育成と創業支援を新しい事業として始め

た。これは総務省の復興支援型地域社会雇用創造事業の

実施団体となって、女性や若者の職業能力開発と創業支

援をおこなった。この事業終了後、2013年4月から化粧

品会社のランコムから助成を受けて、女性を対象にした、

人材育成・創業支援事業を展開している。	 

	 さらに2013年よりNPO法人吉備野工房ちみちより、「オ

ンパク」のノウハウ移転を受け、石巻の魅力発掘プロジ

ェクト「石巻に恋しちゃった」を開催している。これは、

市民が講師となって、自分の趣味・特技を活かした体験

プログラムを一定期間中にいくつも行うことで地域の魅

力を発見するプロジェクトである。2015 年 3 月までに 6

回開催し、延べ277名の市民が講師となって、約4800人

の参加者を集めている。	 

	 このように、同団体は仮設住宅のコミュニティ形成と

いった復興支援から、女性を中心とした地域の担い手支

援へと活動のフォーカスを移している。このような課題

は、災害の有無にかかわらず地域の課題として内在され

ていたものである。それが活動の継続へとつながってい

ると考えられる。	 

	 

【現地化と外部ネットワーク】	 

	 石巻復興支援ネットワークは、石巻市内で10年以上も

活動をしてきた団体が母体となっているため、地域内の

ネットワークは持っていた。しかし、同団体が震災後の

問題解決のために実施してきた事業に関するノウハウは

地元にはなかった。そこで、外部とのネットワークが生

きてくる。	 

	 同団体の2011年の外部ネットワークをみると、石巻地

域外の約40団体・個人との関係が構築されている。ほと

んどの事業や運営ノウハウは、そうした外部の団体との

連携によってもたらされたといってよい。	 

	 特に、団体設立当初の外部ネットワークについては、

「つなプロ」に関連する関西系の若者による団体が多い。

つまり、阪神淡路大震災後に関西で生まれ NPO などから

の、ノウハウ移転が行われているといえる。そこから活

動の範囲が拡張していることがわかる。	 

石巻復興支援
ネットワーク

つなプロ

edge

ソンリサ
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図１	 石巻復興支援ネットワークの外部ネットワーク（2011年） 
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	 しかし、そうした事業を具体的に進める担当者が地域

外の人間のみだとノウハウが蓄積されない。同団体の場

合、ノウハウ移転をすすめつつ、地域外の人材を減らし、

地元出身者を増やしていったことから、継続性を維持し

ていることと考えられる。	 

	 

表２	 スタッフ人数の推移	 

 2012.2 2013.3 2014.3  2015.3  
総数 6人 16人 13人 15人 
地元 4人 12人 11人 14人 
地域外 2人 

(33%) 
4人 

(33%) 
2人 

(18%) 
1人 
(7%) 

※括弧内は地域外スタッフの比率 
	 

【考察・今後の展開】	 

	 石巻復興支援ネットワークは、外部に強力なネットワ

ークがあったからこそ、立ち上がりも早く､活動も拡大し

ていった。さらに、そうしたネットワークから立ち上げ

時に優秀な人材を供給されたことも、事業拡大の要因と

なっている。	 

	 今後の災害に備えて、地域外の連携と人材育成が、災

害復興への鍵となることが、この事例研究からわかる。	 

	 

【参考文献】	 

・みらいサポート石巻,2013,『3.11東日本大震災から 
2 年石巻災害復興支援協議会活動報告書』 
・石巻復興支援ネットワーク,2015,『いしのまき石巻市
民活動団体リスト2015』 
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佐賀市「子どもへのまなざし運動」による協働のまちづくりに関する考察

亀山清美（佐賀大学大学院）

： 子どもへのまなざし、協働、地域活性化

【背景・研究の目的】

近年、地方都市である佐賀市においても、人口減少、少子

化、核家族化等に伴い、近隣の人々の人間関係が希薄化し、

地域の絆が失われつつある。このような状況のなかで育つ子

どもたちに、市民が関心を寄せ、協働による子どもの育成を

図るために、佐賀市は、「佐賀市未来を託す子どもを育むた

めの大人の役割に関する条例」を平成 年に制定し、平成

年度からこの条例に基づく市民総参加子ども育成運動「子

どもへのまなざし運動」を展開している。

この「子どもへのまなざし運動」の活動が、条例制定後、

市民にどのような広がりを見せているのか、また、「子ども

へのまなざし運動」の効果がまちづくりにどのように現れて

きたのかを明らかにすることを、研究の目的とする。

【研究の方法】

平成 年度以降に佐賀市教育委員会が毎年実施してい

る佐賀市教育政策市民満足度調査の結果から、佐賀市民及

び保護者の「子どもへのまなざし運動」の認知度の変化と

実践度を把握する。

佐賀市内各小学校区の地域活動事例の中から、循誘小

学校の「えびすでまちづくり」の活動事例を取り上げ、 循

誘校区内で行われている「恵比須 まちづくりネットワ

ーク」の活動状況の聞き取り、及び、循誘小学校 年生の

総合学習の実施状況を調査し、「学校」「家庭」「地域」の協

働がどのように行われているのかを分析する。

佐賀市教育政策満足度調査における「子ども（小学生・

中学生）が学校以外で参加したいイベント・行事」の調査

結果、及び、北川副校区で実施している冬まつり（ほんげ

んぎょう）に参加した小学生・中学生・高校生への聞き取

り調査から、子どもの地域に対する関心・意欲の変化を調

べる。

【調査･分析結果】

 市民の「 子どもへのまなざし運動」に対する認知度

一般市民及び保護者（小学 年～中学 年の保護者）

の「 子どもへのまなざし運動」に対する認知度の変化

佐賀市教育政策満足度調査による、一般市民及び保護者

（小学 年～中学 年の保護者）の「 子どもへのまなざし

運動」に対する認知度の変化を、時系列にグラフ化すると

図 のようになる。これは、問 あなたは、「子どもへの

まなざし運動」を知っていますかという問いに対し、「運動

を理解している」「運動をある程度理解している」と答えた

肯定的意見の推移である。

図 一般市民及び保護者の「子どもへのまなざし運動」に対する認知度

の変化

出典：佐賀市教育政策満足度調査を基に作成

図 から、保護者の認知度は平成 年度から継続して

％前後を示しており、一般市民の認知度をかなり上回っ

ている。これは保護者の関心の高さを示している証拠であ

ると言える。しかし、一般市民・保護者共に、市の広報活

動にもかかわらず、認知度が平成 年度以降、横ばい状態

であることは課題である。

一般市民及び保護者（小学 年～中学 年の保護者）

の「 子どもへのまなざし運動」を意識した子どもへの関わ

りの変化

佐賀市教育政策市民満足度調査において、問 「子ど

もへのまなざし運動」を意識して、子ども（自分の子ども・

地域の子ども）と関わるようになりましたかという問いに

対し、「関わるようになった」「意識はするようになった」

と答えた肯定的実践活動の推移を時系列にグラフ化すると

図 のようになる。

図 一般市民及び保護者の「子どもへのまなざし運動」を意識した子ど

もへの関わりの変化

出典：佐賀市教育政策満足度調査を基に作成
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図 から、保護者及び一般市民の「子どもへのまなざし

運動」を意識しての子どもとの会話や関わりに、平成 年

度以降大きな変化は見られない。

、 の結果から、直接子どもの育成に関わっている

保護者の認知度は高いが、「子どもへのまなざし運動」が一

般市民にまでは広がっておらず、市民総参加子ども育成運

動にするためには、更なる運動方法の工夫と継続した努力

が必要と思われる。

地域活動事例「えびすでまちづくり」

「恵比須 まちづくりネットワーク」の活動

佐賀市内では、小学校区ごとに、公民館を中心に各種団

体が協働して「子どもへのまなざし運動」を展開している。

その地域活動事例として、循誘校区の「えびすでまちづく

り」を取り上げる。

活動の中心となっている「恵比須 まちづくりネット

ワーク」は、恵比須像を活かしたまちづくりのために、平

成 年に結成された団体である。市内に 体以上ある

えびす像を活かしたまちづくりを行うことにより、中心市

街地の集客増を図り、まちの賑わいを創出するための活動

を行っている。具体的活動として、恵比須巡りツアーの案

内、恵比須に関するイベント開催、恵比須像の調査・広報・

宣伝活動等がある。

循誘小学校 年「えびすはかせになろう」の学習

写真 総合学習

出典：恵比須 まちづくりネットワーク

循誘小学校では、校区内にえびす像が多いことに着目し

て、 年生が総合学習の時間に「えびすはかせになろう」

というテーマ―で郷土学習を展開していて、平成 年度

は、 月に校区内の歴史やえびす像について学んでいる。

この学習については、教師の他に「恵比須 まちづくりネ

ットワーク」関係者が指導に当たっている。学校では、事

前に 年生対象にえびすについて知りたいことの調査を行

い、それを基に当日の授業展開について関係者と連絡、協

議を行っている。この学習後、 月の総合学習の時間に校

区内にあるえびすめぐりを行っているが、この学習につい

ては、前記の人々や保護者も指導補助に参加している。こ

の 回の総合学習の発展として、校内では 年生が 年生

を対象に「えびす発表会」を行っている。また、校外活動

としては次の二つが挙げられる。

「えびすカルタ」制作と「子えびすガイド」活動

その一つは、親子で作る「えびすカルタ」である。カル

タの文字札は子どもが考え、大人が絵札（写真）を考える

共同作業で制作する。子どもが考えた文字札の選考につい

ては、循誘公民館が主として関わっているが、これは、循

誘公民館と「恵比須 まちづくりネットワーク」が支援を

している「家庭」「地域」の協働事例である。

写真 「えびすカルタ」

出典：恵比須 まちづくりネットワーク

他の一つは、「えびすガイド」の活動である。 年生で「え

びすはかせになろう」の学習をした子どもが、 年生

になると、佐賀城下ひなまつり期間に「子えびすガイド」

の活動を行っている。子えびすガイドの募集及び、養成講

座については、循誘公民館と「恵比須 まちづくりネット

ワーク」の共催事業で、循誘小学校も支援している。子え

びすガイドの養成は、大人のガイド見学やガイドの心がま

え・言葉づかいについて学習した後、ガイド台本作りやリ

ハーサル等、 回事前学習を行いガイドとしてデビューし

ている。ひなまつり期間の土・日、 回、 ～ の

時間、ガイド活動を行っている。これも「学校」「家庭」

「地域」の協働活動である。これらの協働推進のために、

佐賀市単独事業として地域教育コーディネーターを 名配

置している。地域教育コーディネーターは、学校と家庭・

地域との連携体制を構築し、地域の教育力と子どものふる

さと意識を高める重要な役割を担っているので更なる増員

が望まれる。

平成 年に「子えびすガイド」の活動をした子どもたち

に、活動についての聞き取り調査を行った。平成 年の

「子えびす」は、 年生 名、 年生 名であるが、現在は

年生と中学 年生に進級・進学している。

聞き取り調査

対象者 城東中学校 年生 名 男子 名、女子 名

内容

参加回数 子えびすガイドの参加は 名とも初めて。

参加理由 名は小学校の時、同じクラスで誘い合って

参加。他の 名は家族に勧められて参加。
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活動日数 名とも （土）、 （日）、 （土）、

（日）の 日間活動。

活動内容 恵比須ステーションから、 グループに分か

れ佐嘉神社周辺のえびすガイドコ－スと佐

賀市歴史民俗館周辺のえびすガイドコース

でガイド活動を行った。

活動に対する感想

・えびす像のことをくわしく知ることができてよかった

し、案内したお客さんからお礼の手紙をもらって嬉しか

った。

・他所から来た人にえびすのことを説明できてよかった

ことと、「ありがとう」と言われて嬉しかったこと等。

今後の地域行事や祭りへの参加

・ 名とも参加しようと思っていると答えた。

聞き取り調査

対象者 循誘小学校 年生２名（女子）

内容

参加回数 子えびすガイドの参加は 名とも初めて。

参加理由 名は母親に勧められて参加。他の 名はえ

びすのことをもっと知りたいと思って参加。

活動日数 名は用事があって 日。他の 名は 日。

活動内容 上記、中学生と同じ。

活動に対する感想

・最初は緊張したが、やっていたらうまく出来るように

なった。

・お客さんに話す声が初めは低かったが、慣れてきて大

きな声で言えるようになってよかった。

今後の地域行事や祭りへの参加

・土、日はバレーボールをやっているので、参加は無理か

なと思う。

・参加したい気持ちとそうでない気持ちの両方がある。

子どもや青少年が持つ地域に対する関心・意欲

子ども（小学生・中学生）が「学校以外で参加したい

イベント・行事」

佐賀市教育委員会が、毎年実施している佐賀市教育政策

満足度調査における調査項目に、「学校以外で参加したいイ

ベント・行事」がある。調査対象者は、小学 年生から中

学 年生である。「あなたは、学校以外でどのようなイベン

トや行事があれば、参加したいと思いますか」という問い

に対し、「スポーツ活動」が最も高く、次いで「キャンプな

どの野外活動」「地域のお祭り、伝統行事」となっている。

上位の「スポーツ活動」や「キャンプなどの野外活動」が

いずれも減少傾向であるのに対し、「地域のお祭り、伝統行

事」は、平成 年度から緩やかに増加傾向になっているこ

とは、注目すべきことである。

図 子どもが「学校以外で参加したいイベント・行事」

出典：平成 年度佐賀市教育政策市民満足度調査報告書

子どもが参加する「地域のお祭り、伝統行事」

前記のように、緩やかな増加傾向になっている地域行事

の活動事例として、北川副校区で行われている冬まつりの

「ほんげんぎょう」を取り上げる。

写真 「ほんげんぎょう」

出典：館長コラム～ほんげんぎょう～

「ほんげんぎょう」は正月 日に門松やしめ縄を持ち寄

り、村のはずれ等で焼いていた火祭り行事で以前は各地で

行われていた。北川副校区では、昭和 年から北川副小学

校 や農政協議会が主催して小学校の運動場で「ほんげ

んぎょう」が行われ始めた。その後、各種団体が参加し、

平成元年からは 月 日に近い日曜日の早朝に行われるよ

うになり、近年は北川副校区の 大イベント伝統行事とし

て継承され、参加者は 人とも言われている。この行

事のため、前日に櫓組み用の孟宗竹 本の切り出しやも

ぐらうち用の棒つくり、カッポ酒用盃作り等１日がかりで

準備が行われている。

「ほんげんぎょう」行事には多くの子どもたちが参加し

ているが、特に、前日にボランティアとして参加した小・

中・高校生に聞き取り調査を行った。

聞き取り調査

図 から、保護者及び一般市民の「子どもへのまなざし

運動」を意識しての子どもとの会話や関わりに、平成 年

度以降大きな変化は見られない。

、 の結果から、直接子どもの育成に関わっている

保護者の認知度は高いが、「子どもへのまなざし運動」が一

般市民にまでは広がっておらず、市民総参加子ども育成運

動にするためには、更なる運動方法の工夫と継続した努力

が必要と思われる。

地域活動事例「えびすでまちづくり」

「恵比須 まちづくりネットワーク」の活動

佐賀市内では、小学校区ごとに、公民館を中心に各種団

体が協働して「子どもへのまなざし運動」を展開している。

その地域活動事例として、循誘校区の「えびすでまちづく

り」を取り上げる。

活動の中心となっている「恵比須 まちづくりネット

ワーク」は、恵比須像を活かしたまちづくりのために、平

成 年に結成された団体である。市内に 体以上ある

えびす像を活かしたまちづくりを行うことにより、中心市

街地の集客増を図り、まちの賑わいを創出するための活動

を行っている。具体的活動として、恵比須巡りツアーの案

内、恵比須に関するイベント開催、恵比須像の調査・広報・

宣伝活動等がある。

循誘小学校 年「えびすはかせになろう」の学習

写真 総合学習

出典：恵比須 まちづくりネットワーク

循誘小学校では、校区内にえびす像が多いことに着目し

て、 年生が総合学習の時間に「えびすはかせになろう」

というテーマ―で郷土学習を展開していて、平成 年度

は、 月に校区内の歴史やえびす像について学んでいる。

この学習については、教師の他に「恵比須 まちづくりネ

ットワーク」関係者が指導に当たっている。学校では、事

前に 年生対象にえびすについて知りたいことの調査を行

い、それを基に当日の授業展開について関係者と連絡、協

議を行っている。この学習後、 月の総合学習の時間に校

区内にあるえびすめぐりを行っているが、この学習につい

ては、前記の人々や保護者も指導補助に参加している。こ

の 回の総合学習の発展として、校内では 年生が 年生

を対象に「えびす発表会」を行っている。また、校外活動

としては次の二つが挙げられる。

「えびすカルタ」制作と「子えびすガイド」活動

その一つは、親子で作る「えびすカルタ」である。カル

タの文字札は子どもが考え、大人が絵札（写真）を考える

共同作業で制作する。子どもが考えた文字札の選考につい

ては、循誘公民館が主として関わっているが、これは、循

誘公民館と「恵比須 まちづくりネットワーク」が支援を

している「家庭」「地域」の協働事例である。

写真 「えびすカルタ」

出典：恵比須 まちづくりネットワーク

他の一つは、「えびすガイド」の活動である。 年生で「え

びすはかせになろう」の学習をした子どもが、 年生

になると、佐賀城下ひなまつり期間に「子えびすガイド」

の活動を行っている。子えびすガイドの募集及び、養成講

座については、循誘公民館と「恵比須 まちづくりネット

ワーク」の共催事業で、循誘小学校も支援している。子え

びすガイドの養成は、大人のガイド見学やガイドの心がま

え・言葉づかいについて学習した後、ガイド台本作りやリ

ハーサル等、 回事前学習を行いガイドとしてデビューし

ている。ひなまつり期間の土・日、 回、 ～ の

時間、ガイド活動を行っている。これも「学校」「家庭」

「地域」の協働活動である。これらの協働推進のために、

佐賀市単独事業として地域教育コーディネーターを 名配

置している。地域教育コーディネーターは、学校と家庭・

地域との連携体制を構築し、地域の教育力と子どものふる

さと意識を高める重要な役割を担っているので更なる増員

が望まれる。

平成 年に「子えびすガイド」の活動をした子どもたち

に、活動についての聞き取り調査を行った。平成 年の

「子えびす」は、 年生 名、 年生 名であるが、現在は

年生と中学 年生に進級・進学している。

聞き取り調査

対象者 城東中学校 年生 名 男子 名、女子 名

内容

参加回数 子えびすガイドの参加は 名とも初めて。

参加理由 名は小学校の時、同じクラスで誘い合って

参加。他の 名は家族に勧められて参加。

317



対象者 佐賀東高校 年生 名及び 年生 名（男子）

内容

参加回数 参加者 名すべて初めて。

参加理由 依頼されて。

作業内容 竹を切りトラックまで運搬。木材運搬や櫓

組み。木材投げ入れ等。

作業後の感想

・竹を鋸で切る作業が大変で、手がしびれたが、櫓が出

来上がった時は嬉しかった。

・竹は運ぶのに重かったが、みんなで協力して仕事がで

きてよかった。

・櫓を組み立てる作業が楽しかった。

・櫓が出来上がって嬉しかった。達成感があった等。

今後の地域行事や祭りへの参加

・「参加しようと思っている」と発言した 年生に、うな

ずいたり、自分たちも参加したいと発言するなどほと

んどの生徒が同意を示した。

聞き取り調査に応じてくれた生徒は全員野球部員で、こ

こ数年は野球部員が参加しているという顧問の先生の話

であった。参加した生徒に北川副校区に居住している生徒

はいなかったが、校区内に所在する県立高校として参加を

依頼されていると考える。

写真 竹の運搬 写真 竹の器洗い

出典：館長コラム～ほんげんぎょう～ 出典：城南だより第 号

聞き取り調査

対象者 城南中学校吹奏楽部員 現３年生 名（女子）

「ほんげんぎょう」のボランティア募集に応募した 年生

名は卒業していてインタビューが不可能であった。

内容

参加回数 回目、北川副町在住で、小学生のころから

毎年ボランティアで参加している。

参加理由 自分で希望して。

作業内容 竹製の振る舞い酒用の器を水で洗う作業。本

部テントの机・椅子の設置及び雑巾でふく作

業。ブルーシートを敷く作業等。

作業後の感想

・人のために自分が役立つことができて、よかった。

今後の地域行事や祭りへの参加

・これからも参加したいと思っている。

聞き取り調査

対象者 北川副小学校 年生 名（女子）

内容

参加回数 二人とも初めての参加。

参加理由 どんな準備をするか知りたくて参加。ボラン

ティア活動をやってみたいと思って参加。

作業内容 ごみ箱設置やテントの中に椅子を運ぶ作業。

作業後の感想

・どんな準備をするのかが分かってよい経験になった。

・準備に参加できてよかったと思う。

今後の地域活動や祭りへの参加

・二人とも参加しようと思っていると答えた。

【考察・今後の展開】

これまでの調査・分析の結果「子どもへのまなざし運動」

は、条例制定後、直接子どもの育成に関わっている

保護者の認知度は一般市民よりかなり高いものの、一般市

民にまでは広がりを見せていない。また、「子どもへのまな

ざし運動」を意識した子どもとの会話や関わりには条例制

定後も変化が見られないことから、運動を意識した実践活

動に結びつくまでには至っていないと結論できる。

しかし、地域活動事例に見られるように、それぞれの地

域においては公民館を中心とした各種団体の努力で、「学校」

「家庭」「地域」の協働による子どもに出番・役割を持たせ

る動きが出てきている。その結果、ボランティアで参加し

た子どもに対する聞き取り調査からもわかるように、子ど

もの地域に対する関心・意欲が徐々に高まってきている。

今後は、地域教育コーディネーター等の人的資源の確保

とともに、市民全体の活動を活発化するための誰でも、ど

こでも気軽にできる活動を加えることが必要である。それ

が協働のまちづくりにつながるのではないだろうか。

【参考資料】

佐賀市（ ）平成 年度佐賀市教育政策市民満足度調査

報告書 ～ ～ ～

館長コラム～ほんげんぎょう～（ 年 月 日閲覧）

恵比須 まちづくりネットワーク 年 月

日閲覧
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愛媛県の地域産業発展史からみた地方創生の可能性 

白石史郎（法政大学大学院博士課程） 

Keyword： 地場産業、イノベーション、地方創生 

 

