
大会コンセプト・イメージ 

 
■失ったものは？ 小さな世界、人と人との関係性 

 第二次大戦後、スウェーデンは豊かな国となり、人々が「繁栄」と呼ぶ状況を生みだ

した。 私たちは、あまりに簡単に幸福になりすぎた。 人々は、それは公正であるか否

かを議論した。 私たちは戦争を回避し、工場を建設し、そこへ農民の子どもが働きに

行った。 農業社会は解体され、私たちの国は新しい国になったが、人々が本当にわが

家にいるといった感覚をもてたかどうかは確かではない。 1950 年から 60 年に至る 10

年間に、毎日 300 戸の小農家が閉業するというスピードで、農業国スウェーデンが終

焉した。人々は大きな単位、大きなコミュンーン（市町村）を信じ、都市には遠い将来

にわたって労働が存在すると信じた。 

 

 私たちは当然のことながら物質的には豊かになったが、簡単な言葉でいえば、平安と

いうべきものを使い果たした。 私たちは新しい国で、お互いに他人同士となった。 

 

 小農民が消滅するとともに、小職人や小商店が、そして、病気のおばあちゃんが横に

なっていたあの小さな部屋、あの小さな学校、あの子豚たち、あの小さなダンスホール

なども姿を消した。 そういう小さな世界はもう残っていない。 小さい物は何であれ、

儲けが少ないというのが理由だった。 なぜなら、幸福への呪文は＜儲かる社会＞だっ

たからだ。 
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2016/8/29
全体プログラム

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 第10会場 第11会場 本部

町役場

３階 ２階 ２階 ２階

講堂
（150名）

第一学習室

（30名）
第二学習室

（30名）
第一会議室

（40名）
図工室
（30名）

第一音楽室
（30名）

第二音楽室
（30名）

ふれあい教室
（40名） 講習室

13:00～16:00

17:00～18:00 （60分） 理事会 （第2会場・公民館3階講堂にて）※関係者のみ 理事会
18:00～20:00 （120分） 理事懇親会 （小布施堂本店にて）※関係者のみ

9:00～ 受付開始 受付：北斎ホール１階

10:00～12:00 （120分） 一般研究発表Ⅰ （詳細は演題一覧参照）
セッション

A
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C
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D
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E
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F
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G
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セッション
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J

12:00～13:00 （60分） 休憩（昼食）
13:00～13:25 （25分） 総　会 総会

13:30～13:45 （15分） オープニング 来賓：阿部長野県知事 オープニング

13:45～14:15 （30分）
基調講演
「参加と協働のまちづくり
小さな自治体ができること」

東京大学工学系研究科都市工学専攻
小泉秀樹教授

基調講演

14:15～14:25 （10分） 休憩

14:25～15:45 （80分）

シンポジウムⅠ
「小さな自治体の挑戦
  ～Small is “powerful”?～」
（前半：基調報告）

第1報告：氷見市　本川祐治郎市長
第2報告：グリーンバレー大南信也理事長
第3報告：慶應SDM研究員　大宮透氏
第4報告：ブランド総合研究所取締役社長　田中章雄氏

シンポジウム
Ⅰ

15:45～15:55 (10分） 休憩

16:00～17:00 (60分）
シンポジウムⅠ
（後半：意見交換）

コーディネーター：小泉秀樹氏
コメンテーター:木村俊昭常任理事

シンポジウム
Ⅰ

17:10～18:40 (90分）

一般研究発表Ⅱ
部会発表
自治体・団体特別発表

（詳細は演題一覧参照）
スポーツ
振興部会

公益資本
主義推進
研究部会

セッション
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自治体・
団体特別
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自治体・
団体特別

Ⅱ

18:45～20：00 (75分） 交流懇親会 交流懇親会

8:00～ 受付開始 受付：北斎ホール１階

9:00～12:00 （180分）

一般研究発表Ⅲ
部会発表
自治体・団体特別発表

（詳細は演題一覧参照）
自治体・
団体特別
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地域おこし
研究部会

12:00～13:00 （60分） 休憩（昼食）

13:00～15:00 （120分）

シンポジウムⅡ
「小さな自治体の挑戦　～小
布施が進める「交流と協働の
まちづくり」の本質～」

第1報告：栗の木診療所　内坂徹院長
第2報告：小布施まちづくり委員会　木下豊会長
第3報告：松葉屋本店 代表取締役市川博之氏
第4報告：小布施町まちづくり研究所　勝亦達夫研究員
コーディネーター：中嶋 聞多副会長
コメンテーター：江戸川大学　鈴木 輝隆教授

シンポジウム
Ⅱ

15:00 閉会
※プログラム、スケジュールは一部変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。

9月2日（金）

１日目
9月3日（土）

大会本部
来賓控室

使用不可

２日目
9月4日（日）

13：00北斎ホール集合
【共通】小布施町・市村良三町長のお話し＆コース分け
【Aｺｰｽ】まち図書テラソ→高井鴻山記念館→北斎館→小布施ミュージアム
【Bｺｰｽ】小布施スラックライン、小布施クエスト（スノボ・スキージャンプ練習場）、小布施オープ
ンオアシス（ボルダリング）※Bｺｰｽはバスで移動

大会本部
来賓控室

まち図書
テラソ
（30名）

北斎ホール
（350名）

音楽堂
(40名）

使用不可

地域活性学会第８回研究大会・総会　　日程：２０１６年　９月２日（金）～４日（日）　　　　　　　　　　　　      会場：長野県小布施町・小布施町役場周辺（北斎ホール・町役場・公民館・小学校・図書館）

北斎ホール
公民館

小学校・特別教室棟受付：北斎ホール（小布施町役場内・小布施駅徒歩1分）
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セッション

J

12:00～13:00 （60分） 休憩（昼食）
13:00～13:25 （25分） 総　会 総会

13:30～13:45 （15分） オープニング 来賓：阿部長野県知事 オープニング

13:45～14:15 （30分）
基調講演
「参加と協働のまちづくり
小さな自治体ができること」

東京大学工学系研究科都市工学専攻
小泉秀樹教授

基調講演

14:15～14:25 （10分） 休憩

14:25～15:45 （80分）

シンポジウムⅠ
「小さな自治体の挑戦
  ～Small is “powerful”?～」
（前半：基調報告）

第1報告：氷見市　本川祐治郎市長
第2報告：グリーンバレー大南信也理事長
第3報告：慶應SDM研究員　大宮透氏
第4報告：ブランド総合研究所取締役社長　田中章雄氏

シンポジウム
Ⅰ

15:45～15:55 (10分） 休憩

16:00～17:00 (60分）
シンポジウムⅠ
（後半：意見交換）

コーディネーター：小泉秀樹氏
コメンテーター:木村俊昭常任理事

シンポジウム
Ⅰ

17:10～18:40 (90分）

一般研究発表Ⅱ
部会発表
自治体・団体特別発表

（詳細は演題一覧参照）
スポーツ
振興部会

公益資本
主義推進
研究部会

セッション
L

セッション
M

セッション
N

セッション
O

セッション
P

自治体・
団体特別

Ⅰ

自治体・
団体特別

Ⅱ

18:45～20：00 (75分） 交流懇親会 交流懇親会

8:00～ 受付開始 受付：北斎ホール１階

9:00～12:00 （180分）

一般研究発表Ⅲ
部会発表
自治体・団体特別発表

（詳細は演題一覧参照）
自治体・
団体特別

Ⅲ

セッション
Q

セッション
R

セッション
S

セッション
T

セッション
U

セッション
V

セッション
W

セッション
X

セッション
Y

地域おこし
研究部会

12:00～13:00 （60分） 休憩（昼食）

13:00～15:00 （120分）

シンポジウムⅡ
「小さな自治体の挑戦　～小
布施が進める「交流と協働の
まちづくり」の本質～」

第1報告：栗の木診療所　内坂徹院長
第2報告：小布施まちづくり委員会　木下豊会長
第3報告：松葉屋本店 代表取締役市川博之氏
第4報告：小布施町まちづくり研究所　勝亦達夫研究員
コーディネーター：中嶋 聞多副会長
コメンテーター：江戸川大学　鈴木 輝隆教授

シンポジウム
Ⅱ

15:00 閉会
※プログラム、スケジュールは一部変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。

9月2日（金）

１日目
9月3日（土）

大会本部
来賓控室

使用不可

２日目
9月4日（日）

13：00北斎ホール集合
【共通】小布施町・市村良三町長のお話し＆コース分け
【Aｺｰｽ】まち図書テラソ→高井鴻山記念館→北斎館→小布施ミュージアム
【Bｺｰｽ】小布施スラックライン、小布施クエスト（スノボ・スキージャンプ練習場）、小布施オープ
ンオアシス（ボルダリング）※Bｺｰｽはバスで移動

大会本部
来賓控室

まち図書
テラソ
（30名）

北斎ホール
（350名）

音楽堂
(40名）

使用不可

地域活性学会第８回研究大会・総会　　日程：２０１６年　９月２日（金）～４日（日）　　　　　　　　　　　　      会場：長野県小布施町・小布施町役場周辺（北斎ホール・町役場・公民館・小学校・図書館）

北斎ホール
公民館

小学校・特別教室棟受付：北斎ホール（小布施町役場内・小布施駅徒歩1分）

3
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発表
時間帯

セッション 会場 座長【仮】 氏　名 所　属 発表演題
掲載

ページ

渡邉　毅 法政大学大学院 観光地の競争力要因を使った観光地の観光資源力に関する研究 12

吉澤由美子 法政大学大学院 DMTの視点を通じた観光地評価の試み 16

辻本法子 桃山学院大学 インバウンド観光における観光土産の購買行動　-観光地域による差異- 20

小野英一 東北公益文科大学 「公益」を活かした新たな観光：「公益観光」の展望と課題 24

中島　智 東京立正短期大学 域学連携と商店街文化：妙法寺門前通り商店会を事例として 28

鵜飼宏成 愛知学院大学
愛知県下の商店街振興組合・組合員にみる事業承継の現状：
アンケート調査結果から読み取れること

32

鈴木健大 香川大学 地方都市の商店街における空き店舗の“開き方”に関する一考察 36

久宗周二 高崎経済大学 定期市による中心市街活性化と地産地消　－「たかさき昼市」の効果 40

早川　公 宮崎大学
活性化させる「地域」とはどこか
―「COC（地の拠点）」事業における「地域」表象を巡って－

44

小出秀雄 西南学院大学 リアルとネットを組み合わせた地域・大学連携の研究 48

今瀬政司 京都経済短期大学 熊本地震の被災・支援と地域創生 52

谷村　要 大手前大学  アニメファンによるボランタリーな地域貢献活動の背景 56

唐澤克樹 倉敷市立短期大学 神奈川県における都市農業の社会的価値と地域活性への可能性 57

山本祐子 法政大学地域研究センター
中山間地域の「地方版総合戦略」の行方
―農林業・観光における成長産業化の可能性と課題

61

丹生晃隆 宮崎大学
中小ベンチャー企業支援における公的支援機関の役割に関する研究
―ビジネスインキュベーション施設の評価を中心に―

65

醍醐孝典 慶應義塾大学
住民参加型まちづくりにおける「楽しさ」について
－コミュニティデザインプロジェクトからの考察－

68

鈴木誠二 法政大学大学院 メンテナンスサービス事業の再構築による地域活性化
-地域住民の生活サービス機能を充実させる自動車メンテナンスサービスの展開要件に関する研究-

72

西岡慶子 大阪大学 ファミリービジネスのCSV戦略による地方活性化 76

吉田　豊 高崎経済大学 静岡産地の荒茶製造工程における企業形態の現状と今後の行方について 80

矢野邦子 愛媛大学大学院 中山間地域における6次産業化の取組‐愛媛県西予市遊子川の取組の事例として‐ 84

上田雅康 小野市 先手管理手法による危険空き家所有者への対策の実践 88

佐々木みどり 法政大学大学院
高校生の地域に対する考え方と進路意識
―就職先をどのような要因で意思決定するのか-

92

坂倉杏介 東京都市大学 前橋市の中心市街地活性化におけるコミュニティ形成プロセスの研究 96

藤沢重徳 長野県飯山高等学校
ふるさと創生学への挑戦
～“まちづくりごっこ”で終わらせないための飯山高校の試み

97

山中鹿次 近畿地域活性ネットワーク ベーシックインカム施行による地域活性の提言 98

北　裕充 関西大学大学院
地域包括ケアシステム構築の一里塚
―ケアマネジャーの制度役割と期待役割のズレ―

100

宋　潔 小樽商科大学大学院 地方医療機関の活性化に関する一考察－小樽市立病院の事例を中心に― 104

早川　公 宮崎大学
活性化させる「地域」とはどこか
―「COC（地の拠点）」事業における「地域」表象を巡って－

108

石黒督朗 東京経済大学
畜産業の6次産業化を起点とした地域活性
―株式会社みやじ豚のブランド構築事例を通じて―

112

田邉　正 高知工科大学 農業生産法人の発展における農業経営者の会計的意識の分析 116

森本達雄 岐阜県立恵那農業高等学校 空心菜栽培による地域貢献・復興支援活動 120

難波江　任 愛媛大学大学院 地域におけるフードバンク活動の現状と今後の課題 124

加藤　讓 一般財団法人日本立地センター 地域経済構造分析ＤＢについてー埼玉県川越市と所沢市の比較分析事例ー 128

石橋史朗 会津大学 会津大学のデータサイエンス講座を通じての地域課題への取組み 132

村井健太 東京工科大学大学院 ビーコンとスマートフォンアプリを活用した地域情報プラットフォームの開発 136

田畑恒平 京都産業大学 iBeacon などマイクロロケーション技術を活用した地域活性化 140

吉田美遊 高知工科大学 大学生による高知の日曜市活性化のための商品開発プロセスと創発的戦略 144

菅原友奈 高知工科大学 二極化する総合型地域スポーツクラブにおける因子分析によるニーズ調査 148

尾上夏菜 高知工科大学 高知県いの町における地域活性化のための高大連携「仁淀ブループロジェクト」 152

久宗航太 上智大学
産学協同による体験型観光による被災地支援の試み
～ウニのカラ剥き体験プロジェクト～

156

9/3（土）
10:00～
12:00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

松本敦則
（法政大学）

伊藤一
（小樽商科大学）

末松広行
（経済産業省）

上西康文
（損害保険ジャパン

日本興亜）

桂信太郎
（高知工科大学）

第11会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

嶋野武志
（長崎大学）

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

木村俊昭
（東京農業大学）

小野浩幸
（山形大学）

横山典弘
(日本政策金融公

庫）

小野寺純治
（岩手大学）
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発表
時間帯

セッション 会場 座長【仮】 氏　名 所　属 発表演題
掲載

ページ

井川純宏 十日町市教育委員会

羽生雄一郎 内閣官房

福崎勝幸 日本スポーツコミッション

大西律子 目白大学
観光まちづくりリーダーの養成を目途とした学習装置に関する基礎研究
―協働活動の促進に有用なファシリテーション能力の養成に着目して―

160

桃井謙祐 信州大学 新興ワイン産地の形成・発展とそのグローバルブランド化に関する研究 164

白石史郎 事業構想大学院大学 「青山」の価値を活用した地域ブランドづくり 168

山田香織 香川大学 「行政主導型」アソシエーションによる地域づくり活動の展開の可能性 172

野澤一博 愛媛大学 地域における「学習」概念の再考：長野県飯田市を事例として 176

西川洋行 県立広島大学 自治体-大学協働事業の効果検証とその改善策 180

金　多賢 女子美術大学
デザインとアートを活かした地域つくり
―長野県高山村をフィールドとした実践事例―

184

西田直海 千葉大学・NPO法人Drops アガパンサスからはじめる 186

徐　斌 小樽商科大学大学院 「地域対応型」PB戦略から見たチェーンストアの進化について 190

中村忠司 大阪観光大学
シティプロモーションの戦略立案プロセスに関する研究
－広島県廿日市市を事例として-

194

山本尚史 拓殖大学 進化型レジリエンスおよび頑健性のある地域経済 198

森田賢明 法政大学大学院 災害時における潜在的地域課題の構造―地域防災に注目して― 202

笹川貴吏子 立教大学大学院 地域おこし協力隊員の変容過程に関する一考察 206

山藤　篤 愛媛大学 農業生産法人を核とする農村活性化の新展開 210

中井彩子 小諸エコビレッジ 小諸エコビレッジ【自治体・団体特別発表】 416

宮本幸治 岩手大学
産学官連携によるユニークな地域素材の高度な基礎研究を通じた地域
活性化及び震災復興

418

佐々木靖人 岩手大学
産学官連携による地域防災マップ作成を通じた地域活性化
―自分たちの地域は自分たちで考える―

419

山田　崇 塩尻市役所企画課
官民協働による地域活性の取組み　民間活力導入事業「地方創生協働
リーダーシッププログラム～MICHIKARA」

421

鈴木康之 静岡大学 家康くんと直虎ちゃんで「出世の街」を目指す 浜松市のシティプロモーション 423

金山智子 情報科学芸術大学院大学[IAMAS] 根尾コ・クリエイションプロジェクト：限界集落における新しい価値創出の試み 425

酒巻由佳 日野市 サードプレイスの創出による「社会的共同体」としての地域づくり 427

新井直樹 公立鳥取環境大学 地方移住の実態と今後の展望 214

豊田知世 島根県立大学 移住者による5次産業参加型ビジネスモデルの検証 215

稲葉久之 港まちづくり協議会
潜在的なUターンニーズを把握する取り組みと考察
―愛知県北設楽郡設楽町の事例―

219

小林正二 小林「地域・企業」経営研究所 地方社会における過疎化の本質とそこから脱却するための初期条件に関する研究 223

稲垣祐輔 高知工科大学 過疎地域における移動スーパー事業のビジネスモデル 227

相原憲一 一般社団法人絆塾 「安心から信頼へ」の地域社会を生む影響力の社会心理学的考察 231

堀田竜士 富士ゼロックス株式会社 地域づくりの展開を支援するツールの製作と試験的検証 235

日高啓太郎 SILLAFS 外部研究員 サービスラーニングを用いた地域活性教育実践に関する研究 239

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とコンテンツ制作の実際 243

正木　聡 法政大学地域研究センター 横浜地域における観光動機と観光情報源の利用に関する研究 247

富澤浩樹 岩手県立大学
観光・まちづくりの活動主体に有用な地域コミュニケーションスキル養成プログラムの試験的
運用
－映像アーカイブを活用した初心者向け「学びの仕掛け」の設計・実践を対象として－

251

穂刈俊彦 あおぞら地域総研株式会社 観光による地方創生には何が必要か 255

杉原多公通 新潟薬科大学 ISCE（双方向型社会連携教育）を通した地域活性化への試み 259

本田正美 島根大学 地域活性を担うアクターズネットワークの可視化 263

星野敦子 十文字学園女子大学 一般教養科目における地域連携活動導入の試み 267

高尾俊介 情報科学芸術大学院大学 地域の文化資源を活用するためのスタンプラリーツールキット開発と実践 271

濱谷雅弘 北海道科学大学 北海道遺産に選定されている江差町地域文化資源の持続可能性に関する調査研究 274

新 雄太 信州大学 農耕文化圏における＜有＞用の長物「集落トマソン」の定義研究 278

武田　哲 米沢信用金庫 金融機関を核とした地域産業コミュニティによる経営人材の育成事例 281

小野浩幸 山形大学 地方大学と金融機関の連携による地域中小企業支援 284

小林重人 北陸先端科学技術大学院大学
地域内イベントにおける共助行動を促進する地域通貨
－能美のSACHIあんやと券を事例として－

288

宮﨑義久 仙台高等専門学校 電子地域通貨を活用した地域活性化の可能性と課題─北海道小樽市の事例から─ 292

奥山　睦 慶應義塾大学大学院
水平ネットワーク型の脱下請構造モデルによる地域活性化の考察
―東京都大田区・下町ボブスレーの事例から

295

柴田仁夫 埼玉学園大学 インターンシップが従業員に与える影響－横浜市，川口市の中小企業を事例として 299

446
舘逸志

（国土交通省）

N

O

自治体・
団体特別

Ⅰ

Q

9/3（土）
17:10～
18:40

公益資本
主義推進
研究部会

S

T

9/4（日）
9:00～
12:00

御園慎一郎
（大阪大学）

鵜飼宏成
（愛知学院大学）

P
佐藤公俊

（高崎経済大学）

R

第8会場

第9会場

第10会場

坪井明彦
（高崎経済大学）

尾羽沢信一
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発表
時間帯

セッション 会場 座長【仮】 氏　名 所　属 発表演題
掲載

ページ

渡邉　毅 法政大学大学院 観光地の競争力要因を使った観光地の観光資源力に関する研究 12

吉澤由美子 法政大学大学院 DMTの視点を通じた観光地評価の試み 16

辻本法子 桃山学院大学 インバウンド観光における観光土産の購買行動　-観光地域による差異- 20

小野英一 東北公益文科大学 「公益」を活かした新たな観光：「公益観光」の展望と課題 24

中島　智 東京立正短期大学 域学連携と商店街文化：妙法寺門前通り商店会を事例として 28

鵜飼宏成 愛知学院大学
愛知県下の商店街振興組合・組合員にみる事業承継の現状：
アンケート調査結果から読み取れること

32

鈴木健大 香川大学 地方都市の商店街における空き店舗の“開き方”に関する一考察 36

久宗周二 高崎経済大学 定期市による中心市街活性化と地産地消　－「たかさき昼市」の効果 40

早川　公 宮崎大学
活性化させる「地域」とはどこか
―「COC（地の拠点）」事業における「地域」表象を巡って－

44

小出秀雄 西南学院大学 リアルとネットを組み合わせた地域・大学連携の研究 48

今瀬政司 京都経済短期大学 熊本地震の被災・支援と地域創生 52

谷村　要 大手前大学  アニメファンによるボランタリーな地域貢献活動の背景 56

唐澤克樹 倉敷市立短期大学 神奈川県における都市農業の社会的価値と地域活性への可能性 57

山本祐子 法政大学地域研究センター
中山間地域の「地方版総合戦略」の行方
―農林業・観光における成長産業化の可能性と課題

61

丹生晃隆 宮崎大学
中小ベンチャー企業支援における公的支援機関の役割に関する研究
―ビジネスインキュベーション施設の評価を中心に―

65

醍醐孝典 慶應義塾大学
住民参加型まちづくりにおける「楽しさ」について
－コミュニティデザインプロジェクトからの考察－

68

鈴木誠二 法政大学大学院 メンテナンスサービス事業の再構築による地域活性化
-地域住民の生活サービス機能を充実させる自動車メンテナンスサービスの展開要件に関する研究-