【問題・目的・背景】 
本稿は、太平洋戦争末期に発刊された地場産業研究の名

著『日本特殊産業の展相―伊予経済の研究―』（賀川英夫編、

1943年。以下「同書」という）を題材に、愛媛県における

地域産業の歴史的変遷を紐解くものである。そのなかから、

数々の困難な状況下においてイノベーションを成し遂げ、

危機を脱するばかりか、大きな発展を遂げてきた歴史を振

り返り、現在の日本が抱える最も大きな課題の一つである

地方創生へむけた示唆を得ることが目的である。 

 

【研究方法・研究内容】 

 

『日本特殊産業の展相―伊予経済の研究―』 

 

同書は、松山高等商業学校（のちの松山商科大学、現在

の松山大学）創立20周年記念事業のひとつとして計画され

たもので、7 人の研究者の論文集となっている。編者の賀

川英夫は松山高等商業学校の教員であったが、終戦間際に

戦死していると伝えられている。そのため同書が遺稿とい

うことになる。 

「特殊産業」とは今では使用されていない用語であるが、

現代で言うところの「地場産業」のことである。地場産業

のことを「特殊」産業というところは現在の感覚では乖離

があるが、当時の主要産業であった繊維産業や石炭などと

の対比において特殊産業と呼称されていたようである。 

戦前から戦後十年後くらいの間の文献においては、特殊

産業に関する記述がみられる（図表-1）。 

 長野県、熊本県、和歌山県、石川県、愛知県など、現在

においても地場産業の盛んな地域と符合する。これらの特

殊産業に関する文献の中でも、『日本特殊産業の展相―伊予

経済の研究―』は戦後においても、その緻密で丹念な研究

が高く評価されている。同書で取り上げられている主な地

場産業は、１．伊予絣（いよがすり）、２．今治綿業、３．

伊予和紙である。 

絣（かすり）とは、「織物の技法の一つで、絣糸（かすり

いと）、すなわち前もって染め分けた糸を経糸（たていと）、

緯糸（よこいと、ぬきいと）、またはその両方に使用して織

り上げ、文様を表すもの」である（ウイキペディアによる）。

伊予絣は、江戸後期から松山地方の地場産業であった綿業

の発展形として、鍵谷カナが創始したものとされている。 

 

図表-1 特殊産業に関する主な文献 

発刊 タイトル 対象地域 

1933 長野県の特殊産業 長野県 

1934 下伊那の特殊産業 長野県南部 

1934 和歌山縣特殊産業展望 和歌山県 

1934 管内に於ける林産物に関係あ

る特殊産業調査 

熊本県 

1937 紀の川流域の特殊産業 和歌山県 

1941 愛知県特殊産業の由来 愛知県 

1950 我が国に於ける特殊産業とし

ての寒天業 

不明 

1943 日本特殊産業の展相―伊予経

済の研究― 

愛媛県 

1951 地方特殊産業の構造 石川県 

1955 諏訪の歴史「第四章 特殊産

業の勃興」 

長野県諏訪地域 

国立国会図書館サーチより 

 

明治 10～20 年頃から本格的に生産高が増え、日露戦争

（1904～）の頃には国内トップシェアとなった。しかし、

第一次世界大戦（1914～）をピークに、西洋化と洋装の普

及と相まって、次第に衰退し、同書の執筆時期においても

「尤もこのような衰勢は何も伊予絣に特有なことではなく、

絣木綿共通の原因にもとづくものであって、その製織上の

技術的関係から機械的大量生産に移り得なかったこと、お

よびその需要が専ら国内に限定され、かつ文化の向上とと

もに一般の嗜好に合わなくなった（一部現代仮名遣いに変

更）」とある。江戸時代から松山藩の保護を受けた綿産業を

ベースに、家内制手工業として発展し、松山地方の主要産

業のひとつともなっていたが、時代の変化に対応できなか

ったために、衰退を余儀なくされている。現在では歴史的

保存文化として一部生産されているに過ぎない。 

 他方、今治綿業は現在の「今治タオル」、伊予和紙は、四

国中央市を中心とする製紙産業として継承、発展している。 

今治タオルと製糸業については後述する。 

対象者 佐賀東高校 年生 名及び 年生 名（男子）

内容

参加回数 参加者 名すべて初めて。

参加理由 依頼されて。

作業内容 竹を切りトラックまで運搬。木材運搬や櫓

組み。木材投げ入れ等。

作業後の感想

・竹を鋸で切る作業が大変で、手がしびれたが、櫓が出

来上がった時は嬉しかった。

・竹は運ぶのに重かったが、みんなで協力して仕事がで

きてよかった。

・櫓を組み立てる作業が楽しかった。

・櫓が出来上がって嬉しかった。達成感があった等。

今後の地域行事や祭りへの参加

・「参加しようと思っている」と発言した 年生に、うな

ずいたり、自分たちも参加したいと発言するなどほと

んどの生徒が同意を示した。

聞き取り調査に応じてくれた生徒は全員野球部員で、こ

こ数年は野球部員が参加しているという顧問の先生の話

であった。参加した生徒に北川副校区に居住している生徒

はいなかったが、校区内に所在する県立高校として参加を

依頼されていると考える。

写真 竹の運搬 写真 竹の器洗い

出典：館長コラム～ほんげんぎょう～ 出典：城南だより第 号

聞き取り調査

対象者 城南中学校吹奏楽部員 現３年生 名（女子）

「ほんげんぎょう」のボランティア募集に応募した 年生

名は卒業していてインタビューが不可能であった。

内容

参加回数 回目、北川副町在住で、小学生のころから

毎年ボランティアで参加している。

参加理由 自分で希望して。

作業内容 竹製の振る舞い酒用の器を水で洗う作業。本

部テントの机・椅子の設置及び雑巾でふく作

業。ブルーシートを敷く作業等。

作業後の感想

・人のために自分が役立つことができて、よかった。

今後の地域行事や祭りへの参加

・これからも参加したいと思っている。

聞き取り調査

対象者 北川副小学校 年生 名（女子）

内容

参加回数 二人とも初めての参加。

参加理由 どんな準備をするか知りたくて参加。ボラン

ティア活動をやってみたいと思って参加。

作業内容 ごみ箱設置やテントの中に椅子を運ぶ作業。

作業後の感想

・どんな準備をするのかが分かってよい経験になった。

・準備に参加できてよかったと思う。

今後の地域活動や祭りへの参加

・二人とも参加しようと思っていると答えた。

【考察・今後の展開】

これまでの調査・分析の結果「子どもへのまなざし運動」

は、条例制定後、直接子どもの育成に関わっている

保護者の認知度は一般市民よりかなり高いものの、一般市

民にまでは広がりを見せていない。また、「子どもへのまな

ざし運動」を意識した子どもとの会話や関わりには条例制

定後も変化が見られないことから、運動を意識した実践活

動に結びつくまでには至っていないと結論できる。

しかし、地域活動事例に見られるように、それぞれの地

域においては公民館を中心とした各種団体の努力で、「学校」

「家庭」「地域」の協働による子どもに出番・役割を持たせ

る動きが出てきている。その結果、ボランティアで参加し

た子どもに対する聞き取り調査からもわかるように、子ど

もの地域に対する関心・意欲が徐々に高まってきている。

今後は、地域教育コーディネーター等の人的資源の確保

とともに、市民全体の活動を活発化するための誰でも、ど

こでも気軽にできる活動を加えることが必要である。それ

が協働のまちづくりにつながるのではないだろうか。

【参考資料】

佐賀市（ ）平成 年度佐賀市教育政策市民満足度調査

報告書 ～ ～ ～

館長コラム～ほんげんぎょう～（ 年 月 日閲覧）

恵比須 まちづくりネットワーク 年 月

日閲覧
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愛媛県内の地域間格差 

 

 愛媛県は東西と南北にそれぞれ160㎞に細長くのびてい

る。愛媛県を3つの地方にわけ、東から、東予（とうよ）、 

中予（ちゅうよ）、南予（なんよ）の3地域にわかれている。 

 

図表-2 愛媛県の3つの地域 

 

愛媛県ホームページより 

 

 産業面では、それぞれの地域ごとに特徴があり、第一次

産業は、南予（宇和島市、八幡浜市など）、第二次産業は東

予（新居浜市、西条市、四国中央市など）、第三次産業は中

予（松山市、伊予市、東温市など）とかなり明確な集積が

みられる。 

 第一次産業の南予地域は、みかんなどの柑橘類、養殖業

などが盛んである。第二次産業の東予地域は、四国中央市

（旧・伊予三島市、川之江市など）を中心とした製紙産業、

新居浜市、西条市の重化学工業、今治市の造船産業、タオ

ル産業がそれぞれ集積している。第三次産業の中予地域は、

県庁所在地の松山市を中心にサービス産業、観光業などが

盛んである。 

愛媛県の県内総生産は、5兆608億円（2012年）、1人当

たり県民所得は、275万4000円となっている(2012年)。県

民所得の水準は年による差はみられるものの、2012年度に

おいては、全国を100 とした場合、89.7 と 10 ポイント以

上、差がついている。（図表-3）。全国の順位では35位と下

位に位置されている。 

しかしながら、県内を地域別に見てみた場合、明らかな

差異がみられる（図表-4）。金額では、東予2,863千円、中

予2,364千円、南予2,016千円と、最も高い東予と最も低

い南予では847千円もの開きがある。東予は都道府県平均

では15位の香川県と同金額である。逆に南予は47位の沖

縄県の2,035千円よりも低い。45位の高知県の2,252千円

にも肉薄している低水準である。 

四国内では、瀬戸内海側で関西に近い東予地方や香川県

が総じて高く、太平洋側に近い南予や高知県が低いという

結果である。これらは、地理的優位性の高低によるものと

して片づけられやすいが、同書を紐解いてみると、必ずし

も地理的条件のみで片づけることはできない事実が浮かび

上がってくる。むしろ、時代の変化に対応できたか否かに

よって明暗がわかれていたのではないかという仮説が成立

する。 

 

図表-3 愛媛県の主要経済指標（2011年度、2012年度） 

 
前出 
 

図表-4 愛媛県地域別人口と1人当たり所得（2012年度） 

 人口 

（人） 

1 人当たり

所得（千円） 

全国平均

との比較 

東予 492,016 2,863 104.0

中予 650,464 2,364 85.8

南予 272,366 2,016 73.2

県全体 1,414,846 2,470 89.7

前出 

 

製紙産業の成立と発展 

 

 現在、愛媛県内での製紙産業は、そのほとんどが四国中

央市に集積している。2013年度の出荷額は約6000億円（工

業統計）である。大王製紙、ユニ・チャーム、リンテック

などの工場が立地している。 

 愛媛県は、江戸時代より和紙の産地として有名であった。

全国約40か所の和紙産地中、土佐（高知）、美濃（岐阜）、

石見（島根）、駿河（静岡）、越前（福井）と並んで重要産

地とされていた。四国では和紙の原料となるミツマタ、コ
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愛媛県の地域産業発展史からみた地方創生の可能性 

白石史郎（法政大学大学院博士課程） 

Keyword： 地場産業、イノベーション、地方創生 

 

【問題・目的・背景】 
本稿は、太平洋戦争末期に発刊された地場産業研究の名

著『日本特殊産業の展相―伊予経済の研究―』（賀川英夫編、

1943年。以下「同書」という）を題材に、愛媛県における

地域産業の歴史的変遷を紐解くものである。そのなかから、

数々の困難な状況下においてイノベーションを成し遂げ、

危機を脱するばかりか、大きな発展を遂げてきた歴史を振

り返り、現在の日本が抱える最も大きな課題の一つである

地方創生へむけた示唆を得ることが目的である。 

 

【研究方法・研究内容】 

 

『日本特殊産業の展相―伊予経済の研究―』 

 

同書は、松山高等商業学校（のちの松山商科大学、現在

の松山大学）創立20周年記念事業のひとつとして計画され

たもので、7 人の研究者の論文集となっている。編者の賀

川英夫は松山高等商業学校の教員であったが、終戦間際に

戦死していると伝えられている。そのため同書が遺稿とい

うことになる。 

「特殊産業」とは今では使用されていない用語であるが、

現代で言うところの「地場産業」のことである。地場産業

のことを「特殊」産業というところは現在の感覚では乖離

があるが、当時の主要産業であった繊維産業や石炭などと

の対比において特殊産業と呼称されていたようである。 

戦前から戦後十年後くらいの間の文献においては、特殊

産業に関する記述がみられる（図表-1）。 

 長野県、熊本県、和歌山県、石川県、愛知県など、現在

においても地場産業の盛んな地域と符合する。これらの特

殊産業に関する文献の中でも、『日本特殊産業の展相―伊予

経済の研究―』は戦後においても、その緻密で丹念な研究

が高く評価されている。同書で取り上げられている主な地

場産業は、１．伊予絣（いよがすり）、２．今治綿業、３．

伊予和紙である。 

絣（かすり）とは、「織物の技法の一つで、絣糸（かすり

いと）、すなわち前もって染め分けた糸を経糸（たていと）、

緯糸（よこいと、ぬきいと）、またはその両方に使用して織

り上げ、文様を表すもの」である（ウイキペディアによる）。

伊予絣は、江戸後期から松山地方の地場産業であった綿業

の発展形として、鍵谷カナが創始したものとされている。 

 

図表-1 特殊産業に関する主な文献 

発刊 タイトル 対象地域 

1933 長野県の特殊産業 長野県 

1934 下伊那の特殊産業 長野県南部 

1934 和歌山縣特殊産業展望 和歌山県 

1934 管内に於ける林産物に関係あ

る特殊産業調査 

熊本県 

1937 紀の川流域の特殊産業 和歌山県 

1941 愛知県特殊産業の由来 愛知県 

1950 我が国に於ける特殊産業とし

ての寒天業 

不明 

1943 日本特殊産業の展相―伊予経

済の研究― 

愛媛県 

1951 地方特殊産業の構造 石川県 

1955 諏訪の歴史「第四章 特殊産

業の勃興」 

長野県諏訪地域 

国立国会図書館サーチより 

 

明治 10～20 年頃から本格的に生産高が増え、日露戦争

（1904～）の頃には国内トップシェアとなった。しかし、

第一次世界大戦（1914～）をピークに、西洋化と洋装の普

及と相まって、次第に衰退し、同書の執筆時期においても

「尤もこのような衰勢は何も伊予絣に特有なことではなく、

絣木綿共通の原因にもとづくものであって、その製織上の

技術的関係から機械的大量生産に移り得なかったこと、お

よびその需要が専ら国内に限定され、かつ文化の向上とと

もに一般の嗜好に合わなくなった（一部現代仮名遣いに変

更）」とある。江戸時代から松山藩の保護を受けた綿産業を

ベースに、家内制手工業として発展し、松山地方の主要産

業のひとつともなっていたが、時代の変化に対応できなか

ったために、衰退を余儀なくされている。現在では歴史的

保存文化として一部生産されているに過ぎない。 

 他方、今治綿業は現在の「今治タオル」、伊予和紙は、四

国中央市を中心とする製紙産業として継承、発展している。 

今治タオルと製糸業については後述する。 
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「晒す」ことにより、やわらかい風合いのタオルに仕上げ

ることができる。この製法は現在にいたるまで、今治タオ

ルの特徴となっている。水に関しては、西日本最高峰の石

鎚山に連なる四国山地の山々から良質でかつ軟水の伏流水

が豊富にあることが、この製法を採用するに当たっては不

可欠なことである。 

 戦後も国内随一の織物産地としての地位を確保していた。

高度成長期には、「タオルケット」などのヒット商品にも恵

まれ、1960年代にタオル生産日本一となった。しかし、1980

年代後半より、安価な海外製におされて、1991年をピーク

に、2000年代には最盛期の5分の1にまで生産量が落ち込

んでしまった。そこで、組合では経済産業省にセーフガー

ドの発動を要請したが、発動はされなかった。組合では自

立して生き残るために 2004 年には新産地ビジョン策定委

員会」が設置された。その頃は、海外勢におされていたこ

とに加え、ＯＥＭ生産に頼りすぎることによる弊害が出て

いた。有名ブランドのＯＥＭ生産は数量の安定化ははかれ

るものの、単価は供給先の言いなりである。また、タオル

はギフト需要が多く、毎日使うものであるにもかかわらず、

ほとんど自分の手で購入することがないという商品となっ

ていた。高品質で安全な製品をつくっても、その価値を理

解して購入されることが少なくなっていたのである。 

 そうしたなか、2006年に経済産業省の「ＪＡＰＡＮブラ

ンド育成支援事業」（3000 万円の事業に対して3分の2補

助）に採択され、クリエイティブ・ディレクターとして著

名な佐藤可士和氏に依頼することとなった。佐藤氏は、依

頼された当初は仕事を受けることに後ろ向きであったが、

お土産として渡されて、「とりあえず使ってみてください」

といわれたバスタオルをその日に使ってみたところ、感動

的な風合いと心地よい肌触りで、その品質の良さにクリエ

イティブ・ディレクターとしての意欲が湧き、これならと、

すっかり引き受ける気になったという。 

 それからも組合内部の意見集約などに苦労するものの、

今治タオルブランドのロゴマークを制定し、一定の品質基

準を満たしたものにロゴの使用を認めることになった。各

社がバラバラでブランディングしていたものを「今治ブラ

ンド」として高品質なタオルとして認知されるための様々

な取り組みを行った。伊勢丹での佐藤可士和デザインのタ

オル販売、展示会の開催、南青山でのアンテナショップの

開店など、様々な取り組みが功を奏してブランドの知名度

が飛躍的に向上し、生産量も徐々に回復に向かっている。 

 今では、今治タオルはザ・リッツカールトン・ホテルを

はじめとする高級ホテルで採用されるなど、国産の品質の

良いタオルとして、認知されている。 

【考察・今後の展開】 

 「今治タオル」の特徴である風合いの良さの元となる「先

晒し先染め」製法は、「伊予絣」においても採用されていた

製法である。両者の関連性については定かではないが、同

県内にあって同様な特徴的な要素技術を持ちながらも、一

方では、環境変化に対応して生き残っているのに対し、他

方では環境変化に対応しきれずに、産業としては消滅の憂

き目にあっている。それは生活の西洋化、服装の洋装化へ

の対応、手工業から機械生産への対応ができたか否かによ

るものが大きな原因であった。 

 また、製紙産業においても、伝統的な和紙を製造してい

た江戸末期から明治期においては、大洲、宇和島、四国中

央市の3地方で製造されていたにもかかわらず、四国中央

市以外は衰退してしまっている。それは、和紙から洋紙へ

の需要の変化、手漉き和紙から機械による大量生産への対

応ができたかどうかということが岐路であった。 

 終戦末期の昭和18年に同書が発刊された当時は、統制経

済化が進んでいた最中に出版された。むろん当時の著者に

は、2 年後に訪れることになる終戦については、知る余地

もないのであるが、激変する時代において、いかに変化に

対応していくことが重要であるか、イノベーションが重要

であるかを的確に述べている。 

 21世紀の現在、地方創生ということで、様々な施策が実

施され、補助金がつけられ、いわば、「地方創生バブル」の

様相を呈している。しかし、本質的には、愛媛県の産業史

に見られるように、製紙業においても「お上」の保護政策

に依存しすぎることは衰退の原因となっている。また、た

ゆまない変化に対応できない伊予絣は衰退のほかなかった。 

本書の示唆は現代にも十分に通じるものがあるといえよう。 

 なお、本稿においては、東予地方の重要産業である新居

浜市の別子銅山を発端とする鉱山事業及び、派生する数々

の新規事業群については触れられなかった。また、歴史か

ら得られるこれからの示唆の具体的内容については、今後

更に研究を重ねて別に機会に発表したい。 

 

【引用・参考文献】 

賀川英夫『日本特殊産業の展相―伊予経済の研究―』

（1943・ダイヤモンド社） 

四国タオル工業組合『今治タオル120周年記念』（2015） 

佐藤可士和・四国タオル工業組合『今治タオル奇跡の復

活』（2014・朝日新聞出版） 
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 神戸ベンチャー研究会を中心にした関西の４ベンチャー研究会の取組みに関する考察 

松本茂樹(関西国際大学） 

Keyword： 震災復興、起業支援、ソーシャルビジネス、ネットワーク 

 