72

西岡慶子 大阪大学 ファミリービジネスのCSV戦略による地方活性化 76

吉田　豊 高崎経済大学 静岡産地の荒茶製造工程における企業形態の現状と今後の行方について 80

矢野邦子 愛媛大学大学院 中山間地域における6次産業化の取組‐愛媛県西予市遊子川の取組の事例として‐ 84

上田雅康 小野市 先手管理手法による危険空き家所有者への対策の実践 88

佐々木みどり 法政大学大学院
高校生の地域に対する考え方と進路意識
―就職先をどのような要因で意思決定するのか-

92

坂倉杏介 東京都市大学 前橋市の中心市街地活性化におけるコミュニティ形成プロセスの研究 96

藤沢重徳 長野県飯山高等学校
ふるさと創生学への挑戦
～“まちづくりごっこ”で終わらせないための飯山高校の試み

97

山中鹿次 近畿地域活性ネットワーク ベーシックインカム施行による地域活性の提言 98

北　裕充 関西大学大学院
地域包括ケアシステム構築の一里塚
―ケアマネジャーの制度役割と期待役割のズレ―

100

宋　潔 小樽商科大学大学院 地方医療機関の活性化に関する一考察－小樽市立病院の事例を中心に― 104

早川　公 宮崎大学
活性化させる「地域」とはどこか
―「COC（地の拠点）」事業における「地域」表象を巡って－

108

石黒督朗 東京経済大学
畜産業の6次産業化を起点とした地域活性
―株式会社みやじ豚のブランド構築事例を通じて―

112

田邉　正 高知工科大学 農業生産法人の発展における農業経営者の会計的意識の分析 116

森本達雄 岐阜県立恵那農業高等学校 空心菜栽培による地域貢献・復興支援活動 120

難波江　任 愛媛大学大学院 地域におけるフードバンク活動の現状と今後の課題 124

加藤　讓 一般財団法人日本立地センター 地域経済構造分析ＤＢについてー埼玉県川越市と所沢市の比較分析事例ー 128

石橋史朗 会津大学 会津大学のデータサイエンス講座を通じての地域課題への取組み 132

村井健太 東京工科大学大学院 ビーコンとスマートフォンアプリを活用した地域情報プラットフォームの開発 136

田畑恒平 京都産業大学 iBeacon などマイクロロケーション技術を活用した地域活性化 140

吉田美遊 高知工科大学 大学生による高知の日曜市活性化のための商品開発プロセスと創発的戦略 144

菅原友奈 高知工科大学 二極化する総合型地域スポーツクラブにおける因子分析によるニーズ調査 148

尾上夏菜 高知工科大学 高知県いの町における地域活性化のための高大連携「仁淀ブループロジェクト」 152

久宗航太 上智大学
産学協同による体験型観光による被災地支援の試み
～ウニのカラ剥き体験プロジェクト～
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松本敦則
（法政大学）

伊藤一
（小樽商科大学）

末松広行
（経済産業省）

上西康文
（損害保険ジャパン

日本興亜）

桂信太郎
（高知工科大学）

第11会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

嶋野武志
（長崎大学）

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

木村俊昭
（東京農業大学）

小野浩幸
（山形大学）

横山典弘
(日本政策金融公

庫）

小野寺純治
（岩手大学）
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時間帯

セッション 会場 座長【仮】 氏　名 所　属 発表演題
掲載

ページ

井川純宏 十日町市教育委員会

羽生雄一郎 内閣官房

福崎勝幸 日本スポーツコミッション

大西律子 目白大学
観光まちづくりリーダーの養成を目途とした学習装置に関する基礎研究
―協働活動の促進に有用なファシリテーション能力の養成に着目して―

160

桃井謙祐 信州大学 新興ワイン産地の形成・発展とそのグローバルブランド化に関する研究 164

白石史郎 事業構想大学院大学 「青山」の価値を活用した地域ブランドづくり 168

山田香織 香川大学 「行政主導型」アソシエーションによる地域づくり活動の展開の可能性 172

野澤一博 愛媛大学 地域における「学習」概念の再考：長野県飯田市を事例として 176

西川洋行 県立広島大学 自治体-大学協働事業の効果検証とその改善策 180

金　多賢 女子美術大学
デザインとアートを活かした地域つくり
―長野県高山村をフィールドとした実践事例―

184

西田直海 千葉大学・NPO法人Drops アガパンサスからはじめる 186

徐　斌 小樽商科大学大学院 「地域対応型」PB戦略から見たチェーンストアの進化について 190

中村忠司 大阪観光大学
シティプロモーションの戦略立案プロセスに関する研究
－広島県廿日市市を事例として-

194

山本尚史 拓殖大学 進化型レジリエンスおよび頑健性のある地域経済 198

森田賢明 法政大学大学院 災害時における潜在的地域課題の構造―地域防災に注目して― 202

笹川貴吏子 立教大学大学院 地域おこし協力隊員の変容過程に関する一考察 206

山藤　篤 愛媛大学 農業生産法人を核とする農村活性化の新展開 210

中井彩子 小諸エコビレッジ 小諸エコビレッジ【自治体・団体特別発表】 416

宮本幸治 岩手大学
産学官連携によるユニークな地域素材の高度な基礎研究を通じた地域
活性化及び震災復興

418

佐々木靖人 岩手大学
産学官連携による地域防災マップ作成を通じた地域活性化
―自分たちの地域は自分たちで考える―

419

山田　崇 塩尻市役所企画課
官民協働による地域活性の取組み　民間活力導入事業「地方創生協働
リーダーシッププログラム～MICHIKARA」

421

鈴木康之 静岡大学 家康くんと直虎ちゃんで「出世の街」を目指す 浜松市のシティプロモーション 423

金山智子 情報科学芸術大学院大学[IAMAS] 根尾コ・クリエイションプロジェクト：限界集落における新しい価値創出の試み 425

酒巻由佳 日野市 サードプレイスの創出による「社会的共同体」としての地域づくり 427

新井直樹 公立鳥取環境大学 地方移住の実態と今後の展望 214

豊田知世 島根県立大学 移住者による5次産業参加型ビジネスモデルの検証 215

稲葉久之 港まちづくり協議会
潜在的なUターンニーズを把握する取り組みと考察
―愛知県北設楽郡設楽町の事例―

219

小林正二 小林「地域・企業」経営研究所 地方社会における過疎化の本質とそこから脱却するための初期条件に関する研究 223

稲垣祐輔 高知工科大学 過疎地域における移動スーパー事業のビジネスモデル 227

相原憲一 一般社団法人絆塾 「安心から信頼へ」の地域社会を生む影響力の社会心理学的考察 231

堀田竜士 富士ゼロックス株式会社 地域づくりの展開を支援するツールの製作と試験的検証 235

日高啓太郎 SILLAFS 外部研究員 サービスラーニングを用いた地域活性教育実践に関する研究 239

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とコンテンツ制作の実際 243

正木　聡 法政大学地域研究センター 横浜地域における観光動機と観光情報源の利用に関する研究 247

富澤浩樹 岩手県立大学
観光・まちづくりの活動主体に有用な地域コミュニケーションスキル養成プログラムの試験的
運用
－映像アーカイブを活用した初心者向け「学びの仕掛け」の設計・実践を対象として－

251

穂刈俊彦 あおぞら地域総研株式会社 観光による地方創生には何が必要か 255

杉原多公通 新潟薬科大学 ISCE（双方向型社会連携教育）を通した地域活性化への試み 259

本田正美 島根大学 地域活性を担うアクターズネットワークの可視化 263

星野敦子 十文字学園女子大学 一般教養科目における地域連携活動導入の試み 267

高尾俊介 情報科学芸術大学院大学 地域の文化資源を活用するためのスタンプラリーツールキット開発と実践 271

濱谷雅弘 北海道科学大学 北海道遺産に選定されている江差町地域文化資源の持続可能性に関する調査研究 274

新 雄太 信州大学 農耕文化圏における＜有＞用の長物「集落トマソン」の定義研究 278

武田　哲 米沢信用金庫 金融機関を核とした地域産業コミュニティによる経営人材の育成事例 281

小野浩幸 山形大学 地方大学と金融機関の連携による地域中小企業支援 284

小林重人 北陸先端科学技術大学院大学
地域内イベントにおける共助行動を促進する地域通貨
－能美のSACHIあんやと券を事例として－

288

宮﨑義久 仙台高等専門学校 電子地域通貨を活用した地域活性化の可能性と課題─北海道小樽市の事例から─ 292

奥山　睦 慶應義塾大学大学院
水平ネットワーク型の脱下請構造モデルによる地域活性化の考察
―東京都大田区・下町ボブスレーの事例から

295

柴田仁夫 埼玉学園大学 インターンシップが従業員に与える影響－横浜市，川口市の中小企業を事例として 299
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ページ

西森雅樹 長崎大学 人材集積の誘因と地域に与える影響に関する研究 303

保永展利 島根大学 地域自治組織におけるリーダー層と活動特性に関する考察 307

片岡亜紀子 法政大学大学院 離職時の意識と行動が地域コミットメントに与える影響 311

木村隆之 九州産業大学
ソーシャルイノベーションの実現における地方自治体の役割
－島根県隠岐郡海士町の事例をもとに－

315

原　直行 香川大学 住民による地域づくり活動の必要要素と活動評価に関する研究 319

保井俊之 慶應義塾大学大学院 DSMとCMMを用いた地域活動団体のつながりの生成・成長の可視化・構造化の提案 323

足立眞理子 山武の森再生協議会 都市近郊小規模森林の再生と地域活性化を目指した丸太燃料流通システムの構築 326

東　大史 一橋大学
エネルギー革命期における産業振興政策の効果について
～常磐炭鉱と空知炭鉱をモデルケースに～

330

近森洋二 高知工科大学 機能性材料の技術経営論（第1報） 334

森田直之 千葉大学大学院
千葉県山武市地域の木材資源の有効利用を目指して
～高校生と協働による地域資源再考と事業化までのプロセス～

338

佐藤　充 福知山公立大学 地域産業集積におけるイノベーションの創出と「学習できる企業」の研究開発活動 343

横畠康吉 NPO法人AUX 地域住民セクターによる木頭ブランド商品開発による地域活性化 347

樋口浩一 関西大学 廃棄物の広域処理―見送られた東京湾フェニックス計画 351

石原　肇 大阪産業大学 伊丹まちなかバルにみるガイドマップの変遷 355

西野宏太郎 関西大学大学院 「大阪の酒」の再ストーリー化 359

石高志保 早稲田大学大学院 地域活性化の視点から見たパラオ共和国におけるイルカ介在活動 363

中島由美子 榛東村役場 地域経済循環型ふるさと再生に関する研究 364

菅原浩信 北海学園大学 コミュニティ・カフェにおけるソーシャル・ビジネスの苗床としての可能性 368

中村一浩 慶應義塾大学大学院 小布施インキュベーションキャンプ・小布施イノベーションスクール 372

山下幸裕 名古屋経済大学 地域イベントにおける情報発信効果の分析（第2報） 375

三條大輔 山形大学 イベントによる商店街の活性化 379

木林身江子 静岡県立大学短期大学部 地域の福祉力向上を目的とした介護人材の専門職化の検討 383

小川真如 早稲田大学 医福食農の経営形態とその効率的経営の課題―埼玉県の2事例の比較分析より 387

山本耕司 四国大学 地域の在宅医療を支える訪問看護師の必要性とその課題 391

橋本莉佳 関西大学大学院 戸籍制度の持つ意味の変化 392

立石貴己 東日本旅客鉄道株式会社 地域ブランディングにおける「駅」の発信効果 396

五艘みどり 帝京大学 アグリツーリズモによる持続的農村の形成：イタリア南チロル地方ボルザーノを事例に 400

松本敦則 法政大学 2000年代におけるイタリア産業集積の動向に関する研究 404

高橋勅徳 首都大学東京大学院
林業の6次産業化を通じた地域活性化
−東京都多摩地域におけるTOKYO WOOD普及協会の事例分析−

406

田中奎太朗 早稲田大学 カカオ豆を活用したインドネシアにおける地域活性化に関する研究 410

今瀬政司 市民活動情報センター 協働による神津島創生 ～“もったいない資源”の繋ぎ合わせからの創生～ 429

山本将也 NPO法人ひとつむぎ 社会教育プログラムにおける人材育成を通じた地方創生の可能性 431

杉本　等 株式会社パドラック
静岡県湖西市におけるオープンデータを利活用した官民協働による地域
課題解決の活動について

433

扇原　淳 早稲田大学 多世代多文化交流による地域活性化の試み 435

佐藤恒平 まよひが企画 地域おこしをはじめる前に必要な気持ちの準備研究 ―

甲斐田きよみ 文京学院大学 女性の単身移住の課題に対する地域おこし協力隊の可能性 448

藤井裕也・秋吉直樹 地域おこし研究部会 中四国地域おこし協力隊アンケート調査に基づく制度運用の研究 ―

※プログラム、スケジュールは一部変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。

9/4（日）
9:00～
12:00

林　靖人
（信州大学）

那須清吾
（高知工科大学）

自治体・
団体特別

Ⅲ

Y

地域おこし
研究部会

U

V

W

X
小野寺純治
（岩手大学）

藤井裕也

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第1会場

第11会場

第10会場

嶋野武志
（長崎大学）

鈴木孝男
（宮城大）

橋本行史
（関西大学）

 
 
 
 

日 時：2016 年 9 月 3 日（土） 13：45～17：00 

会 場：第 1 会場（北斎ホール） 

 
（１）テーマ 
「小さな自治体の挑戦 ～Small is “powerful”?～」 
 
（２）概要 
「小さい」ことへの可能性を模索する動きが、日本を含めた世界的な潮流となりつつある。 
 
「ユース版ダボス会議」として毎年スイスで開催され、世界的に重要なテーマを議論が行われる

「St.Gallen symposium」*1 では、2015 年の全体テーマが「Proudly Small」に設定された。 
 
企業においては、特に欧米や日本などの先進諸国で、「スタートアップ」と呼ばれる事業領域を限定した

小規模事業者が、各分野におけるイノベーションの大きな推進役となっている。名だたる大企業におい

ても、新規事業領域の開拓においては、内製ではなく、スタートアップとの連携や買収を積極的に進め

る動きが加速度的に進行している。 
 
まちづくりの分野でも、1980 年代以降の様々な実践的取り組みのなかから「コミュニティデザイン」と

いう概念が生まれた。ここ数年でその認知度は定着しつつあり、「小さくはじめる」「小さな目標を設定

する」ことが、ボトムアップ型のまちづくりを成功させる上での鉄則となりつつある。 
 
地方創生の必要性が叫ばれる昨今においても、小さな自治体の活躍が目覚ましい。例えば、サテライト

オフィスが集積し、新しい働き方のモデルづくりに取り組む神山町や、教育事業の先進モデルづくりや

持続可能な事業づくりを進める海士町など、小さな自治体の一挙手一投足に、日本中の注目が集まって

いる。 
 
様々な領域において小さい組織やチームに大きな期待が寄せられる今、大会初日のシンポジウムでは、

「小さな自治体の挑戦 ～Small is “powerful”?～」をテーマに、小さい自治体の具体的なチャレンジ

を取り上げながら、地域活性における「小さいこと」の可能性とその課題について考えてみたい。 
 
（３）内容  
最初に基調講演で東大の小泉先生から概要を示していただき、小泉先生のコーディネートのもとで、シ

ンポジウムを行う。シンポジウムでは、４名の発表者から 30 分程度で報告をいただいた上で、発表者全

員で会場も巻き込んだ意見交換を実施する。 
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西森雅樹 長崎大学 人材集積の誘因と地域に与える影響に関する研究 303

保永展利 島根大学 地域自治組織におけるリーダー層と活動特性に関する考察 307
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木村隆之 九州産業大学
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－島根県隠岐郡海士町の事例をもとに－

315

原　直行 香川大学 住民による地域づくり活動の必要要素と活動評価に関する研究 319
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足立眞理子 山武の森再生協議会 都市近郊小規模森林の再生と地域活性化を目指した丸太燃料流通システムの構築 326

東　大史 一橋大学
エネルギー革命期における産業振興政策の効果について
～常磐炭鉱と空知炭鉱をモデルケースに～

330

近森洋二 高知工科大学 機能性材料の技術経営論（第1報） 334

森田直之 千葉大学大学院
千葉県山武市地域の木材資源の有効利用を目指して
～高校生と協働による地域資源再考と事業化までのプロセス～

338

佐藤　充 福知山公立大学 地域産業集積におけるイノベーションの創出と「学習できる企業」の研究開発活動 343

横畠康吉 NPO法人AUX 地域住民セクターによる木頭ブランド商品開発による地域活性化 347

樋口浩一 関西大学 廃棄物の広域処理―見送られた東京湾フェニックス計画 351

石原　肇 大阪産業大学 伊丹まちなかバルにみるガイドマップの変遷 355

西野宏太郎 関西大学大学院 「大阪の酒」の再ストーリー化 359

石高志保 早稲田大学大学院 地域活性化の視点から見たパラオ共和国におけるイルカ介在活動 363

中島由美子 榛東村役場 地域経済循環型ふるさと再生に関する研究 364

菅原浩信 北海学園大学 コミュニティ・カフェにおけるソーシャル・ビジネスの苗床としての可能性 368

中村一浩 慶應義塾大学大学院 小布施インキュベーションキャンプ・小布施イノベーションスクール 372

山下幸裕 名古屋経済大学 地域イベントにおける情報発信効果の分析（第2報） 375

三條大輔 山形大学 イベントによる商店街の活性化 379

木林身江子 静岡県立大学短期大学部 地域の福祉力向上を目的とした介護人材の専門職化の検討 383

小川真如 早稲田大学 医福食農の経営形態とその効率的経営の課題―埼玉県の2事例の比較分析より 387

山本耕司 四国大学 地域の在宅医療を支える訪問看護師の必要性とその課題 391

橋本莉佳 関西大学大学院 戸籍制度の持つ意味の変化 392

立石貴己 東日本旅客鉄道株式会社 地域ブランディングにおける「駅」の発信効果 396

五艘みどり 帝京大学 アグリツーリズモによる持続的農村の形成：イタリア南チロル地方ボルザーノを事例に 400

松本敦則 法政大学 2000年代におけるイタリア産業集積の動向に関する研究 404

高橋勅徳 首都大学東京大学院
林業の6次産業化を通じた地域活性化
−東京都多摩地域におけるTOKYO WOOD普及協会の事例分析−

406

田中奎太朗 早稲田大学 カカオ豆を活用したインドネシアにおける地域活性化に関する研究 410

今瀬政司 市民活動情報センター 協働による神津島創生 ～“もったいない資源”の繋ぎ合わせからの創生～ 429

山本将也 NPO法人ひとつむぎ 社会教育プログラムにおける人材育成を通じた地方創生の可能性 431

杉本　等 株式会社パドラック
静岡県湖西市におけるオープンデータを利活用した官民協働による地域
課題解決の活動について

433

扇原　淳 早稲田大学 多世代多文化交流による地域活性化の試み 435

佐藤恒平 まよひが企画 地域おこしをはじめる前に必要な気持ちの準備研究 ―

甲斐田きよみ 文京学院大学 女性の単身移住の課題に対する地域おこし協力隊の可能性 448

藤井裕也・秋吉直樹 地域おこし研究部会 中四国地域おこし協力隊アンケート調査に基づく制度運用の研究 ―

※プログラム、スケジュールは一部変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。

9/4（日）
9:00～
12:00

林　靖人
（信州大学）

那須清吾
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嶋野武志
（長崎大学）

鈴木孝男
（宮城大）

橋本行史
（関西大学）

 
 
 
 

日 時：2016 年 9 月 3 日（土） 13：45～17：00 

会 場：第 1 会場（北斎ホール） 

 
（１）テーマ 
「小さな自治体の挑戦 ～Small is “powerful”?～」 
 
（２）概要 
「小さい」ことへの可能性を模索する動きが、日本を含めた世界的な潮流となりつつある。 
 
「ユース版ダボス会議」として毎年スイスで開催され、世界的に重要なテーマを議論が行われる

「St.Gallen symposium」*1 では、2015 年の全体テーマが「Proudly Small」に設定された。 
 
企業においては、特に欧米や日本などの先進諸国で、「スタートアップ」と呼ばれる事業領域を限定した

小規模事業者が、各分野におけるイノベーションの大きな推進役となっている。名だたる大企業におい

ても、新規事業領域の開拓においては、内製ではなく、スタートアップとの連携や買収を積極的に進め

る動きが加速度的に進行している。 
 
まちづくりの分野でも、1980 年代以降の様々な実践的取り組みのなかから「コミュニティデザイン」と

いう概念が生まれた。ここ数年でその認知度は定着しつつあり、「小さくはじめる」「小さな目標を設定

する」ことが、ボトムアップ型のまちづくりを成功させる上での鉄則となりつつある。 
 
地方創生の必要性が叫ばれる昨今においても、小さな自治体の活躍が目覚ましい。例えば、サテライト

オフィスが集積し、新しい働き方のモデルづくりに取り組む神山町や、教育事業の先進モデルづくりや

持続可能な事業づくりを進める海士町など、小さな自治体の一挙手一投足に、日本中の注目が集まって

いる。 
 
様々な領域において小さい組織やチームに大きな期待が寄せられる今、大会初日のシンポジウムでは、

「小さな自治体の挑戦 ～Small is “powerful”?～」をテーマに、小さい自治体の具体的なチャレンジ

を取り上げながら、地域活性における「小さいこと」の可能性とその課題について考えてみたい。 
 
（３）内容  
最初に基調講演で東大の小泉先生から概要を示していただき、小泉先生のコーディネートのもとで、シ

ンポジウムを行う。シンポジウムでは、４名の発表者から 30 分程度で報告をいただいた上で、発表者全

員で会場も巻き込んだ意見交換を実施する。 
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①基調講演 
講演者：東京大学工学系研究科都市工学専攻教授 小泉秀樹氏 
タイトル：「参加と協働のまちづくり 小さな自治体ができること」  
講演時間：30 分 
 
②シンポジウム 
第 1 報告 発表者：氷見市長 本川祐治郎氏 
タイトル：「氷見市の地方創生…ボトムアップ型の地方都市のデザイン戦略」 
講演時間：25 分  
 
第 2 報告 発表者：NPO 法人グリーンバレー理事長 大南信也氏 
タイトル：「これからの神山が目指すまちのカタチ」 
講演時間：25 分 
 
第 3 報告 発表者：慶應 SDM ソーシャルデザインセンター研究員 大宮透氏  
タイトル：「小布施のまちづくり…これまでの営為とこれからの道」  
講演時間：15 分 
 
第 4 報告 発表者：ブランド総合研究所取締役社長 田中章雄氏 
タイトル：「地域ブランドからみた地方創生…全国の小さな町の取り組みを評価する」  
講演時間：15 分 
 
意見交換 コーディネーター：東京大学工学系研究科 小泉秀樹氏 
時間：40～50 分 
 
*1...世界中の有能な若者を招聘し、経済・政治の分野で先進的な取り組みを進める国や企業のリーダーと

の交流の場を提供しているシンポジウム。 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
日 時：2016 年 9 月 4 日（日） 13：00～15：00 
会 場：第 1 会場（北斎ホール） 
 
（１）テーマ 
 「小さな自治体の挑戦 ～小布施が進める「交流と協働のまちづくり」の本質～」 
 
（２）概要： 
小さい自治体の挑戦的な取り組みが注目を集める一方で、自治体にとって、規模の小ささは、財政状

況の厳しさやまちづくりの担い手不足など自立的な自治体経営を進める上で、大きな課題要因（＝負の

要因）にもなりうることは言うまでもない。 
小布施町は、2004 年の市村町政発足時より「協働と交流のまちづくり」をテーマに掲げ、多彩な交流

事業の実施と、そこから繋がる協働プロジェクトの構築を進め、町内外の多様なリソースをフル活用し

ながら、財政再建や行政改革、新しい時代のまちづくりに向けた世代交代（のための人材育成）、産業の

種づくり等を同時並行的に進めてきた。この方法論は、小さな自治体が生き残る上で大きな示唆を与え

てくれる。 
2 日目シンポジウムでは、生き残りをかけた小さな自治体がとるべき戦略モデルの一つとして、開催地

である小布施のまちづくりの本質を深掘りしたい。内外から小布施のまちづくりに関わってきた担い手

とともに、３期 12 年にわたる市村町政の意義と課題を振り返り、これからの展望を見据える。 
 
（３）内容 
４つの恊働（町民、地場企業、町外企業、大学）を踏まえ、町長他４名の方にパネラーをお願いする。

最初に自己紹介も含めて１０～１５分程度の報告をしていただき、コーディネーターの進行に沿って、

パネル形式で恊働と交流のまちづくりについて深堀りする。 
 
登壇者：小布施町長 市村良三氏ほか 
コーディネーター 中嶋聞多氏（副会長） 
コメンテーター   江戸川大学教授 鈴木輝隆氏 
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①基調講演 
講演者：東京大学工学系研究科都市工学専攻教授 小泉秀樹氏 
タイトル：「参加と協働のまちづくり 小さな自治体ができること」  
講演時間：30 分 
 