【背景目的】 

1995年の阪神淡路大震災は、神戸市を中心に兵庫県南部

に大きなダメージを与えた。当時、「神戸を復興するために

は何が必要か」が大きなテーマとなり、あちこちで様々な

議論が行われていた。そのような中で、神戸商科大学（現

兵庫県立大学）の社会人大学院第 1期生が協議し、神戸で

最も重要な課題のひとつは新事業・新産業を創造すること

だろう、それには多くの起業家が排出されることが不可欠

であり、ベンチャー企業を応援する研究会が必要であると

決議し、2001年1月に「神戸ベンチャー研究会」を立ち上

げた。以降、毎月欠かさず例会を開催し15年目になる。ま

た、人的ネットワークの広がりにより、大阪、北摂、京都

の 3ベンチャー研究会が設立された。この節目に、これま

での活動を振り返り、神戸ベンチャー研究会の活動が地域

社会に与えた影響について考察したい。 

【これまでの活動】 

 同研究会は、毎年度、年間テーマを決めて例会を行い、  

 神戸ベンチャーフォーラム（KBF）を開催している。 

 ・2001年度「神戸地域のベンチャーの実態調査」 

設立初年度は、神戸経済の現状、ベンチャー企業の実態、

ベンチャー支援の現状についての調査を中心にした。 

第1回KBF「神戸ベンチャーの未来を語る」 

・2002年度「神戸地域活性化の条件」 

ベンチャー企業の具体的な事例やベンチャー支援組織の

支援策の発表と、神戸地域が活性化するための条件につ

いて議論することに焦点を置いた。 

第2回KBF「みなとと神戸の夢とベンチャー」 

・2003年度「ベンチャーと地域ネットワーク」 

プレゼンテーション大会を開始し、特にアーリーステー

ジのベンチャー企業の事業計画のブラッシュアップとプ

レゼンテーション能力の向上を図ることにした。 

第3回KBF「地域ネットワークの構築」 

・2004年度「NPOとコミュニティビジネス」 

地域の課題をビジネスの手法で解決するコミュニティビ

ジネスも時代の求める起業の形であることに着目した。 

第5回KBF「ウェアラブルを神戸から～ユビキタス社会の

要として」 

このフォーラムから「イルミネこうべプロジェクト」が

始まり、現在も神戸ルミナリエの中で続いている。 

・2006年度「起業家教育」 

起業家を応援していく中で実感したことが、若年時の起

業家教育の重要性だった。兵庫県立大学付属高校のスク

ールカンパニープロジェクトに参加し、以降続けている。 

第6回KBF「神戸からベンチャーを」 

INSと合同で開催したが、多くの支援機関や大学とのネッ

トワークの構築が出来た。 

・2007年度「中国・華商と神戸のベンチャー」 

神戸で第９回世界華商大会が開催されたことから、躍進

する中国をマーケットとして捉え、また双方の強みを活

かしたビジネスの構築を研究した。 

第7回KBF「日中ビジネスを考える」 

このフォーラムから日中未来研究会が立ち上がった。 

・2008年度「ベンチャー企業と経営」 

リーマンショック後の経済の悪化の中で、原点に戻って、

経営そのものを考えることにした。 

第8回神戸ベンチャーフォーラム「ベンチャー・アット・

ザ・クロスロード」 

・2009年度「ものづくりとベンチャー」 

日本の強みはものづくりであるとの再認識から、ものづ

くりに焦点を当てた。 

第9回KBF「ものづくりとベンチャー」 

・2010年度「農業とベンチャー/地域活性化のイノベーシ

ョン」 

地域活性化に繋がる農商工連携や６次産業化の取組みの

事例が、数多く報告された。 

第10回KBF「農業とベンチャー/地域活性化のイノベーシ

ョン」 

・2011年度「ソーシャルベンチャー」 

モハマド・ユヌス氏の提唱するソーシャルビジネスにつ

いて研究し、多くのアントレプレナーとネットワークが

構築できた。 

・2012年度「女性起業家とソーシャルビジネス」 

ソーシャルビジネスこそが女性の感性を活かせる分野で

あると考え、女性起業家が成功するために何が必要かを

研究した。 

第12回KBF「女性起業家とソーシャルビジネス」 
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・2013年度「女性起業家/ソーシャルビジネス」 

・2014年度「女性起業家/ソーシャルビジネス」 

引き続き女性起業家とソーシャルビジネスをテーマにし、

加えてソーシャルメディアについても積極的に取り上げ

た。 

・2015年度「公益資本主義とソーシャルビジネス」 

原丈人氏の提唱する公益資本主義とソーシャルビジネス

について研究する。 

・姉妹研究会として、2005年10月に「大阪ベンチャー研

究会」、2011 年 10 月に「北摂ベンチャー研究会」、2014

年 5 月に「京都ベンチャー研究会」が立ち上がり、2015

年7月に第1回ベンチャー研究会合同講演会を開催した。 

・兵庫県の「夏のビッグイベント」において、関西ニュ

ービジネス協議会の分科会の運営を担っている。2010年

「地域活性化のイノベーション」、2011年「ソーシャルベ

ンチャーの時代」、2012年「女性が躍進するソーシャルベ

ンチャー」、2013年「ソーシャルメディアによる地域活性

化」、2014年「ウェアラブルでビジネスはどうかわるか～

中小企業はどのようにこのチャンスを活かせるか」 

【研究・調査･分析結果】 

１．年間テーマが、日本のベンチャーブームの変遷を反

映している。当初は、ベンチャー企業が成功するための

ビジネスモデルやファイナンス、IPO等の研究であったが、

リーマンショック後は IPO の減少もあり、企業の在り方

や人間の生き方そのものの見直しから、ものづくりやこ

れまで見向きもされなかった農業、女性起業家、特にソ

ーシャルビジネスへの意識が高くなっている。 

２．15年間で約 500社のベンチャー企業が発表しており、

神戸においてはベンチャー企業の登竜門的な存在になっ

ている。発表企業については、ネットバブルといわれた

時期はIT関連が多く、ベンチャーキャピタルの参加も頻

繁に行われていたが、ここ数年はコミュニティビジネス

やソーシャルビジネス関連が大半を占めるようになって

おり、NPOの参加も多い。 

３．神戸ベンチャー研究会による人的ネットワークの広

がりが、大阪、北摂、京都のベンチャー研究会設立に繋

がっており、定期的に継続して開催することがネットワ

ークのハブとしての価値をもたらしている。安田雪氏の

ネットワーク理論 1)にもあるように、適度な隙があり情

報が定期的に往来されている状況がネットワークを広げ

るのに効果を出している。 

４．運営については、４ベンチャー研究会ともボランテ

ィアで行われており、世話人も発表者も手弁当で参加し

ている。これは P･ドラッカーが、アメリカでは成人の多

くがボランティア活動に参加し、そこで自己実現を図っ

ていると報告している 2)のと同様に、世話人の生きがい

に成りボランティア精神で継続することに繋がっている。 

５．「神戸ベンチャーフォーラム」と「夏のビッグイベ

ント」を年度テーマに基づいて開催しており、フォーラ

ムから３つの分科会が出来ている。2004 年「NPO とコミ

ュニティビジネス」からは、増田大成氏を中心に「NPO

法人青年の村」が設立され、地域活性化の大学構想とし

て、限界集落で若者の啓蒙のためにインターンシップを

開催している。「イルミネこうべプロジェクト」は 10 年

目になるが、毎年神戸ルミナリエで電飾募金箱制作で参

画している。また、神戸大学大学院工学研究科で博士を

取った藤本実氏が、m plus plus Co.,Ltd.というベンチ

ャー企業をを立ち上げエンターテイメントの分野で大成

功している。2015 年度は、ウェアラブル研究会を開き、

関西からウェアラブルのデバイスやサービスの商品化を

目指している。また、「日中未来研究会」は、日中協会と

連携して「関西日中クラブ」を年 2 回開催している。中

心人物の剣豪集団・鄭剣豪氏は、P&Gビルを買収し、現在

上場企業 2社を TOB中で、今後ここを活動の中心にして

日中ビジネスを加速させる方針である。 

【考察・今後の展開】 

・15 年目を迎える同研究会の活動を振り返りその成果を

分析したが、コミュニティビジネス、ウェアラブルコン

ピューティング、日中ビジネス、起業家教育に実績を残

し、次に繋がる活動になっている。 

・しかし、ボランティア組織であり活動には制約も多い

ので、NPOまたは一般社団法人化を検討することも必要で

ある。 

・強みは、神戸経済を起業支援で活性化したいという「志」

であり、世話人はこれを実現するためボランティア精神

で活動している。 

・弱みについては、融資や支援を直接出来ないので、公

的な支援組織や団体、また会員の所属する組織と連携し

て行う。 

・４ベンチャー研究会を統合する話もあるが、広域の運

営は難しく、緩やかな連携体として、協力し共存してい

くことが存続に繋がると考察する。 

【引用・参考文献】 

1.安田雪 人脈作りの科学 2004年8月 

2.Ｐ・ドラッカー 非営利組織の経営 2007年1月 

3.神戸ベンチャー研究会年次活動報告書 
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・2013年度「女性起業家/ソーシャルビジネス」 

・2014年度「女性起業家/ソーシャルビジネス」 

引き続き女性起業家とソーシャルビジネスをテーマにし、

加えてソーシャルメディアについても積極的に取り上げ

た。 

・2015年度「公益資本主義とソーシャルビジネス」 

原丈人氏の提唱する公益資本主義とソーシャルビジネス

について研究する。 

・姉妹研究会として、2005年10月に「大阪ベンチャー研

究会」、2011 年 10 月に「北摂ベンチャー研究会」、2014

年 5 月に「京都ベンチャー研究会」が立ち上がり、2015

年7月に第1回ベンチャー研究会合同講演会を開催した。 

・兵庫県の「夏のビッグイベント」において、関西ニュ

ービジネス協議会の分科会の運営を担っている。2010年

「地域活性化のイノベーション」、2011年「ソーシャルベ

ンチャーの時代」、2012年「女性が躍進するソーシャルベ

ンチャー」、2013年「ソーシャルメディアによる地域活性

化」、2014年「ウェアラブルでビジネスはどうかわるか～

中小企業はどのようにこのチャンスを活かせるか」 

【研究・調査･分析結果】 

１．年間テーマが、日本のベンチャーブームの変遷を反

映している。当初は、ベンチャー企業が成功するための

ビジネスモデルやファイナンス、IPO等の研究であったが、

リーマンショック後は IPO の減少もあり、企業の在り方

や人間の生き方そのものの見直しから、ものづくりやこ

れまで見向きもされなかった農業、女性起業家、特にソ

ーシャルビジネスへの意識が高くなっている。 

２．15年間で約 500社のベンチャー企業が発表しており、

神戸においてはベンチャー企業の登竜門的な存在になっ

ている。発表企業については、ネットバブルといわれた

時期はIT関連が多く、ベンチャーキャピタルの参加も頻

繁に行われていたが、ここ数年はコミュニティビジネス

やソーシャルビジネス関連が大半を占めるようになって

おり、NPOの参加も多い。 

３．神戸ベンチャー研究会による人的ネットワークの広

がりが、大阪、北摂、京都のベンチャー研究会設立に繋

がっており、定期的に継続して開催することがネットワ

ークのハブとしての価値をもたらしている。安田雪氏の

ネットワーク理論 1)にもあるように、適度な隙があり情

報が定期的に往来されている状況がネットワークを広げ

るのに効果を出している。 

４．運営については、４ベンチャー研究会ともボランテ

ィアで行われており、世話人も発表者も手弁当で参加し

ている。これは P･ドラッカーが、アメリカでは成人の多

くがボランティア活動に参加し、そこで自己実現を図っ

ていると報告している 2)のと同様に、世話人の生きがい

に成りボランティア精神で継続することに繋がっている。 

５．「神戸ベンチャーフォーラム」と「夏のビッグイベ

ント」を年度テーマに基づいて開催しており、フォーラ

ムから３つの分科会が出来ている。2004 年「NPO とコミ

ュニティビジネス」からは、増田大成氏を中心に「NPO

法人青年の村」が設立され、地域活性化の大学構想とし

て、限界集落で若者の啓蒙のためにインターンシップを

開催している。「イルミネこうべプロジェクト」は 10 年

目になるが、毎年神戸ルミナリエで電飾募金箱制作で参

画している。また、神戸大学大学院工学研究科で博士を

取った藤本実氏が、m plus plus Co.,Ltd.というベンチ

ャー企業をを立ち上げエンターテイメントの分野で大成

功している。2015 年度は、ウェアラブル研究会を開き、

関西からウェアラブルのデバイスやサービスの商品化を

目指している。また、「日中未来研究会」は、日中協会と

連携して「関西日中クラブ」を年 2 回開催している。中

心人物の剣豪集団・鄭剣豪氏は、P&Gビルを買収し、現在

上場企業 2社を TOB中で、今後ここを活動の中心にして

日中ビジネスを加速させる方針である。 

【考察・今後の展開】 

・15 年目を迎える同研究会の活動を振り返りその成果を

分析したが、コミュニティビジネス、ウェアラブルコン

ピューティング、日中ビジネス、起業家教育に実績を残

し、次に繋がる活動になっている。 

・しかし、ボランティア組織であり活動には制約も多い

ので、NPOまたは一般社団法人化を検討することも必要で

ある。 

・強みは、神戸経済を起業支援で活性化したいという「志」

であり、世話人はこれを実現するためボランティア精神

で活動している。 

・弱みについては、融資や支援を直接出来ないので、公

的な支援組織や団体、また会員の所属する組織と連携し

て行う。 

・４ベンチャー研究会を統合する話もあるが、広域の運

営は難しく、緩やかな連携体として、協力し共存してい

くことが存続に繋がると考察する。 

【引用・参考文献】 

1.安田雪 人脈作りの科学 2004年8月 

2.Ｐ・ドラッカー 非営利組織の経営 2007年1月 

3.神戸ベンチャー研究会年次活動報告書 
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緑化された商業施設と地下空間の連続性と居住性の在り方について

○籾山史奈（昭和女子大学） 大野拓陽（東京都市大学） 森田直之（千葉大学），川端康正（千葉大学）

： 商業施設、緑化、地下空間

【研究背景】 
2020年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催

されることが決定し、東京が再び世界に注目されている。

その機会に向けてさまざまなインフラが見直され、新た

な道路（環状 2 号線）や住宅などが整備され、再開発は

さらに加速すると思われる。そのような中で、「都心に森

を」とコンセプトされた商業施設 OOTEMORI が 2013
年に開業した。商業施設OOTEMORIは東京メトロ東西

線大手町駅と直結しており、大手町駅の真上には約3600
㎡の森も併設している。「故郷の森」として取り上げられ

たのは千葉県君津市の森である。再現したとする森は、

かつて富士銀行本店があった場所だ。都心の主要駅の真

ん中に突如現れた OOTEMORI のコンセプトとともに、

緑の無くなってしまった所を緑化するということに、ど

のような可能性を持つのか調査を行なった。 
 

【研究方法】

OOTEMORI に併設する森はコンセプトとして「都心

に本物の森を」「都心に故郷の森を」などというものを掲

げている。ところで、私たちがイメージする森というも

のは緑豊かで自由に入ることができ、見上げれば木々が

青々としているものである。そして、森に入れば降り注

ぐ日差しの心地よさを感じることを容易に想像すること

ができる。このように森や自然、緑の中は居住性が非常

に高いといえる［1］。 
また、森を表現する際に「自然とはただ緑が生い茂っ

ていれば良い」と考えてしまうが、実際にはそうではな

く、優れた森林ほど「下草が丁寧に手入れされている」

もので、乱雑に見える木々の生え方にも統率性のあるも

のである。しかし、OOTEMORI に併設する森に実際に

訪れたところ、ただ、木々を存在させているというよう

に雑多に下草が生え、あらゆる種類の木々の寄せ集めに

なってしまっている（図 1・図 2 参照）印象を受ける。

これでは森の生み出す自然の開放感を表現することが叶

わないだけではなく、今は青々と生い茂っているようで

も 10年後 20年後の先の未来も保っていることができる

かという不安が残る。コンセプトは素晴らしいので、も

う一歩踏み込んだ計画にならないか考察した。 

 
図1 現地調査 

 

 

図2 OOTEMORI大手町の森 
 

さらに、そこは全面的に立ち入り禁止とされている（図

3参照）。 
 

 

図3 立ち入り禁止の指示 
 

OOTEMORI のコンセプトの一つとして「人と緑の関

わり」ということがある。しかし、森の中には、人が入

ることを可能にした通路もなく外からただ見ていること
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しか叶わないというのは物足りなさを感じさせた。大手

町駅は、都心であり、東京駅と隣接する立地などを考え

ると非常にポテンシャルが高いといえる。そこで、新た

なコンセプトとして地下鉄である「地下鉄大手町駅を緑

化する」ことによって地上の森との連続性をもたせるこ

とができるのではないかと考えた。地下鉄駅の緑化につ

いての事例はないが、日光の届かない場所での（室内や

オフィス）の緑化は、すでに㈱パソナの本社において実

証されており、室内空間の緑化は技術的には可能である

（図4参照）。 
現地調査により、新たなコンセプトを持たせた大手町

の森を考察した。これを事例として「自然豊かな東京」

をオリンピックイヤーに向けて発信していくことができ

ないかを考えた。 
 

 
図4 ㈱パソナアーバン事業部内 

 
【調査結果】

調査活動をもとにして新たな大手町の森のコンセプト

を考えた（図5参照）。まず、本来の森林とはどのような

ものなのかを見直し、木々の選択を慎重に行いたい。そ

の理由として、実際の森はその風土に合った形で形成さ

れていくので、緑が極端に少ない土地に森を作るという

際には気を使わなくてはならない［7］。 
 

 
図5 新たなコンセプトイメージ 

 
また、森に自由に入るためにウッドデッキを整備して、

人かその空間に滞留する機会をつくる。コンクリートの

道なのではないのは、自然を感じられる空間としての居

住性を重視したためである。このウッドデッキを都市に

設置する事例は、名古屋大学の山崎らにより実現してい

る（図6参照）。 
 

 

図6 都市を木質化するPRJより転載 
 

本研究を通して、さらに連続性を持たせるために、地

下鉄空間の緑化案も考案した（図7参照）。地下鉄空間と

緑地の連続性についてコンセプトを明確にすることで緑

と人との繋がりということをより示すことができると考

える。 
そもそも、地下鉄の緑化までに至った根本は、地下空

間の殺風景さや閉鎖感、圧迫感などを緩和するには、自

然の持つ癒しと解放感の効果を期待してのことである。

地下鉄は、都市にとって欠かせない重要な交通機関であ

り、利用者数は計り知れない。しかし、機能のみを追求

され、内装はあまりにも簡素である。その簡素な造りは、

大手町駅も例外ではない。 
どのような箇所に閉鎖感が現れるのか調査したところ、

コンクリートで打ち付けられた壁、天井、床、柱などが
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大きな原因であると感じた。このほかに、広告が外され

空いてしまったままの看板が冷たさを感じさせた。また、

私が見た地下鉄駅のほとんどにベンチが少なく、柱や壁

に寄りかかる人を見かけることが多かった。このような

ことを踏まえて地下鉄緑化のコンセプトを考案する。 
まずは、コンクリートのような見た目の冷たさを緩和

するために全体的に木質化・緑化を目指す。天井には植

物をつるし、天井からの圧迫感を減らす。これにより、

照明の光が隙間から漏れてくることで木漏れ日のように

感じられるということも期待する。看板の内側には窪ま

せるなどをして空間を作り、その空間に植栽が行われる。

このことにより、地下鉄駅空間がこれまでにない緑化空

間となることを想定した。 
また、地下鉄駅空間は 2 層構造、3 層構造になってい

ることが多く、この構造を利用し、駅空間を望める空間

を作り、その空間から駅が望め、駅の天井に施された緑

地帯を眺めるデザインにすることによって、駅空間デザ

インとして、緑化を実現することができるのではないか

と考えている。 
 

 
図8 大手町駅緑化計画模型 

 
【研究展開】

本研究では、事例調査をもとにOOTEMORIと地下鉄

大手町駅の緑化による連続性の提案を行った。しかし、

OOTEMORI を利用する人々への調査を行えていない。

この空間を利用する人々の意識調査を行い、都心の森と

いうコンセプトを最大限活かし、都市における緑化の可

能性について、さらに追求していきたいと考えている。

また、そのことを元にして、東京に緑化された地下鉄駅

が出現しないかと期待している。2020年に向けて世界で

も有数の地下鉄網の発達した東京が新たな文化発信のシ

ンボルとして地下鉄を捉えなおし、ランドスケープとし

ての地下鉄の在り方について模索していきたいと考えて

いる。 
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しか叶わないというのは物足りなさを感じさせた。大手

町駅は、都心であり、東京駅と隣接する立地などを考え

ると非常にポテンシャルが高いといえる。そこで、新た

なコンセプトとして地下鉄である「地下鉄大手町駅を緑

化する」ことによって地上の森との連続性をもたせるこ

とができるのではないかと考えた。地下鉄駅の緑化につ

いての事例はないが、日光の届かない場所での（室内や

オフィス）の緑化は、すでに㈱パソナの本社において実

証されており、室内空間の緑化は技術的には可能である

（図4参照）。 
現地調査により、新たなコンセプトを持たせた大手町

の森を考察した。これを事例として「自然豊かな東京」

をオリンピックイヤーに向けて発信していくことができ

ないかを考えた。 
 

 
図4 ㈱パソナアーバン事業部内 

 
【調査結果】

調査活動をもとにして新たな大手町の森のコンセプト

を考えた（図5参照）。まず、本来の森林とはどのような

ものなのかを見直し、木々の選択を慎重に行いたい。そ

の理由として、実際の森はその風土に合った形で形成さ

れていくので、緑が極端に少ない土地に森を作るという

際には気を使わなくてはならない［7］。 
 

 
図5 新たなコンセプトイメージ 

 
また、森に自由に入るためにウッドデッキを整備して、

人かその空間に滞留する機会をつくる。コンクリートの

道なのではないのは、自然を感じられる空間としての居

住性を重視したためである。このウッドデッキを都市に

設置する事例は、名古屋大学の山崎らにより実現してい

る（図6参照）。 
 

 

図6 都市を木質化するPRJより転載 
 

本研究を通して、さらに連続性を持たせるために、地

下鉄空間の緑化案も考案した（図7参照）。地下鉄空間と

緑地の連続性についてコンセプトを明確にすることで緑

と人との繋がりということをより示すことができると考

える。 
そもそも、地下鉄の緑化までに至った根本は、地下空

間の殺風景さや閉鎖感、圧迫感などを緩和するには、自

然の持つ癒しと解放感の効果を期待してのことである。

地下鉄は、都市にとって欠かせない重要な交通機関であ

り、利用者数は計り知れない。しかし、機能のみを追求

され、内装はあまりにも簡素である。その簡素な造りは、

大手町駅も例外ではない。 
どのような箇所に閉鎖感が現れるのか調査したところ、

コンクリートで打ち付けられた壁、天井、床、柱などが
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フィリピン国での生ゴミの安価で簡便な肥料化による環境改善 経済性 就労の創出による地域活性

森田剛 （ ）

生ゴミの安価で簡便な肥料化 荒廃土壌の再生 貧困層の就労

【問題・目的・背景】 
生ゴミの処理は世界共通の課題であり日本全国で

万トンと言われている しかし そのうちの 万トンは

焼却処分となっている 又、食品工場などから発生する汚泥

は日本全国で 万トンといわれており 各工場では活

性汚泥法など各種の方法で処理されているが いずれの場

合でも 割高な処理方法により市町村の財政も企業の収益

も大きな負担を強いているのが実態である ましてや、発展

途上国の場合は資金不足の問題もあり 焼却処理どころか

不法投機などで、ほとんど進んでいないことが実情である

一方で筆者は 年代の後半よりフィリピン国において

火山灰地の砂糖キビ畑の再生に携わっていることの中で

土壌改良における堆肥の有効性について確認した 大量に

利用できる安価な堆肥があれば多くの土地が肥沃になり再

生できることが確認された。そして、その後の各種の取り

組みの結果、生ゴミ、余剰有機物を原料にして利用するこ

とで大量で安価な肥料 土壌改良剤の生産方法の基礎を確

立した 方法は メタン発酵消化液と伝統的なミミズ培地を

複合して利用することで 安価で簡便な生ゴミや汚泥の肥

料化である すでに村の単位又は、現地の大型農場において

生ゴミからの安価な有機肥料を使って競争力のある野菜な

どの生産の方式を確立した その結果は 環境が改善されて

いること 荒廃地が農地として利用できることとなり 地元

において貧困家庭出身で十分な教育を受けることが出来な

かった住民に就労の機会を創出することができた これは、

ゲリラなどの多い地域の社会の安定にもつながるものであ

り このような地域で約 年近くに渡る活動においても、

本件で命の問題になったことはないのが，何よりの証拠で

ある この方式は，通称森田方式と言われフィリピンでは実

用新案として 年 月 日に登録され 現地の環境庁に

おいても今後大いに利用したい方式としてフィリピン大統

領府の記事にも公表されている 筆者は今、村の単位から

人口 万人の町の単位に拡げて、同様の取り組みを進めて

いる この結果が明確になることで 現地に留まらず フィ

リピン各地、世界で利用 応用されることで 都市と農村の

連携も含めて地域の活性につながる施策の基礎にできると

考えている その際には 上述した環境 経済性 就労機会の

創出だけでなく そこから波及する荒廃地での農地化によ

る食糧増産 環境改善による観光産業への好影響など相乗

的な波及効果も期待される また世界的な問題でもある酸

性雨による森林、農地の酸性化した土壌の調整剤にも利用

できる可能性が極めて強いことが見えてきている 発電の

分野においても地球温暖化の防止のためにバイオマス発電

が強く求められているが、そのバイオマス原料を栽培する

時代が訪れることは近い将来確実に出てくることなるよう

に思われる。そのためには，広大な荒地を利用する必要が

あり 土壌の改良は必須条件となってくる．メタン発酵消化

液の有効利用は，生ゴミの安価で簡便な処理と 同時に土壌

改良を同時に成立させ それに連動してその地域の就労機

会を形勢して地域の活性に重要な役割を担うことは発展途

上国の荒廃地での農業に直接関与した経験から強く感じる

ところである．そのために まだまだ技術の改善改良が必要

とする部分もあり，各方面の方が この内容を知ることで加

速的に発展することを願っている そのために今回は、その

内容を公開することを決めたものである。

【研究方法・研究内容】

森田方式の実用新案を忠実に履行して 生ゴミを液体肥

料とミミズ堆肥に製造する技術を指導した 図 参照

 生ゴミの分別

 粉砕機による生ゴミの粉砕、

 １日に消化液に投入できる粉砕した生ゴミの最大量

の厳守、徹底と確認

 のチェックと泡の発生を日々確認

 そこから発生する浮遊物を随時ミミズ培地に投入し

てミミズ堆肥をつくる方法を伝授した。

分別された生ゴミ

（シュレッダーによる粉砕）

粉砕された生ゴミ （ペースト状が理想）

（メタン発酵消化液に投入）
（分解されて泡が発生）

（1日2回は攪拌）

浮遊物 溶液

(ミミズ培地へ） 増量した溶液は肥料にも、
又

ミミズ堆肥 消化能力の拡大にも利用できる。

図１ 生ゴミからの堆肥製造のフローチャート
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その経過より 現地の労働者の人たちには 何が確実に出

来る作業で、何が難しい作業なのか 作業上の問題はどこ

に有るのかなどを最低週に一度の訪問を行い調査を重ね

た また 出来上がった液体肥料とミミズ堆肥を使って野

菜、果物の栽培を指導し これまでの栽培コストとの違い、

優位性を地元農民、住民に確認してもらった また日本人

農業技術者にも利用していただいた

 Crushed (by Shredder)Crushed (by Shredder)

•• BioBio--degradable materialsdegradable materials
•• OkraOkra

分別後、粉砕された生ゴミ

 Mixing after putting materialsMixing after putting materials

投入後の攪拌

 Getting floating Getting floating 
materialsmaterials

 After removing After removing 
floating materialsfloating materials

浮遊物の取り出し、その後の溶液

 Floating materials Floating materials 
given to earthworms given to earthworms 
as feedsas feeds

 VermiVermi--cultureculture

浮遊物のミミズ培地への投入

 EggplantsEggplants  Organic kang kongOrganic kang kong

火山灰地での野菜の栽培１

 ChiliChili  PapayaPapaya

火山灰地での野菜の栽培２

以上のように生ゴミを原料にして、液体と固体 ミミズ堆

肥 の 種類の有機肥料を作り出せることとなった。

また、作業員に対して従来の堆肥つくりの方法との比較、

悪臭の問題などについて率直な意見を求めた

【研究・調査･分析結果】

作業の難易度

メタン発酵消化液を利用しての分解処理については、

現地の労働者でも確実に継続して実施できることが確認
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された 臭気についても それまでの方式に比べて作業が

やりやすくなったとのコメントがあった しかしながら

ミミズ培地の管理については 当初の担当者は順調に行

えたが そのあとの担当者は管理ができず良い結果は得

られなかった ミミズ培地の管理については 担当者のや

る気、真剣度が大きな影響を与えることが確認された。

臭気について

全く臭気が消えるわけではないが、これまでの方式では

生ゴミを直ぐに利用することが出来ないことより腐敗が

起きる率が非常に高かったが この方式になれば、発生し

た生ゴミは速やかに短期間でメタン発酵消化液の中に投

入できることより 悪臭は少なくなった

現地の環境庁の担当者の意見として’’十分に耐えうる

‘’臭気であるという意見もあった

消化液とミミズ堆肥の利用について

現場の担当者のグループが野菜やバナナを栽培したとこ

ろ順調な成長であることが 自ら体験できた 日本人農業

技術者の利用においても、葉物野菜、果樹を中心に好結

果が得られた

全体の分析

メタン発酵消化液を利用しての分解作業は 分別の仕事

ができれば確実に実施できることが確認されたので 各

地に指導をしてゆくが 浮遊物のミミズ培地での処理は

集中的に実行することが、望ましいと考えられる

フィリピンにおいては、荒廃地の再生や、生ゴミ処理

改善は喫緊の問題であるが 市町村の対応も極めて鈍い

補助金や外国からの援助に期待ばかりをしている国民性

もあり拡大は非常に遅いが それでも少しずつ相談が

寄せられている 特に生ゴミなどの余剰有機物の悪臭を

極めて抑えた環境での作業によって 堆肥が安価に簡便

に製造できるので 地方の町の単位で実績が進めば確実

に世界に広まるものと考えられる

月 日現在、フィリピン国、パンパンガ州、ポラック

市のゴミ分別処理場よりは、同敷地内での設備の設定の

相談があり 直ちに実行することが決まった この地域の

特徴は現時点では大量のココナッツの殻（ジュース用に

使われた後の殻）が写真のように大量に持ち込まれ粉砕

されているが、肥料化が上手くゆかずに頭を悩めている

一方で周辺には広大は火山灰地が広がっており、保水性

と大量の有機物があれば農地として有効に利用できる土

地があり、 のテスト用の土地の無償提供もあった

また地元行政からは、各家庭での生ゴミの分別を進める

ためにも処理うする受け皿の確保を急ぐ話があった

集積されたココナツの殻

粉砕されても残されているココナツの繊維

後ろには現地の農業省のテストハウスがある

設営の準備、背後には痩せた土地が広がる

このような動きは他にもフィリピンで２箇所あるが

計画中の場所、もう一箇所は設備の設営が終了したもの

の古いゴミの集積が多すぎて、その処理に手間取って

進まないという皮肉な状況になっている

この状況はフィリピン各地でも見られているが、おそら

く世界各国に見られる共通の状況である

、

その経過より 現地の労働者の人たちには 何が確実に出

来る作業で、何が難しい作業なのか 作業上の問題はどこ

に有るのかなどを最低週に一度の訪問を行い調査を重ね

た また 出来上がった液体肥料とミミズ堆肥を使って野

菜、果物の栽培を指導し これまでの栽培コストとの違い、

優位性を地元農民、住民に確認してもらった また日本人

農業技術者にも利用していただいた

 Crushed (by Shredder)Crushed (by Shredder)

•• BioBio--degradable materialsdegradable materials
•• OkraOkra

分別後、粉砕された生ゴミ

 Mixing after putting materialsMixing after putting materials

投入後の攪拌

 Getting floating Getting floating 
materialsmaterials

 After removing After removing 
floating materialsfloating materials

浮遊物の取り出し、その後の溶液

 Floating materials Floating materials 
given to earthworms given to earthworms 
as feedsas feeds

 VermiVermi--cultureculture

浮遊物のミミズ培地への投入

 EggplantsEggplants  Organic kang kongOrganic kang kong

火山灰地での野菜の栽培１

 ChiliChili  PapayaPapaya

火山灰地での野菜の栽培２

以上のように生ゴミを原料にして、液体と固体 ミミズ堆

肥 の 種類の有機肥料を作り出せることとなった。

また、作業員に対して従来の堆肥つくりの方法との比較、

悪臭の問題などについて率直な意見を求めた

【研究・調査･分析結果】

作業の難易度

メタン発酵消化液を利用しての分解処理については、

現地の労働者でも確実に継続して実施できることが確認
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本方式の特徴は図２のように 簡単な管理 安い費

用 自然な方法による製造が特徴で 発展途上国では画

期的な方式と考える。

ADVANTAGE OF MORITA METHOD 
FOR ZERO EMMISSION PROJECT 

ADVANTAGE OF MORITA METHOD ADVANTAGE OF MORITA METHOD 
FOR ZERO EMMISSION PROJECT FOR ZERO EMMISSION PROJECT 

図２ 森田方式の特徴

【考察・今後の展開】

生ゴミをメタン発酵消化液を使って分解する過程におい

ては ‘’追加で消化液を購入する必要はない‘’ことよ

り安価で簡便な方法であることは、現地の作業員自身が

確認した 今後メタン消化液を使っての分解は大きく展

開してゆくことになると思われる そこから発生する浮

遊物のミミズ培地処理については集中管理を行うシステ

ムを導入する方が望ましいと思われる 現在 市の単位に

て生ゴミの肥料化を行うにあたって この知見をいかし

ての方式の導入する パンパンガ州ポラック市は人口１

０万人強の町であり 農業地区、荒廃地区、市街地、山林、

先住民族の暮らす地域などが含まれており この地区で

の実践結果は、すでに相談が寄せられているフィリピン

国の離島を含む他の地域でのモデルとなろう 更には そ

の他の国での利用され 世界各国での共通の問題が解決

に向かうことに期待している

離島や、緊急時に隔離された土地などでの環境衛生のた

めのゴミ処理などへの利用など、多くが期待できる

更には発展途上国への援助も、独自の食料確保、労働機

会を創造するという点でも‘’質の援助‘’ということ

が考えられる それらも含めて 荒地の農地化による食糧

作物の栽培面積の増大 露天堀の廃鉱山跡地の強酸性粘

土質土壌の改良による森林の再生 酸性雨による森林土

壌の中性化のための利用など 各種の有効な利用が予見

される

世界の気候変動、地球温暖化、アジアアフリカを中心と

する人口増による食料危機の問題、大量難民の移動、更

には食べるためとも思われる一般住民の過激思想組織へ

の参加、ゲリラへの参加などを考えると 各国での食糧自

給率の向上は特に発展途上国では必須である 単純な食

糧援助では先進国も財政も限界である その解決方法に

は近道はなく 最初の取り組みは栽培できる農地、土壌を

作り、地元の人が自ら働ける場所を提供することである

と考える。まさに草の根ベースで進まなければならない

本方式が、そのための基礎になることを 切に願っている

これが環境革命の最初になることを祈るものであり 今

後 多くの方が現場にでむかれ確認して 互いに次に進む

ようになればと願っている

【引用・参考文献】
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地域のマーケティングからみる中国（ ）世界遺産

岩田貴子（日本大学）

： 世界遺産、中国、マーケティング

【はじめに】 
近年、中国は目覚ましい経済成長も落ち着き次のステ

ップに入っていかなくてはならない状況が垣間見られる。

そのような状況下で中国においては世界遺産というのは

どのような位置づけになっているのか、地域とのかかわ

りはどのようになっているのか、マーケティングの観点

から思考するのがこの研究の目的である。 
中国は拡大戦略を推し進め GDP では世界第 2 位の国

になった。経済的な生活向上は画期的な事ではあるが、

スピードが優先された建造物への手抜き工事、環境汚染

などへの課題も指摘される。 
そのような経済の急速な成長と何千年もの歴史を懐に

抱いている国情で、世界遺産という価値物をいかに位置

づけ、国としてそして地域としてとらえているのであろ

うか。中国は世界遺産が現時点で47ヶ所（2014年現在）

あり、イタリアに次いで世界で2番目に多い国である。 
地域の価値物という観点からすると、我が国における世

界遺産の概念、英国においての文化財等のとらえ方、は国

によって異なる様相が見て取れた。中国に関してはそれら

と同様なもの、また異なる視点が存在するのか。

中国は巨大な国土を有しており、その中で国の政府と地

域の自治体がさまざまな連携を取りながら施策を計画し運

営している。その関係性を保ちながら地域経済の発展を考

え、さらに地域の住民の充実した生活も検討していかなく

てはならない。

国の重厚長大を主軸とする経済発展モデルから、地域住

民の豊かな生活を基調とする方策を盛り込んだ政策への転

換が図られているのか。地域におけるマーケティングはい

かにそれと関わっているのか、それを分析する。

この報告は中国の世界遺産の地域を 18 ヶ所調査し、世

界遺産という地域価値が中国においていかなる位置づけに

あるのかの整理の試みである。

【研究内容】

１．世界遺産とは何か 
世界遺産とは何か。世界遺産条約はこのままでは消滅

してしまう恐れのある価値物をいかに世界的に保護して

いくのか、ということが大きな意義であった。世界的に

も一度消えてしまえば二度と出現しないようなものをい

かに守っていくのか、という保護と保存が大きな意味合

いを持っていた。 
しかし、今日の世界遺産というのは、それが登録され

ることによる地域振興、観光振興が大きな意味を持つと

いうことが往々にして存在してしまう。さらに、ユネス

コは世界遺産の認定は行うものの、その後の遺産保護の

計画は各国に依頼される１）。 
日本の世界遺産誘致にしても中国の世界遺産に関して

も世界遺産頼みの観光振興はかなりの頻度で見受けられ

る。世界遺産というブランド化（お墨付き）が、地域を

ひいてはその国家の経済をおしあげてくれるという事象

は、数々の地区で成功事例が取りざたされることによっ

て加速しているようにも見受けられる。その成功事例を

目の当たりのした他の地域もわれ先へと登録申請を行う

動きは各地で見られる。 
２．中国における世界遺産の位置づけ 
中国は1985年に世界遺産委員条約に加盟し、1986年

から世界遺産申請が始まった。現在中国には47ヶ所の世

界遺産があるが、それ以外にも500件近い文化遺産を保

護しており、世界の中でも非常に遺跡が多い国である。

現在の世界遺産登録申請中の地区が数十ヶ所あるとも言

われており、日本人が考える世界遺産とは少し異なると

らえ方になっている。 
また、登録の選考基準も遺産の価値によっての順番付

ももちろんあるが、その地域がどの程度その遺産登録に

よって恩恵が受けられるのかということも国内において

の選考基準としては大きなものがあるといわれる。 
３．消費環境 
中国人の世帯年収は年々増加し、大都市の上層中産階

級の世帯年収は30万元（約369万円）を超えている２）。 
しかし、全体的な所得の向上はもちろんあるものの、

①格差が非常にある、②このような成長は継続せず、お

そらく、今後伸び率は鈍化が予想される。奢侈品消費の

成長は現に鈍化しており、2012年は2011年の水準を下

回ることが確実視されている３）。また2012年の第3四半

期のGDPが7.4パーセントで７四半気連続の減速となっ

たことが示された４）。 

本方式の特徴は図２のように 簡単な管理 安い費

用 自然な方法による製造が特徴で 発展途上国では画
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４. 観光の状況 
中国は 1978 年から始まった改革開放路線を行うこと

によって沿岸部と内陸部の経済格差を生んだが、それの

是正を試みている。そこで注目された一つの産業が観光

業であり「少数民族地区経済を振興させる突破口」と位

置付けるようになる５）。 
中国の国内観光客は2005年までは年間約10億人であ

ったが、2011年においては年間26億人にまで増加した６）。

国際的な観光も年々増加し、中国人観光客が海外で消費

した額は2010年、2011年とも連続で約30パーセント増

である７）。観光業の収入も24.97％増を記録し、中国経済

が減速する中で観光が経済を牽引する形になっている８）。 
５．観光政策 
中国は共産党の政治主導で観光の政策も決まってきた。

それゆえに観光キャンペーンもそのときどきの時勢を反

映してのものになっている９）。観光を後進地域、貧困地

域への統合的な政策として国は大いに後押ししている。 
世界遺産登録を進めるにあたり地方政府がまずは主導

的立場をとる。さらに国に計画をあげ、その後ユネスコ

に申請を行う。地域住民の文化のため、あるいは遺産の

保護などの目的はあるものの、世界遺産登録後の経済発

展のためというのが大きいようである。しかし、2010年

の第12回目の5ヵ年計画で転換期に差し掛かった。それ

までの経済発展を何が何でも推し進めるということでは

なくして、GDPも世界2位となり社会全体が次の段階へ

の成長へと舵を切ることになる。重工業一辺倒の経済政

策からソフト化へも加味されることになった。その中で

の観光は非常に重要な産業としても位置付けられるよう

になった。 
６．ターゲットをどのようにとらえるか 
１）中国国内観光客 

中国では経済格差があるが、中級以上の富裕層におい

ては観光がブームになっている。中国国内はもちろんの

こと、世界各国にさまざまな目的で旅行をする。目的は

ショッピング、各国の歴史文化見学、リラックスなど多

様である。 
２）国外観光客 

2011年度までは国外観光客の中で日本から中国への観

光客は韓国に続いて 2 番目というのが定位置であった。

2009年度は日本が韓国を抜いて1位ではあったがその後

は2位になっている。旅行目的は韓国が観光/レジャーが

多いのに対し、日本はその年によって会議/ビジネスが多

かったり観光/レジャーが多かったりする。韓国の観光客

は若年層が多いのに対し、日本の観光客は中高年層が多

く若年層は少ない 10）。 
日本人観光客は世界遺産のブランドに非常に価値を置

いており、現地ツアーのパンフレットや日本で募集する

中国ツアーにも、当該地区が世界遺産かどうかで行先を

決める傾向が強い 11）。 
７．事例 麗江（1997年世界遺産登録） 

１）地域背景：中国雲南省麗江市は124万人中30万人

がナシ族という少数民族が多く生活をする地域である。

1995 年までは地元の人々がゆっくり生活をしているよ

うな地域であり、特別に観光地域としては著名ではなく

興味のある一部の人が訪れていた地区であった。国外観

光客は年平均 28 万人くらいで国内観光客よりは多かっ

たが、まだ国内には知られていない地域であった。その

当時は古い中国の街並みや少数民族文化を訪問したい西

欧人がのんびりと訪問していた。 
それが大きく変わったのが 1996 年にあった大地震で

ある。貴重な街並みが壊れたということで、被害や地名

が中国国内に急速に知られるようになり街並みなどを保

護しなくてはならないという気運が一気に高まった。翌

年1997年に世界遺産に登録されたことなどから1998年

には観光客は 173 万人になり、2004 年には 433 万人、

2009 年には 750万人、2011 年には 1184.05 万人になっ

た 12）。 
２）世界遺産にともなう多面性の価値や商品 
（１） 文化的視点：麗江古城の中はもともと地元の

人が住んでいたが、観光地化が進み収入が見込めるよう

になると外来者がそこに入ってくる。地元の人は外来者

に土地や物件を賃貸し自らは郊外に移り住む。そこに外

来者がさまざまな観光ビジネスを行うことによって元来

の文化とは異なる、外来者が理解するあるいは観光客に

受けの良い文化が創造されていく。 
新文化としてのバーに訪れる若者へのアピールは「出

会いの街、麗江」である。1996年に「さくらや」という

バーが最初に麗江に出来、2002年からは増加の一途をた

どる。現在は川筋に27件のバーが立ち並び夜にもなると

音楽を店の外まで流して集客を図っている。 
現在の麗江はトンバ文化、若者文化、リラックス文化

の融合になっていてそれぞれの年代や旅の目的によって

それらが複雑に混合されている。 
（２） 自然的視点：麗江は自然に関しては北約15キ

ロにある玉龍雪山（最高峰5596メートル）を代表として

街の内外に素晴らしい自然が残っている。気候が良く、
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夏は涼しく冬でも日中が15度前後になり温かく、観光を