②シンポジウム 
第 1 報告 発表者：氷見市長 本川祐治郎氏 
タイトル：「氷見市の地方創生…ボトムアップ型の地方都市のデザイン戦略」 
講演時間：25 分  
 
第 2 報告 発表者：NPO 法人グリーンバレー理事長 大南信也氏 
タイトル：「これからの神山が目指すまちのカタチ」 
講演時間：25 分 
 
第 3 報告 発表者：慶應 SDM ソーシャルデザインセンター研究員 大宮透氏  
タイトル：「小布施のまちづくり…これまでの営為とこれからの道」  
講演時間：15 分 
 
第 4 報告 発表者：ブランド総合研究所取締役社長 田中章雄氏 
タイトル：「地域ブランドからみた地方創生…全国の小さな町の取り組みを評価する」  
講演時間：15 分 
 
意見交換 コーディネーター：東京大学工学系研究科 小泉秀樹氏 
時間：40～50 分 
 
*1...世界中の有能な若者を招聘し、経済・政治の分野で先進的な取り組みを進める国や企業のリーダーと

の交流の場を提供しているシンポジウム。 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
日 時：2016 年 9 月 4 日（日） 13：00～15：00 
会 場：第 1 会場（北斎ホール） 
 
（１）テーマ 
 「小さな自治体の挑戦 ～小布施が進める「交流と協働のまちづくり」の本質～」 
 
（２）概要： 
小さい自治体の挑戦的な取り組みが注目を集める一方で、自治体にとって、規模の小ささは、財政状

況の厳しさやまちづくりの担い手不足など自立的な自治体経営を進める上で、大きな課題要因（＝負の

要因）にもなりうることは言うまでもない。 
小布施町は、2004 年の市村町政発足時より「協働と交流のまちづくり」をテーマに掲げ、多彩な交流

事業の実施と、そこから繋がる協働プロジェクトの構築を進め、町内外の多様なリソースをフル活用し

ながら、財政再建や行政改革、新しい時代のまちづくりに向けた世代交代（のための人材育成）、産業の

種づくり等を同時並行的に進めてきた。この方法論は、小さな自治体が生き残る上で大きな示唆を与え

てくれる。 
2 日目シンポジウムでは、生き残りをかけた小さな自治体がとるべき戦略モデルの一つとして、開催地

である小布施のまちづくりの本質を深掘りしたい。内外から小布施のまちづくりに関わってきた担い手

とともに、３期 12 年にわたる市村町政の意義と課題を振り返り、これからの展望を見据える。 
 
（３）内容 
４つの恊働（町民、地場企業、町外企業、大学）を踏まえ、町長他４名の方にパネラーをお願いする。

最初に自己紹介も含めて１０～１５分程度の報告をしていただき、コーディネーターの進行に沿って、

パネル形式で恊働と交流のまちづくりについて深堀りする。 
 
登壇者：小布施町長 市村良三氏ほか 
コーディネーター 中嶋聞多氏（副会長） 
コメンテーター   江戸川大学教授 鈴木輝隆氏 
 
  

シンポジウムⅡ 
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日 時：2016 年 9 月 3 日（土） 17：10～18：40 
会 場：第 1 会場（北斎ホール） 
 
 

「2020 東京オリパラ ホストタウンから始まるスポーツまちづくり」 
 
（１）開会挨拶：地域活性学会副会長、スポーツ振興部会長 御園 愼一郎 
（２）現場からの報告：十日町市教育委員会  

文化スポーツ部 スポーツ振興課長 井川 純宏 
（３）政府の取り組み：内閣官房 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会・東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会 

推進本部事務局 参事官  羽生 雄一郎 
（４）パネルディスカッション 

テーマ 「ホストタウンをまちづくりにどう生かしてゆくか」 
コーディネーター： 御園 愼一郎 
パネリスト 
○内閣官房東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会・東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会 
推進本部事務局 参事官   羽生 雄一郎 

○十日町市教育委員会 文化スポーツ部長  富井 敏 
〇近畿日本ツーリスト（株）執行役員地域誘客交流事業部長 青木 淑浩 
○（一財）日本ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｯｼｮﾝ 専務理事   福崎 勝幸 

（５）まとめ 閉会挨拶： 御園 愼一郎 
 

スポーツ振興部会特別セッション 
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観光地の競争力要因を使った観光地の観光資源力に関する研究 

    ○渡邉毅（法政大学大学院）・永井武（法政大学大学院） 

Keyword:：競争力要因 観光資源力 DMO 
           

【問題・目的・背景】 

オーストラリアのラトローブ大学のクラウチ教授に論

文によれば、多くの観光客が訪れる地域は、観光資源力

が高いからであるという。このような強い観光資源力は、

5つの主要な競争因子が構造化していて、各主要な競争因

子中には幾つかの競争力の属性を持つ。すべての属性を

合わせると36に成るという。そして36の属性中10の属

性が重要であるという。 

更に構造化された競争因子は、下から 2 段目の、CORE 

RESOURCES & ATTRACTORS(コアリソースとアトラクショ

ン )と一番下の基盤の、 SUPPORTTING FACTORS & 

RESOURCES(支持要素と資産)が支えている。（図1－1参照、

下層のベース 2段を表示）この支えている 2つの競争因

子中に重要な10の属性中8個がある。 

具体的は、順に重要属性から、1位の Physiography and 

Climate(自然環境と気候)、2位のCulure&Histrory(文化

と歴史)、3位の Superstructure(宿泊・レストラン等」)、

4位の Mix of Activities(活動の調整)、6位の Special 

Events(特別なイベント)、7 位の Entertainment(娯楽)、

8 位 の Infrastructure( イ ン フ ラ ) 、 9 位 の

Accesibility(接近性)である。 

上記 8 つの重要な競争力のための属性、これが競争力

要因であり、即ち各々の競争力要因の総量が観光資源力

となる。 
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  図1－1：観光地の競争力と持続性の説明、階層図 

 

このクラウチ教授の分析法を用いて観光地域間の、観

光資源力について比較できる、一つの計算方法を提示す

るものである。そして、各観光地が観光マーケティング 

としてこの観光資源力を活用できる。本稿では輪島市と

珠洲市、大田市と出雲市、安曇野市と大町市を比較する。 

【研究対象地域】 

北陸地方では2015年の北陸新幹線開業に伴い、北陸を

訪れる観光客が増加した。同時期に北陸の輪島を舞台に

したNHKの朝ドラ「まれ」が放映され、この効果によっ

て輪島市は前年度比で観光客が 30％アップした。 

輪島同様に、以前朝ドラの舞台となった安曇野、更に、

世界遺産登録された注目を浴びた岩見銀山に着目した。

これら3地域は、大都市圏より離れていて、かつ主要交

通がないので、比較対象として選択した。 

 

図1‐2（1）：3地域の観光客数推移（横軸：西暦年、横軸：％） 

  

図１－2図は輪島市、岩見銀山、安曇野市の観光客の推

移である。輪島地域は北陸新幹線開業年、岩見銀山地域

は登録年、安曇野は放映年を100として規格化したもの

である。 

3市を比較する時、それぞれ単独で観光客を誘致できる

のではなく、近隣地域が一体となって観光客を誘致する。

例えば、岩見銀山は近くの、出雲市に遷宮があった時、

岩見銀山も同様に観光客が増加している。 

 ゆえに、観光地域として、輪島市と珠洲市、大田市（岩

見銀山）と出雲市、安曇野市と大町市を比較する。     

また輪島は北新幹線開業前から観光客が徐々に増加し

ている。この点も分析を試みる。 

 

 

【研究方法・調査･分析結果】 

1. 各地域の自然地理と気候、文化と歴史、娯楽、特別

なイベントの4つの観光競争力要因のポイント量 

（1）計算のためのデータ選択 

リクルートの 1 部門である「じゃらん」（2）を用いた。

じゃらんをデータとして用いる前に、じゃらん、Lonely 

Planet、The rough guide、日本観光振興会、JTB、Tabico

の 6 つについて、それぞれ対象地域の観光地記載数を調

べた。図2‐1は 6データ元での 3地域の記載数を示して

いる。データ元の最大記載数の地域を 100 として、規格

化した。結果、他とのデータと同傾向のものが多く、か

つランキングが明確に記述されていたじゃらんを用いた。     

 

図2‐1：6データ元での3地域の記載差（規格化、縦軸％） 

（2）計算方法 

じゃらんデータにおいて、それぞれの各県ごとの、お

すすめベスト観光スポットの 120 位以内から自然と文

化・歴史・観覧施設・他を、およびベストイベントの 60

位以内からイベントを、3地域内の観光地・イベントを抽

出した。各県のベスト1は誰が選んでもベスト1であり、

例えば A県、B県、 C県のベスト 1は同じ価値を持つと

仮定する。そして、ベスト120位以内の場合は1位が 120

ポイント、120位が 1ポイントとする。同様にベスト 60

位以内のベスト1は60ポイント、60位は1ポイントとし

た。結果を表2‐1に示す。 

表 2‐1によれば、3地域では「出雲・大田」の観光ポ

イント数が総合的に高い。特に、自然と気候、歴史・文

化、娯楽中の温泉の観光ポイントが高い。輪島・珠洲は

イベント（祭り等）の観光ポイントが高い。安曇野・大

町は人工的な観覧施設の観光ポイントが高い。 

3地域の各々の観光ポイント点と、合計点を示す。合計

点は出雲・大田が最大で、その 1/2が輪島・珠洲、更に 

表2‐1：3地域の4つの競争力の観光ポイント比較  

抽出 
自然

気候 

歴史・

文化 
娯楽 

イベン

ト 

合計ポ

イント 

輪島・珠洲 425P 215P 97P 424P 1161P 

出雲・大田 625P 975P 376P 370P 2346P 

安曇野・大

町 
114P 32P 359P 191P 696P 

輪島・珠洲の1/2が安曇野・大町であった。 

表2‐2はこの観光ポイント通りに観光客が来ているの

かを示すために、ポイント 1 当たりの観光客数をみる。

すると、安曇野・大町が最大で少ない観光ポイントで観

光客数が多い。輪島・珠洲は観光ポイントほど観光客が

来ていないことが分かる。 

表2‐2：合計点での3地域の価値の比較 

  
観光客数

(千人） 

合計ポイント

(P) 

1P当たりの

観光客数 

出雲を基

準したとき 

輪島・珠

洲 
1746 1161P 1504人 34.60% 

出雲・大

田 
10189 2346P 4343人 100% 

安曇野・

大町 
4535 696P   6515人 150% 

 

2.宿泊・レストラン等の観光の環境の質と量と観光地へ

観光客を運ぶインフラの2つ属性の観光ポイント計算 

（1）宿泊・レストラン等 

宿泊・レストラン等の観光の環境の質と量とは宿泊・

レストラン・美術館・域内交通機関など固有のニーズに

合わせて提供できることである。 

その宿泊・レストラン等について 3 地域を比較したの

が表2‐3である。宿泊とレストラン、博物館等、域内交 

表2‐3：3地域の宿泊・レストラン等の構成のランキング 

宿泊・レスト

ラン等 
宿泊 レストラン 

博物館・

美術館 

域内交通

機関 

 合計

点 

輪島・珠洲 D D C Ｂ  11S 

出雲・大田 E E D D  6S 

安曇・大町 D C B B  13S 

通機関などは数が重要と考えた。じゃらんとYahooロコ、

日観振データ、各県タクシー協会より推薦・提示施設数

を把握して、1ホテル・1店舗・1事業所あたりの訪問観

光客数を出し、観光客が少ない方を、今後より観光客を

受け入れられる余裕の多いとし、高ランクとした。例え
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また輪島は北新幹線開業前から観光客が徐々に増加し

ている。この点も分析を試みる。 

 

 

【研究方法・調査･分析結果】 

1. 各地域の自然地理と気候、文化と歴史、娯楽、特別

なイベントの4つの観光競争力要因のポイント量 

（1）計算のためのデータ選択 

リクルートの 1 部門である「じゃらん」（2）を用いた。

じゃらんをデータとして用いる前に、じゃらん、Lonely 

Planet、The rough guide、日本観光振興会、JTB、Tabico

の 6 つについて、それぞれ対象地域の観光地記載数を調

べた。図2‐1は 6データ元での 3地域の記載数を示して

いる。データ元の最大記載数の地域を 100 として、規格

化した。結果、他とのデータと同傾向のものが多く、か

つランキングが明確に記述されていたじゃらんを用いた。     

 

図2‐1：6データ元での3地域の記載差（規格化、縦軸％） 

（2）計算方法 

じゃらんデータにおいて、それぞれの各県ごとの、お

すすめベスト観光スポットの 120 位以内から自然と文

化・歴史・観覧施設・他を、およびベストイベントの 60

位以内からイベントを、3地域内の観光地・イベントを抽

出した。各県のベスト1は誰が選んでもベスト1であり、

例えば A県、B県、 C県のベスト 1は同じ価値を持つと

仮定する。そして、ベスト120位以内の場合は1位が 120

ポイント、120位が 1ポイントとする。同様にベスト 60

位以内のベスト1は60ポイント、60位は1ポイントとし

た。結果を表2‐1に示す。 

表 2‐1によれば、3地域では「出雲・大田」の観光ポ

イント数が総合的に高い。特に、自然と気候、歴史・文

化、娯楽中の温泉の観光ポイントが高い。輪島・珠洲は

イベント（祭り等）の観光ポイントが高い。安曇野・大

町は人工的な観覧施設の観光ポイントが高い。 

3地域の各々の観光ポイント点と、合計点を示す。合計

点は出雲・大田が最大で、その 1/2が輪島・珠洲、更に 

表2‐1：3地域の4つの競争力の観光ポイント比較  

抽出 
自然

気候 

歴史・

文化 
娯楽 

イベン

ト 

合計ポ

イント 

輪島・珠洲 425P 215P 97P 424P 1161P 

出雲・大田 625P 975P 376P 370P 2346P 

安曇野・大

町 
114P 32P 359P 191P 696P 

輪島・珠洲の1/2が安曇野・大町であった。 

表2‐2はこの観光ポイント通りに観光客が来ているの

かを示すために、ポイント 1 当たりの観光客数をみる。

すると、安曇野・大町が最大で少ない観光ポイントで観

光客数が多い。輪島・珠洲は観光ポイントほど観光客が

来ていないことが分かる。 

表2‐2：合計点での3地域の価値の比較 

  
観光客数

(千人） 

合計ポイント

(P) 

1P当たりの

観光客数 

出雲を基

準したとき 

輪島・珠

洲 
1746 1161P 1504人 34.60% 

出雲・大

田 
10189 2346P 4343人 100% 

安曇野・

大町 
4535 696P   6515人 150% 

 

2.宿泊・レストラン等の観光の環境の質と量と観光地へ

観光客を運ぶインフラの2つ属性の観光ポイント計算 

（1）宿泊・レストラン等 

宿泊・レストラン等の観光の環境の質と量とは宿泊・

レストラン・美術館・域内交通機関など固有のニーズに

合わせて提供できることである。 

その宿泊・レストラン等について 3 地域を比較したの

が表2‐3である。宿泊とレストラン、博物館等、域内交 

表2‐3：3地域の宿泊・レストラン等の構成のランキング 

宿泊・レスト

ラン等 
宿泊 レストラン 

博物館・

美術館 

域内交通

機関 

 合計

点 

輪島・珠洲 D D C Ｂ  11S 

出雲・大田 E E D D  6S 

安曇・大町 D C B B  13S 

通機関などは数が重要と考えた。じゃらんとYahooロコ、

日観振データ、各県タクシー協会より推薦・提示施設数

を把握して、1ホテル・1店舗・1事業所あたりの訪問観

光客数を出し、観光客が少ない方を、今後より観光客を

受け入れられる余裕の多いとし、高ランクとした。例え
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ば、出雲は既に 1 施設に多数の観光客が訪れていて、受

け入れ余裕がないとし、低ランクとした。博物館と美術

館（3）は、文科省データの人口 10 万人あたりの博物館と

美術館数を各地域の人口比で計算する。そして、3地域そ

れぞれに存在する博物館・美術館数を割り出し、1館当た

りの観光客を出し、受け入られる余裕人数が多い方を高

ランクとした。 

ランクは5段階とし、高ランクはAである。Aを 5S（S

は Super Structure）とし、Eを 1Sとして、3地域それ

ぞれの合計点をだした。 

（2） インフラ 

インフラは観光地への交通の至便性（時間や料金）で

ある。観光地へ観光地に運ぶものとしては、飛行機・鉄

道・バス等などがある。それぞれ都会からの至便性でラ

ンクを 5 段階ランキングにした。例えば、出雲は各地の

空港からきてかつ便数も多いので航空はランク B とし得

点は4I(Iは Infrastructure）とし、総合点は9Iである。

安曇野は、東京と名古屋からのバス・自動車の高速道路 

表2‐4：3地域のインフラのランキング 

 インフラ 航空 鉄道 バス・自動車 総合点 

輪島・珠洲市 C E E 5I 

出雲・大田 B D C 9I 

安曇野・大町 E B A 16I 

及び近距離なのでランク Aで 5I、総合点は 16Iとなる。

同様に 3 地域それぞれのインフラの合計点をだした。そ

れを表2‐4に示す。 

 

3. 活動のミックスと接近性、2つの競争要因のポイント

数の計算 

（1）活動のミックス    

活動のミックスは、域内の自然と気候、歴史と文化、

娯楽、イベント、宿泊・レストラン等の5項目の平均で

ある。 

（2）接近性 

接近性は、入国ビザや許可書の容易な発行、空港ハブ

として乗り継ぎの容易性、換金性など国際観光地に係わ

るものが多数ある。インバウンドはこれから増えるが、

乗り継ぎやビザには3地域は関係が薄いことより、この

項目は同一として今回は扱い評価は除外した。 

 

4. 各地域の総合点による観光資源力の比較 

自然と気候、歴史と文化、娯楽、イベント、宿泊・レ

ストラン等のそれぞれの最高点を 10点とした。例えば、

自然と気候は出雲・大田市が625Pで 1位である。625P

を 10点とし、他地域は自地域の自然と気候のポイントに

応じた点数、例えば輪島・珠洲市は425Pなので6.8点で

ある。以下、歴史と文化、娯楽、イベントは同様な計算

で点数化した。宿泊・レストラン等とインフラも同様に

合計点が多い地域の点を10点として、他地域は比率に応

じて点数化した。活動のミックスは域内の自然と気候、

歴史と文化、娯楽、イベント、宿泊・レストラン等の5

項目を加算し最高点を10点として他は比率に応じて点数

化した。それらを表2‐5にまとめた。 

表2‐5：各項目の点数化 

  自然 文化 娯楽 
イベ

ント 

宿泊

等 
インフラ 

活動の

ミックス 

輪島

珠洲 
6.8 2.2 2.6 10 8.5 5 7 

出雲

大田 
10 10 10 8.7 4.6 9 10 

安曇・

大町 
1.8 0.3 9.5 4.5 10 10 6 

 

  図2‐2：3地域の7つの属性のレーダーチャート 

図2‐2は7つの属性の観光ポイント数をレーダーチャ

ート化したものである。黒色は輪島・珠洲市、灰色は安

曇野・大町市、薄灰色は出雲・大田市を表わしている。 

チャートより、3地域の比較が明確になった。 

各地域の 7 つの属性の観光ポイント数の規格化後のポ

イント点数を合計する。すなわち、主要 7 属性の競争力

要因の総合観光資源力は以下のようになった。 

出雲・大田市地域の観光資源力は62.3 

輪島・珠洲市地域の観光資源力は42.1 

安曇野・大町市地域の観光資源力は42.1 

出雲・大田市地域は比較 3地域で総合点 1位であり、

全体にバランスとれているが、インフラの鉄道とバス・

自動車の至便性が悪いことが分かる。 

輪島・珠洲市地域と、安曇野・大町市地域と同率であ

る。輪島・珠洲市地域は歴史も古く、独特の文化を持っ

ているが点数アップに寄与していない。インフラ点が低

いのは、日本海側の半島の先端ゆえに低点数である。 

曇野・大町市地域は、東京と名古屋に近くインフラで

の高得点が総合点に寄与している。歴史・文化と自然と

気候、イベントが弱い。 

以上のようなことが、クラウチ教授の分析法を利用し、

本稿の計算方法を使って、3地域の観光資源力を出し、比

較することが可能となった。 

 

5. 輪島・珠洲市地域、2008年より観光客増加の理由 

上記の図1‐1の3地域の観光客数推移において輪島・

珠洲地域の観光客が2008年頃より増加し始めた。調べた

のが、表2‐6である。2008年に「日本の里100選」に金 

表2‐6：輪島・珠洲地域の観光ポテンシャル向上項目 

2010年 2012年 2015年 

世界農業遺産に登録 高速道路の能登 まれ放映 

あえの風冬まつり開催 里山海道の無料化 北陸新幹線開業 

輪島かに祭り開催     

蔵が選出されたのを始めとして、以下2010年には2つの

大きなイベントが開催され始めたこと、2012年には高速

道路の無料化された。これらにより、イベントとインフ

ラの競争力要因の増加が観光客増加に寄与したことが考

えられる。これらの競争力要因の向上に、更にプラス要

因として、2015年に朝ドラ放映と北陸新幹線開業が重な

り、観光資源力が高まり観光客が増加したと考えられる。 

 

【考察・今後の展開】 

 クラウチ教授の分析法を利用して、幾つかの観光地域

の観光資源力を計算する、一つの方法を提示した。本稿

では、輪島・珠洲市地域と出雲・大田市地域と安曇野・

大町市地域の、3地域を比較した。そして、点数化した観

光資源力をレーダーチャートによって、各地域の強み・

弱みが明確になったと考える。 

 各地域は自地域の観光資源力を把握することで、弱み

がどこかが分かれば、そこを克服する行動をとるなど観

光マーケティング計画に利用することが可能となる。 

 また、現在日本版 DMO（4）が盛んに行われている。日本

全体では広域連携 DMO4件、地域連携 DMO40件、

地域DMO44件の計88件が登録されているが、本論
文で比較検討した 3地域で、DMO参加しているの
は広域連携DMOに「山陰インバウンド」として島
根県が参加しているだけである。輪島・珠洲市は、

地域ところか石川県はDMOを作っていない。今後、
石川県が地域レベルで DMOを作り連携活動をして

いけば、輪島・珠洲市地域の観光資源力は増加する

と考えられる。 
 
【政策提言】 

 比較した 3 地域の出雲・大田市地域は観光地として歴

史も名前も知れ渡っている。弱みは国内都会地域から遠

いことである。航空便も東京は当然として、すでに札幌、

福岡からも就航している。これからは、海外からの客を

直接、呼び込むことである。 

輪島・珠洲市地域は、歴史も古く独自文化も持ってい

るにも関わらず歴史・文化が低く、活かしきれていない。

これから、どのように歴史・文化を宣伝していくかであ

り、観光資源力を増加させる余地は、十分に持っている

と言える。 

安曇野・大町市地域は、歴史・文化が弱い。これらは

一朝一夕で、できるわけではない。ゆえに、自然と気候、

イベントに力を入れれば、観光資源力をアップさせるこ

とが可能である。 
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ば、出雲は既に 1 施設に多数の観光客が訪れていて、受