するのにちょうどいい気候である。黒龍潭景区という池

を中心とした水の公園が市内にはありその中にはトンバ

文化研究所も開設されている。 
（３） 歴史的視点：トンバ教などのナシ族の歴史と

文化を柱としている。トンバ文字はトンバ老師しか読み

書きができないと言われる貴重な象形文字であるが、そ

れを展示する博物館などがある。納西古音楽会は古城の

中にあり、歴史のある建物の中でナシ族の正統な音楽を

聴くことが出来る。 
麗江古城の北西4㎞には束河古鎮、北へ12㎞には白沙

というナシ族の村がありそこではナシ族の暮らしや古い

建物が存在する。 
３）プロモーション戦略 
TVドラマ「木府風雲」は大変人気があり、何度も再放

送（中国国営テレビ CCTV1or8）がされている。また高

倉健主演の「単騎、千里を走る」などの映画で中国国内

および日本においての知名度が上がった。今後もこのよ

うなプロモーションは少しずつ行う予定である。市役所

では「天雨游芳（ナシ族文化の言葉で「学びなさい、本

を読みなさい」の意）、「夢幻麗江（夢のような麗江）」と

いうキャッチフレーズを特に国内に向け発信している。

張芸謀（チャンイーモウ）監督他が監修した「印象麗江」

という屋外シアターで催される舞踊パフォーマンスは玉

龍雪山をバックに非常に人気があるショーとなっている。 
また国内の伝統的な祭り 13）および新しいイベント、雪

山音楽祭（若者向けのロックコンサート）などで集客を

図っている。 
４）世界遺産登録前と後の変化 
（１）観光客数の急増：1995 年までは年間 30 万人く

らいであったが、世界遺産登録後の 1998 年には 173 万

人に増加した。2008 年 625.49 万人、2009 年 758.14 万

人、2010年909.97万人、2011年1184.05万人と急増し

ている 14）。 
（２） 観光施設の増加：目立って増加しているのは

高級ホテル、著名レストラン、ショッピングセンターで

ある。麗江古城の中の小規模なお土産屋、カフェ、バー

などはさらに変化が大きく見られ、次々にオープンと改

装を繰り返している。観光業に従事する人数も増加して

おり他地域からの流入が大きい。 
（３） 文化の変遷：登録後特に国内メディアの注目

を集め、メディアが競って新しい文化や流行を喧伝し始

めた。2002年の雑誌「新週刊」は「あなたは麗江へ行っ

たのか」を表紙テーマにし創刊された。その後も同じよ

うな特集（「麗江の柔らかい日々」など）を組む雑誌が出

版されている。2005年以降は「情事（恋愛）の街」とい

うことで、古くはナシ族の心中の物語から発して出会い

の街、新婚写真撮影の街、などに変化している。過去に

はナシ族は「夜不閉戸、路不拾遺（夜でも戸を閉めなく、

路に物が落ちていても誰もそれを自分のものにしない。

世の中が良く治まっていて社会の秩序が守られているこ

とのたとえ）」としてこぢんまりとしながらも落ち着いた

生活を営んでいたが、外来者（観光客およびビジネス目

的などで移住する人）が増え、そのような環境は薄れて

いる。1996年に初めてのバーができ、その後も数が増え

夜の街の顔も見せている。 
５）現在の問題点 
（１） 新しいビジネスと歴史ある建物との融合をい

かに図っていくのか 
急激な観光客の増加に街が必死で対応を図っている努

力が見られる。道路、鉄道、航空、パーキングなどあら

ゆる新しい建造物がそこかしこで建設中である。現在開

発を南側で行っているがそれを徐々に北側に広げていく

計画である。雑誌などで作られる麗江のイメージが果た

して麗江の人々のイメージとあっているのか、疑問が残

る。 
（２） 管理方法がそれぞれの遺産によって異なるこ

と 15） 
麗江には文化遺産（麗江古城）、自然遺産（三江併流、

玉龍雪山）、記録遺産（トンバ文字・文化）という4つの

おもな遺産があるが、それぞれの管轄役所が異なってい

る。日本の役所にも見られることでもあるが、管轄が異

なるためにそれぞれがばらばらのことを行っており、統

一性という意味での管理が難しい。また、何か改善点な

どが見つかってもそれを上にまでとおしていくのに複雑

な経路があり、そこの整理が必要になってくるのではな

いか。 
（３） 急速な観光客増加への対応 
短期間のうちに急激に観光客が増加したために当初の

予想ではおいつかない事象が表れてくる。例えば玉龍雪

山のロープウェイであるが、出来た当初の数倍もの観光

客が訪れているために待ち時間が 2 時間もかかる日があ

ったり、通路など幅が狭く安全面などでの問題がある。 

【検討結果】

１．世界遺産のとらえ方：世界遺産頼みの地域振興がか

４. 観光の状況 
中国は 1978 年から始まった改革開放路線を行うこと

によって沿岸部と内陸部の経済格差を生んだが、それの

是正を試みている。そこで注目された一つの産業が観光

業であり「少数民族地区経済を振興させる突破口」と位

置付けるようになる５）。 
中国の国内観光客は2005年までは年間約10億人であ

ったが、2011年においては年間26億人にまで増加した６）。

国際的な観光も年々増加し、中国人観光客が海外で消費

した額は2010年、2011年とも連続で約30パーセント増

である７）。観光業の収入も24.97％増を記録し、中国経済

が減速する中で観光が経済を牽引する形になっている８）。 
５．観光政策 
中国は共産党の政治主導で観光の政策も決まってきた。

それゆえに観光キャンペーンもそのときどきの時勢を反

映してのものになっている９）。観光を後進地域、貧困地

域への統合的な政策として国は大いに後押ししている。 
世界遺産登録を進めるにあたり地方政府がまずは主導

的立場をとる。さらに国に計画をあげ、その後ユネスコ

に申請を行う。地域住民の文化のため、あるいは遺産の

保護などの目的はあるものの、世界遺産登録後の経済発

展のためというのが大きいようである。しかし、2010年

の第12回目の5ヵ年計画で転換期に差し掛かった。それ

までの経済発展を何が何でも推し進めるということでは

なくして、GDPも世界2位となり社会全体が次の段階へ

の成長へと舵を切ることになる。重工業一辺倒の経済政

策からソフト化へも加味されることになった。その中で

の観光は非常に重要な産業としても位置付けられるよう

になった。 
６．ターゲットをどのようにとらえるか 
１）中国国内観光客 

中国では経済格差があるが、中級以上の富裕層におい

ては観光がブームになっている。中国国内はもちろんの

こと、世界各国にさまざまな目的で旅行をする。目的は

ショッピング、各国の歴史文化見学、リラックスなど多

様である。 
２）国外観光客 

2011年度までは国外観光客の中で日本から中国への観

光客は韓国に続いて 2 番目というのが定位置であった。

2009年度は日本が韓国を抜いて1位ではあったがその後

は2位になっている。旅行目的は韓国が観光/レジャーが

多いのに対し、日本はその年によって会議/ビジネスが多

かったり観光/レジャーが多かったりする。韓国の観光客

は若年層が多いのに対し、日本の観光客は中高年層が多

く若年層は少ない 10）。 
日本人観光客は世界遺産のブランドに非常に価値を置

いており、現地ツアーのパンフレットや日本で募集する

中国ツアーにも、当該地区が世界遺産かどうかで行先を

決める傾向が強い 11）。 
７．事例 麗江（1997年世界遺産登録） 

１）地域背景：中国雲南省麗江市は124万人中30万人

がナシ族という少数民族が多く生活をする地域である。

1995 年までは地元の人々がゆっくり生活をしているよ

うな地域であり、特別に観光地域としては著名ではなく

興味のある一部の人が訪れていた地区であった。国外観

光客は年平均 28 万人くらいで国内観光客よりは多かっ

たが、まだ国内には知られていない地域であった。その

当時は古い中国の街並みや少数民族文化を訪問したい西

欧人がのんびりと訪問していた。 
それが大きく変わったのが 1996 年にあった大地震で

ある。貴重な街並みが壊れたということで、被害や地名

が中国国内に急速に知られるようになり街並みなどを保

護しなくてはならないという気運が一気に高まった。翌

年1997年に世界遺産に登録されたことなどから1998年

には観光客は 173 万人になり、2004 年には 433 万人、

2009 年には 750万人、2011 年には 1184.05 万人になっ

た 12）。 
２）世界遺産にともなう多面性の価値や商品 
（１） 文化的視点：麗江古城の中はもともと地元の

人が住んでいたが、観光地化が進み収入が見込めるよう

になると外来者がそこに入ってくる。地元の人は外来者

に土地や物件を賃貸し自らは郊外に移り住む。そこに外

来者がさまざまな観光ビジネスを行うことによって元来

の文化とは異なる、外来者が理解するあるいは観光客に

受けの良い文化が創造されていく。 
新文化としてのバーに訪れる若者へのアピールは「出

会いの街、麗江」である。1996年に「さくらや」という

バーが最初に麗江に出来、2002年からは増加の一途をた

どる。現在は川筋に27件のバーが立ち並び夜にもなると

音楽を店の外まで流して集客を図っている。 
現在の麗江はトンバ文化、若者文化、リラックス文化

の融合になっていてそれぞれの年代や旅の目的によって

それらが複雑に混合されている。 
（２） 自然的視点：麗江は自然に関しては北約15キ

ロにある玉龍雪山（最高峰5596メートル）を代表として

街の内外に素晴らしい自然が残っている。気候が良く、
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なりの頻度で見られる。世界遺産のブランドが地域を、

ひいては国家経済を押し上げてくれるという事象が加速

してきた。

２．中国の観光産業：鉱工業重視の経済政策からソフト

産業化へも拡充が図られており、観光はその中でも特に

資源が乏しい地域では珍重される。

３．国・地方の政策と住民：双方からみて観光は迅速に

さほど苦労なく簡単に収入増につながると捉えられてい

る。しかし、乱開発も多々見られ、住民生活の進歩など

と観光産業のバランスがなかなかうまく進んでいない地

域もある。

【今後の展開】

世界遺産は大きな経済効果を産出する。したがって国

家としても力を入れているプロジェクトの一つにもなり、

それゆえに候補地の地域同士の競争も激しい。その中で

バランスの良い地域の価値保存および開発は諸所の困難

もある。

中国は現在世界第 2 位の世界遺産登録数であるが、近

い将来にさらに上を目指している。現時点までの中国政

府および地方自治体の計画を概観すると、それも遠くは

なさそうである。数においての世界一は実現することに

はなりそうではあるが、課題も山積しておりそれをいか

に解決していくのかが問われることになろう。
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  スポーツの街づくりと地域活性化の成果と課題 －秋田県能代市「バスケの街づくり」を事例に－ 

岩月 基洋（慶應義塾大学大学院）、松橋崇史（東京工科大学）、玉村雅敏（慶應義塾大学） 

Keyword： スポーツの街、地域計画、まちづくり、コミュニティ 

 

【研究目的】 

本研究は、自治体がまちづくりにスポーツを活用して、

政策的に地域活性化をはかるケースに着目し、スポーツ

を通じたまちづくりを推進する実行計画の策定と計画推

進の過程を検証することで、スポーツをテーマとしたま

ちづくりの成果と課題について整理を行うことを目的と

する。本研究では、行政と市民が協働して推進するスポ

ーツを通じたまちづくりとして、秋田県能代市の「バス

ケの街づくり」を対象として取り上げ、行政と協働して

行ったアクションリサーチによる事例研究として位置付

ける。 

 

【研究背景】 

近年、自治体がスポーツをまちづくりの一つの「手段」

として捉え、スポーツの有する多様な機能を活用し、ス

ポーツのまちづくりを志向して地域活性化を図ろうとす

る試みが多く見られる。2019年のラグビーワールドカッ

プ日本大会、2020年の東京オリンピックの開催に向けて、

開催地およびキャンプ地の誘致など、観光におけるイン

バウンドによる効果を見込み、地域活性化につなげよう

とする動きが盛んになってきている。 

スポーツを通じたまちづくりでは、主にプロスポーツ

クラブの存在やクラブが行う地域活動を通じて市民の地

域アイデンティティを醸成する効果や、まちづくり地域

のソーシャル・キャピタル醸成に影響を及ぼす可能性が

示唆されるなど、多くの事例から知見が得られている。

（堀 2007、木田 2013）、（原田・木村 2011）、（松野・

横山 2010）本研究で対象としている「テーマ」としての

スポーツを活用した街づくりにおいて、「スポーツのま

ち」を掲げるものの、行政によるスポーツ振興政策の発

展として捉えたものが多く（御園 2012）、スポーツ政策

分野においては、都道府県を単位としたスポーツ振興計

画の策定を通じて、自治体主導の競技力の強化や育成を

中心に取り組まれている。スポーツのまちづくりにおい

て、政策的に取り組まれるためには、行政による施策の

実施は必要不可欠である。しかしながら、地方において

は、不況による税収の不足、行政職員の削減が行われる

など、行政の効率化が必要とされている中、その担い手

は、従来のような官レベルの組織だけではなく、むしろ

スポーツに参加するすべての人々に求められている。（菊

2010）スポーツに限らず、まちづくり政策において、新

たな地域資源の掘り起こしと、より少ない投入資源でよ

り多くの成果を上げることが志向されている。実効性を

伴った実行計画としての政策づくりと担い手づくりを含

めた推進体制の構築が必要とされており、「スポーツの

まち」としての成立条件や方法論が課題となっている。 

本研究の対象である「バスケの街づくり」を推進して

いる秋田県能代市は、58度の全国優勝（高校総体、国体、

ウインターカップ）を誇り、全国的に有名な県立能代工

業高校男子バスケットボール部（以下：能代工業バスケ

部）があり、多くの選手や指導者を輩出していることか

ら「バスケの街」の由来になっている。1989年度に、ふ

るさと創生事業の一環として「バスケの街づくり」事業

がスタートした。前年の1988年から全国から強豪校が集

まり、第4の全国大会といわれる能代カップが開催され

ており、公園等にバスケリングの設置やモニュメントの

設置が行われた。施設整備として、1995年に能代市総合

体育館の建設、1996年には宿泊施設を完備した複合施設

である能代山本地区スポーツリゾートアリナスを建設さ

れるなど、インフラ整備が行われていった。また、バス

ケに関連した看板や照明灯、商品開発などが取り組まれ

ていった。2003年度には10年計画である「新バスケの街

のしろ推進計画」が策定された。これは、2006年 3月の

市町合併（能代市、山本郡二ツ井町の一市一町）後も引

き継がれ、ミニバスケットの交流大会や指導者講習会に

加え、バスケ関連のシャッターアートなどが取り組まれ

てきた。2008年に市の最上位計画である総合計画が策定

されたことを機に、2011年に新計画である「能代市バス

ケの街づくり推進計画」が策定され、さまざまな活動を

通じて推進されている。 
 
【研究内容・方法】 

本研究の流れは、バスケの街づくりにおいて計画策定

を中心としたアクションリサーチとして 1．事前調査（ヒ

アリング調査）→ 2.計画策定における設計と構造化→ 3．

計画推進における推進体制の設計と点検・評価（関係者

へのインタビューやワークショップの実施およびデータ

収集）を通じて、成果と課題についての検証を行った。 

 

【研究結果】 

1． 事前調査（ヒアリング調査） 

2010年 8月、2011年2月の 2度にわたるフィールドワ

ーク、および行政関係者や市内で活動する団体や個人、

NPO関係者など、30名へのヒアリングから、従来の「バ

スケの街づくり」推進のための課題は、①計画を推進し

ていく主体や役割が明確でないこと ②新規活動への心

理的、予算的なハードルが高いこと ③人手不足や人的ネ

ットワークがないため取り組みにつながらないこと ④

工程や期限が設けられていないため実行に至りにくいと

いうことが明らかになった。 

 

2． 計画策定における全体設計と構造化 

事前調査で明らかになった課題に対応する形で、計画策

定および、その後の推進体制の設計の検討を行った。計

画策定には自治体の総合計画策定の手法である「コミュ

ニティ・ベンチマーク」という地域の課題を踏まえて、

地域で達成したい成果（アウトカム）を評価指標（ベン

チマーク）として設定し、その実現を関係主体が協働で

取り組んでいくというアプローチを援用した。2011 年 7

なりの頻度で見られる。世界遺産のブランドが地域を、

ひいては国家経済を押し上げてくれるという事象が加速

してきた。

２．中国の観光産業：鉱工業重視の経済政策からソフト

産業化へも拡充が図られており、観光はその中でも特に

資源が乏しい地域では珍重される。

３．国・地方の政策と住民：双方からみて観光は迅速に

さほど苦労なく簡単に収入増につながると捉えられてい

る。しかし、乱開発も多々見られ、住民生活の進歩など

と観光産業のバランスがなかなかうまく進んでいない地

域もある。

【今後の展開】

世界遺産は大きな経済効果を産出する。したがって国

家としても力を入れているプロジェクトの一つにもなり、

それゆえに候補地の地域同士の競争も激しい。その中で

バランスの良い地域の価値保存および開発は諸所の困難

もある。

中国は現在世界第 2 位の世界遺産登録数であるが、近

い将来にさらに上を目指している。現時点までの中国政

府および地方自治体の計画を概観すると、それも遠くは

なさそうである。数においての世界一は実現することに

はなりそうではあるが、課題も山積しておりそれをいか

に解決していくのかが問われることになろう。
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月から 11月にかけて、市民 30 名、協働パートナーとし

て行政関係者7名および事務局 5名、アドバイザー3名か

らなる推進会議（図1）を設置し、計5回（1回2時間程

度）のワークショップを中心に実施することで計画を策

定した。その際、スポーツのまちの成立条件として、経

済的効果（地域活力の視点）、社会的効果（市民文化の

視点）、競技的効果（競技力・競技の魅力・価値向上の

視点）の 3 つを設定し、それぞれの効果を上げていくこ

とを主題に、3つの分科会を設置し、グループの構成員を

中心にテーマについて検討を行った。新計画策定に向け

た3つの方向性と合わせることで計画策定の視点とした。

各分科会の構成メンバーは、以下のようになる。 

 

【バスケによる街づくり活性化分科会】 

行政：観光振興課、商工港湾課、都市整備課 

市民：商工会関係者、商店会関係者、観光協会関係者、

物産連盟関係者 

 

【街づくりによるバスケ活性化分科会】 

行政：市民活力推進課、地域情報課 

市民：能代工業バスケ部OB会関係者、まちづくり系団体

関係者、サポーター、ボランティア団体関係者 

 

【バスケットボール競技の振興分科会】 

行政：スポーツ振興課、学校教育課 

市民：秋田ノーザンハピネッツ関係者、能代工業高校関

係者、県、市バスケ協会関係者（指導者等）、教員など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：バスケの街づくり計画策定 組織図 

 

計画策定においては、ロジックモデル（図2）を意識し、

まちづくりのビジョン（目指すべき街の姿）、ゴール（そ

のために達成すべき目標）、取組（目標を達成するため

の活動）の3層からなるよう全体を構造化した。3層の中

でも、ビジョンの実現に向けた段階的なゴールの設定や、

ゴールの構成要素の抽出などを行うことで、実行計画の

性質を強く意識した構造化を行った（図3）。構造化の際

には、実施する主体や役割分担を明確にし、取組を短期

（3年）－中期（6年）－長期（10年）の時間軸と実現可

能性の2つの軸を元に整理を行った（図4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：ロジックモデルに基づいた計画設計モデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：バスケの街づくり推進計画体系図（概要） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4：バスケの街づくり推進計画全体図 
 

3． 推進体制の設計と推進状況の点検と評価 

計画推進における推進体制を検討するために、2011年

12月に主に能代市内で活動する 75団体への質問紙調査

を実施した。まちづくり事業は行政だけでなく多様な担

い手によって行われる必要があるという認識から、まち

づくりに関する市民事業の推進に必要な条件（支援制度

や仕組み…など）やニーズを把握するための項目につい

340



ては計画推進に「事業・活動資金の支援、推進組織（実

行委員会）の設置、行政の担当機能強化、人材交流や市

民ネットワークの整備、対外的な情報発信の充実、競技

に触れる環境の整備」といった点が挙げられた。これら

を踏まえて、推進体制の設計において「場」「組織」「仕

組み」をテーマとした。 

 

・推進するための「組織」：行政の機能強化（担当職員

の拡充）と推進委員会の設置 

行政におけるバスケの街づくり担当の職員が2人とな

り、1人は専任となっている。さらに、計画の推進、点検

を行うための推進組織として推進委員会が設置された。

10名程度の委員（任期2年）によって、2012年 6月から

活動が行われており、2期目となっている。推進委員会で

は、①計画の推進（計画内容の周知、実践サポートの検

討）②計画推進状況の点検（指標と推進実態の把握）③

計画推進のための方策の検討（PR戦略の検討と実施）が

主な役割となっている。 

 

・まちなかの新たな「場」の創出：能代バスケミュージ

アム 

2012年 5月に能代駅中心市街地に「能代バスケミュージ

アム」が開設した。バスケの街づくり担当職員が常駐し、

職員数は3名である。国内外の貴重なバスケットボール

に関する書籍や各種資料が所蔵され、開設当初、約800

点であった資料数は、2014年3月時点で、6,300点まで

増えている。（書籍：約4,000点、その他：2,300点）こ

れらは主に、市内外のバスケ愛好者をはじめとする個人

や、秋田ノーザンハピネッツといったチームからも提供

を受けており、展示品数が増えたためミュージアムの展

示だけでなく、地域の祭やイベントへの出張展示を行え

るようになり、市民へのPRが行われている。 

 

・新たな活動支援の仕組み：バスケの街づくり市民チャ

レンジ事業補助金制度 

街づくりに市民・民間が事業を通じて主体的に関わっ

ていくための助成制度である「バスケの街づくり市民チ

ャレンジ事業補助金」が創設された。対象は市内外の団

体・個人であり、上限10万円で、これまで20件が認定

されている。（内訳 2012年度:5件、2013年度:7件、2014

年度:8件） 

 

推進における成果と課題 

計画施行から丸3年が経過し、行政による総合計画に

おける市民意識調査の結果と、推進委員会の委員を対象

に実施したワークショップの結果を合わせて、3年間（短

期）の成果と課題について整理を行う。 

市民意識調査ではバスケの街づくりの成果指標として

以下の3つを設定した。 

 