け入れ余裕がないとし、低ランクとした。博物館と美術

館（3）は、文科省データの人口 10 万人あたりの博物館と

美術館数を各地域の人口比で計算する。そして、3地域そ

れぞれに存在する博物館・美術館数を割り出し、1館当た

りの観光客を出し、受け入られる余裕人数が多い方を高

ランクとした。 

ランクは5段階とし、高ランクはAである。Aを 5S（S

は Super Structure）とし、Eを 1Sとして、3地域それ

ぞれの合計点をだした。 

（2） インフラ 

インフラは観光地への交通の至便性（時間や料金）で

ある。観光地へ観光地に運ぶものとしては、飛行機・鉄

道・バス等などがある。それぞれ都会からの至便性でラ

ンクを 5 段階ランキングにした。例えば、出雲は各地の

空港からきてかつ便数も多いので航空はランク B とし得

点は4I(Iは Infrastructure）とし、総合点は9Iである。

安曇野は、東京と名古屋からのバス・自動車の高速道路 

表2‐4：3地域のインフラのランキング 

 インフラ 航空 鉄道 バス・自動車 総合点 

輪島・珠洲市 C E E 5I 

出雲・大田 B D C 9I 

安曇野・大町 E B A 16I 

及び近距離なのでランク Aで 5I、総合点は 16Iとなる。

同様に 3 地域それぞれのインフラの合計点をだした。そ

れを表2‐4に示す。 

 

3. 活動のミックスと接近性、2つの競争要因のポイント

数の計算 

（1）活動のミックス    

活動のミックスは、域内の自然と気候、歴史と文化、

娯楽、イベント、宿泊・レストラン等の5項目の平均で

ある。 

（2）接近性 

接近性は、入国ビザや許可書の容易な発行、空港ハブ

として乗り継ぎの容易性、換金性など国際観光地に係わ

るものが多数ある。インバウンドはこれから増えるが、

乗り継ぎやビザには3地域は関係が薄いことより、この

項目は同一として今回は扱い評価は除外した。 

 

4. 各地域の総合点による観光資源力の比較 

自然と気候、歴史と文化、娯楽、イベント、宿泊・レ

ストラン等のそれぞれの最高点を 10点とした。例えば、

自然と気候は出雲・大田市が625Pで 1位である。625P

を 10点とし、他地域は自地域の自然と気候のポイントに

応じた点数、例えば輪島・珠洲市は425Pなので6.8点で

ある。以下、歴史と文化、娯楽、イベントは同様な計算

で点数化した。宿泊・レストラン等とインフラも同様に

合計点が多い地域の点を10点として、他地域は比率に応

じて点数化した。活動のミックスは域内の自然と気候、

歴史と文化、娯楽、イベント、宿泊・レストラン等の5

項目を加算し最高点を10点として他は比率に応じて点数

化した。それらを表2‐5にまとめた。 

表2‐5：各項目の点数化 

  自然 文化 娯楽 
イベ

ント 

宿泊

等 
インフラ 

活動の

ミックス 

輪島

珠洲 
6.8 2.2 2.6 10 8.5 5 7 

出雲

大田 
10 10 10 8.7 4.6 9 10 

安曇・

大町 
1.8 0.3 9.5 4.5 10 10 6 

 

  図2‐2：3地域の7つの属性のレーダーチャート 

図2‐2は7つの属性の観光ポイント数をレーダーチャ

ート化したものである。黒色は輪島・珠洲市、灰色は安

曇野・大町市、薄灰色は出雲・大田市を表わしている。 

チャートより、3地域の比較が明確になった。 

各地域の 7 つの属性の観光ポイント数の規格化後のポ

イント点数を合計する。すなわち、主要 7 属性の競争力

要因の総合観光資源力は以下のようになった。 

出雲・大田市地域の観光資源力は62.3 

輪島・珠洲市地域の観光資源力は42.1 

安曇野・大町市地域の観光資源力は42.1 

出雲・大田市地域は比較 3地域で総合点 1位であり、

全体にバランスとれているが、インフラの鉄道とバス・

自動車の至便性が悪いことが分かる。 

輪島・珠洲市地域と、安曇野・大町市地域と同率であ

る。輪島・珠洲市地域は歴史も古く、独特の文化を持っ

ているが点数アップに寄与していない。インフラ点が低

いのは、日本海側の半島の先端ゆえに低点数である。 

曇野・大町市地域は、東京と名古屋に近くインフラで

の高得点が総合点に寄与している。歴史・文化と自然と

気候、イベントが弱い。 

以上のようなことが、クラウチ教授の分析法を利用し、

本稿の計算方法を使って、3地域の観光資源力を出し、比

較することが可能となった。 

 

5. 輪島・珠洲市地域、2008年より観光客増加の理由 

上記の図1‐1の3地域の観光客数推移において輪島・

珠洲地域の観光客が2008年頃より増加し始めた。調べた

のが、表2‐6である。2008年に「日本の里100選」に金 

表2‐6：輪島・珠洲地域の観光ポテンシャル向上項目 

2010年 2012年 2015年 

世界農業遺産に登録 高速道路の能登 まれ放映 

あえの風冬まつり開催 里山海道の無料化 北陸新幹線開業 

輪島かに祭り開催     

蔵が選出されたのを始めとして、以下2010年には2つの

大きなイベントが開催され始めたこと、2012年には高速

道路の無料化された。これらにより、イベントとインフ

ラの競争力要因の増加が観光客増加に寄与したことが考

えられる。これらの競争力要因の向上に、更にプラス要

因として、2015年に朝ドラ放映と北陸新幹線開業が重な

り、観光資源力が高まり観光客が増加したと考えられる。 

 

【考察・今後の展開】 

 クラウチ教授の分析法を利用して、幾つかの観光地域

の観光資源力を計算する、一つの方法を提示した。本稿

では、輪島・珠洲市地域と出雲・大田市地域と安曇野・

大町市地域の、3地域を比較した。そして、点数化した観

光資源力をレーダーチャートによって、各地域の強み・

弱みが明確になったと考える。 

 各地域は自地域の観光資源力を把握することで、弱み

がどこかが分かれば、そこを克服する行動をとるなど観

光マーケティング計画に利用することが可能となる。 

 また、現在日本版 DMO（4）が盛んに行われている。日本

全体では広域連携 DMO4件、地域連携 DMO40件、

地域DMO44件の計88件が登録されているが、本論
文で比較検討した 3地域で、DMO参加しているの
は広域連携DMOに「山陰インバウンド」として島
根県が参加しているだけである。輪島・珠洲市は、

地域ところか石川県はDMOを作っていない。今後、
石川県が地域レベルで DMOを作り連携活動をして

いけば、輪島・珠洲市地域の観光資源力は増加する

と考えられる。 
 
【政策提言】 

 比較した 3 地域の出雲・大田市地域は観光地として歴

史も名前も知れ渡っている。弱みは国内都会地域から遠

いことである。航空便も東京は当然として、すでに札幌、

福岡からも就航している。これからは、海外からの客を

直接、呼び込むことである。 

輪島・珠洲市地域は、歴史も古く独自文化も持ってい

るにも関わらず歴史・文化が低く、活かしきれていない。

これから、どのように歴史・文化を宣伝していくかであ

り、観光資源力を増加させる余地は、十分に持っている

と言える。 

安曇野・大町市地域は、歴史・文化が弱い。これらは

一朝一夕で、できるわけではない。ゆえに、自然と気候、

イベントに力を入れれば、観光資源力をアップさせるこ

とが可能である。 

 

【引用・参考文献】 

・Geoffrey I. Crouch「MODELLING DESTINATION COMPETITIVENESS」

Professor of Marketing School of Business La Trobe 

University, Australia 

・小室充弘「世界遺産を活用した観光の振興のあり方に関する

研究」運輸改策研究vol17 No.2 2014 Summer 

・輪島市「輪島市統計書」平成24～28年 
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地利用者統計調査」、大田市平成225・26年「観光動態調査結果」 
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【研究目的】 

 少子高齢化が進んでいる今、地方の経済が疲弊

している。観光産業は、雇用を創出し、投資を促

進し、交流人口を増やす効果をもたらすため、地

域活性化の施策として専門家からも注目されてい

る。各自治体も積極的に観光の政策や仕組みを作

り、「地方創生」の一環として重視するようになっ

てきた。 今後観光産業を地方経済の基盤とするこ

とも、日本の「観光立国」としての実現にもつな

がるのであろう。 

しかし、観光産業を地域活性化の戦略の一つと

して位置付けることに対し、日本の各自治体は表

層的であり、さらに「ゆるキャラ」等の安易な従

来の「観光作り」に甘んじている現状がある。本

来であれば、顧客となるべき観光客層を明確にし、

観光客のニーズやウォンツに訴求するコンテンツ

を提供して他の観光地との競争優位を得る戦略が

必要だと説かれ、その理論的な根拠として、DMT

（Destination Management Theory）がある。 

本研究では、DMT に即して地域の観光戦略づく

りを進めるために、観光客に訴求する誘客要因が

何か、そしてその誘客要因は何故観光客を呼び込

んでいるのかを明らかにする。事例として、中国、

ベルギー、キルギスの代表的観光地域を選択し、

DMTに即して、誘客要因を検討することとした。 

 

【研究内容】 

 観光地を擁する国がどのような市場経済化の

状況にあるかに応じて観光の態様が変化してい

る可能性がある。国際比較をする点から言えば、

同じような市場経済化状況にある国を比較する

ことも、異なる市場経済化状況にある国を比較

することもできる。 

 本研究は、市場経済化の端緒にあるキルギス、

著しい成長過程にある中国、成熟した段階にあ

るベルギーを研究対象として取り上げ、Crouch

氏の Determinant Destination Competitiveness 

Attributes に 提 示 さ れ た 項 目 中 、 Core 

Resources & Attractorsのうち 6個のパラメー

ターを基準とし、各種のデータを踏まえて誘客

要因を分析する。(表１参照) 

  
（表１：Chrouch2007を参考に筆者作成） 

 

【研究方法】 

 ３カ国の中で代表的な観光地を選定した。中

国は西安市、キルギスはイシククリ州、ベルギー

はリンブルグ州である。 

 これら３地域の観光要因を客観的データにそ

くして分析した。用いたデータは、観光統計、観

光ガイドブックなどである。客観的データの分

析を通じて得た結論に対して、各研究者が参与

観察に基づいてその妥当性を主観面からさらに

検討した。 

 

【研究結果】 

 先進国の観光産業は必ずしも成熟した段階に

あるとは限らない。また、途上国の観光産業は必

ずしも未熟なものとは言えない。観光産業の成

熟度は単に一国の経済発展レベルによるのでは

なく、地理的要素、文化など様々な面に依存して

いる。 

 経済発展の段階が異なる 3 つの地域に共通し

て”Superstructure”と”Special Events”に

対する取り組みは十分ではなかった。 

 

1、 中国 

 西安を訪れる観光客は、広く中国の各地から

来ている。西安市の観光誘客要因は”Culture 

and History”、”Entertainment”である。 

 

 

 

【Culture and History】 

（客観的分析） 

「文化・歴史の観光地」を来訪目的にした観光

客は西安に来た観光客の 30.6%を占めた。（2014

年・「陝西省観光産業における経済発展報告

書」） 

（主観的観察） 

 西安は昔、中国の諸王朝の都となった長安で

あり、歴史教科書や国語教科書で取り上げられ

る地名や名所は今の西安でも見られる。町中を

散歩するだけでも、歴史の重さを感じるができ

る。 

 また、兵馬俑に代表される世界遺産などの有

形文化財が多数あり、西安市は、そのような文

化・歴史の遺跡を観光産業の資源として積極的

に活用している（現地調査による）。 

【Entertainment】 

（客観的分析） 

「休憩・買い物」を来訪目的にした観光客は西

安に来た観光客の 33.8%を占めた。（2014 年・

「陝西省観光産業における経済発展報告書」） 

（主観的観察） 

 西安市は陝西省の省都であり、中国北西部最大

の都市である。映画館、レストラン、劇場、ショ

ッピングセンターなどが集中しており、陝西省内

の他の地方都市の人々や陝西省に隣接した省の

人々を魅了している。それが誘客力である。 

 西安の大学の数は中国で三番目に置く。全国か

ら来た 150 万人の大学生が西安市に生活してい

る。休日、夏休み、冬休みの時、彼らも観光客と

して、行動している。したがって、大学生たちも

西安観光に影響を与えている（現地調査による）。 

 

2、キルギス 

 キルギスの 7 州のうち、イシククリ州の観光

ポテンシャルが最も高い。観光資源であるイシ

ククリ湖には旧ソ連時代に魚雷の試験場があり、

またイシククリ湖の周囲には多数の鉱山が存在

したため、外国人の湖畔への立ち入りは禁じら

れていた。しかし、キルギス独立後、イシククリ

湖は貴重な観光資源となった。特にカザフスタ

ンやロシアなどの元 CIS 諸国ではイシククリ湖

は認知度が高く、イシククリ湖の北岸のチョル

ポンアタ市を中心としたリゾート地へは湖水浴

や療養を目的として毎年多くの人々が訪れる。 

 イシククリ州のリゾートが人々を惹き付ける

理由を検証した結果、”Physiography and 

Climate”、”Mix of Activities”の 2点に優

位性があった。 

 

【Physiography and Climate】 

（客観的分析） 

 首都ビシュケクから東へ 190km、南北に分か

れる天山山脈の中間に位置するイシククリ湖 

はキルギス語で「暖かい湖」を意味し、標高

1,600m にありながら湖底の湧き水により冬場 

も凍ることはない。塩水湖で水は青く（透明度

は世界第 2位で、20mを超える）、その美しさか

ら「中央アジアの真珠」と称される。 晴れた日

には湖対岸に氷河を頂く山々を一望に収める

ことができる（2010、「JICA報告書」）。 

（主観的観察） 

 観光地として発展しているのは湖北岸の一

部地域であるが、南岸は手つかずのビーチが広

がり、水は北岸より澄んでおり、素朴なリラク

ゼーションの場を提供している。 

 また近隣諸国のスポーツチームの高地トレ

ーニングの場として活用されている（現地調査

による）。 

【Mix of Activities】 

（客観的分析） 

 チョルポンアタ市を中心に、イシククリ湖北

岸にはソ連時代に建設されたサナトリウムや

保養施設が多数存在する。利用者の大部分は同

様の施設に慣れ親しんだ地元キルギスや周辺

の旧ソ連国民で、特に高齢者が多い。施設内に

は温泉、泥、電気による治療機器や室内プール

が備わっているが、設備の老朽化が進んでい

る。宿泊客は定められた療養プログラムに基づ

いて行動する。最高級とされる「オーロラホテ

ル」は、ソ連時代には共産党幹部用施設だった。

現在でも、食事は全宿泊客同メニュー、館内標

記はロシア語のみである等、旧ソ連スタイルの

経営が続いている（2011、「JICA報告書」）。 

 ソ連時代「労働」と「観光」は密接に関連し

ており、それらを国家が統制していた。国会議

員や医師は労働の報酬の一つとしてイシクク

リ湖のサナトリウム利用バウチャーを給付さ

れており、イシククリ湖での療養はステータス

であった。そのため、ソ連崩壊後も元 CIS諸国

の人にとってイシククリ湖での療養は人気が

ある(Akmatobekova)。 

（主観的観察） 

 シーズンになると、チョルポンアタ市付近に

はカザフスタンやロシアのナンバープレート

を付けた車が多くみられる。国内からは政府機

関関係者とその家族をのせた多数の大型バス

がサナトリウムに到着する。イシククリ湖で夏

に湖水浴をするとその年の冬は風邪をひかな

いと信じられており、近隣諸国やキルギス国内
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んでいるのかを明らかにする。事例として、中国、

ベルギー、キルギスの代表的観光地域を選択し、
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Resources & Attractorsのうち 6個のパラメー
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て”Superstructure”と”Special Events”に

対する取り組みは十分ではなかった。 
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【Culture and History】 

（客観的分析） 

「文化・歴史の観光地」を来訪目的にした観光

客は西安に来た観光客の 30.6%を占めた。（2014

年・「陝西省観光産業における経済発展報告

書」） 

（主観的観察） 

 西安は昔、中国の諸王朝の都となった長安で

あり、歴史教科書や国語教科書で取り上げられ

る地名や名所は今の西安でも見られる。町中を

散歩するだけでも、歴史の重さを感じるができ

る。 

 また、兵馬俑に代表される世界遺産などの有

形文化財が多数あり、西安市は、そのような文

化・歴史の遺跡を観光産業の資源として積極的

に活用している（現地調査による）。 

【Entertainment】 

（客観的分析） 

「休憩・買い物」を来訪目的にした観光客は西

安に来た観光客の 33.8%を占めた。（2014 年・

「陝西省観光産業における経済発展報告書」） 

（主観的観察） 

 西安市は陝西省の省都であり、中国北西部最大

の都市である。映画館、レストラン、劇場、ショ

ッピングセンターなどが集中しており、陝西省内

の他の地方都市の人々や陝西省に隣接した省の

人々を魅了している。それが誘客力である。 

 西安の大学の数は中国で三番目に置く。全国か

ら来た 150 万人の大学生が西安市に生活してい

る。休日、夏休み、冬休みの時、彼らも観光客と

して、行動している。したがって、大学生たちも

西安観光に影響を与えている（現地調査による）。 

 

2、キルギス 

 キルギスの 7 州のうち、イシククリ州の観光

ポテンシャルが最も高い。観光資源であるイシ

ククリ湖には旧ソ連時代に魚雷の試験場があり、

またイシククリ湖の周囲には多数の鉱山が存在

したため、外国人の湖畔への立ち入りは禁じら

れていた。しかし、キルギス独立後、イシククリ

湖は貴重な観光資源となった。特にカザフスタ

ンやロシアなどの元 CIS 諸国ではイシククリ湖

は認知度が高く、イシククリ湖の北岸のチョル

ポンアタ市を中心としたリゾート地へは湖水浴

や療養を目的として毎年多くの人々が訪れる。 

 イシククリ州のリゾートが人々を惹き付ける

理由を検証した結果、”Physiography and 

Climate”、”Mix of Activities”の 2点に優

位性があった。 

 

【Physiography and Climate】 

（客観的分析） 

 首都ビシュケクから東へ 190km、南北に分か

れる天山山脈の中間に位置するイシククリ湖 

はキルギス語で「暖かい湖」を意味し、標高

1,600m にありながら湖底の湧き水により冬場 

も凍ることはない。塩水湖で水は青く（透明度

は世界第 2位で、20mを超える）、その美しさか

ら「中央アジアの真珠」と称される。 晴れた日

には湖対岸に氷河を頂く山々を一望に収める

ことができる（2010、「JICA報告書」）。 

（主観的観察） 

 観光地として発展しているのは湖北岸の一

部地域であるが、南岸は手つかずのビーチが広

がり、水は北岸より澄んでおり、素朴なリラク

ゼーションの場を提供している。 

 また近隣諸国のスポーツチームの高地トレ

ーニングの場として活用されている（現地調査

による）。 

【Mix of Activities】 

（客観的分析） 

 チョルポンアタ市を中心に、イシククリ湖北

岸にはソ連時代に建設されたサナトリウムや

保養施設が多数存在する。利用者の大部分は同

様の施設に慣れ親しんだ地元キルギスや周辺

の旧ソ連国民で、特に高齢者が多い。施設内に

は温泉、泥、電気による治療機器や室内プール

が備わっているが、設備の老朽化が進んでい

る。宿泊客は定められた療養プログラムに基づ

いて行動する。最高級とされる「オーロラホテ

ル」は、ソ連時代には共産党幹部用施設だった。

現在でも、食事は全宿泊客同メニュー、館内標

記はロシア語のみである等、旧ソ連スタイルの

経営が続いている（2011、「JICA報告書」）。 

 ソ連時代「労働」と「観光」は密接に関連し

ており、それらを国家が統制していた。国会議

員や医師は労働の報酬の一つとしてイシクク

リ湖のサナトリウム利用バウチャーを給付さ

れており、イシククリ湖での療養はステータス

であった。そのため、ソ連崩壊後も元 CIS諸国

の人にとってイシククリ湖での療養は人気が

ある(Akmatobekova)。 

（主観的観察） 

 シーズンになると、チョルポンアタ市付近に

はカザフスタンやロシアのナンバープレート

を付けた車が多くみられる。国内からは政府機

関関係者とその家族をのせた多数の大型バス

がサナトリウムに到着する。イシククリ湖で夏

に湖水浴をするとその年の冬は風邪をひかな

いと信じられており、近隣諸国やキルギス国内
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の人々でにぎわう（現地調査による）。 

 

3、ベルギー 

 リンブルグ州はベルギーの西北に位置する州で

あり、首都のブリュッセル市、オランダのマースト

リヒト市とドイツのアーヘン市に囲まれている。

その市街化区域の中の自然が豊かであるため、リン

ブルグ州は「緑の肺」と呼ばれている。 
 2015 年、ベルギーを訪れた 1,584 万の観光客の
うち、約１割(126 万人)がリンブルグ州を訪問した。
観光客の９割はベルギー、オランダ、ドイツから

来訪し、平均３泊滞在する (ベルギー政府、
「Nationaal Bureau van Statistiek」) 。 
【Physiography and Climate】 

(客観的分析) 

 「緑の肺」には「高地ケンペン国立公園」と

「ボクリーク州立公園」など、自然豊かな公園

がある(2015年の各公園来訪者は 100万人であ

った)。 

(主観的観察) 

 リンブルグ州はベルギー、オランダ、ドイツ、

の諸都市にとって「緑の肺」のような役割を果た

している。 

【Culture and History 】 

(客観的分析) 

 ボクリーク州立公園には中世の建物を展示し

ているボクリーク歴史野外博物館があり、年間

30 万人の入込がある。また、炭鉱博物館（年間

入込客 6万人）とガリア・ローマ博物館(観客年

間入込客 15万人)がある。 

(主観的観察) 

 50 年前の炭鉱体験ができる施設のような文

化・歴史を追体験する設備が増えている。また、

リンブルグ州で撮影された映画、『闇を生きる

男』などの舞台風景を見たい観光客のようにコ

ンテンツツーリズムも盛んになりつつある。 

【Mix of Activities】 

(客観的分析) 

 リンブルグ州では長距離の乗馬、はだしでの

長距離散歩、サイクリングが注目される。それぞ

れに専用道路が敷かれている。 サイクリング専

用道路は約 1,860 キロメートルに及ぶ。サイク

リングロードがあたかもネットワークを構成し

ているかのようである。 

 このサイクリングロードネットワークは１９

８０年代の炭鉱閉山の時期から作られてきた。

当時の坑内で使われていた坑道のネットワーク

の作り方を参考にしてサイクリングロードの形

成に役立ててきた。このようなサイクリングロ

ードのネットワークはユニークであり、人気を

博している。2014 年のサイクリングロード利用

者は年間 212万人と多数にのぼる(リンブルグ州

の人口は 86万人)。 

 しかし、このサイクリングロードの形態は近

隣地域から模倣されるようになってきた。その

ため、ユニークさを増そうとする取り組みが行

なわれている。例えば、沼の中のサイクリングロ

ード、地上で梢が見えるようなサイクリングロ

ード、トンネルの中のサイクリングロードとい

った新しいコンセプトが作られている。 

(主観的観察) 