＜バスケの街づくりの総合指標＞ 

1． バスケを楽しめる環境があると思うか 

2． バスケの街を他に誇れると思うか 

3． バスケの街づくりに関わりたいと思うか 

 
「バスケの街づくりに関わりたいか」は市民の関与度を

表し、「バスケを楽しめる環境がある」は市民の関心度

を表しており、推進計画策定後の2012年より新たにデー

タ収集をしている。「バスケの街を他に誇れる」につい

ては、2007年より継続してデータの収集が行われている。

2012年をベンチマークとすると「バスケを楽しめる環境

がある」、「バスケの街づくりに関わりたい」はともに

数値が低くなっている（表１）（表２）。また、能代工

業バスケ部が全国で厳しい戦いを強いられるなど成績の

低迷が契機となり、競技レベルの向上が感じられない、

市民の関心が思ったほど高まっていないなどの声もある。

それらを反映しているのか、バスケの街づくりの成果は、

そもそものバスケの街の由縁である能代工業バスケ部の

存在の大きさから、その成績に左右されるところがある

ことが明らかになった（表3）。指数は「思う：5、どち

らかといえば思う：4、どちらともいえない：3、どちら

かといえば思わない：2、思わない：1」とし、それぞれ

の割合と乗じて加算平均を算出したものである。 

 
表 1：バスケを楽しめる環境があると思う市民の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 2：バスケの街づくりに関わりたいと思う市民の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 3：バスケの街を他に誇れると思う市民の割合と能代工

業バスケ部の戦績の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらの統合指標に加えて、測定可能な項目に関する数

値データと委員の実感レベルでの評価検証を実施するた

めに、KPI（Key Performance Indicator:重要業績評価指

標）の考え方を導入し、達成目標に到達するために、取

り組みを通じて変動する観測可能な評価指標の中で重点

指標として設定した。 

 

＜バスケの街づくりのゴールに紐づく重点指標＞ 

区分 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

 思う 47.3% 39.5% 29.5% 23.8% 22.0% 15.2% 15.1% 14.0%

 どちらかといえば思う 26.3% 30.4% 31.5% 27.2% 23.8% 27.2% 24.7% 24.6%

 どちらともいえない 14.7% 15.5% 19.1% 24.0% 28.2% 25.3% 26.6% 27.0%

 どちらかといえば思わない 3.6% 5.3% 9.0% 10.2% 10.5% 12.5% 11.2% 13.2%

 思わない 4.7% 4.2% 8.2% 11.2% 12.8% 13.8% 16.2% 16.1%

 不明・未記入 3.4% 5.2% 2.7% 3.6% 2.7% 6.0% 6.2% 5.1%

指数 3.98 3.80 3.57 3.31 3.24 3.00 2.93 2.92

能代工業バスケ部戦績

インターハイ 優勝 ベスト８ ベスト８ ベスト８ ３回戦 ２回戦 ２回戦 ２回戦

国民体育大会 優勝 出場なし 出場なし ベスト８ 出場なし 出場なし 出場なし ３回戦

選抜優勝大会（ウインターカップ） ３位 ３回戦 ３回戦 ２回戦 ３回戦 ２回戦 １回戦 ベスト８

区分 2012年 2013年 2014年
 思う 10.5% 11.1% 10.5%
 どちらかといえば思う 27.4% 23.4% 24.6%
 どちらともいえない 27.2% 29.2% 26.1%
 どちらかといえば思わない 13.2% 13.0% 14.1%
 思わない 13.3% 13.2% 15.2%
 わからない・未回答 8.4% 10.1% 5.1%

指数 2.83 2.76 2.73

区分 2012年 2013年 2014年
 思う 6.0% 4.4% 5.2%
 どちらかといえば思う 14.5% 10.9% 10.9%
 どちらともいえない 33.4% 33.5% 32.0%
 どちらかといえば思わない 13.7% 15.3% 14.6%
 思わない 24.6% 26.5% 29.0%
 わからない・未回答 7.8% 9.4% 8.3%

指数 2.40 2.23 2.24

月から 11月にかけて、市民 30 名、協働パートナーとし

て行政関係者7名および事務局 5名、アドバイザー3名か

らなる推進会議（図1）を設置し、計5回（1回2時間程

度）のワークショップを中心に実施することで計画を策

定した。その際、スポーツのまちの成立条件として、経

済的効果（地域活力の視点）、社会的効果（市民文化の

視点）、競技的効果（競技力・競技の魅力・価値向上の

視点）の 3 つを設定し、それぞれの効果を上げていくこ

とを主題に、3つの分科会を設置し、グループの構成員を

中心にテーマについて検討を行った。新計画策定に向け

た3つの方向性と合わせることで計画策定の視点とした。

各分科会の構成メンバーは、以下のようになる。 

 

【バスケによる街づくり活性化分科会】 

行政：観光振興課、商工港湾課、都市整備課 

市民：商工会関係者、商店会関係者、観光協会関係者、

物産連盟関係者 

 

【街づくりによるバスケ活性化分科会】 

行政：市民活力推進課、地域情報課 

市民：能代工業バスケ部OB会関係者、まちづくり系団体

関係者、サポーター、ボランティア団体関係者 

 

【バスケットボール競技の振興分科会】 

行政：スポーツ振興課、学校教育課 

市民：秋田ノーザンハピネッツ関係者、能代工業高校関

係者、県、市バスケ協会関係者（指導者等）、教員など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：バスケの街づくり計画策定 組織図 

 

計画策定においては、ロジックモデル（図2）を意識し、

まちづくりのビジョン（目指すべき街の姿）、ゴール（そ

のために達成すべき目標）、取組（目標を達成するため

の活動）の3層からなるよう全体を構造化した。3層の中

でも、ビジョンの実現に向けた段階的なゴールの設定や、

ゴールの構成要素の抽出などを行うことで、実行計画の

性質を強く意識した構造化を行った（図3）。構造化の際

には、実施する主体や役割分担を明確にし、取組を短期

（3年）－中期（6年）－長期（10年）の時間軸と実現可

能性の2つの軸を元に整理を行った（図4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：ロジックモデルに基づいた計画設計モデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：バスケの街づくり推進計画体系図（概要） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4：バスケの街づくり推進計画全体図 
 

3． 推進体制の設計と推進状況の点検と評価 

計画推進における推進体制を検討するために、2011年

12月に主に能代市内で活動する 75団体への質問紙調査

を実施した。まちづくり事業は行政だけでなく多様な担

い手によって行われる必要があるという認識から、まち

づくりに関する市民事業の推進に必要な条件（支援制度

や仕組み…など）やニーズを把握するための項目につい
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ゴール１：本物のバスケに触れられること→ 能代カップ

の観客数 

ゴール２：バスケで誰でも集えること→ バスケミュージ

アムの来館者数 

ゴール３：バスケで地域が潤えること→ バスケの街ロゴ

マーク使用の登録数 

ゴール４：バスケが街なかで感じられること→ 街なかで

目にするバスケに関連するものの数 

 

ゴール1のバスケの街づくりの誕生のきっかけである

「能代カップ」の入場者数（3日間合計）の推移は、2012

年度：5,243人→ 2013年度：5,202人→ 2014年度：4,797

人と減少傾向が続いていた。しかしながら、2015年度は

6,130人と前年度より大幅に増加に転じている。 

ゴール２のバスケミュージアムの来館者数の推移は、

初年度3,788人（※ 5-3月の11か月） → 2年目3,661

人 → 3年目 4,140人となっており、年間約4,000人が訪

れる施設となっている。観光にも徐々に生かされてきて

おり、市民・来訪者ともに、バスケに関心のない人でも

立ち寄ることができ、定期的にイベントが行われ、そこ

で集まった人達からさらに次の活動やアイデアが生まれ

る場になりつつある。 

ゴール３は、ロゴマーク使用の登録件数である。バス

ケの街として2013年度にロゴマークが作成され、2014

年度の登録件数は5件となっている。ロゴマークの管理

を通じて、認定事業として登録することによる全体的な

ブランディングの統一と事業性につなげるための仕組み

が模索されている。 

ゴール４は、街なかで目にするバスケに関連するもの

の数であり、過去数年12件で推移に変化がない。しかし

ながら、計画策定以降、バスケの街づくり関連で各種メ

ディア等に取り上げられた新たな取組は52件に上る。こ

れまでの推進委員会の委員が関わることによって実現で

きたものが多数あり、主体の形成と同時に、多くの協力

者とのネットワークが形成されることによって行われた

活動であるといえる。活動にはミュージアムがコミュニ

ティスペースとして役割を果たしていることもあげられ

る。全体的に人と人とがつながる機会が増え、徐々にネ

ットワークが形成されてきており、バスケ関連のイベン

ト等のほか、一般のイベントにおいてバスケの要素を取

り入れる機会も増えてきたということが挙げられる。 

以上のようにコンテンツが充実してきたことでさまざ

まな取り組みが新たに生まれ、そうした活動を目にする

機会が増えたり、各種マスコミに取り上げられることで

一定のPRに関する成果があった。イベントの数や活動に

よる露出によって新たな取り組みが定着しつつある一方、

課題も明らかになってきている。①ハードコンテンツの

未整備（オブジェ等、構造物への組み入れなど） ②ソフ

トコンテンツの充実が市民の関心度の高まりに繋がって

いないこと ③大会、合宿誘致や商品開発など、観光につ

ながる動きが少ないことなどである。これらを克服し、

持続的にバスケの街づくりの活動を行われるための重点

課題の一つは、「推進主体の連携」である。競技関係者

と街づくり関係者の乖離している現状があり、推進委員

会が核となり、情報を共有しながら効率的な取組を進め

ていくことが求められるが、スポーツ振興の担当部局で

ある教育部や競技団体関係者との連携がほとんどなかっ

た。競技関係者と街づくり関係者の「バスケの街」への

乖離を克服して、バスケの街づくりへ積極的に関わって

いくための仕掛けが必要といえる。 

2つ目が「持続的な事業モデルへの転換」である。活動

主体にとって時間や金銭などリソースを投入するには限

界があることも明らかになっている。その中で市民チャ

レンジ事業やビジネスモデル構築補助として、大規模な

イベントや事業を行う際の資金が課題という指摘がある。

市民チャレンジ事業の設計では上限が10万円となってお

り、その代わり補助率や予算の利便性について工夫が施

されている。趣旨としては、事業のスタートアップやち

ょっとやってみようという活動の後押しとなるような支

援をするものである。事業をこの予算内で考える必要は

なく、事業の部分補助という位置づけでの活用が期待さ

れる。つまり、これ以上の予算が必要となる場合の資金

調達方法は、市や県の他の補助事業制度の活用や、クラ

ウドファンディングサービスの活用など、継続して資金

を確保するためには補助金だけでなく自主財源を作って

いく必要があり、自分たちで事業性が高いビジネスモデ

ルを構築することが求められる。 

 

【今後の展開】 

今後は市民の巻き込みなど内部リソースを活用した活

動に加えて、外部のリソースを取り込みながら、しがら

みのない「よそ者」の機動力を借りることで、相乗効果

によって活動の幅が広がり、域外への波及効果が期待さ

れる。2014年12月より1名、2015年 5月より1名の計 2

名の地域おこし協力隊員が活動を始めている。これらに

加えて、各年代、特に能代工業バスケットボール部の全

国での活躍など「強いバスケ」が能代にあることがバス

ケの街に活気をもたらすことは事実であり、バスケの街

のアイデンティティであり、バスケの街づくりの根幹で

ある能代工業のバスケ部の競技力向上・強化に対する支

援体制の構築と同時に、能代工業に頼らないバスケの街

のコンテンツづくりを行うことが必要となる。 
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総合型地域スポーツクラブの自立的運営に関する一考察 －三重県内の総合型地域スポーツクラブ

を着目して－

黒川祐光（特定非営利活動法人あのうスポーツクラブ）

：総合型地域スポーツクラブ、二極化、自立

【問題・目的・背景】 
学校体育と企業スポーツを中心とした、わが国のスポ

ーツ環境から地域において住民が主体的に参画するとい

う、スポーツ環境への転換を目指したスポーツ振興基本

計画の一つとして、「 年までに全国の各市区町村に

おいて少なくともひとつは総合型地域スポーツクラブ

（以下「総合型クラブ」）を育成」という目標を掲げ、

年 月現在、全国 の市区町村中、創設準備中

の クラブも含めると の市区町村で の総

合型クラブが、育成されている。

このように、日本のスポーツ振興の核の一つとして推

進されている総合型クラブだが、未だに発展途上だと言

える。山口（ ）は、総合型クラブの阻害要因として、

「指導者・スタッフの確保」、「スポーツ団体との連携・

協力」、「受益者負担意識」の 点をあげているが、総

合型クラブの運営は、地域住民自らがクラブの運営や指

導に参画するという形をとりながら組織を拡充していく

が、一方で、スポーツサービスは無料又は廉価で行政か

ら提供されるものだと思っている人も多く、地域住民の

会費により自主的に維持・運営されるものであるという

基本意識も不足している。

本研究の問題意識は、極めて実践的な現場において直

面する様々な課題を契機としている。総合型クラブが、

スポーツで地域を元気にする重要な役割（新しい公共）

の担い手として期待されているが、活動拠点も安定して

おらず、運営面においても主財源に乏しく、各種助成金

や指定管理者制度に頼っているケースが多い現状から、

今後の総合型クラブの活動基盤がスポーツ振興基金や指

定管理者制度などの助成金に頼っていくのか、また、総

合型クラブ独自の方法で自立を可能にしていくのかなど、

全国の総合型クラブの現状や三重県の総合型クラブの実

態調査に基づき考察した。 
【研究方法・目的】

三重県内の総合型クラブを対象に郵送法による質問紙

調査、インタビュー調査を下記の内容で行った。ほとん

どの総合型クラブは、「ヒト、モノ、カネ、情報」と専

門的なノウハウとクラブ運営に多くの時間を費やしてい

る現状の中、総合型クラブは、多くの自治体において、

市民活動の活性化や地域コミュニティの促進は行政施策

として位置づけられており、行政はそれらの役割を担う

組織や市民団体を育成してきている。質問紙調査より、

三重県内の総合型クラブの現状と総合型クラブがコミュ

ニティレベルの公共スポーツ施設の先駆者となり、管理

運営に携わっていくことが、更なる地域スポーツの発展

に寄与していけるのかなど、今後の総合型クラブの自立

の可能性について調査した。

対 象 者：三重県内総合型クラブ クラブのうち、

事務所の連絡先を公表している クラブ

に質問紙を郵送した。（回答クラブ クラ

ブ・回答率 ％）

質問事項 ：

． 設立時の母体組織について

． 平成 年度の年間予算について

法人格の取得の有無及びその理由について

指定管理者への公募の有無及びその理由について

今後の総合型クラブの自立の可能性と動向及び指

定管理者となっている総合型クラブには、指定管理

者制度を導入した理由、指定管理者となったことで

生じた課題を各々記載していただいた。

【調査・分析結果】 
設立時の母体組織であるが、我が国のスポーツ環境か

ら地域において住民が主体的に参画するというスポーツ

環境への転換を目指したスポーツ振興基本計画の一つと

して、 年までに全国の各市区町村において少なくと

もひとつは総合型クラブという目標を掲げたこともあり、

「新規に創設した」クラブが ％と多いのが特徴である

が、「既存組織・団体などを基にして創設した」も ％と

スポーツ少年団などからの総合型クラブへ転換を図った

クラブも多くある。

クラブの年間予算を見てみると、平成 年度の年間予

算（図１） 万円以下の総合型クラブが ％を占める

とともに、年間予算 万円以下が クラブある。また、

ゴール１：本物のバスケに触れられること→ 能代カップ

の観客数 

ゴール２：バスケで誰でも集えること→ バスケミュージ

アムの来館者数 

ゴール３：バスケで地域が潤えること→ バスケの街ロゴ

マーク使用の登録数 

ゴール４：バスケが街なかで感じられること→ 街なかで

目にするバスケに関連するものの数 

 

ゴール1のバスケの街づくりの誕生のきっかけである

「能代カップ」の入場者数（3日間合計）の推移は、2012

年度：5,243人→ 2013年度：5,202人→ 2014年度：4,797

人と減少傾向が続いていた。しかしながら、2015年度は

6,130人と前年度より大幅に増加に転じている。 

ゴール２のバスケミュージアムの来館者数の推移は、

初年度3,788人（※ 5-3月の11か月） → 2年目3,661

人 → 3年目 4,140人となっており、年間約4,000人が訪

れる施設となっている。観光にも徐々に生かされてきて

おり、市民・来訪者ともに、バスケに関心のない人でも

立ち寄ることができ、定期的にイベントが行われ、そこ

で集まった人達からさらに次の活動やアイデアが生まれ

る場になりつつある。 

ゴール３は、ロゴマーク使用の登録件数である。バス

ケの街として2013年度にロゴマークが作成され、2014

年度の登録件数は5件となっている。ロゴマークの管理

を通じて、認定事業として登録することによる全体的な

ブランディングの統一と事業性につなげるための仕組み

が模索されている。 

ゴール４は、街なかで目にするバスケに関連するもの

の数であり、過去数年12件で推移に変化がない。しかし

ながら、計画策定以降、バスケの街づくり関連で各種メ

ディア等に取り上げられた新たな取組は52件に上る。こ

れまでの推進委員会の委員が関わることによって実現で

きたものが多数あり、主体の形成と同時に、多くの協力

者とのネットワークが形成されることによって行われた

活動であるといえる。活動にはミュージアムがコミュニ

ティスペースとして役割を果たしていることもあげられ

る。全体的に人と人とがつながる機会が増え、徐々にネ

ットワークが形成されてきており、バスケ関連のイベン

ト等のほか、一般のイベントにおいてバスケの要素を取

り入れる機会も増えてきたということが挙げられる。 

以上のようにコンテンツが充実してきたことでさまざ

まな取り組みが新たに生まれ、そうした活動を目にする

機会が増えたり、各種マスコミに取り上げられることで

一定のPRに関する成果があった。イベントの数や活動に

よる露出によって新たな取り組みが定着しつつある一方、

課題も明らかになってきている。①ハードコンテンツの

未整備（オブジェ等、構造物への組み入れなど） ②ソフ

トコンテンツの充実が市民の関心度の高まりに繋がって

いないこと ③大会、合宿誘致や商品開発など、観光につ

ながる動きが少ないことなどである。これらを克服し、

持続的にバスケの街づくりの活動を行われるための重点

課題の一つは、「推進主体の連携」である。競技関係者

と街づくり関係者の乖離している現状があり、推進委員

会が核となり、情報を共有しながら効率的な取組を進め

ていくことが求められるが、スポーツ振興の担当部局で

ある教育部や競技団体関係者との連携がほとんどなかっ

た。競技関係者と街づくり関係者の「バスケの街」への

乖離を克服して、バスケの街づくりへ積極的に関わって

いくための仕掛けが必要といえる。 

2つ目が「持続的な事業モデルへの転換」である。活動

主体にとって時間や金銭などリソースを投入するには限

界があることも明らかになっている。その中で市民チャ

レンジ事業やビジネスモデル構築補助として、大規模な

イベントや事業を行う際の資金が課題という指摘がある。

市民チャレンジ事業の設計では上限が10万円となってお

り、その代わり補助率や予算の利便性について工夫が施

されている。趣旨としては、事業のスタートアップやち

ょっとやってみようという活動の後押しとなるような支

援をするものである。事業をこの予算内で考える必要は

なく、事業の部分補助という位置づけでの活用が期待さ

れる。つまり、これ以上の予算が必要となる場合の資金

調達方法は、市や県の他の補助事業制度の活用や、クラ

ウドファンディングサービスの活用など、継続して資金

を確保するためには補助金だけでなく自主財源を作って

いく必要があり、自分たちで事業性が高いビジネスモデ

ルを構築することが求められる。 

 

【今後の展開】 

今後は市民の巻き込みなど内部リソースを活用した活

動に加えて、外部のリソースを取り込みながら、しがら

みのない「よそ者」の機動力を借りることで、相乗効果

によって活動の幅が広がり、域外への波及効果が期待さ

れる。2014年12月より1名、2015年 5月より1名の計 2

名の地域おこし協力隊員が活動を始めている。これらに

加えて、各年代、特に能代工業バスケットボール部の全

国での活躍など「強いバスケ」が能代にあることがバス

ケの街に活気をもたらすことは事実であり、バスケの街

のアイデンティティであり、バスケの街づくりの根幹で

ある能代工業のバスケ部の競技力向上・強化に対する支

援体制の構築と同時に、能代工業に頼らないバスケの街

のコンテンツづくりを行うことが必要となる。 
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年間予算 万円を超えるクラブが ％あるが、そのク

ラブは、スポーツ振興基金の助成を受けているか指定管

理者となっている。このように予算面でのクラブ格差が

相当あることもわかり、クラブによっての助成金の有無

での差別化というものも見えてくる。

図１ 平成 年度の年間予算について

出所：三重県内総合型クラブ質問紙調査より

更に法人格の取得（図 ）については、今後のクラブの

方向性を如実に表している。「取得している」 ％、「今

後、取得しようと思っている」 ％と法人格の取得に前

向きに考えているクラブが ％あることがわかる。法人

格を取得しようと思っているクラブは、クラブの社会的

図 法人格の取得について

出所：三重県内総合型クラブ質問紙調査より

地位の確立、助成金や指定管理者への申請等を考えてお

り、クラブとしての自立の方向性を模索していると言え

る。一方で、「今後も取得を考えていない」クラブも ％

あり、取得しようと思っていないクラブは、現状のまま

でよい、身の丈にあった運営、ヒトの問題といったよう

に、クラブの現状や諸問題に向き合わない回答が多く、

新たな方向への模索などの動きはなく、「なるようにしか

ならない」といった考え方を示している。

しかしながら、何かのきっかけでクラブが変わる要素

も十分に考えられ、法人格の取得の有無は、今後のクラ

ブの方向性を推し量る重要な要素になると考える。

指定管理者への公募（図 ）については、「指定管理者

である」 ％、「今後、公募しようと思っている」 ％、

「今後も公募は考えていない」 ％と法人格の取得の有

無とはかなりの開きが見られる。

図 指定管理者制度の公募について

 
出所：三重県内総合型クラブ質問紙調査より

これは、法人格の取得は目指すが、指定管理者への応

募までは考えていないということであるが、理由として、

クラブの属する自治体に指定管理者制度が導入されてい

ない、指定管理者に選定されても、指定期間終了後も継

続して指定を任される保証もなく、雇用に対する不安、

自治体が負担するコストの削減などがあげられる。また、

民間企業では指定管理者からの撤退事例も数多くあり、

民間企業は参入する自由と同時に撤退するのも自由であ

るとの経営姿勢から、行政は撤退時の対応をマネジメン

トする必要も生じてくる。

また、今後の総合型クラブの自立の可能性や動向につ

いては、「自立的運営に肯定的」、「自立的運営に否定的」、

「自立的運営の可能性を示唆した」と概ね、 つの意見に

分類できた。

「自立的運営に肯定的な意見」

運動施設のキャパシティに合わせた会員数で運営を行

っているので、クラブマネージャー 専任 を置かなくて

も、地域との連携、協賛金、クラブ内指導者の確保 安価

な謝金 等により自立は可能である。身の丈に合った経営、
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地域のニーズにあった経営を心がけ実践することで自立