 一年中様々な公園、博物館、遊園地を訪問する

ことができる共通パスカードが好評である

(2015年利用者 5万人)。 

 また、「雨の保険」がある。天気予報で５０％

以上の降雨確率が発表されたならば、翌日のイ

ンドア観光施設を入込客は無料で使用できる仕

組みである。 

 

 

(表２：筆者作成) 

 

【研究考察】 

中国 

1、 西安観光の誘客要因が”Culture and History”

に偏る理由 

 中国の「国家歴史文化名城」に指定され、古く

は中国の諸王朝の都となった長安であり、宮殿や

遺跡などの有形文化財が数多く残っている。その 

中、兵馬俑や秦始皇帝陵、漢の未央宮遺跡なども

世界遺産に登録されるなど、有名な文化財が多く

集積しているためである。 

2、西安観光の誘客要因が”Entertainment”に偏

る理由 

 陝西省の省都であり、1992年 7月に開放都市に

評価項目 

観光への影響 

中国 

キルギ

ス 

ベルギ

ー 

Physiography and 

Climate  ○ ○ 

Culture and History ○  ○ 

Tourism 

Superstructure    

Mix of Activities  ○ ○ 

Special Events    

Entertainment ○   

指定され以来、ユーラシア大陸の連絡路として中

国北西部最大の都市となっている。西安に来た国

内観光客の発地は、陝西省内の各地方都市及び、

河南省、山西省、四川省などの隣接した西、中部

の諸地域である。西安は西部の最大の都市として、

周 辺 の 地 域 と 比 べ 、 娯 楽 施 設 が 多 い た

め、”Entertainment”が西安観光の誘客要因にな

った。 

世界の工場と言われている中国は今、人件費の

高騰などの要因で、製造業に関連する雇用が急速

に減少している。雇用を増やすため、観光産業が

期待されている。しかし、西安市における観光産

業は遺跡に代表される有形文化財に依存しすぎて

いる。それを改善しない限り、西安の観光産業は

国内観光客に向けた道半ばの状況であり続けるお

それがある。 

 

キルギス 

元 CIS 諸国から観光客がキルギスに来る理由は

イシククリ湖での湖水浴とサナトリウムでの療養

による自然環境を利用したリラクゼーションによ

るものである。イシククリ州の観光課題と観光政

策の方向性を以下の通り示す。 

1、ヨーロッパ等他国からの観光客の需要に対応で

きるホテルのマネジメントなどを含む観光人材の

育成が不足しており、人材育成が急務である。ま

た現状ではロシア語以外の外国語に対応できる人

材が少ないため、英語をはじめとしてドイツ語や

フランス語ができる人材の育成も必要である。 

2、イシククリ湖が観光資源であるが、シーズンが

3 か月弱と短く、それ以外の時期は観光客を引き

付けるアクティビティがないことからも、地域の

観光による収入は限定的である。冬季のスポーツ

チームのトレーニングの場として誘致を強化する、

または冬季のアクティビティを開拓することが望

ましい。 

3、イシククリ湖周囲の一部地域のみリゾートが整

備されている。湖周囲の各地域のユニーク性を活

かしたリゾートを開発し、観光客が滞在する場所

の選択肢を増やすことが望ましい。 

4、他国と比較して歴史的建造物等が少なく、伝統

的なスポーツやお祭りが開催されていない。シル

クロードの各諸国との連携や民族性を打ち出した 

イベントなどを戦略的に実施することが望ましい。 

 

ベルギー 

 リンブルグは大都市に囲まれている都市であ

る。 

リンブルグが他の大都市と連携できるのであれ

ば、そうした大都市からの観光客はリンブルグ

をより訪れる可能性がある。大都市からの観光

客の訪問動機は自然公園でのサイクリング、乗

馬と散歩の体験である。そのようなエコロジカ

ル志向の観光動向は、リンブルグの観光産業を

促進する可能性を秘めている。 

 

【研究課題】 

市場経済の成熟度に拠らず、観光客誘因には

欠けている点があることを本研究は示した。そ

の事実を提示するために、中国、キルギス、ベ

ルギーの各地域をケースとして用いた。 結

果、経済発展の段階が異なる 3つの地域に共通

して"Superstructure"と"Special Events"に対

する取り組みが必要と観察できた。 今後、各

地域の観光が発展するために”

Superstructure”と”Special Events”という

課題を解決する方策を検討することがこれから

の研究の課題なる。 

  

 

【引用・参考文献】 

・UNWTO(2015),”Compendium of Tourism 

Statistics” 

・Crouch, Geoffrey (2007).”Modelling 

Destination Competitiveness”. Melbourne: 

La Trobe University. 

・加藤 準(2015) 「観光地域作りにおける DMO

の役割」 
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の人々でにぎわう（現地調査による）。 

 

3、ベルギー 

 リンブルグ州はベルギーの西北に位置する州で

あり、首都のブリュッセル市、オランダのマースト

リヒト市とドイツのアーヘン市に囲まれている。

その市街化区域の中の自然が豊かであるため、リン

ブルグ州は「緑の肺」と呼ばれている。 
 2015 年、ベルギーを訪れた 1,584 万の観光客の
うち、約１割(126 万人)がリンブルグ州を訪問した。
観光客の９割はベルギー、オランダ、ドイツから

来訪し、平均３泊滞在する (ベルギー政府、
「Nationaal Bureau van Statistiek」) 。 
【Physiography and Climate】 

(客観的分析) 

 「緑の肺」には「高地ケンペン国立公園」と

「ボクリーク州立公園」など、自然豊かな公園

がある(2015年の各公園来訪者は 100万人であ

った)。 

(主観的観察) 

 リンブルグ州はベルギー、オランダ、ドイツ、

の諸都市にとって「緑の肺」のような役割を果た

している。 

【Culture and History 】 

(客観的分析) 

 ボクリーク州立公園には中世の建物を展示し

ているボクリーク歴史野外博物館があり、年間

30 万人の入込がある。また、炭鉱博物館（年間

入込客 6万人）とガリア・ローマ博物館(観客年

間入込客 15万人)がある。 

(主観的観察) 

 50 年前の炭鉱体験ができる施設のような文

化・歴史を追体験する設備が増えている。また、

リンブルグ州で撮影された映画、『闇を生きる

男』などの舞台風景を見たい観光客のようにコ

ンテンツツーリズムも盛んになりつつある。 

【Mix of Activities】 

(客観的分析) 

 リンブルグ州では長距離の乗馬、はだしでの

長距離散歩、サイクリングが注目される。それぞ

れに専用道路が敷かれている。 サイクリング専

用道路は約 1,860 キロメートルに及ぶ。サイク

リングロードがあたかもネットワークを構成し

ているかのようである。 

 このサイクリングロードネットワークは１９

８０年代の炭鉱閉山の時期から作られてきた。

当時の坑内で使われていた坑道のネットワーク

の作り方を参考にしてサイクリングロードの形

成に役立ててきた。このようなサイクリングロ

ードのネットワークはユニークであり、人気を

博している。2014 年のサイクリングロード利用

者は年間 212万人と多数にのぼる(リンブルグ州

の人口は 86万人)。 

 しかし、このサイクリングロードの形態は近

隣地域から模倣されるようになってきた。その

ため、ユニークさを増そうとする取り組みが行

なわれている。例えば、沼の中のサイクリングロ

ード、地上で梢が見えるようなサイクリングロ

ード、トンネルの中のサイクリングロードとい

った新しいコンセプトが作られている。 

(主観的観察) 

 一年中様々な公園、博物館、遊園地を訪問する

ことができる共通パスカードが好評である

(2015年利用者 5万人)。 

 また、「雨の保険」がある。天気予報で５０％

以上の降雨確率が発表されたならば、翌日のイ

ンドア観光施設を入込客は無料で使用できる仕

組みである。 

 

 

(表２：筆者作成) 

 

【研究考察】 

中国 

1、 西安観光の誘客要因が”Culture and History”

に偏る理由 

 中国の「国家歴史文化名城」に指定され、古く

は中国の諸王朝の都となった長安であり、宮殿や

遺跡などの有形文化財が数多く残っている。その 

中、兵馬俑や秦始皇帝陵、漢の未央宮遺跡なども

世界遺産に登録されるなど、有名な文化財が多く

集積しているためである。 

2、西安観光の誘客要因が”Entertainment”に偏

る理由 

 陝西省の省都であり、1992年 7月に開放都市に

評価項目 

観光への影響 

中国 

キルギ

ス 

ベルギ

ー 

Physiography and 

Climate  ○ ○ 

Culture and History ○  ○ 

Tourism 

Superstructure    

Mix of Activities  ○ ○ 

Special Events    

Entertainment ○   

指定され以来、ユーラシア大陸の連絡路として中

国北西部最大の都市となっている。西安に来た国

内観光客の発地は、陝西省内の各地方都市及び、

河南省、山西省、四川省などの隣接した西、中部

の諸地域である。西安は西部の最大の都市として、

周 辺 の 地 域 と 比 べ 、 娯 楽 施 設 が 多 い た

め、”Entertainment”が西安観光の誘客要因にな

った。 

世界の工場と言われている中国は今、人件費の

高騰などの要因で、製造業に関連する雇用が急速

に減少している。雇用を増やすため、観光産業が

期待されている。しかし、西安市における観光産

業は遺跡に代表される有形文化財に依存しすぎて

いる。それを改善しない限り、西安の観光産業は

国内観光客に向けた道半ばの状況であり続けるお

それがある。 

 

キルギス 

元 CIS 諸国から観光客がキルギスに来る理由は

イシククリ湖での湖水浴とサナトリウムでの療養

による自然環境を利用したリラクゼーションによ

るものである。イシククリ州の観光課題と観光政

策の方向性を以下の通り示す。 

1、ヨーロッパ等他国からの観光客の需要に対応で

きるホテルのマネジメントなどを含む観光人材の

育成が不足しており、人材育成が急務である。ま

た現状ではロシア語以外の外国語に対応できる人

材が少ないため、英語をはじめとしてドイツ語や

フランス語ができる人材の育成も必要である。 

2、イシククリ湖が観光資源であるが、シーズンが

3 か月弱と短く、それ以外の時期は観光客を引き

付けるアクティビティがないことからも、地域の

観光による収入は限定的である。冬季のスポーツ

チームのトレーニングの場として誘致を強化する、

または冬季のアクティビティを開拓することが望

ましい。 

3、イシククリ湖周囲の一部地域のみリゾートが整

備されている。湖周囲の各地域のユニーク性を活

かしたリゾートを開発し、観光客が滞在する場所

の選択肢を増やすことが望ましい。 

4、他国と比較して歴史的建造物等が少なく、伝統

的なスポーツやお祭りが開催されていない。シル

クロードの各諸国との連携や民族性を打ち出した 

イベントなどを戦略的に実施することが望ましい。 

 

ベルギー 

 リンブルグは大都市に囲まれている都市であ

る。 

リンブルグが他の大都市と連携できるのであれ

ば、そうした大都市からの観光客はリンブルグ

をより訪れる可能性がある。大都市からの観光

客の訪問動機は自然公園でのサイクリング、乗

馬と散歩の体験である。そのようなエコロジカ

ル志向の観光動向は、リンブルグの観光産業を

促進する可能性を秘めている。 

 

【研究課題】 

市場経済の成熟度に拠らず、観光客誘因には

欠けている点があることを本研究は示した。そ

の事実を提示するために、中国、キルギス、ベ

ルギーの各地域をケースとして用いた。 結

果、経済発展の段階が異なる 3つの地域に共通

して"Superstructure"と"Special Events"に対

する取り組みが必要と観察できた。 今後、各

地域の観光が発展するために”

Superstructure”と”Special Events”という

課題を解決する方策を検討することがこれから

の研究の課題なる。 

  

 

【引用・参考文献】 

・UNWTO(2015),”Compendium of Tourism 
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・Crouch, Geoffrey (2007).”Modelling 

Destination Competitiveness”. Melbourne: 

La Trobe University. 

・加藤 準(2015) 「観光地域作りにおける DMO

の役割」 
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インバウンド観光における観光土産の購買行動 –観光地域による差異- 

辻本法子 (桃山学院大学) 

Keyword： 観光土産、インバウンド観光、リピート購買、地域産品 

 

【課題】 
日本を訪れる外国人観光客数は年々拡大し、観光庁 

(2016a) によると、2015 年には過去最高の 1974 万人 (前

年比47.1％増) となった。2015年の訪日外国人の旅行消費

の総額は 3兆 4771億円で過去最高 (前年比 71.5％増) と

なり、旅行消費総額のうち、買物代は1兆4539億円である。

外国人観光客数のうち中国からの訪日客数は、499万 4000

人 (前年比 107.3％増) であり、全体の 25.3％を占めてい

る。旅行消費額は 1兆 4174億円でそのうち買物代は 8088

億円となっており、ひとり当たりの買い物代は 161,973円

である。訪日外国人の平均ひとり当たりの買い物代が

73,662円であることから、中国人旅行者の買物代が突出し

ている。 

観光・レジャー目的で訪日した中国人旅行者の商品カテ

ゴリ別の買い物内訳をみると、全体の68.9％が菓子を購入

し、59.3％がその他の食品を購入している (図表 1) 。中

国人観光客の一人当たりの平均の食料品の購買金額は、菓

子が 12766円、その他の食品が 15867円となっている (観

光庁2016ｂ) 。 

 

図表 1 中国人旅行者 (観光・レジャー目的) 商品カテ

ゴリ別購買率・金額  

項目 購入率(%) 金額(円)

菓子類 68.9 12,766
その他食料品・飲料・酒・たばこ 59.3 15,867
カメラ・ビデオカメラ・時計 25.1 84,917
電気製品 42.4 51,740
化粧品・香水 76.3 46,655
医薬品・健康グッズ・トイレタリー 73.3 41,183
和服（着物）・民芸品 10.9 19,991
服（和服以外）・かばん・靴 52.2 66,276
ﾏﾝｶﾞ・ｱﾆﾒ・ｷｬﾗｸﾀｰ関連商品 16.9 13,112
書籍・絵葉書・ＣＤ・ＤＶＤ 12.1 7,394
その他買物代 4.1 106,087
買物全体 99.8 171,870  

国土交通省観光庁 (2016b) 、『訪日外国人消費動向調

査』をもとに筆者作成 
 

つまり、中国人旅行者は、日本のインバウンド観光にお

いて主要なターゲットであるとみなすことができる。 

そのため、地域においてもインバウンド観光に対応する

ことが、地域活性化の機会になると考え、さまざまなイン

バウンド観光に対応した取り組みが、積極的におこなわれ

ている。しかし、インバウンド観光に対応でき、外国人旅

行者の誘致に成功している地域と、そうでない地域があり、

差が生じているのではないかと考える。 

日本における観光の基本的特徴としては、観光土産の購

買行動があり、観光土産開発に特産品の活用が求められて

いる (鍛冶 2006、北川2001) 。しかし、旅行者による観光

土産の購買はその土地における一過性のものである場合が

多く、観光土産の消費拡大のためには、観光土産として購

買された商品を、その後の定期的な購買 (リピート購買) 

につなげる必要があり、ITの発展により参入が容易になっ

たオンライン・ショップは、観光土産として購買された特

産品のリピート購買の有力な販路となる可能性を秘めてい

る (辻本2015) 。 

そこで、本研究は、インバウンド観光における主要ター

ゲットである中国人旅行者を対象に、主に地域の特産品を

活用した観光土産の購買行動や帰国後のリピート購買行動

について焦点をあて、調査をおこない、観光地域間の差異

を確認するとともに、成功している地域の要因を明らかに

することで、観光土産の商品開発に有効なマーケティン

グ・アプローチに関する知見を得ることを目的としている。 

 

【研究方法】 

消費者行動研究では、Oh ら (2004) が、観光客の購買行

動には、日常の購買と比較し特殊な 3つの要因があること

を指摘している。1) 観光は、日常からの離れるため責任感

が低下し、理性的でない購買行動をとる可能性があること、

2) 観光地の独特な環境が消費者に刺激をあたえる「場所の

消費」であること、3) 旅行者が購買する土産物  

(souvenirs) は、旅行の記憶という価値の象徴であり、ま

た、他者との関係を維持するためにももちいられることで

ある。 

消費者行動研究における購買意思決定プロセスでは，消

費者は「問題認識」、「情報探索」、「選択肢評価」、「購買」、

「購買後評価」の順に意思決定がおこなわれるとされる 

(図表 2)。具体的に購買の意思決定の順に説明すると、ま

ず購買者が自分のためや、第三者に贈与するために観光土

産を購入したいという動機が生じると仮定する。次に、旅

行前にガイドブックやインターネットなどのメディア、家

族友人などのクチコミなどから現地や観光土産に関する情

報が収集される。さらに、旅行中における食事や観光施設

での多様な体験により収集される情報が追加される。これ

らの情報から、購買者は観光土産の商品の選択肢を評価す

る商品評価基準を形成していくことで購買にいたる。 

なお、評価基準は、大きく分けて、商品の見た目や機能

性に関する外的特性と、場所の象徴性、他者との関係性維

持に関する内的な特性とからなると仮定し、本研究では複

数の評価基準を仮定している。購買後には、商品について

の評価がなされるが、購買者自身への観光土産の場合は購

買者による購買後評価がなされる。贈与された受け手がい

る場合には双方により評価される。 

  

図表2 消費者の購買意思決定プロセスにもとづく 

観光土産の購買意思決定モデル 

 

 

 

 

辻本ら (2013) より引用 
 

本研究では，消費者の観光土産における購買の意思決定

プロセスにおける選択肢評価での商品の評価基準に焦点を

あて、地域ごとの評価基準における差異を検証する。選択

肢評価の項目は、辻本ら (2015) の観光土産の評価基準の

項目に、新たに「品質」「言語」の項目を加える。 

調査は、2013 年、2014 年に日本を訪れた中国人旅行者  

(北京、上海、広州、深圳の20代から60代の居住者) を対

象に、2015年2月 10日から2月 16日の期間でインターネ

ット調査会社 (マクロミル) 経由で実施した。有効回答数

は 823 (男性 413、女性410) である。 

質問項目は、回答者の属性、日本への観光経験、直近の

旅行の滞在日数・訪日地域、観光土産購入の有無、気に入

った観光土産 (食品) の商品名・カテゴリ・贈与対象・購

買店舗・選択理由 (2 件法) など、訪日中の観光土産の購

買行動に関するものを設定している。 

 

【検証結果】 

回答者の日本における滞在日数は、5日が 28.1％と最も

多く、次に 7 日 (22.4％) 、6 日 (13.7％) であり、全体

の 8割が１週間以内の滞在であった。訪問地は、北海道が

最も多く、回答者の72.8％が北海道に立ち寄っている。次

に、関東 (36.8％) 、中部 (28.9％) 、沖縄 (28.8％) 、

九州 (26.7％) の順になっている。訪問パターンは、各地

を組み合わせた 203パターンが存在し、最も多いのが、北

海道のみ (15.3％) 、次に、北海道と沖縄の組み合わせ  

(5.5％) 、北海道と関東の組み合わせ (4.5％) 、沖縄のみ  

(3.9％) の順になっている。 

観光土産は、回答者の97.0％が購買している。商品カテ

ゴリ別の購買率は、菓子が最も高く全体の73.2％、次いで、

海産物 (45.2％) 、酒・飲料 (35.2％) 、惣菜 (27.1％) 、

農産品 (25.8％) 、調味料 (24.2％) の順になっており、7

割以上の中国人旅行者が菓子を購買している結果となった。 

回答者の最も気に入った観光土産 (食品) の選択地域は、

北海道が51.0％、東京都が12.5％、沖縄県が5.7％の順で

あった (図表 3) 。北海道のみの訪問パターンが 15.0％で

あることから、北海道以外の地域も同時に訪問しているに

もかかわらず、北海道で購買した観光土産を選択している

回答者が多い。 

 

図表3 最も気に入った観光土産の購買地域 (n=663) 

 

 

 

 

 

 

そこで、最も気に入った観光土産について北海道と回答

したグループ (H 群) と、それ以外の地域を回答したグル

ープ (O 群) に分類し、選択地域と最も気に入った観光土

産の購買行動に関する質問項目の関連性を、カイ二乗検定

により検証する。さらに詳しく選択地域要因ごとの差異は、

セルの偏りを示す残差分析により測定している。残差とは、

観測度数と期待度数の差分のことであり、基準をそろえる

ために標準化をおこなった調整済み残差が、2.58以上なら

ば 1%以下で有意差があり、1.96 以上ならば 5%以下で有意

差があるとみなせる。 

 

 (1) 購買カテゴリにおける差異 

 選択地域と購買カテゴリの差異について、カイ二乗検

定を行った結果、有意水準 1%以下で選択地域と購買カテ

ゴリの独立性の仮説が棄却された。つまり、選択地域と

購買カテゴリが関連しており、北海道とその他の地域で

は最も気に入った観光土産の商品カテゴリに差があるこ

とが確認できた。 

都道府県 度数 構成比　%

北海道 338 51.0

東京都 83 12.5

沖縄県 38 5.7

大阪府 29 4.4

京都府 22 3.3
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ことが、地域活性化の機会になると考え、さまざまなイン

バウンド観光に対応した取り組みが、積極的におこなわれ
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る (辻本2015) 。 
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族友人などのクチコミなどから現地や観光土産に関する情

報が収集される。さらに、旅行中における食事や観光施設

での多様な体験により収集される情報が追加される。これ

らの情報から、購買者は観光土産の商品の選択肢を評価す

る商品評価基準を形成していくことで購買にいたる。 

なお、評価基準は、大きく分けて、商品の見た目や機能

性に関する外的特性と、場所の象徴性、他者との関係性維

持に関する内的な特性とからなると仮定し、本研究では複

数の評価基準を仮定している。購買後には、商品について

の評価がなされるが、購買者自身への観光土産の場合は購

買者による購買後評価がなされる。贈与された受け手がい

る場合には双方により評価される。 

  

図表2 消費者の購買意思決定プロセスにもとづく 

観光土産の購買意思決定モデル 

 

 

 

 

辻本ら (2013) より引用 
 

本研究では，消費者の観光土産における購買の意思決定

プロセスにおける選択肢評価での商品の評価基準に焦点を

あて、地域ごとの評価基準における差異を検証する。選択

肢評価の項目は、辻本ら (2015) の観光土産の評価基準の

項目に、新たに「品質」「言語」の項目を加える。 

調査は、2013 年、2014 年に日本を訪れた中国人旅行者  

(北京、上海、広州、深圳の20代から60代の居住者) を対

象に、2015年2月 10日から2月 16日の期間でインターネ

ット調査会社 (マクロミル) 経由で実施した。有効回答数

は 823 (男性 413、女性410) である。 

質問項目は、回答者の属性、日本への観光経験、直近の

旅行の滞在日数・訪日地域、観光土産購入の有無、気に入

った観光土産 (食品) の商品名・カテゴリ・贈与対象・購

買店舗・選択理由 (2 件法) など、訪日中の観光土産の購

買行動に関するものを設定している。 

 

【検証結果】 

回答者の日本における滞在日数は、5日が 28.1％と最も

多く、次に 7 日 (22.4％) 、6 日 (13.7％) であり、全体

の 8割が１週間以内の滞在であった。訪問地は、北海道が

最も多く、回答者の72.8％が北海道に立ち寄っている。次

に、関東 (36.8％) 、中部 (28.9％) 、沖縄 (28.8％) 、

九州 (26.7％) の順になっている。訪問パターンは、各地

を組み合わせた 203パターンが存在し、最も多いのが、北

海道のみ (15.3％) 、次に、北海道と沖縄の組み合わせ  

(5.5％) 、北海道と関東の組み合わせ (4.5％) 、沖縄のみ  

(3.9％) の順になっている。 

観光土産は、回答者の97.0％が購買している。商品カテ

ゴリ別の購買率は、菓子が最も高く全体の73.2％、次いで、

海産物 (45.2％) 、酒・飲料 (35.2％) 、惣菜 (27.1％) 、

農産品 (25.8％) 、調味料 (24.2％) の順になっており、7

割以上の中国人旅行者が菓子を購買している結果となった。 

回答者の最も気に入った観光土産 (食品) の選択地域は、

北海道が51.0％、東京都が12.5％、沖縄県が5.7％の順で

あった (図表 3) 。北海道のみの訪問パターンが 15.0％で

あることから、北海道以外の地域も同時に訪問しているに

もかかわらず、北海道で購買した観光土産を選択している

回答者が多い。 

 

図表3 最も気に入った観光土産の購買地域 (n=663) 

 

 

 

 

 

 

そこで、最も気に入った観光土産について北海道と回答

したグループ (H 群) と、それ以外の地域を回答したグル

ープ (O 群) に分類し、選択地域と最も気に入った観光土

産の購買行動に関する質問項目の関連性を、カイ二乗検定

により検証する。さらに詳しく選択地域要因ごとの差異は、

セルの偏りを示す残差分析により測定している。残差とは、

観測度数と期待度数の差分のことであり、基準をそろえる

ために標準化をおこなった調整済み残差が、2.58以上なら

ば 1%以下で有意差があり、1.96 以上ならば 5%以下で有意

差があるとみなせる。 

 

 (1) 購買カテゴリにおける差異 

 選択地域と購買カテゴリの差異について、カイ二乗検

定を行った結果、有意水準 1%以下で選択地域と購買カテ

ゴリの独立性の仮説が棄却された。つまり、選択地域と

購買カテゴリが関連しており、北海道とその他の地域で

は最も気に入った観光土産の商品カテゴリに差があるこ

とが確認できた。 

都道府県 度数 構成比　%

北海道 338 51.0

東京都 83 12.5

沖縄県 38 5.7

大阪府 29 4.4

京都府 22 3.3
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図表 4 は、選択地域と購買カテゴリについて、残差分

析をおこなったものである。H群がプラスに有意であった

商品カテゴリは、「海産物」  (調整済み残差 5.3、ｐ＜

0.01)、「漬物」 (調整済み残差 2.2、ｐ＜0.05) である。

一方、「洋菓子」(調整済み残差-2.5、ｐ＜0.05) はマイ

ナスに有意になっている。最も気に入った観光土産は、

北海道は他の地域と比較して、海産物や漬物など地域の

特産品が多く、他の地域は洋菓子が北海道よりも多い。 

 

図表4 選択地域と商品カテゴリ 

H群 O群 H群 O群

度数 28 47 度数 24 22

構成比 8.3% 14.5% 構成比 7.1% 6.8%

調整済み残差 -2.5 2.5 調整済み残差 .2 -.2

度数 152 155 度数 11 18

構成比 45.0% 47.7% 構成比 3.3% 5.5%

調整済み残差 -.7 .7 調整済み残差 -1.4 1.4

度数 5 0 度数 24 25

構成比 1.5% 0.0% 構成比 7.1% 7.7%

調整済み残差 2.2 -2.2 調整済み残差 -.3 .3

度数 78 26 度数 1 5

構成比 23.1% 8.0% 構成比 0.3% 1.5%

調整済み残差 5.3 -5.3 調整済み残差 -1.7 1.7

度数 9 17 度数 6 10

構成比 2.7% 5.2% 構成比 1.8% 3.1%

調整済み残差 -1.7 1.7 調整済み残差 -1.1 1.1

度数 338 325

構成比 100.0% 100.0%

地域

惣菜

調味料

酒・飲料

茶葉

その他

商品カテゴリ

合計

商品カテゴリ
地域

洋菓子

和菓子

漬物

海産物

農産物

 

網掛のセルは、調整済み残差5％以下で有意な項目 

 

(2) 購買店舗における差異 

選択地域と購買店舗の差異について、カイ二乗検定を

行った結果、有意水準 1%以下で選択地域と購買店舗の独

立性の仮説が棄却され、選択地域と購買カテゴリが関連

していることが確認できた。つまり、北海道と他の地域

では購入店舗の形態に差があるといえる。 

図表 5 は、選択地域と購買カテゴリについて、残差分

析をおこなったものである。H群がプラスに有意であった

購買店舗は、「観光地のお土産物店」 (調整済み残差3.3、

ｐ＜0.01) である。一方、「百貨店」 (調整済み残差-3.7、

ｐ＜0.01) 、「空港の売店」 (調整済み残差-2.2、ｐ＜

0.05) はマイナスに有意になっている。 

つまり最も気に入った観光土産は、北海道は他の地域

と比較して、観光地の土産物店で購買される場合が多く、

他の地域は北海道と比較して百貨店や空港で購買される

場合が多い。  

 

(3) 評価基準における差異 

選択地域と商品の評価基準の差異について、質問項目

ごとに有意水準 1%以下で選択地域と購買店舗の独立性の

仮説が棄却され、選択地域と評価基準の関連性が確認で

きたのは、「その地域の特産品であったから」のみであっ 

図表5 選択地域と購買店舗 

H群 O群

度数 86 67 153

構成比 25.4% 20.6% 23.1%

調整済み残差 1.5 -1.5

度数 171 123 294

構成比 50.6% 37.8% 44.3%

調整済み残差 3.3 -3.3

度数 51 87 138

構成比 15.1% 26.8% 20.8%

調整済み残差 -3.7 3.7

度数 23 38 61

構成比 6.8% 11.7% 9.2%

調整済み残差 -2.2 2.2

度数 1 3 4

構成比 0.3% 0.9% 0.6%

調整済み残差 -1.0 1.0

度数 3 0 3

構成比 0.9% 0.0% 0.5%

調整済み残差 1.7 -1.7

度数 3 7 10

構成比 0.9% 2.2% 1.5%

調整済み残差 -1.3 1.3

度数 338 325 663

構成比 100.0% 100.0% 100.0%
合計

鉄道駅の売店

その他

購買店舗
地域

合計

製造者・生産者の直営のお店

観光地のお土産物店

百貨店

空港の売店

高速道路の売店

 

網掛のセルは、調整済み残差5％以下で有意な項目 

 

た (図表 6) 。H群の調整済み残差は 5.1 (ｐ＜0.01) で

あり、北海道の観光土産は「特産品への評価」が他の地

域よりもかなり高い。つまり、観光土産の要素として地

域の特産品が好ましいと考えている中国人旅行者が多い

のではないかと推測できる。 

 

図表6 選択地域と評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網掛のセルは、調整済み残差5％以下で有意な項目 

 

(4) 帰国後のリピート購買の意向 

帰国後の観光土産のリピート購買意向について分析し

た結果、回答者の 87.6％が、日本の旅行で購入した旅行

土産 (食品) が、インターネットショップで手に入るの

H群 O群 H群 O群

度数 189 117 306 度数 29 32 61

構成比
n＝663

55.9% 36.0% 46.2% P=0.000
構成比
n＝663

8.6% 9.8% 9.2% P=0.593

調整済み残差 5.1 -5.1 調整済み残差 -0.6 0.6

度数 151 136 287 度数 97 98 195

構成比
n＝663

44.7% 41.8% 43.3% P=0.481
構成比
n＝663

28.7% 30.2% 29.4% P=0.733

調整済み残差 0.7 -0.7 調整済み残差 -0.4 0.4

度数 66 58 124 度数 97 80 177

構成比
n＝663

19.5% 17.8% 18.7% P=0.619
構成比
n＝663

28.7% 24.6% 26.7% P=0.254

調整済み残差 0.6 -0.6 調整済み残差 1.2 -1.2

度数 85 78 163 度数 60 53 113

構成比
n＝663

25.1% 24.0% 24.6% P=0.787
構成比
n＝663

17.8% 16.3% 17.0% P=0.680

調整済み残差 0.3 -.3 調整済み残差 0.5 -0.5

度数 57 47 104 度数 39 39 78

構成比
n＝663

16.9% 14.5% 15.7% P=0.455
構成比
n＝663

11.5% 12.0% 11.8% P=0.904

調整済み残差 .9 -.9 調整済み残差 -0.2 .2

度数 63 62 125 度数 35 42 77

構成比
n＝663

18.6% 19.1% 18.9% P=0.921
構成比
n＝663

10.4% 12.9% 11.6% P=0.333

調整済み残差 -0.1 .1 調整済み残差 -1.0 1.0

度数 120 102 222 度数 34 40 74

構成比
n＝663

35.5% 31.4% 33.5% P=0.285
構成比
n＝663

10.1% 12.3% 11.2% P=0.389

調整済み残差 1.1 -1.1 調整済み残差 -0.9 0.9

度数 49 43 92 度数 79 75 154

構成比
n＝663

14.5% 13.2% 13.9% P=0.655
構成比
n＝663

23.4% 23.1% 23.2% P=1.000

調整済み残差 0.5 -.5 調整済み残差 0.1 -.1

度数 72 76 148 度数 23 28 51

構成比
n＝663

21.3% 23.4% 22.3% P=0.576
構成比
n＝663

6.8% 8.6% 7.7% P=0.387

調整済み残差 -.6 0.6 調整済み残差 -.9 .9

地域

ご当地キャラクタ商

品だったから

他の観光客も買って

いたから

パッケージが気に

入ったから

中国語で商品説明が

書かれていたから

試食して気に入った

から

店員がその商品をす

すめたから

他では手に入らない

商品だったから

品質が信頼できると

思ったから

ＴＶや雑誌で話題に

なっている（流行

の）商品だったから

持って帰るのにかさ

ばらない商品だった

から

価格が手ごろだった

から

いつもお土産に買う

定番の商品だから

小分けできる商品

だったから

その季節の旬の商品

だったから

地域
合計 有意確率

その地域の特産品

だったから

お店の人に薦められ

たから

お土産として有名な

商品だったから

贈る相手が気に入り

そうな商品だったか

ら

評価項目 合計 有意確率 評価項目

なら、再度購入してみたいとの意向であった。帰国後の

中国人旅行者に対するオンライン・ショップによる販売

が、有力な販路となり得るといえる。 

選択地域とリピート購買意向の差異についてカイ二乗

検定を行った結果、関連性が確認でき (p=0.024) 、H群

の「あてはまらない」(調整済み残差-2.6、ｐ＜0.01)が

マイナスの有意差となった(図表 7) 。北海道の観光土産

を最も気に入った旅行者はより、帰国後のオンライン・

リピート購買の意向が強いといえる。 

 

図表7 オンライン・リピート購買に関する意向 

H群 O群

度数 3 13 16

構成比 0.9% 4.2% 2.5%

調整済み残差 -2.6 2.6

度数 30 32 62

構成比 9.3% 10.5% 9.8%

調整済み残差 -0.5 0.5

度数 291 261 552

構成比 89.8% 85.3% 87.6%

調整済み残差 1.7 -1.7

度数 324 306 630

構成比 100.0% 100.0% 100.0%

合計

日本の旅行で購入し

た旅行土産（食品）

が、インターネット

ショップで手に入る

のなら、再度購入し

てみたい

P=0.024

あてはま

らない

どちらで

もない

あてはま

る

合計

項目
地域

 
 
その他の購買意向に関する質問項目で、選択地域と

購買意向に関連性が認められたのは、「果物などの季節

感のある農産品なら、購入してみたい」である 

(p=0.002) 。H群の「あてはまる」 (調整済み残差3.4、

ｐ＜0.01) がプラスの有意差、「あてはまらない」 (調

整済み残差-2.6、ｐ＜0.01) 、「どちらでもない」 (調

整済み残差-2.0、ｐ＜0.05) がマイナスの有意差となっ

た。つまり、H群は帰国後も北海道の特産品である旬

の農産物の購買意向が強い。 

 
図表8 オンライン・リピート購買に関する意向 

H群 O群

度数 20 37 57

構成比 6.2% 12.1% 9.0%

調整済み残差 -2.6 2.6

度数 61 78 139

構成比 18.8% 25.5% 22.1%

調整済み残差 -2.0 2.0

度数 243 191 434

構成比 75.0% 62.4% 68.9%

調整済み残差 3.4 -3.4

度数 324 306 630

構成比 100.0% 100.0% 100.0%
合計

項目
地域

合計

果物などの季節感の

ある農産品なら、購

入してみたい

P=0.002

あてはま

らない

どちらで

もない

あてはま

る

 
 
【まとめと今後の展開】 

本研究では、最も気に入った観光土産の購買地域を北

海道と、その他の地域に分類し、旅行者の購買行動につ

いて分析をおこなった。結果として、最も気に入った観

光土産の商品カテゴリ、購買店舗に差異があること、北

海道の観光土産では、特産品であることが評価されてい

ること、帰国後のリピート購買では旬の農産物への購買

意向が強いことが明らかになった。 

北海道は、早くからインバウンド観光に対応できてお

り、多くの中国人旅行者が訪問しているため、他の地域

よりも特産品への認知の程度が高まった結果、最も気に

入った観光土産として選択されているのかもしれない。

中国人旅行者は帰国後のオンライン購買の意向が強く、

特に旬の農産物の購買意向が強いため、今後、北海道の

事業者は中国への農産品のオンラインでの販路開拓を検

討する必要があると考える。 

他の地域は、中国人旅行者が観光土産として特産品を

好む傾向にあるため、気に入った観光土産として選択し

てもらうには、特産品の認知度の向上を目的としたプロ

モーション施策をおこなっていく必要がある。 

今後の展開としては、図表 2 の購買の意思決定プロセ

スにあるように、商品の購買後評価は、購買者と贈与さ

れた受け手がいる場合には双方により評価されるため、

中国人旅行者の観光土産の受け手に対して調査をおこな

う予定である。 
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図表 4 は、選択地域と購買カテゴリについて、残差分

析をおこなったものである。H群がプラスに有意であった

商品カテゴリは、「海産物」  (調整済み残差 5.3、ｐ＜

0.01)、「漬物」 (調整済み残差 2.2、ｐ＜0.05) である。

一方、「洋菓子」(調整済み残差-2.5、ｐ＜0.05) はマイ

ナスに有意になっている。最も気に入った観光土産は、

北海道は他の地域と比較して、海産物や漬物など地域の

特産品が多く、他の地域は洋菓子が北海道よりも多い。 

 

図表4 選択地域と商品カテゴリ 

H群 O群 H群 O群

度数 28 47 度数 24 22

構成比 8.3% 14.5% 構成比 7.1% 6.8%

調整済み残差 -2.5 2.5 調整済み残差 .2 -.2

度数 152 155 度数 11 18

構成比 45.0% 47.7% 構成比 3.3% 5.5%

調整済み残差 -.7 .7 調整済み残差 -1.4 1.4

度数 5 0 度数 24 25

構成比 1.5% 0.0% 構成比 7.1% 7.7%

調整済み残差 2.2 -2.2 調整済み残差 -.3 .3

度数 78 26 度数 1 5

構成比 23.1% 8.0% 構成比 0.3% 1.5%

調整済み残差 5.3 -5.3 調整済み残差 -1.7 1.7

度数 9 17 度数 6 10

構成比 2.7% 5.2% 構成比 1.8% 3.1%

調整済み残差 -1.7 1.7 調整済み残差 -1.1 1.1
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構成比 100.0% 100.0%
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網掛のセルは、調整済み残差5％以下で有意な項目 

 

(2) 購買店舗における差異 

選択地域と購買店舗の差異について、カイ二乗検定を

行った結果、有意水準 1%以下で選択地域と購買店舗の独

立性の仮説が棄却され、選択地域と購買カテゴリが関連

していることが確認できた。つまり、北海道と他の地域

では購入店舗の形態に差があるといえる。 

図表 5 は、選択地域と購買カテゴリについて、残差分

析をおこなったものである。H群がプラスに有意であった

購買店舗は、「観光地のお土産物店」 (調整済み残差3.3、

ｐ＜0.01) である。一方、「百貨店」 (調整済み残差-3.7、

ｐ＜0.01) 、「空港の売店」 (調整済み残差-2.2、ｐ＜

0.05) はマイナスに有意になっている。 

つまり最も気に入った観光土産は、北海道は他の地域

と比較して、観光地の土産物店で購買される場合が多く、

他の地域は北海道と比較して百貨店や空港で購買される

場合が多い。  

 

(3) 評価基準における差異 

選択地域と商品の評価基準の差異について、質問項目

ごとに有意水準 1%以下で選択地域と購買店舗の独立性の

仮説が棄却され、選択地域と評価基準の関連性が確認で

きたのは、「その地域の特産品であったから」のみであっ 

図表5 選択地域と購買店舗 

H群 O群
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構成比 25.4% 20.6% 23.1%

調整済み残差 1.5 -1.5
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構成比 50.6% 37.8% 44.3%

調整済み残差 3.3 -3.3
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構成比 15.1% 26.8% 20.8%

調整済み残差 -3.7 3.7

度数 23 38 61

構成比 6.8% 11.7% 9.2%

調整済み残差 -2.2 2.2

度数 1 3 4

構成比 0.3% 0.9% 0.6%

調整済み残差 -1.0 1.0
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構成比 0.9% 0.0% 0.5%

調整済み残差 1.7 -1.7
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構成比 0.9% 2.2% 1.5%

調整済み残差 -1.3 1.3
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構成比 100.0% 100.0% 100.0%
合計
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網掛のセルは、調整済み残差5％以下で有意な項目 

 

た (図表 6) 。H群の調整済み残差は 5.1 (ｐ＜0.01) で

あり、北海道の観光土産は「特産品への評価」が他の地

域よりもかなり高い。つまり、観光土産の要素として地

域の特産品が好ましいと考えている中国人旅行者が多い

のではないかと推測できる。 

 

図表6 選択地域と評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網掛のセルは、調整済み残差5％以下で有意な項目 

 

(4) 帰国後のリピート購買の意向 

帰国後の観光土産のリピート購買意向について分析し

た結果、回答者の 87.6％が、日本の旅行で購入した旅行

土産 (食品) が、インターネットショップで手に入るの

H群 O群 H群 O群

度数 189 117 306 度数 29 32 61

構成比
n＝663

55.9% 36.0% 46.2% P=0.000
構成比
n＝663

8.6% 9.8% 9.2% P=0.593

調整済み残差 5.1 -5.1 調整済み残差 -0.6 0.6

度数 151 136 287 度数 97 98 195

構成比
n＝663

44.7% 41.8% 43.3% P=0.481
構成比
n＝663

28.7% 30.2% 29.4% P=0.733

調整済み残差 0.7 -0.7 調整済み残差 -0.4 0.4

度数 66 58 124 度数 97 80 177

構成比
n＝663

19.5% 17.8% 18.7% P=0.619
構成比
n＝663

28.7% 24.6% 26.7% P=0.254

調整済み残差 0.6 -0.6 調整済み残差 1.2 -1.2

度数 85 78 163 度数 60 53 113

構成比
n＝663

25.1% 24.0% 24.6% P=0.787
構成比
n＝663

17.8% 16.3% 17.0% P=0.680

調整済み残差 0.3 -.3 調整済み残差 0.5 -0.5

度数 57 47 104 度数 39 39 78

構成比
n＝663

16.9% 14.5% 15.7% P=0.455
構成比
n＝663

11.5% 12.0% 11.8% P=0.904

調整済み残差 .9 -.9 調整済み残差 -0.2 .2

度数 63 62 125 度数 35 42 77

構成比
n＝663

18.6% 19.1% 18.9% P=0.921
構成比
n＝663

10.4% 12.9% 11.6% P=0.333

調整済み残差 -0.1 .1 調整済み残差 -1.0 1.0

度数 120 102 222 度数 34 40 74

構成比
n＝663

35.5% 31.4% 33.5% P=0.285
構成比
n＝663

10.1% 12.3% 11.2% P=0.389

調整済み残差 1.1 -1.1 調整済み残差 -0.9 0.9

度数 49 43 92 度数 79 75 154

構成比
n＝663

14.5% 13.2% 13.9% P=0.655
構成比
n＝663

23.4% 23.1% 23.2% P=1.000

調整済み残差 0.5 -.5 調整済み残差 0.1 -.1

度数 72 76 148 度数 23 28 51

構成比
n＝663

21.3% 23.4% 22.3% P=0.576
構成比
n＝663

6.8% 8.6% 7.7% P=0.387

調整済み残差 -.6 0.6 調整済み残差 -.9 .9

地域

ご当地キャラクタ商

品だったから

他の観光客も買って
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ら

評価項目 合計 有意確率 評価項目

なら、再度購入してみたいとの意向であった。帰国後の

中国人旅行者に対するオンライン・ショップによる販売

が、有力な販路となり得るといえる。 

選択地域とリピート購買意向の差異についてカイ二乗

検定を行った結果、関連性が確認でき (p=0.024) 、H群

の「あてはまらない」(調整済み残差-2.6、ｐ＜0.01)が

マイナスの有意差となった(図表 7) 。北海道の観光土産

を最も気に入った旅行者はより、帰国後のオンライン・

リピート購買の意向が強いといえる。 

 

図表7 オンライン・リピート購買に関する意向 

H群 O群

度数 3 13 16

構成比 0.9% 4.2% 2.5%

調整済み残差 -2.6 2.6

度数 30 32 62

構成比 9.3% 10.5% 9.8%

調整済み残差 -0.5 0.5

度数 291 261 552

構成比 89.8% 85.3% 87.6%

調整済み残差 1.7 -1.7

度数 324 306 630

構成比 100.0% 100.0% 100.0%

合計

日本の旅行で購入し

た旅行土産（食品）

が、インターネット

ショップで手に入る

のなら、再度購入し

てみたい

P=0.024

あてはま
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もない

あてはま

る

合計

項目
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その他の購買意向に関する質問項目で、選択地域と

購買意向に関連性が認められたのは、「果物などの季節

感のある農産品なら、購入してみたい」である 

(p=0.002) 。H群の「あてはまる」 (調整済み残差3.4、

ｐ＜0.01) がプラスの有意差、「あてはまらない」 (調

整済み残差-2.6、ｐ＜0.01) 、「どちらでもない」 (調

整済み残差-2.0、ｐ＜0.05) がマイナスの有意差となっ

た。つまり、H群は帰国後も北海道の特産品である旬

の農産物の購買意向が強い。 

 
図表8 オンライン・リピート購買に関する意向 

H群 O群

度数 20 37 57

構成比 6.2% 12.1% 9.0%

調整済み残差 -2.6 2.6

度数 61 78 139

構成比 18.8% 25.5% 22.1%

調整済み残差 -2.0 2.0

度数 243 191 434

構成比 75.0% 62.4% 68.9%

調整済み残差 3.4 -3.4
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構成比 100.0% 100.0% 100.0%
合計
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【まとめと今後の展開】 

本研究では、最も気に入った観光土産の購買地域を北

海道と、その他の地域に分類し、旅行者の購買行動につ

いて分析をおこなった。結果として、最も気に入った観

光土産の商品カテゴリ、購買店舗に差異があること、北

海道の観光土産では、特産品であることが評価されてい

ること、帰国後のリピート購買では旬の農産物への購買

意向が強いことが明らかになった。 

北海道は、早くからインバウンド観光に対応できてお

り、多くの中国人旅行者が訪問しているため、他の地域

よりも特産品への認知の程度が高まった結果、最も気に

入った観光土産として選択されているのかもしれない。

中国人旅行者は帰国後のオンライン購買の意向が強く、

特に旬の農産物の購買意向が強いため、今後、北海道の

事業者は中国への農産品のオンラインでの販路開拓を検

討する必要があると考える。 

他の地域は、中国人旅行者が観光土産として特産品を

好む傾向にあるため、気に入った観光土産として選択し

てもらうには、特産品の認知度の向上を目的としたプロ

モーション施策をおこなっていく必要がある。 

今後の展開としては、図表 2 の購買の意思決定プロセ

スにあるように、商品の購買後評価は、購買者と贈与さ

れた受け手がいる場合には双方により評価されるため、

中国人旅行者の観光土産の受け手に対して調査をおこな

う予定である。 
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「公益」を活かした新たな観光：「公益観光」の展望と課題 