的運営は充分可能である。助成期間での経営が非常に重

要であり、助成期間に自立を目指した工夫をして自己財

源率を上げることができれば、自立的運営は可能である。

設立当初より自主運営を目標に、行政からの補助金に頼

らず、会費収入、雑収入で運営をしてきた結果、経営は

順調である。クラブのコンパクト化を目指し、運営上の

「ムリ、ムダ、ムラ」を排除しつつ、クラブの活動を見

直し、その時代に応じたクラブ運営を行っていくことで

自立は可能である。他のクラブとの協働・協調すれば自

立は可能である。

「自立的運営に否定的な意見」

総合型クラブに必要な「ヒト、モノ、カネ、情報」を

確保できるかできないかが自立に関わってくる大きな要

因である。特に「ヒト」の問題と会員数の減少からクラ

ブ運営自体、厳しい状況にある。行政主導の総合型クラ

ブには自立という言葉は当てはまらない。地域住民に受

益者負担意識を浸透させることができなければ、自立は

難しい。小規模なクラブが自立しても、必ず資金面での

障壁より頓挫してしまう。少子高齢化で会員数が増加す

るとは思えないので、スポーツイベントや教室・サーク

ル活動を広げていくことになるが、一経営体としての総

合型クラブでは、企業体には施設面や料金では対抗でき

ないので、身の丈に合った運営をしていくしかない。

「自立の可能性を示唆する意見」

助成金、指定管理期間が終了後も、安定してクラブ経

営を維持・発展させていくことが本来の意味での自立で

ある。それが地域社会への貢献度にもつながり、自立へ

向けた重要な要素である。自主運営を目指し、指定管理

者になったものの、地域全体の人口減少に伴う会員減少

等で苦しい面もあるが、指定管理者となって多くの課題

や今後やらなければならないことなど、表面化した課題

などを解決していけば自立は可能である。クラブ活性化

の第一要因とも言える、活動拠点の確保や整備に行政が

責任を持ってくれれば自立につながる。行政との協働と

会員を増加させれば自立は可能である。助成金申請時よ

り中長期計画に基づいた運営を心がけることで、自立は

可能である。

【考察・今後の課題】

総合型クラブは運営が行き詰まっているクラブと新た

な方向性を見出したクラブの二極化傾向にある。公的支

援を受けられる設立当初の期間を過ぎると自主財源に基

づいて活動をしなければならなくなる。現在では多くの

クラブがその時期を迎えているが、自主財源のみで順風

満帆のクラブは少なく、課題山積で継続・発展への正念

場を迎えている。本来の意味での総合型クラブとは、「ス

ポーツを通じて地域を元気にする」コミュニティの形成

（新しい公共）を目指しており、そして、その方法はク

ラブによって千差万別である。法人格の取得や指定管理

者を目指すクラブは、その基準を満たすことによって、

助成金や指定管理者へ申請し、社会的地位の確立を目指

す。一方で、法人格の取得や指定管理申請を行わないク

ラブは、「身の丈にあった運営」でコミュニティの形成を

目指している。すなわち、どちらも目指しているところ

は同じである。ただ、総合型クラブの自立的運営や永続

的な持続・発展を考えれば、社会的自立は必要不可欠で

はある。

スポーツと地域社会の関わりについて考えた場合、総

合型クラブ運営の現状やそれに関わる課題を地元住民に

理解してもらうことが重要になってくる、今後の総合型

クラブは、助成金に頼らない自立に焦点が絞られており、

必然的に事業性重視のクラブ運営が求められている。地

域社会との関わりを大切にしながらも、行政をあてにせ

ず、総合型クラブを一経営体としてスポーツ事業を展開

していくクラブが自立可能な総合型クラブであるとも言

える。また、総合型クラブの自立にとって行政がどのよ

うな関わり方をするかは議論のあるところだが、総合型

クラブが、市民活動の活性化や地域コミュニティの促進

をスポーツを通じて実現するための行政施策であるなら

ば、総合型クラブを育成した行政が、スポーツをコミュ

ニティ形成のインフラストラクチャーとしてとらえ、積

極的に活かすよう現在以上に取り組むべきであろうと考

える。

このように、コミユニティ促進の行政施策として育成

されてきた総合型クラブであるが、行政手段から脱却し

ていき、住民主導へ方向転換をしていくことが、総合型

クラブの自立的運営を示唆するものであるが、総合型ク

ラブの自立的運営を可能にする条件として以下に集約で

きる。

金銭的自立

金銭的自立をハード（施設維持・管理）、ソフト（運営）

でとらえることが重要となってくる。総合型クラブが「身

の丈にあった運営」と「新たな方向性を見出した」の二

極化傾向にあるといっても、クラブの規模によって違い

はあるものの、持続的にスポーツを通してコミュニティ

を提供できれば、自立的運営を可能にすると言える。

年間予算 万円を超えるクラブが ％あるが、そのク

ラブは、スポーツ振興基金の助成を受けているか指定管

理者となっている。このように予算面でのクラブ格差が

相当あることもわかり、クラブによっての助成金の有無

での差別化というものも見えてくる。

図１ 平成 年度の年間予算について

出所：三重県内総合型クラブ質問紙調査より
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地位の確立、助成金や指定管理者への申請等を考えてお

り、クラブとしての自立の方向性を模索していると言え

る。一方で、「今後も取得を考えていない」クラブも ％

あり、取得しようと思っていないクラブは、現状のまま

でよい、身の丈にあった運営、ヒトの問題といったよう

に、クラブの現状や諸問題に向き合わない回答が多く、

新たな方向への模索などの動きはなく、「なるようにしか

ならない」といった考え方を示している。

しかしながら、何かのきっかけでクラブが変わる要素

も十分に考えられ、法人格の取得の有無は、今後のクラ

ブの方向性を推し量る重要な要素になると考える。

指定管理者への公募（図 ）については、「指定管理者

である」 ％、「今後、公募しようと思っている」 ％、

「今後も公募は考えていない」 ％と法人格の取得の有

無とはかなりの開きが見られる。
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また、スポーツ振興基金などの受給や指定管理者とな

ったクラブも、補助金、指定管理料、利用料金など時限

的ではあるが一定の収入が見込まれるので、金銭的自立

とは言い難いが、ソフト面において工夫をすることで、

利用料金収入や事業収入を増加させることができれば、

金銭的自立と言える。そのためにも、補助金、指定管理

期間よりソフト面を充実させていくことが課題となって

くる。

行政とクラブとの運営協議

指定管理者制度を導入した自治体は、「指定管理施設

（公の施設）」をコミュニティ形成のインフラストラクチ

ャーとしてとらえ、そのインフラを有効利用するために

も指定管理者となったクラブに一任せず、特にハード面

（施設維持・管理）においての協議を強化することによ

り、そのインフラを有効利用する術や地域住民にとって

望ましいとする施設づくりを自治体と共有することが、

地域住民が積極的に利用する施設につながり、総合型ク

ラブの自立的運営を可能にすると考える。

住民参加

これまでの日本のスポーツは、行政主導で事業を展開

する「行政サービス」であり、学校や企業において活動

する「部活動」、「企業スポーツ」という受動的で時限的

なものであった。総合型クラブはこれまでの受動的なス

ポーツから主体的、継続的にスポーツを享受するための

新しい仕組みであり、その運営は、地域住民であること

が望ましく、クラブスタッフ、会員、地域住民にスポー

ツの意味や価値を理解してもらうことで、クラブの自立

的運営を可能にすると考える。

以上のことを踏まえ、行政と地域住民双方がコミュニ

ティの構築をどのような形で図るべきか、各地域の実情

に応じて検討していくことが、総合型クラブの自立的運

営を可能にすることにつながると考え、今後においても、

スポーツにおけるコミュニティ形成（新しい公共）につ

いてあらゆる角度から検証していきたい。

【引用・参考文献】

・山口泰雄 『地域を変えた総合型地域スポーツ

クラブ』大修館書店 〜 ページ

・文部科学省 『総合型地域スポーツクラブ育成

状況』

・黒川祐光 「指定管理者制度に基づく公共施設

の運用実態と課題－三重県内のスポーツ を事例

として－」地域活性研究 ～ ページ

・黒川祐光 菊本 舞 「指定管理者制度導入によ

る「民が担う公共」大垣市と津市の運用実態と課題

－外郭団体と が管理する公共スポーツ施設を事

例に」地域経済 第 号 ～ ページ
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地域における生活とインフラに関する研究

地域住民の生活と自動車移動を促進させる自動車関連サービス店による取組事例の考察

鈴木 誠二（法政大学大学院）

： 地域インフラ、自動車・自転車タイヤ、地域コミュニティ、内発的発展

【研究目的】

自動車は、地域生活に欠かすことができない生活インフ

ラである。また、移動という行為は、地域住民の様々な活

動と、コミュニケーション機会を創出し、地域の活性化を

下支えしていると考えられる。自動車が地域住民の「生活

インフラ」としての機能を発揮するには、燃料の補充や自

動車関連部品のメンテナンス ）が必要となる。自動車に必

要な商品やサービスを提供するお店（ガソリンスタンド・

カーディラー・整備工場・タイヤ専門店・量販店）は、地

域住民と定期的な接触がある。自動車に必要な商品やサー

ビスを提供するお店（以下、自動車関連サービス店）の従

業員は、自動車関連部品のメンテナンスを通じて、地域内

の情報集約や、活動状況の把握も可能である。さらに、孤

独や引きこもりなど、自動車ケアの観点から、移動状態を

バローメーターに、地域の見守りも可能である。このこと

から、地域イノベーションの中核として機能しうると考え

られる。

一方、自動車関連サービス店が、地域活性化の中核とし

て機能していると自ら証明するために、「地域住民と直接関

わる従業員」の、地域との関わり方や、生活インフラを支

え地域活性化を担える従業員育成をどのようにおこなえば

よいのかについては、明らかになっていない。

地域のインフラを担い、定期的な顧客接点を有する自動

車関連サービス店従業員の、求められる役割や従業員の育

成方法を明らかにすることは、「地域生活の移動を活発化さ

せた地域活性化」をはかるためにも、本研究には社会的意

義があると考えられる。

【研究内容】

本研究の内容は、次の通りである。

自動車関連サービス店は、地域の移動支援を行なってい

る。自動車関連サービス店の従業員が、地域住民と自動車

の移動支援を行なうにあたり、どのような役割を担い、地

域住民との接点をどのように設ければいいのか、また、そ

のような従業員を育成するためにどのような条件を備えて

おく必要があるのかを明らかにする必要がある。

自動車関連サービス店の実態は、必要な地域に店舗が少

なく、更に地域からの撤退や閉鎖が後を絶たない傾向が続

いている。この傾向は増々拡大し、地域における自動車関

連部品のメンテナンスを提供できない可能性を示唆してい

る。自動車関連サービス店が、地域インフラ拠点として、

地域イノベーションを創出し、地域活性化を担うビジネス

が成立すれば、必要な地域に配備することが可能となる。

また、自動車関連サービス店の店舗形態や、取扱い品目

は多種に渡っている。その中でも、「タイヤ」は、自動車関

連サービス店全店での取扱いがあり、重要保安部品として

自動車が走行するには欠かせない商品である。タイヤは、

きめ細かいメンテナンス（空気圧補充や、保守点検）が必

要であり、交換の際には、専用機材による作業が伴う。更

に降雪地区では、降雪タイヤに交換するなど、自動車関連

サービス店と地域住民と密接な関わりがあると見込まれる。

自動車関連サービス店の従業員は、どのように地域と関

わればよいのか、地域活性化に結びつく従業員をどのよう

に育成をしていけばよいかを、「タイヤ」を基点に解明し、

地域活性化を担う地域インフラとして、全国の必要地域に

配備するために、「地域との接点の設け方」と「地域活性化

を担う人材を育成するための条件」を明らかにする。

【研究方法】

本研究では、以下の方法で分析を行う。

1.概要

先行研究サーベイ、自動車関連サービス店の事例研究

を量的調査と質的調査の研究方法を用いて分析を行なう。

内容

先行研究では、自動車関連サービス店が、地域活性化の

中核として地域イノベーション機能を担う拠点条件を導く。

事例研究では、「しまなみ海道の周辺地域連携」と、「み

なかみ町のコミュニティ拠点での展開」を取り上げる。拠

点条件の解明を通じて、自動車関連サービス店が、地域活

性化を担う地域インフラとして、全国の必要地域に配備す

るための、「地域との接点の設け方」と「地域活性化を担う

人材を育成するための条件」を明らかにする。

3.考察

考察では、「地域生活の移動を活発化させる地域活性化」

の実現に向けた提言や、今後の展開課題を明らかにする。

また、スポーツ振興基金などの受給や指定管理者とな

ったクラブも、補助金、指定管理料、利用料金など時限

的ではあるが一定の収入が見込まれるので、金銭的自立

とは言い難いが、ソフト面において工夫をすることで、

利用料金収入や事業収入を増加させることができれば、

金銭的自立と言える。そのためにも、補助金、指定管理

期間よりソフト面を充実させていくことが課題となって

くる。

行政とクラブとの運営協議

指定管理者制度を導入した自治体は、「指定管理施設

（公の施設）」をコミュニティ形成のインフラストラクチ

ャーとしてとらえ、そのインフラを有効利用するために

も指定管理者となったクラブに一任せず、特にハード面

（施設維持・管理）においての協議を強化することによ

り、そのインフラを有効利用する術や地域住民にとって

望ましいとする施設づくりを自治体と共有することが、

地域住民が積極的に利用する施設につながり、総合型ク

ラブの自立的運営を可能にすると考える。

住民参加

これまでの日本のスポーツは、行政主導で事業を展開

する「行政サービス」であり、学校や企業において活動

する「部活動」、「企業スポーツ」という受動的で時限的

なものであった。総合型クラブはこれまでの受動的なス

ポーツから主体的、継続的にスポーツを享受するための

新しい仕組みであり、その運営は、地域住民であること

が望ましく、クラブスタッフ、会員、地域住民にスポー

ツの意味や価値を理解してもらうことで、クラブの自立

的運営を可能にすると考える。

以上のことを踏まえ、行政と地域住民双方がコミュニ

ティの構築をどのような形で図るべきか、各地域の実情

に応じて検討していくことが、総合型クラブの自立的運

営を可能にすることにつながると考え、今後においても、

スポーツにおけるコミュニティ形成（新しい公共）につ

いてあらゆる角度から検証していきたい。

【引用・参考文献】

・山口泰雄 『地域を変えた総合型地域スポーツ

クラブ』大修館書店 〜 ページ

・文部科学省 『総合型地域スポーツクラブ育成

状況』

・黒川祐光 「指定管理者制度に基づく公共施設

の運用実態と課題－三重県内のスポーツ を事例
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・黒川祐光 菊本 舞 「指定管理者制度導入によ

る「民が担う公共」大垣市と津市の運用実態と課題

－外郭団体と が管理する公共スポーツ施設を事
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【先行研究】

先行研究では、自動車関連サービス店が、地域活性化の

中核として地域イノベーション機能を担う拠点条件を導く

ために行なうものである。

1.研究アプローチの設定

岡本 年 は、地域活性化の活動には人によって、多

様な取組内容が込められているとしても、最終的には雇用

の増加や所得上昇が伴わなければ地域は活性化しないだろ

うと述べられている。また、イノベーションを産業全体の

視点からみれば、技術・システム・サービスイノベーショ

ンがより重要であり、業界の常識や経験だけではイノベー

ションは難しいと指摘している 。そこでイノベーション

を、シュンペーターがいう新結合と定義し議論する。

内田 年 は、魅力的なインフラを持っていない地域

にはイノベーションの担い手たる企業家は流入してこない

と述べている。経済産業省の「生活インフラを支える流通

のあり方研究会報告 年 」では、買い物の場所や移動

手段など、日常生活に不可欠な機能が弱体化している地域

が発生し、影響人数は、 万人程度と推計された。倉持・

谷本・土屋 年 は、対応策として期待される移動販売

に関する研究では、デリバリー型の利用者数は今がピーク

であり、今後は減少が見込まれ、車での買い物と併用する

利用者が増えると結論づけている。 
更に内田 年 は、イノベーションを地域の側から継

続的に生み出すには、アクター・ネットワークが共進化し

続けるような重層的なつながりの演出が求められると述べ

ており、人や組織の複雑な繋がりを地域内からの創出を求

めている。 
このことから、「自動車移動を支える地域インフラとして

機能するための自動車関連サービス店の役割」と、「人や組

織の繋がりを創出する方法」のアプローチから新結合の可

能性を導く。 
2.自動車移動を支える自動車関連サービス店の役割 
自動車は、公共空間の屋外移動を支えるものである。屋

外活動の効果について、ヤン・ゲール 年（北原訳

年） は、屋外活動を、必要活動・任意活動・社会活動の三

つのタイプに分類し、物質的な環境に対して、それぞれ大

きく異なる要求を持っていると述べている。必要行動は、

多かれ少なかれ義務的なものを含んでいるが、任意活動は、

新鮮な空気を求める散歩や、にぎわいを楽しむために立ち

止まるといった活動が含まれ、とりわけ屋外の物質条件に

大きく左右されるとしている。社会活動は、公共空間に他

の人びとが存在することを前提とした活動である。そこに

は、各種のコミュニティ活動、そして、もっとも広く見せ

られる社会活動として、他の人びとをただ眺め、耳を傾け

るという受け身のふれあいが含まれ、共通の関心から生ま

れるあいさつ、会話、討論、内容の豊かさを生む種子にな

ると述べている。

このことから、自動車関連サービス店の役割は、自動

車移動を支えるメンテナンスを受動的に行なうのではな

く、コミュニティ活動や社会活動を支える拠点として、

自ら顧客接点を設け移動を喚起する場を、地域に提供す

る役割を担わなくてはならない。

人や組織の繋がりを創出する方法 
鶴見 年 は、内発的発展における共通目標とは、地

球上すべての人々及び集団が、衣食住の基本的要求を充足

し、人間としての可能性を十全に発現できる、条件をつく

りだすことである。さらに変革の担い手は、多様な実例と

多様な理論とを、どのように共通の目標にむかって、つな

ぎあわせてゆけるかが、もっともむずかしい挑戦的な課題

であろうと述べられている。岡本［ 年］は、地域が内

発的発展するには、素材を資源化する人的資源の視点が不

可欠であり、「人的資源集合」 ）がイノベーションの担い

手であると示している。

また、経済産業省のフロンティア研究会 年 では、

イノベーションに成功している地域では、「ネットワークコ

ミュニティ」が存在していると説明し、地域コミュニティ

の形成が成功の鍵になるとまとまられている。コミュニテ

ィについて山崎 年 は、人間相互の発達・発展の場で

あると述べており、「生活の暮らしの充実に必要な福祉・医

療・環境などの分野の仕事を、地域産業として住民が主体

的につくりだし、コミュニティの発展に貢献する」事業は、

多様な地域の主体が蓄積している力量を有効に活かしてい

く機能をもっているとしている。

このことから、人や組織の繋がりを創出する方法は、共

通な課題を有する地域コミュニティの担い手が、横断的に

交流を図れる場を創出することとなる。

イノベーションをおこすための条件

これまでの研究で明らかになった、自動車関連サービス店

が，地域の中核拠点になるための条件を以下に記述する。

①地域生活の必要条件上にある社会活動可能な場所で、

自動車関連サービスに関する接点を設けること。

②自動車のメンテナンスを共通の関心ごととして、理解

を促すような接し方で提供すること。

③拠点で蓄積したノウハウや情報に対し、人的資源集合

がなされており、対処可能な状態であること。
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【事例研究】