―山形県酒田市の取組事例を中心に― 

小野英一（東北公益文科大学） 
Keyword： 公益、公益観光、山形県酒田市 
 
【目的・背景】 

日本では近年、「観光立国」が大きな政策テーマとなって

いる。2003年に行った「観光立国宣言」を嚆矢として、2007

年に「観光立国推進基本法」を施行、2008年に観光庁を設

置、2012年に「観光立国推進基本計画」を閣議決定してい

る。これらのもとで現在様々な「観光立国」推進関連の施

策が展開されているところである。 

こうした動向は自治体・地域レベルでも同様であり 、現

在、全国各地で様々な観光の取り組みが展開されている。

観光をめぐる自治体・地域間競争は厳しさを増している状

況にあるといえる。 

 そしてそれらの取り組みの鍵となるのが、それぞれの地

域個性をいかに観光に活かすかということである。全国各

地の自治体・地域において、文化、自然、歴史、食、民俗

芸能など、それぞれの地域個性を活かした観光が打ち出さ

れている。 

 こうした状況の中で、「公益」を活かした観光（以下「公

益観光」という。）という他に類を見ない新たな観光に挑戦

している自治体が山形県酒田市である。 

酒田市では、日本で初めて「公益学」に取り組んでいる

東北公益文科大学が同市に設立されているということや、

同市が「公益のふるさと」と評される山形県庄内地域に位

置するということもあり、これまで「公益のまちづくり」

に取り組んできた歴史がある。 

酒田市では、こうしたこれまでの「公益のまちづくり」

の蓄積をもとに、「公益観光」を展開しているのである。「ま

ちづくり」と「観光」については、相互補完関係、表裏一

体、不即不離の関係にあることからも（須田[2009]）、これ

までの「公益のまちづくり」の蓄積を「公益観光」につな

げていくという方向性は、相乗効果を発揮しながらの上積

みが期待される。 

酒田市の「公益観光」については、これまでの「公益の

まちづくり」の蓄積をもとにさらに発展させているという

点や、「公益」という個性・独自性ある自らの地域個性に着

目し、それを活かした取り組みを展開している点において

先進事例といえる。また、「観光と公益の融合」という新地

平と捉えることもでき、新しい可能性を有している。 

【研究内容】 

本研究では酒田市における「公益観光」の取組事例を取

り上げ、文献・資料・データの収集・調査、現地調査、考

察を行い、「公益観光」の展望と課題について論じる。 

はじめに酒田市における「公益のまちづくり」のこれま

での取り組みについてまとめる。次に酒田市における「公

益観光」について整理し、考察を加える。以上を踏まえな

がら「公益観光」の展望と課題について論じる。 

 

【研究結果】 

(1) 酒田市における「公益のまちづくり」の取り組み 

2000年頃に生まれた新進の学問「公益学」の研究領域

として切り開かれ、また、酒田市において取り組みが展

開されてきたのが「公益のまちづくり」である。 

「公益のまちづくり」とは「公益」の理念・理論・視

点を活かした「まちづくり」である（小松[2003]）。その

理念・原則については、以下のとおり説明される（小松

[2003]p.38）。「自分によく、みんなにもよいまち、自分が

よくなるには自分一個を超えてまち全体・地域全体がよ

くならなくては駄目という認識、これこそ公益のまちづ

くりの理念であり、原則である」。 

 酒田市では2007年に「酒田市公益のまちづくり条例」

を制定し、そのもとで様々な「公益のまちづくり」の取

り組みを展開してきている。具体的な取り組みとして、

「市内で自主的かつ自発的に行う組織的な公益のまちづ

くりに関する活動」を促進し、もって「本市の協働のま

ちづくりを推進するため、公益活動を行う団体」に対し

て補助金を交付する「酒田市公益活動支援補助金」（酒田

市[2013a]）、「概ね 5年以上にわたり、まちの美化活動や

清掃活動、青少年の育成活動、地域の活力づくりの活動、

国際交流活動など広く社会に貢献する活動等を行った個

人又は団体に対し」感謝状を贈呈する「公益のまちづく

り賞」（酒田市[2013b]）、「公益活動推進員」を配置し、「公

益活動のコーディネート（相談、訪問）」、「公益活動団体

の情報提供」、「公益活動団体の登録及び活動のＰＲ」、「公

益活動に関する講座開催」、「公益活動支援補助金の交付」

などの支援活動を行う「酒田市公益活動支援センター」

の設置などがある（酒田市ホームページ「酒田市公益活

動支援センター」）。 

なお、2015 年に策定された「酒田市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」においても「施策の大綱（8 つの柱）」

の一つに「①公益の心を育むまち」が盛り込まれている。

酒田市の「地方創生」においても「公益」が大きなテー

マとなっているのである。 

 

(2) 酒田市における「公益観光」の展開 

酒田市では2016年4月に「酒田市中長期観光戦略」

を策定した 1)。「酒田市中長期観光戦略」とは「今後の

酒田市の観光を推進していくにあたり、昨今の社会状

況や観光を取り巻く環境の変化、消費者ニーズの多様

化などを踏まえつつ、行政だけの戦略ではなく、市民

や民間事業者を巻き込み、さらには酒田市だけではな

く庄内地域が連携して観光に取り組むため」に策定さ

れた酒田市の中長期の観光戦略であり、2016年4月か

ら2026年3月までの10年間を計画期間とするもので

ある。 
この「酒田市中長期観光戦略」では、酒田市の観光

における「強み」、「弱み」、「機会」、「脅威」について

分析するＳＷＯＴ分析を行っている。そして、酒田市

の観光の「強み」の一つとして析出されたのが「公益

の精神」である。この「公益の精神」について以下の

ように述べられている。「酒田市民には、酒田三十六人

衆の一人でもあった本間家に代表されるような公益の

精神が根付いている。観光においても来訪者への感謝

の気持ちを表すおもてなしの心が宿っている。おもて

なしの心を表す料理や文化も豊かであり、ガイドを含

めて市民一人ひとりがおもてなしの心を発揮して観光

に取り組む基盤が存在している」（酒田市[2016]p.17）。 
そして、こうした分析の結果を踏まえ「酒田は“交易”

と“公益”で発展してきた地域であることから、酒田の

観光を考える場合には酒田の地域性や土地の歴史・文

化を十分に踏まえて進めていくことが重要である。北

前船交易や最上川舟運の“交易”と、豪商たちのまちづ

くりの精神“公益”を基本的な柱として観光振興を進め

ていくことが重要である」とし、「酒田の中長期観光戦

略のオリジナル・ストーリーとして、“交易”と“公益”
を 2 つの柱として設定し、「ＫＯＥＫＩ（交易と公益）

のまち・酒田」とする」と方向性について打ち出して

いる（酒田市[2016]p.26）。 
オリジナル・ストーリーとは、酒田市独自の地域性

が生み出した固有の理念や観光振興の基本的な思想に

基づくものであり、市民自らが認識し地域の誇りとし

て感じられる柱となるものである。つまり、「公益」は

「酒田市中長期観光戦略」における二本柱の一つとい

う極めて重要な位置付けにあるのである。 
「新しい観光」を展開するためには、個性を持ち魅

力ある観光資源をまず発掘する必要があるが、新しい

観光資源はそう簡単に発掘されるものではない。そこ

で、視点を変えて、いわば角度を変えて接することに

よって、そこに新しい魅力を発見し、新資源と同じ効

果を与えること、すなわち資源の効果を再発見するこ

とも必要となる。そしてこのような取り組みの一つが

「観光資源の高度化」であり、その一つに「テーマ別

総合観光」がある（須田[2009]）。 
「テーマ別総合観光」とは「テーマ（主題）」別に

幅広く様々な観光資源をまとめて見直そうというもの

であり、いわば従来の「自然」、「歴史文化」といった

分類をタテ割りと考えるならば、「テーマ別総合観光」

はある「テーマ（主題）」別に観光資源を横割りに見直

そうとするものである（須田[2009]）。 
須田[2009]の「テーマ別総合観光」論を踏まえれば、

酒田市の「公益観光」については、従来の「自然」、「歴

史文化」といった様々な観光資源に対して「公益」と

いう「テーマ（主題）」のもとで横割りに見直そうとす

るものと捉えることができる。従来の観光資源に対し

て「公益」という新しい視点を取り入れ、視点・角度

を変えて接することによって、そこに新しい魅力を発

見し、新資源と同じ効果を与えることにつながるので

ある。 
このオリジナル・ストーリーの柱である「公益」に

ついて以下のように説明を行っている（酒田市

[2016]p.27）。「本間家は、砂防植林事業で有名な三代

目・光丘だけにとどまらず、累代様々な社会貢献活動

や事業を行っている。その時代の支配者への財政再建

援助や、明治以降は行政その他への資金援助、あるい

は自ら公共施設の建設･運営にあたり、それらへの献金、

慈善事業、救済事業、育英事業など広範囲に及び行っ

てきた歴史であり、｢世のため人のために尽くす｣公益

活動を実践してきた歴史でもある。本間家は、庄内地

域はもちろんのこと、近隣の東北諸藩の地域再建、地

域振興のリーダーとして、庄内内外の物資の交流、金

融業、土地管理などのビジネスで稼いだ利益をさまざ

まな公益事業に拠出し経営してきた。この意味におい
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「公益」を活かした新たな観光：「公益観光」の展望と課題 

―山形県酒田市の取組事例を中心に― 

小野英一（東北公益文科大学） 
Keyword： 公益、公益観光、山形県酒田市 
 
【目的・背景】 

日本では近年、「観光立国」が大きな政策テーマとなって

いる。2003年に行った「観光立国宣言」を嚆矢として、2007

年に「観光立国推進基本法」を施行、2008年に観光庁を設

置、2012年に「観光立国推進基本計画」を閣議決定してい

る。これらのもとで現在様々な「観光立国」推進関連の施

策が展開されているところである。 

こうした動向は自治体・地域レベルでも同様であり 、現

在、全国各地で様々な観光の取り組みが展開されている。

観光をめぐる自治体・地域間競争は厳しさを増している状

況にあるといえる。 

 そしてそれらの取り組みの鍵となるのが、それぞれの地

域個性をいかに観光に活かすかということである。全国各

地の自治体・地域において、文化、自然、歴史、食、民俗

芸能など、それぞれの地域個性を活かした観光が打ち出さ

れている。 

 こうした状況の中で、「公益」を活かした観光（以下「公

益観光」という。）という他に類を見ない新たな観光に挑戦

している自治体が山形県酒田市である。 

酒田市では、日本で初めて「公益学」に取り組んでいる

東北公益文科大学が同市に設立されているということや、

同市が「公益のふるさと」と評される山形県庄内地域に位

置するということもあり、これまで「公益のまちづくり」

に取り組んできた歴史がある。 

酒田市では、こうしたこれまでの「公益のまちづくり」

の蓄積をもとに、「公益観光」を展開しているのである。「ま

ちづくり」と「観光」については、相互補完関係、表裏一

体、不即不離の関係にあることからも（須田[2009]）、これ

までの「公益のまちづくり」の蓄積を「公益観光」につな

げていくという方向性は、相乗効果を発揮しながらの上積

みが期待される。 

酒田市の「公益観光」については、これまでの「公益の

まちづくり」の蓄積をもとにさらに発展させているという

点や、「公益」という個性・独自性ある自らの地域個性に着

目し、それを活かした取り組みを展開している点において

先進事例といえる。また、「観光と公益の融合」という新地

平と捉えることもでき、新しい可能性を有している。 

【研究内容】 

本研究では酒田市における「公益観光」の取組事例を取

り上げ、文献・資料・データの収集・調査、現地調査、考

察を行い、「公益観光」の展望と課題について論じる。 

はじめに酒田市における「公益のまちづくり」のこれま

での取り組みについてまとめる。次に酒田市における「公

益観光」について整理し、考察を加える。以上を踏まえな

がら「公益観光」の展望と課題について論じる。 

 

【研究結果】 

(1) 酒田市における「公益のまちづくり」の取り組み 

2000年頃に生まれた新進の学問「公益学」の研究領域

として切り開かれ、また、酒田市において取り組みが展

開されてきたのが「公益のまちづくり」である。 

「公益のまちづくり」とは「公益」の理念・理論・視

点を活かした「まちづくり」である（小松[2003]）。その

理念・原則については、以下のとおり説明される（小松

[2003]p.38）。「自分によく、みんなにもよいまち、自分が

よくなるには自分一個を超えてまち全体・地域全体がよ

くならなくては駄目という認識、これこそ公益のまちづ

くりの理念であり、原則である」。 

 酒田市では2007年に「酒田市公益のまちづくり条例」

を制定し、そのもとで様々な「公益のまちづくり」の取

り組みを展開してきている。具体的な取り組みとして、

「市内で自主的かつ自発的に行う組織的な公益のまちづ

くりに関する活動」を促進し、もって「本市の協働のま

ちづくりを推進するため、公益活動を行う団体」に対し

て補助金を交付する「酒田市公益活動支援補助金」（酒田

市[2013a]）、「概ね 5年以上にわたり、まちの美化活動や

清掃活動、青少年の育成活動、地域の活力づくりの活動、

国際交流活動など広く社会に貢献する活動等を行った個

人又は団体に対し」感謝状を贈呈する「公益のまちづく

り賞」（酒田市[2013b]）、「公益活動推進員」を配置し、「公

益活動のコーディネート（相談、訪問）」、「公益活動団体

の情報提供」、「公益活動団体の登録及び活動のＰＲ」、「公

益活動に関する講座開催」、「公益活動支援補助金の交付」

などの支援活動を行う「酒田市公益活動支援センター」

の設置などがある（酒田市ホームページ「酒田市公益活

動支援センター」）。 

なお、2015 年に策定された「酒田市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」においても「施策の大綱（8 つの柱）」

の一つに「①公益の心を育むまち」が盛り込まれている。

酒田市の「地方創生」においても「公益」が大きなテー

マとなっているのである。 

 

(2) 酒田市における「公益観光」の展開 

酒田市では 2016年4月に「酒田市中長期観光戦略」

を策定した 1)。「酒田市中長期観光戦略」とは「今後の

酒田市の観光を推進していくにあたり、昨今の社会状

況や観光を取り巻く環境の変化、消費者ニーズの多様

化などを踏まえつつ、行政だけの戦略ではなく、市民

や民間事業者を巻き込み、さらには酒田市だけではな

く庄内地域が連携して観光に取り組むため」に策定さ

れた酒田市の中長期の観光戦略であり、2016年4月か

ら2026年3月までの10年間を計画期間とするもので

ある。 
この「酒田市中長期観光戦略」では、酒田市の観光

における「強み」、「弱み」、「機会」、「脅威」について

分析するＳＷＯＴ分析を行っている。そして、酒田市

の観光の「強み」の一つとして析出されたのが「公益

の精神」である。この「公益の精神」について以下の

ように述べられている。「酒田市民には、酒田三十六人

衆の一人でもあった本間家に代表されるような公益の

精神が根付いている。観光においても来訪者への感謝

の気持ちを表すおもてなしの心が宿っている。おもて

なしの心を表す料理や文化も豊かであり、ガイドを含

めて市民一人ひとりがおもてなしの心を発揮して観光

に取り組む基盤が存在している」（酒田市[2016]p.17）。 
そして、こうした分析の結果を踏まえ「酒田は“交易”

と“公益”で発展してきた地域であることから、酒田の

観光を考える場合には酒田の地域性や土地の歴史・文

化を十分に踏まえて進めていくことが重要である。北

前船交易や最上川舟運の“交易”と、豪商たちのまちづ

くりの精神“公益”を基本的な柱として観光振興を進め

ていくことが重要である」とし、「酒田の中長期観光戦

略のオリジナル・ストーリーとして、“交易”と“公益”
を 2 つの柱として設定し、「ＫＯＥＫＩ（交易と公益）

のまち・酒田」とする」と方向性について打ち出して

いる（酒田市[2016]p.26）。 
オリジナル・ストーリーとは、酒田市独自の地域性

が生み出した固有の理念や観光振興の基本的な思想に

基づくものであり、市民自らが認識し地域の誇りとし

て感じられる柱となるものである。つまり、「公益」は

「酒田市中長期観光戦略」における二本柱の一つとい

う極めて重要な位置付けにあるのである。 
「新しい観光」を展開するためには、個性を持ち魅

力ある観光資源をまず発掘する必要があるが、新しい

観光資源はそう簡単に発掘されるものではない。そこ

で、視点を変えて、いわば角度を変えて接することに

よって、そこに新しい魅力を発見し、新資源と同じ効

果を与えること、すなわち資源の効果を再発見するこ

とも必要となる。そしてこのような取り組みの一つが

「観光資源の高度化」であり、その一つに「テーマ別

総合観光」がある（須田[2009]）。 
「テーマ別総合観光」とは「テーマ（主題）」別に

幅広く様々な観光資源をまとめて見直そうというもの

であり、いわば従来の「自然」、「歴史文化」といった

分類をタテ割りと考えるならば、「テーマ別総合観光」

はある「テーマ（主題）」別に観光資源を横割りに見直

そうとするものである（須田[2009]）。 
須田[2009]の「テーマ別総合観光」論を踏まえれば、

酒田市の「公益観光」については、従来の「自然」、「歴

史文化」といった様々な観光資源に対して「公益」と

いう「テーマ（主題）」のもとで横割りに見直そうとす

るものと捉えることができる。従来の観光資源に対し

て「公益」という新しい視点を取り入れ、視点・角度

を変えて接することによって、そこに新しい魅力を発
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ある。 
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ついて以下のように説明を行っている（酒田市

[2016]p.27）。「本間家は、砂防植林事業で有名な三代
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元し続けたのである。酒田の地域風土としてこの“公益
の精神”が根付いているといえよう」。 
オリジナル・ストーリーである「ＫＯＥＫＩ（交易

と公益）」を核としながら、具体的な観光施策を展開す

るために、酒田の「強み」である「歴史・伝統」や「食・

食文化」、「自然景観」、「公益と豪商」がサブ・ストー

リーとして設定されている。全体像は図 1のとおりで
ある 

 
図1 オリジナル・ストーリーである「ＫＯＥＫＩ（交

易と公益）」の全体像 

 
（出典）酒田市[2016]p.28 

 
「サブ・ストーリー：公益と豪商」では前述の本間

家の社会貢献活動のほか、「東北公益文科大学の開学」、

「究極の“公益”の極み「即身仏」」が挙げられている。 
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年、酒田市に開学した東北公益文科大学は、日本で唯
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は経済、行政、財政、経営管理、国際協力、教育、福

祉、医療、環境保全など多岐にわたり、公益学部はい

わゆる学際的・総合的学問を学べる学部であるといえ
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「究極の“公益”の極み「即身仏」」については「日本
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6体、酒田（日吉町の海向寺）には 2体の即身仏が安
置されている。自分の体を後世に残すことによって、

いつまでも民衆のために祈り続けるお姿は、まさに公

益の極みである」と説明されている（酒田市[2016]p.36）。 
具体的な施策として「東北公益文科大学と連携した

観光人材の育成」、「公益の精神を体感するイベントの

開催」がある。前者については「日本で唯一の公益学

の教育・研究を行う大学である東北公益文科大学と連

携し、酒田の観光を支える人材を育成する」、後者につ

いては「累代に渡って公益に貢献してきた本間家の歴

史や、即身仏に思いを馳せるツアー、ボランティア精

神、公益の精神を体感するイベントを開催する」とい

うものである（酒田市[2016a]p.37）。 
 

【考察・今後の展開】 

観光には、地域にヒトやカネが入ってくることや賑

わいが生まれることなどをはじめとしてとして「地域

活性化」に資する様々な効果があるが、「公益観光」の

より長期的な効果として、酒田市の観光振興、地域振

興にとどまらず、公益活動の裾野を拡大させるという

効果がある。「公益観光」への参加者が、「公益」・公益

活動に興味・関心を持ち、公益活動に参加あるいは公

益活動への支援に加わることになれば、公益活動を普

及させ、公益活動の裾野を拡大させることにつながる

のである。このように「公益観光」は「公益社会の実

現」に資するという観点からも意義があるのである。 
さらに、近年、「公益」に光が当てられ、「公益」へ

の社会的関心や人々の期待が高まっているという社会

状況も大きなポイントである。1990年代後半に市場原
理への不満や様々な社会の矛盾・問題が表面化したこ

となどを背景として、「公益」に光が当てられ、「公益

学」への期待が高まる中で「公益学」が誕生した（小

松[2000]）。そうした「公益」への期待・関心の高まり
の中で2000年に初の「公益学」研究の学会である日本
公益学会が設立され、2001 年には日本で初めて「公益
学」に取り組む東北公益文科大学が開学し、両者を中

心に 2000 年代以降に「公益学」研究の蓄積・体系化
が進められてきている（小野[2012]）。こうした「公益」
への社会的な期待の高まりも酒田市の「公益観光」を

後押しすると考えられる。 
酒田市の「公益」をテーマとした観光戦略における

課題がいくつか挙げられる。 
 第一に、「公益」という個性・独自性をいかに打ち出

し、「公益観光」として他地域の観光と差別化を図って

いくかという観点から、「公益観光」の理論的支柱であ

る「公益学」における「公益」理論・概念を活かし、

より「公益」を磨き上げた「公益観光」へと進化させ

ていくことである。 

 第二に、「参加・協力・連帯」である。小松[2004]は
「参加・協力・連帯」が「現代の公益の基本理念」で

あるとし（小松[2004]p.41）、「自分や身内のニーズを大
切にしつつも、それを超えて地域や社会に参加、協力、

連帯することが現代の公益活動の軸になろうとしてい

るのである」と論じている（小松[2004]p.43）。「公益観
光」の基本理念・方針として「参加・協力・連帯」を

掲げ、さらには個別の具体的事業を進めていく中で、

市民・ＮＰＯ・行政・民間企業など様々な主体の「参

加・協力・連帯」を実際に取り入れていく必要がある

と考える。 
 第三に、ＮＰＯの活躍である。小松[2004]がＮＰＯ
について「公益活動を実践する代表的な団体の一つで

ある。その活動や組織は「非営利」を名のる極めて公

益性の高いものである」、「ＮＰＯの多くが、目的でも、

方法でも、公益性の高い活動に従事しており、その存

在自体が公益といってよい。公益学の研究対象として

も重要な課題の一つである」（小松[2004]p.199）と論じ
ているとおり、ＮＰＯは「公益」にとって極めて重要

な位置付けにある。よってＮＰＯが活躍し、その力を

発揮することが「公益観光」の重要なポイントとなる。 
 第四に、ボランティアの充実である。「公益観光」に

おいては「公益」という観点からボランティアの充実

が重要である。ボランティアは、活動の対価としての

報酬や営利を求めるものではなく、自己の労力・時間

を差出しながら無償で活動するものである。すなわち

ボランティアについては、「自分を超えて」、「非営利」、

「市民参加」、「公益原理」といった「公益」の要素（小

松[2000]; [2004]）が大きく、「公益観光」においては、
ボランティアは欠かすことのできない存在である。 
特に、今日ボランティアによる地域ガイドが全国各