事例研究では、「しまなみ海道周辺地域の連携」と、「み

なかみ町のコミュニティ拠点での展開」を取り上げる。解

明にあっては、自動車関連サービス店のマクロ環境を把握

し、新たな結合を導いた要因を明らかにする。

１ マクロ環境

事例考察に入る前にマクロ環境を分析し、大局的な把握

を行い、事例研究で議論すべき課題を明らかにする。

（１）自動車生活を支える地域環境

自動車関連サービス店は、自動車の性能向上 燃費向上

車・従業員離れ等により来店客が減少し、経営環境が悪化

している。よって、店舗数が縮小しガソリンやアフターメ

ンテナンスを地域に提供できない状況が拡大している。

特に深刻なのは、地域におけるガソリンスタンド数（以

下 ）である。経済産業省資源エネルギー庁の 過疎地

域に関する調査では、全国に 店（ 年 月時点）

は存在するが、過去 年間で 店が減りセルフス

タンド比率は まで向上している。これにより、「

過疎市町村」と定義される市町村内の 数が ヶ所以下の

地域は 年 月末時点で 市町村（前年比＋ 市町

村）となり年々拡大している。 年度石油産業体制等調

査研究では、閉鎖された は、フルサービスが で、ア

フターメンテナンスを提供していたのは約 であった。

さらに地域をみると、降雪地域が を超えていた。

一方、自動車点検整備推進協議会の運動調査結果（

年 月）では、自動車運転のヒヤリハット経験は あ

った。中でも、自動車のアフターメンテナンスが要因で発

生する事象は、タイヤスリップ要因だけがあげられ

を占めた。さらに、自動車整備に関する項目では、週３回

以上自動車を運転するドライバーが を占め、タイヤ

点検をしなくてはならないと認識しているは各項目で約半

数を超えている。しかし、知識がなく日常点検しないドラ

イバーが にのぼり、タイヤトラブルに遭遇している

ドライバーは、 存在していた。一般社団法人日本自動

車タイヤ協会の調査によると、 年のタイヤ不良率は

に達し、 年前に比べて＋ 向上している。これ

までの内容を鑑みと、地域における自動車生活に大きな変

化が現れてきていることが明らかになった。

（２）議論すべき内容

SSはこれまで、ガソリンの給油という定期的な来店の際

に、メンテナンスが必要なタイヤや、バッテリーなどの点

検や啓発を行なうことで、自動車関連サービスの身近な相

談場所として認知されていた。よって 拠点減は、身近に

給油場所がなくなっただけに留まらず、自動車移動の安

心・安全を支える地域インフラ機能の崩壊に繋がる懸念要

素になると考えられる。よって、安心・安全な自動車移動

を支える新たな地域インフラの開発に関して、議論が求め

られている環境下であると考えられる。

２ 事例考察

事例考察では、異なった二つの事例を取上げる。一つ目

は、「しまなみ海道周辺地域の連携での、しまなみ島走レス

キュー」を取上げる。二つ目は、「みなかみ町のコミュニテ

ィ拠点での展開する、ホテル サンバード」を取上げる。

（１）しまなみ島走レスキュー

□取組内容

瀬戸内海しまなみ海道は、全長 ㌔の自動車専用道路

であるが、島々をつなぐ橋に原付及び自転車歩行専用道路

が整備されている特徴を持ち、サイクルリストの聖地とし

て様々な を通じて年間 万人が通行する道路である。

周辺地域では、サイクリストの休息や自転車の空気入れ

を行なえる拠点を、道の駅や、農家民泊、ガソリンスタン

ドなど多様な業種で 拠点配備している。さらに、サイク

ルリストのトラブル対応として、しまなみ島走レスキュー

がある。しまなみ島走レスキューは、地元有志のネットワ

ークにより、島内に自転車店が不足する中で、自転車トラ

ブル等で立ち往生するサイクリストに対して、地元として

何かできることはないかとの思いで設立した組織である。

メンバーは、自転車店、自動車整備工場、ガソリンスタン

ド、タクシー会社などで構成されている。主な活動は、自

転車のパンクや、自転車故障等に対する、修理・調整・タ

クシーによる移送等の移動支援である。対応可能なレスキ

ュー拠点を 拠点設けており、安心なサイクリングに向け

た情報発信を来町者及び、地域全体の配信も行なっている。

□主な提供サービス

・レスキューポイントの設置と対応

・レスキュー拠点の登録と情報開示

□取組効果

来町者向けのコミュニティスペースの設置や、自転車メ

ンテナンスを行なうという社会活動を通じて地域連携され

た。移動支援という共通目標を共有された地域住民は、来

町者の声の収集や、対応方法の議論を通じ、地域住民の誰

もが対処できるような研修を行なうなど、地域のモラール

が高められている。これまで、自動車関連サービスが主で

あったガソリンスタンドや、整備工場の参画により、啓発

対象が自転車だけではなく、自動車のアフターメンテナン

スにも波及し、移動支援を活発化させるネットワークとし
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て構築されていると考えられる。新たに結合をされた、「自

転車を基点とした、自動車メンテナンスの必要価値の擦り

込み」と、「他業種による移動インフラの相談拠点設置」は、

声の収集と対策人的資源集合なされたことで実現されたと

考えられる。他業種の交流による知識向上は、自動車のア

フターメンテナンスの自立を促していたと思われる。

（２）ホテル サンバード

□取組内容：

ホテル サンバードは、群馬県みなかみ町新治地区に

あるスキー場を併設した温泉ホテルである。みなかみ町

新治地区は、 過疎地域の特徴に近しい環境にあり、降

雪地区の中山間地域で、住民の危険経験が高い特徴があ

る。ホテルの経営者は、一般社団法人みなかみ町体験旅

行の理事でもあり、グリーンツーリズムの受入に際し、

地域コミュニティを構築させている。地域コミュニティ

の担い手が、地域コミュニティの充実という視点にたち、

冬タイヤの交換や点検活動を、地域コミュニティスペー

スに、自動車関連サービス店に出向いてもらいインフラ

ビジネスと、地域コミュニティとの結合がなされたと考

えられる。

□主な実施事項

・整備工場へのリクエストによるタイヤ点検と交換

・車検及びメンテナンスの各種対応

□取組効果

この活動により、「地域コミュニティの相互確認」と、

「プロのタイヤ点検と作業」とが結合され、冬期期間の

自動車移動に関する不安を取り除き、地域インフラの確

保に繋がったと考えられる。このことは、地域生活を地

域コミュニティで受けつけることで、地域の見守り機能

も果たしつつ、地域ガバナンスを向上させていたと考え

られる。また、自動車整備工場の経営を鑑みると、新た

な需要を喚起したことにより、新たな収益が発生する。

以下、収益を創出する条件を記述する。一つ目は、地域

コミュニティスペースで販売ではなく、安心を提供する

こと。二つ目は、移動という自動車機能を活発化させる

ための動機づけ情報の提供と、動員をはかること。最後

に、定期的な実施により、安心できる要因を住民に認識

させるような実演で行なうことであった。

（３）研究結果

事例をもとに、条件をどのように克服していたのかを整

理し、そのうえで、「タイヤ」を基点とした、「地域との接

点の設け方」と「地域活性化を担う人材を育成するための

条件」を明らかにする。

「地域との接点の設け方」は、社会活動を呼び起こすよう

な、ライフラインに必要な様々な場所で実施されていた。

その手法として、地域の誰もが参画可能な機会が得られる、

住民が視れる場所で、実演や実習を行なうことであった。

「地域活性化を担う人材を育成するための条件」は、以下

の通りである。一つ目は、販売ではなく、啓発を行なうこ

とで、住民どうしの接点があれば誰もが価値の浸透ができ

るようにしたこと。二つ目に、自動車関連サービス店の従

業員が、作業の実演と要因を口頭で伝えること。最後に、

地域インフラ整備としてのミッションを共有し、相談窓口

を地域住民自らが担い相談拠点を拡大させることであった。

図１：事例地域の条件対応表（出所：筆者作成）

【考察】

地域生活において自動車はライフラインである。また、

自動車の安心・安全な走行を支える自動車関連サービス店

は地域のインフラであり、コミュニティのインフラになる

との知見を得た。「移動弱者をつくらず、住民と自動車の移

動を活発化させる地域活性化を図る」ためには、自動車関

連サービス店が、安心・安全の啓発を地域生活の延長線で

提供しなくてはならない。この活動により、新たなコミュ

ニティや、啓発する人材や拠点が整備される。新たなニー

ズを発祥させることで経営が顕在化し内発的発展が成立す

る。今後はこのような取組を拡大すべき、自動車関連サー

ビス店への動機づけを図り、地域での取組みを提言したい。

【今後の展開】

地域生活は、まさに「移食住」である。これまでの、「交

通機関の充実」という議論から、自動車のメンテナンスと

いう視点を取り込み「自動車移動の喚起」という議論を通

じ、地域イノベーションをすすめるための研究として、推

進モデルの開発に向け実証活動を行って参りたいと考える。

【註】

）アフターメンテナンスとは、部品の不具合によって

保安基準に適合しなくなるものの点検や交換を示す。

）人的資源集合は、地域における人的資源のストック全

体を示す。地域全体の住民も含まれる。

【引用・参考文献】

岡本義行 地域イノベーション  次産

業化と地域イノベーションについて

条件一覧 島走レスキュー ホテル　サンバード

タイヤ接点 自転車の空気圧点検 冬タイヤへの交換

日常生活上の接点 地域拠点　４５ヶ所 グリーンツーリズムの会合場所

共通の関心ごとの醸成 住民研修による知識向上 プロにによる点検と実演

人的資源集合 サイクリスト 各業種の従業員 地域住民 整備工場従業員

350



1 
 

浮世絵に描かれた有馬の湯女 －江戸時代の温泉ブランド戦略

樽井由紀（健康と温泉フォーラム）

： 浮世絵、有馬湯女、温泉

【問題・目的・背景】 
江戸時代には絵図や浮世絵に温泉地の様子が描かれ、宣

伝に用いられた。当時から最も有名な温泉地であった有馬

温泉でも、絵図や案内冊子とともに、湯女を描いた浮世絵

が売り出されている。その過程で、「有馬といえば湯女」

というイメージが形成され、宣伝された点が、他の温泉地

と大きく異なっている。本発表では、地域ブランド化の観

点から、有馬の湯女を描いた岡本昌房と画登軒春芝の浮世

絵をとりあげ、有馬温泉の特色を考えてみたい。

【研究方法・研究内容】

有馬の湯女についての資料と研究には、小澤清躬

(1938)『有馬温泉史話』、風早恂編(1988)『有馬温泉史料

下』を元に、黒川道祐『有馬地誌集』（1664）、平子政長・

生白堂行風増補『有馬私雨』（1672）、生白堂行風『新板

有馬名所鑑』（1683）、秋里籬島『摂津名所図会』(1798)
等の地誌の記述や各種の紀行文があげられる。これらの

材料を元に、温泉で働く湯女の仕事と、湯女に付与され

たイメージの両面から、有馬湯女が一種の地域ブランド

となる過程を分析する。 
【研究・調査･分析結果】

湯女の浴場管理

有馬温泉は、その知名度と人気にもかかわらず、共

同浴場が狭い一の湯と二の湯に限られていたため、入

浴には時間の制限と順番が厳しく守られた。『有馬私

雨』(1672)では「大湯女二十人小湯女二十人湯口に立

ちかはり、夜昼となく入浴の下知をなし次第をわかつ」

「遅くあがる者あれば大湯女小湯女手毎に棒をもて湯

口の戸をたたき、あがれあがれとののしれば」とある。

17世紀から18世紀にかけての有馬の地誌類には、共同

浴場を描いた挿絵に、長い棒を持った湯女が描かれて

いる（図1、2）。また浮世絵美人画の先蹤となった西

川祐信『百人女郎品定』（1723）(図3)にも、棒を持っ

た小湯女が登場する点が注目される。 
湯女は客に入湯の時間を知らせる時には、大声で浴

客を呼び集め、浴場に連れて行ったわけだが、客を呼

び集める際に各坊で浴客の国名を呼び、入浴の順番を

決めていた。井上布門『有馬之日記』（1739）には「い

せの駿河のと呼立る中に」「又めぐり来る幕に、大坂

のと呼ばれて行ぬ」と国名を呼ばれて入浴に赴いたこ

とが記される。浴客をわざわざ出身国別にグループ分

けするという、一見面倒なやり方は、日本国中から湯

治客が訪れる、有馬温泉のブランドを誇示するもので

あろう。 
狭い共同浴場を多数の浴客が利用するため、入浴の

時間区分が定められていた。まず「留湯のかずはゆな

のまにまに」と歌われるように、「留湯」、すなわち

浴場を貸し切りにする采配は、古くから湯女の仕事に

なっていた。このほか「幕湯は大名金持の為に引、狭

嫌（せばきら）ひ入込は其次々の湯入なり」（孟遠『荷

葉之紀行』）とされ、いずれも湯女が浴客と時間の管

理を取り仕切った。坊ごとに時間を区切る「幕湯」、

グループ客の貸し切りである「せばきらい」、早朝に

誰もが入れる「入込」は、料金に大きな違いがあった。 
こうした湯女たちは副業として、担当する宿の滞在

客の宴席に侍り、歌や踊りを披露することも多かった。

「みな歯そめ、帯前に結て姥めかせる」（三宅嘯山『有

馬紀行たたひ越』1779）とあるように、未成年の小湯

女も、お歯黒をつけ、帯を前に結ぶ人妻風の装いで接

客したが、「棒もていかれる人とは思ひも出ず」（『有

馬私雨』1672）、昼間の仕事ぶりとは打って変わった

様子が、かえって滞在客の興味を引いたようである。 

湯女のアイドル化――岡本昌房の「湯女風俗絵」

湯女の浴場管理の仕方は、18世紀の後半ごろに大き

く変化したと考えられる。まず、棒で戸口をたたきな

がら大声で入浴中の客を追い出すような、乱暴なやり

方は行われなくなった。また大声で国々の名前をあげ、

客を呼び集めて浴場に引率する方法も変化し、やがて

「二婢共に入浴の旅客に随従して、入湯の時刻をしら

せ、浴衣を肩にかけて案内し、衣類を預りなどして侍

女の如くす」（『摂津名所図会』1798）と、共同浴場

の管理者よりも、宿の客に付き添う仕事が中心になっ

ていく。また客の祝儀を目当てに、夜間の接客ばかり

行って、早朝の浴客案内がおろそかになったとも言わ

れている（「奥の坊文書」1787）。ちょうどこの時期

て構築されていると考えられる。新たに結合をされた、「自

転車を基点とした、自動車メンテナンスの必要価値の擦り

込み」と、「他業種による移動インフラの相談拠点設置」は、

声の収集と対策人的資源集合なされたことで実現されたと

考えられる。他業種の交流による知識向上は、自動車のア

フターメンテナンスの自立を促していたと思われる。

（２）ホテル サンバード

□取組内容：

ホテル サンバードは、群馬県みなかみ町新治地区に

あるスキー場を併設した温泉ホテルである。みなかみ町

新治地区は、 過疎地域の特徴に近しい環境にあり、降

雪地区の中山間地域で、住民の危険経験が高い特徴があ

る。ホテルの経営者は、一般社団法人みなかみ町体験旅

行の理事でもあり、グリーンツーリズムの受入に際し、

地域コミュニティを構築させている。地域コミュニティ

の担い手が、地域コミュニティの充実という視点にたち、

冬タイヤの交換や点検活動を、地域コミュニティスペー

スに、自動車関連サービス店に出向いてもらいインフラ

ビジネスと、地域コミュニティとの結合がなされたと考

えられる。

□主な実施事項

・整備工場へのリクエストによるタイヤ点検と交換

・車検及びメンテナンスの各種対応

□取組効果

この活動により、「地域コミュニティの相互確認」と、

「プロのタイヤ点検と作業」とが結合され、冬期期間の

自動車移動に関する不安を取り除き、地域インフラの確

保に繋がったと考えられる。このことは、地域生活を地

域コミュニティで受けつけることで、地域の見守り機能

も果たしつつ、地域ガバナンスを向上させていたと考え

られる。また、自動車整備工場の経営を鑑みると、新た

な需要を喚起したことにより、新たな収益が発生する。

以下、収益を創出する条件を記述する。一つ目は、地域

コミュニティスペースで販売ではなく、安心を提供する

こと。二つ目は、移動という自動車機能を活発化させる

ための動機づけ情報の提供と、動員をはかること。最後

に、定期的な実施により、安心できる要因を住民に認識

させるような実演で行なうことであった。

（３）研究結果

事例をもとに、条件をどのように克服していたのかを整

理し、そのうえで、「タイヤ」を基点とした、「地域との接

点の設け方」と「地域活性化を担う人材を育成するための

条件」を明らかにする。

「地域との接点の設け方」は、社会活動を呼び起こすよう

な、ライフラインに必要な様々な場所で実施されていた。

その手法として、地域の誰もが参画可能な機会が得られる、

住民が視れる場所で、実演や実習を行なうことであった。

「地域活性化を担う人材を育成するための条件」は、以下

の通りである。一つ目は、販売ではなく、啓発を行なうこ

とで、住民どうしの接点があれば誰もが価値の浸透ができ

るようにしたこと。二つ目に、自動車関連サービス店の従

業員が、作業の実演と要因を口頭で伝えること。最後に、

地域インフラ整備としてのミッションを共有し、相談窓口

を地域住民自らが担い相談拠点を拡大させることであった。

図１：事例地域の条件対応表（出所：筆者作成）

【考察】

地域生活において自動車はライフラインである。また、

自動車の安心・安全な走行を支える自動車関連サービス店

は地域のインフラであり、コミュニティのインフラになる

との知見を得た。「移動弱者をつくらず、住民と自動車の移

動を活発化させる地域活性化を図る」ためには、自動車関

連サービス店が、安心・安全の啓発を地域生活の延長線で

提供しなくてはならない。この活動により、新たなコミュ

ニティや、啓発する人材や拠点が整備される。新たなニー

ズを発祥させることで経営が顕在化し内発的発展が成立す

る。今後はこのような取組を拡大すべき、自動車関連サー

ビス店への動機づけを図り、地域での取組みを提言したい。

【今後の展開】

地域生活は、まさに「移食住」である。これまでの、「交

通機関の充実」という議論から、自動車のメンテナンスと

いう視点を取り込み「自動車移動の喚起」という議論を通

じ、地域イノベーションをすすめるための研究として、推

進モデルの開発に向け実証活動を行って参りたいと考える。

【註】

）アフターメンテナンスとは、部品の不具合によって

保安基準に適合しなくなるものの点検や交換を示す。

）人的資源集合は、地域における人的資源のストック全

体を示す。地域全体の住民も含まれる。

【引用・参考文献】

岡本義行 地域イノベーション  次産

業化と地域イノベーションについて

条件一覧 島走レスキュー ホテル　サンバード

タイヤ接点 自転車の空気圧点検 冬タイヤへの交換

日常生活上の接点 地域拠点　４５ヶ所 グリーンツーリズムの会合場所
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人的資源集合 サイクリスト 各業種の従業員 地域住民 整備工場従業員
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に有馬温泉で売り出されたのが、岡本昌房の浮世絵美

人画「湯女風俗絵」連作である。 
岡本昌房は大阪の人（生没年未詳）、北尾雪坑斎辰

宣の門弟で「雪圭斎」を名乗った。天明末から寛政期

（1780年代後半から1790年代）の作品と考えられる

「湯女風俗絵」連作は、現在７作品が知られており、

うち３作品が国内外の美術館に収蔵されている。各作

品に共通して「雪圭斎昌房画讃」「湯女風俗絵売所 有

馬小山屋源八」と記され、明らかに有馬温泉で土産物

として売られた絵である。上方浮世絵で好まれた細版

合羽摺で色数も少なく、比較的安価だったと思われる。 
描かれるのは、有馬の宿坊に属する湯女が樹木や花

の下にたたずむ姿で、帯を前に結び、島田髷に派手な

かんざしを挿しているが、眉を落としていない。有馬

湯女のトレードマークともいえる、肩にかけた浴衣は

描かれていない。これは意図的に省略されたのか、あ

るいは制作時期においてまだこのようなサービスが行

われていなかったのか、判断材料がない。 
７点の作品は、「御所ノ坊まき」「尼ヶ崎坊ゆり」

「上大坊くり」「兵衛みや」「大黒屋たけ」「水船つ

じ」「茅之坊きい」の湯女名をタイトルとして、昌房

の狂歌の「讃」が添えられる。（表１参照）狂歌は共

通して、若々しい魅力とともに頼もしい働き手として

湯女を賞める内容である。岡本昌房の連作浮世絵は、

小湯女を「ひめごぜ」、いわば有馬温泉のアイドルと

して強調した作品だと考えられる。 
 
Ⅳ 湯女イメージの逆輸入——画登軒春芝「有馬湯女」

図

18世紀の後半から、江戸では極彩色の大判浮世絵が

流行する。美人画で有名な歌川国貞（初代）が、五渡

亭国貞を名乗っていた頃の作品「浮世名異女図絵」（文

政年間 1820-1825？）の中に、「摂津有馬湯女」が

含まれている（図４）。眉を落として高い髷を結い、

笹紅をさして肩に浴衣をかけた女性の全身図に、湯治

場を描いた扇形のこま絵、有馬節の文句が書き込まれ

ている。有馬の湯女は、江戸や京都においても早くか

ら知られていたが、その扱いは明らかに温泉女郎風で

あり、この作品に書かれる有馬節も「ばれ歌」風の一

節である。 
大阪の絵師である画登軒春芝「有馬湯女」図は、こ

の国貞の作品を文政年間後半（概ね1820年代）に模倣

した作品である（図５）。上方絵の特色である濃厚な

色づかい、はっきりした眼の表現とともに、派手な帯

と襦袢が目立つほか、履き物が高い下駄になっている。

国貞の作品では草履を履いているのだが、有馬の湯女

は浴客の案内の際に必ず下駄を履いていたから、国貞

のミスをことさらに修正している。さらに背景として

桜と紅葉を描き、有馬の名所である有明桜（紅葉でも

有名）を加えている。この点では、花の咲く樹を背景

とする昌房の「湯女図」を踏襲している。 
湯女が肩にかけた紺地の浴衣は、竹と鶴が白抜きに

染められている。湯女の着物には梅の花が見えるから、

めでたい鶴と松竹梅の竹と梅がそろうことになる。で

は松はどこに隠されているのであろう。「松になりた

や有馬の松に」と有馬節にある「松」が、お客を「待

つ」にかけられた洒落になっているとも考えられよう。

このような画登軒春芝の作品は、江戸の浮世絵など出

版メディアで形成され、固定化された有馬湯女のいか

にも遊女風のイメージを、上方に逆輸入して観光ポス

ター化したものといえる。 
 
【考察・今後の展開】

本発表では、有馬温泉で独自の役割を担った湯女の仕

事の変遷を背景として、岡本昌房と画登軒春芝の美人画

を読み解くことを試みた。湯女は、棒を持った働き手か

ら、温泉地のアイドル、さらに江戸など大都市で形成さ

れた温泉女郎の印象の逆輸入へと変化している。江戸時

代の上方と江戸の違いを越えて、地誌や温泉案内、浮世

絵といった出版物に描かれた有馬湯女のイメージは、有

馬温泉が湯治場から観光名所に変化する過程で生まれた、

新たな地域ブランドとして考えることができる。

【引用・参考文献】
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