地で展開されており、特に集客力を誇る観光地で活動

するガイドは、新たな観光スポットおよび町おこしの

両視点から注目を集めているという点を踏まえれば

（中山[2006]）、ボランティアの公益観光ガイドをいか
に充実させ、大きな力として展開していくかが大きな

課題となる。 
今後の研究課題については以下のとおりである。 
酒田市の「公益観光」の取り組みによって実際に酒

田市の観光にどのような効果・影響があるのかについ

ては、本研究の段階では踏み込んでいない。今後様々

な取り組みが展開されていくことになると考えられる

が、「公益観光」の効果・影響についての実証的研究を

加えていくことが今後のさらなる課題である。 
また、「公益観光」の理論的支柱である「公益学」

の理論・概念をさらに高度化・精緻化させることが「公

益観光」のさらなる進化を下支えすることにつながり、

これについても今後向き合う大きな課題となる。 
今後、「公益観光」を取り巻く様々な課題を乗り越

え、「酒田市観光中長期戦略」のもと、「公益観光」の

具体的な取り組みがさらに展開されていくことが期待

される。 
 

註 
1) 2016年1月に「酒田市中長期観光戦略（案）」が公表
され、同年 2 月にパブリック・コメントが実施されてい

るが、それに対する対応を経て、今後確定版である「酒

田市中長期観光戦略」が出される予定である（2016 年 8

月 5日時点では「酒田市中長期観光戦略（案）」の公表ま
での段階である）。 
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の理論・概念をさらに高度化・精緻化させることが「公

益観光」のさらなる進化を下支えすることにつながり、
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註 
1) 2016年1月に「酒田市中長期観光戦略（案）」が公表
され、同年 2 月にパブリック・コメントが実施されてい

るが、それに対する対応を経て、今後確定版である「酒

田市中長期観光戦略」が出される予定である（2016 年 8

月 5日時点では「酒田市中長期観光戦略（案）」の公表ま
での段階である）。 
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はじめに 
地域と大学の連携による地域づくりが広がる中で、大学

と近隣の商店街との協働による取組が各地で見られるよう

になってきた。では、人口減少・成熟化の時代にあって、

商店街の活性化とは、いかなる状態を指すのであろうか。

また、そこに大学は、どのように関わるべきなのだろうか。 

本稿では、妙法寺門前通り商店会の多様なコミュニティ

の協働による地域づくり活動を商店街文化として位置づけ、

その活動を内発的発展のプロセスおよびレジリエンスの育

成として評価するとともに、今後の課題を明らかにする。 

 

研究方法 
本研究は、筆者の参加観察で得られたデータに基づくも

のであり、具体的には、以下の三つのアプローチを用いた。 

（１）商店街イベントのフィールドワーク：本研究の対

象となる妙法寺門前通り商店会は、妙法寺の門前

町としての歴史をもつ杉並区堀ノ内に位置する。

この妙法寺を母体とする学校に筆者は所属してお

り、妙法寺門前通り商店会と域学連携を進め、2014

年から現在に至るまで、「夏のふれあい祭り みん

な集まれ！」（以下「夏祭り」）などに教員として

参加してきた[1]。 

（２）関係者に対するインタビュー調査：この域学連携

では、お寺という地域の象徴的存在を囲むように

商店会（商店）、学校（短大、専門学校、小学校・

PTA）、地域（町会・自治会等）といったコミュニ

ティが関わっている。広井良典（2009）の“外部

への窓”としての「コミュニティの中心」という

議論[2]を参照しつつ、関係者に対して、学生とイ

ンタビュー調査を行った。 

（３）域学連携のあり方に関する展望：これらの結果を

踏まえた上で、妙法寺門前通り商店会の多様なコ

ミュニティの協働による地域づくり活動の評価を

行い、今後の域学連携に向けた展望と課題を明ら

かにする。本稿では、その分析視座として「内発

的発展」［3］［4］「レジリエンス」概念［5］を援

用する。 
 

1．域学連携の意義と役割 

 まず、地域と大学の連携による地域づくり（以下、「域学

連携」）に関する政策動向を整理するとともに、それを読み

解くために“外部への窓”としての「コミュニティの中心」

[2]という議論を参照する。 

 

1.1．「域学連携」事業とは 

 域学連携とは、総務省によると「大学生と大学教員が地

域の現場に入り、地域の住民や NPO等とともに、地域の課

題解決又は地域づくりに継続的に取り組み、地域の活性化

及び地域の人材育成に資する活動」[6]のことである。 

域学連携は、ともすれば経済成長アプローチを志向しが

ちな地域活性の議論に、学びのコミュニティづくりの視座

を確保するものである。そして、そのことは、結果として、

「地域における拠点的な意味をもち、人々が気軽に集まり

そこで様々なコミュニケーションや交流が生まれるような

場所」（広井2009,67頁）を創出することに繋がる。 

 

1.2．“外部への窓”としての「コミュニティの中心」 

 広井良典は、こうした「コミュニティの中心」としての

役割を果たしてきた場所は、「外部」との接点あるいは外部

に開かれた“窓”ともいうべき場所だったといえるのでは

ないだろうかという視点から興味深い指摘をしている。「内

部と外部との動的な相互作用が、コミュニティそして人間

の「創造性」ということと重なっているのではないだろう

か」（同書,92頁）というのである。域学連携はもちろんの

こと、多様なコミュニティの協働による地域づくりのダイ

ナミズムを解く鍵がここにあるのではないだろうか。 

 

2．杉並区堀ノ内の概要  

堀ノ内は、厄除けで有名な妙法寺の門前町として発展し、

周辺地区も含めて寺院が数多く立地する寺町になっている。

現在は低層住宅地が中心である。 

妙法寺門前通り商店会が位置する堀ノ内 2丁目から 3丁

目は、この10年間、人口・世帯数は増加しているが、高齢

化は平成17年が17.4％、平成 27年が21.1％と進展、商店

街の店舗数は減少傾向にある。 

 

3．妙法寺門前通り商店会の活動事例 

 本章では、妙法寺門前通り商店会の活動事例を概観する。

商店会活動活性化に至る経緯を整理した上で、二つのイベ

ントを取り上げ、その特徴について考察する。 

 

3.1．活動の経緯 

妙法寺では、現在も毎月3日・13日・23日に実施される

縁日の他、さまざまな行事が行われているが、参詣客は、

減少している。また、新住民が増加しているものの、新旧

住民の交流の機会は乏しく、必ずしもうまく商店街に取り

込めていないという危機感が、商店会の地域づくり活動の

背景にある。 

こういった中で現会長が就任した2008年前頃から、商店

会としての活動が活発化してきた。商店街振興組合を脱退

し、独自に他地域の視察や来客者アンケートを実施した。

さらに、商店会員だけでなく、地域住民の参加を得つつ、

イベントの開催を進めてきた。また、近隣の高等教育機関

との連携として2009年に「妙法寺門前通り商店会と東京立

正短期大学との連携協働に関する協定書」を締結、2013年

から阿佐ヶ谷美術専門学校と連携し、「千日紅市」プロジェ

クトを開始した。  

 

表：妙法寺門前通り商店会と東京立正短期大学との連携協

働に関する協定書の内容 

 

 

 

 

 

 

 

3.2．活動の概要  

3.2.1．夏祭り 

 「夏祭り」は、同商店会が主催し、地域の多様なコミュ

ニティと協働して実施されているものである。「挨拶と笑顔

の行き交う元気な街並みにしたい」との思いが現会長の念

頭にあったという。第7回の企画書によると、その目的は、

①地域住民との親交とふれあい、②地域の子供たちへの育

成支援とふれあい、③商店会と地域の活性化、④地域で活

動されている方々への活躍の場の提供、⑤東日本大震災復

興支援、⑥昔からの日本伝統芸能と地域の歴史の伝承、で

ある。   

当日は、妙法寺の境内にステージと模擬店広場が設置さ

れる。東京高円寺阿波踊りやチアリーディングなどの出し

物が実演されるのをはじめ、妙法寺について知ってもらう

クイズラリー・福引屋さん受付業務を通じた小学生の職業

体験、子どもたちが楽しめる無料・有料コーナーがある。

模擬店では、商店街の人気商店屋台が並ぶほか、フリーマ

ーケットが開かれる。 

 以上を踏まえつつ、夏祭りの特徴として、三つの点に注

目したい。 

①異世代が協働して企画・運営されている点：商店会員

の老若男女のみならず、町会や学校関係者（小学校支援

本部、PTA、高等教育機関）、児童館、地域で文化活動に

従事する人々が参加している。イベントの企画・運営と

同時に、異世代交流の場を創出している。このことは、

②の文化の継承ならびに③の人材育成に大きく貢献して

いる。 

 ②地域の歴史や文化を継承する役割を果たしている点：

単にお祭りを楽しむだけでなく、妙法寺境内という場は

もちろんのこと、クイズラリー等を通じて地域の歴史や

文化を知り、学び、それらを継承していく実践となって

いる。特に子どもたちやボランティアとして参加してい

る中高生・大学生、さらに新住民なども地域らしさを再

発見・再確認する機会となっている。 

 ③地域を担う人材育成を進めている点：夏祭りの企画が

結果として、地域において顔の見える関係を構築するこ

とになり、多様なコミュニケーションを誘発した。夏祭

り自体の企画・運営のみならず商店会ならびに地域全体

の将来構想を生むことにつながり、それを担う人材育成

の役割を果たしている。 

 

写真1 夏祭りの様子 

 

 

写真2 地域住民と交流する学生 

 

 

・教育、文化、スポーツの振興・発展のための連携 

・人材育成のための連携 

・まちづくりのための連携 

・産業振興のための連携 

・その他、両者が協議し必要と認める連携 
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発見・再確認する機会となっている。 
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の将来構想を生むことにつながり、それを担う人材育成
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写真1 夏祭りの様子 

 

 

写真2 地域住民と交流する学生 

 

 

・教育、文化、スポーツの振興・発展のための連携 

・人材育成のための連携 

・まちづくりのための連携 

・産業振興のための連携 

・その他、両者が協議し必要と認める連携 
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3.2.2．千日紅市 

 千日紅市は、2013年度から始まり、杉並区チャレンジ商

店街サポート事業の一環として構想された「堀ノ内地区」

における地域ブランディング基礎事業が発端になっている。

そこでは、①魅力的でにぎわいのある多心型まちづくり、

②地域の特性を活かし、将来を見据えた産業を振興するこ

とが目指された。 

具体的には、地域のシンボルとして、夏から秋にかけて

咲く千日紅を、地域のボランティアで栽培し、地域ブラン

ディングに繋げようとする活動であり、2014 年度から 10

月に「千日紅市」を開催している。 

この事業では、阿佐ヶ谷美術専門学校と連携し、同校の

カリキュラムの一環としても地域の魅力づくりが進められ

てきた。また、2016年度には情報サービス関連企業との協

働も実施される予定である。 

ここで、千日紅市の取組の意義についてまとめておきた

い。重要なのは、千日紅の栽培という具体的な行為を通し

て記憶を共有し、地域の物語を紡ぎ出しているという点で

ある。個人化の流れの中で、新たな人間関係や社会関係を

生み出しながら、地域アイデンティティの醸成につながっ

ている。 

 

3.3．商店街文化のスキーム  

こういった活動に商店会のみならず、近隣の教育機関や

町会などを通じて地域住民の参加を得ることで、単に商業

振興だけでなく、地域の文化振興を実現してきた。以下の

図は、そのスキームをまとめたものである。すなわち、学

校関係者が参加することで、学校教育と社会教育の融合が

図られつつ学びのコミュニティが形成されてきた。また、

地域住民の参加は、地域コミュニティ活性化を促している。 

 

図：商店街文化の三要素 

 

4．商店街の内発的発展 

妙法寺門前通り商店会の多様なコミュニティの協働によ

る地域づくり活動は、商店街文化として位置づけられるの

ではないだろうか。本章では、その活動を内発的発展のプ

ロセスおよびレジリエンスの育成として評価するとともに、

今後の課題を明らかにする。 

 

4.1．内発的発展とは  

「内発的発展」という概念が初めて使われたのは、1975

年にダグ・ハマーショルド財団が第 7回国連特別総会に提

出した報告書の中である。そこでは「人間集団が、自分た

ちのもつもの――自然環境、文化遺産、男女のメンバーの

創造性――に依拠し、他の集団との交流をとおして、自分

たちの集団をより豊かにすることである」と発展を定義し

ている。ここで鍵となるのは、地域に内在する資源を活用

することで生まれる創造性と、地域外部との交流である。 

また、これと同じ時期に、独自の文脈から内発的発展論

を提起したのが、社会学者の鶴見和子である。鶴見は、そ

の内発的発展論を柳田國男論の中から構想した。それは、

「漂泊と定住の出会いの場としてのマツリ」（鶴見

1998,253 頁）、あるいは「古いものと新しいもの、土着の

ものと外来のものなど、異質なものがぶつかり合う場を作

り、それを盛大に祭りとして盛り上げることによって創造

性が生まれる」（同書,314 頁）という言葉に端的に表現さ

れている。すなわち、内発的発展の原点には、文化交流の

場づくりがあり、異文化との出会いの契機を孕む開かれた

コミュニティがそこに想定されているのである。 

 

4.2．内発的発展からみた活動事例の評価 

こうした考え方を妙法寺門前通り商店会の地域づくり活

動に援用すると、次のように評価することが可能である。

同商店会の地域づくり活動は、地域資源である妙法寺とい

うお寺を核に、商店会や学校といったコミュニティが協働

しながら交流の場を生み出し、コミュニケーションを活性

化している。すなわちイベントは非日常的行為であるが、

それを実現するためには、日常的な人と人との関わり（＝

地域コミュニティの活性化）が必要である。そのことが結

果的に、住民による地域課題の発見とその創造的解決（＝

学社融合の推進）につながり、内発的発展（＝商店街の振

興）となっていく。例えば、異世代交流の実現、人材育成

の推進、歴史や文化の継承、そして地域ブランドの形成と

地域アイデンティティの醸成などをその具体的な成果と見

なすことができる。 

他方で、こうした商店街の内発的発展は、商店会活動を

通じた地域文化の再創造すなわちレジリエンスとして把握

することもできよう。レジリエンスを「一時的なまたはそ

の場限りの連携やパートナーシップといったことを超えて、

短・中・長期的な視点を網羅しながら、日常的に市民も含

めた多様なステークホルダーが協働して創りだしていく、

オープンな問題解決志向の制度や仕組み」（清水 2015,278

頁）の実現プロセスとして理解するなら、夏祭りや千日紅

市といったイベントに関わる多様なコミュニティの協働は、

コミュニティレジリエンスの実現プロセスだといえよう。 

 

5．まとめと課題 

これまで見てきたように、商店街文化が示唆するのは、

信仰、商業、教育といった各々の論理を超えた学びのコミ

ュニティを形成し、コミュニティレジリエンスを高めつつ

地域文化・福祉を創造していくことの必要性と重要性であ

ろう。 

妙法寺門前通り商店会は、商店会のみならず地域の多様

なコミュニティを巻き込んだ活動として広がってきたが、

その活動は、現会長夫妻の個性に負うところが大きい。商

店会は、高齢化が進む中で世代交代の時期に直面しており、

どのように後継者を育成していくのか、が課題となってい

る。そしてその際、多様なコミュニティとの協働を進める

こと、特に現在の学校関係以外にも、企業や NPOなども含

んだ協働の可能性を模索することも重要である。また、周

辺地域および他地域の商店街との交流や連携も考えられる。

千日紅市が萌芽的でありながらも展開しつつあるのは、ま

さにこの点である。 

こうした課題を創造的に解決していくためにも、域学連

携の今後の方向性として、各大学および地域における基盤

構築からさらに一歩進めて、活動の実質化を図ることが課

題となる。持続可能な形で地域づくりと大学の教育・研究

をつないでゆくためには、きめ細やかなコーディネーショ

ンを行うことが必要であり、そこにもまた、レジリエンス

の視点が求められるに違いない。 
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愛知県下の商店街振興組合・組合員にみる事業承継の現状：アンケート調査結果から読み取れること 

鵜飼宏成（愛知学院大学） 

Keyword： 地域商業、商店街振興組合、事業承継 

 

【問題・目的・背景】 
筆者は、「あいち商店街活性化プラン 2016－2020」の策

定に委員長として参画する機会を得た。同プランは、「人口

減少・少子高齢化社会におけるまちづくりにおいて、商店

街は欠くことのできない『社会インフラ』である」ことを

前提に「商機能の強化」「地域コミュニティの担い手として

の機能強化」「多様な主体との連携の促進」「担い手の育成

と外部人材の活用の促進」を目的としている。 

ところが、プラン策定の検討段階で、筆者は商店街がコ

ミュニティの核となり得るかどうかを判断する情報の不足

に驚いた。すなわち「シャッター通りで昔の面影すらない」

「商店街は時代にそぐわない」等の意見をよく聞き、個別

の対策は紹介される一方で、「これからも商店街を社会イン

フラと位置づけることに正当性はあるのか」等を検討する

定量的データが不足していた。 

筆者が所長を務める所属大学の地域連携センターは、上

記プランと同じ趣旨で 2014 年度に愛知県及び名古屋市商

店街振興組合連合会の両団体と連携包括協定を結び、「地域

商業未来デザイン会議」を進めてきた。同会議は2015年度、

「地域最適化」と「事業承継」の 2種類の研究会を発足さ

せ、事業承継研究会は既存商店等の事業継続性を把握する

アンケート調査から始めた。同調査は、上述の正当性を推

定できる項目も含んでいる。以下はその結果概要である。 

 

【研究方法・研究内容】 

① 事業承継研究会 

 事業承継研究会は、2連合会の指導員、愛知県及び名古

屋市の地域商業担当職員、地域連携センター職員の 6 名

で構成。事業承継意思、承継者の有無、承継上の問題と

支援、事業閉鎖後の店舗利用等の調査項目を設計した。 

 

② アンケート調査票の発送＆回収 

・母集団 愛知県下商店街振興組合加盟商店 5,979 

・発送数 2,064通（根拠：12か所／一単組×172組合） 

・有効回答数 279通（有効回答率13.5％、回収283通） 

・調査期間 2015年 11月 20日～2016年 1月14日 

 

③ 設問の骨子 

Q1 あなたは誰かに店を継いでもらいたいとお考えです

か？ 

Q2どんな人に継いでもらいたいですか？・・・Q1で「1.

はい」と回答した者のみ 

Q3 現段階であなたの店を継ぐ人はいますか？それはど

んな人ですか？・・・Q2に同じ 

Q4事業継承上の問題は？（複数回答)・・・Q2に同じ 

Q5 事業承継であったらいいと思う支援とは？（複数回

答)・・・Q2に同じ 

Q6 あなたが引退しても店を継ぐ人がいない場合、店は

どのようにしたいと思いますか？ 

Q7現在、店を経営している理由は？（複数回答） 

Q8(1)経営者の年齢 

Q8(2)－1 操業年数（社歴） 

Q8(2)－2 何代目か 

Q8(3)従業者数 

Q8(4)業種 

Q8(5)法人格 

Q8(6)所在地 

 

④ 調査・分析上の構造的な問題 

愛知県商店街振興組合連合会および名古屋市商店街振

興組合連合会に加盟する組合および各組合に属する組合

員数は把握できる。しかし、各組合に属する組合員の業

種、業態、所在地、代表者情報、連絡先を両連合会は把

握できていない。その一方で、個々の商店街振興組合が

加盟店舗の正確な情報を持っているかといえば必ずしも

そうではない。そもそも、商店街振興組合は、共通の事

業を行うことが目的となっており、組合員の事業内容、

事業継承等の状況を把握する立場にないからだ。 
かかる状況下、愛知県商店街振興組合連合会が発行す

る媒体「プロムナード」の送付に合わせ、商店街振興組

合理事長経由のアンケート調査票を配布する方法をとっ

た。理事長が声掛けしやすい組合員への配布が多くなる

ことが予想され、無作為の抽出とはならない制約はある

が、愛知県下の商店街振興組合全体をカバーするために

はこのような配布方法以外ないと考えた。よって、本調

査は適合度検定になじまず、あくまでも情報がない中の

手がかりを探るための予備的な緊急調査の域は出ない。 
 
⑤ 本調査の特長 
係る制約はあるものの、先行調査と比較し本調査は次

のような 2つの特長がある。第 1に、他機関によって行
われてきた中小企業の事業承継に関する調査（注1）と比
較して、商店街振興組合がある商業地域での事業承継の

傾向を調査している点。第2に、商店街実態調査（注2）
と比較して、商店街振興組合の組合員に直接回答をもら

いそれに基づき事業承継意思と事業承継が叶わない場合

の店舗及び土地利用を検討する一歩踏み込んだ材料を提

供できた点。 
 

【研究・調査･分析結果】 

＜回答者の属性＞ 

 回答者の年齢は総じて高く、平均年齢が60.5歳（最

小値 29歳、最大値 85歳、標準偏差 11.8）、年齢階

層別で見ると60歳代以上が約 6割を占める。 

 

 

 社歴（創業後の年数）を見ると平均が54.7年と長く、

中には 151年の店舗もある。その一方で、標準偏差

は 30.9であり、回答者の社歴には創業年の浅い店舗

から、老舗と呼ばれる店舗までばらつきが大きい。 

 

 何代目の経営者かを尋ねたところ、2代目が36.5％、

初代が32.1％であり、3代目も 25％いる。 

 従業者数規模は8割強が10人未満の小規模零細企業

である（5 人未満は全体の 64％、個人事業主は同

8.6％）。 

 

 業種別に見ると、小売業が50.5％と過半を占め、次

いで飲食業の14％で、これら2業種が多数派である。 

 法人格を確認すると、法人格なしが46％、法人格あ

りが44％、残りは無回答であった。予想以上に法人

格の無い「生業」が多い。 

 

 

 所在地別では名古屋市内が55％を占めた。 

 

＜分析＞ 

 さて、上述の回答者を事業承継希望の有無の視点から

クロス集計した結果、次の現状が明らかになった。 

 

 経営者で事業承継希望53％、非希望47％で拮抗。 

「誰かに店を継いでもらいたいと考えている（以下、

事業承継希望）」経営者は 53％で、過半をわずかに超

える程度だ。半分の経営者は、事業を自分の代で終え

ることを考えている。（参考：有効回答数 279件中、

事業承継希望は148件、非希望は131件） 
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 事業承継希望の場合、血縁外承継の希望者が 4割強。 

 

事業承継希望の半数以上は血縁承継を希望している一方

で、経営する力があれば非血縁でもよいと考える者が

43％いる。商店街は家業という色彩が濃いという先入観

を打破しなければならないかもしれない。 

 

 しかし、血縁外承継は積極的なものではなく、親族

が継がないからの可能性大。 

 

事業承継希望者の約 7 割が承継決定している。承継決定

ケースの内 8 割が家族・親戚承継である。従業員・取引

業者の継承決定者が 10％にとどまっているところから推

察するに、図 5 の非血縁でもよいとする回答は、事業承

継者の親族内で目処が立っていないためであるようだ。 

 

 事業承継上の問題は、現在の商売への手詰まり感が顕

著。 

事業承継上の問題を複数回答で尋ねたところ、無回答が3

割を超え最も多かった。この解釈は別に譲るとして、無

回答を除いた承継上問題の 1位は 27％の「十分な収益な

し」、2 位は 14％の「新業務形態･ビジネスモデルが分か

らない」、3位が11％の「承継者の探し方」となった。こ

こから、現在の商売への手詰まり感が窺える。 

 

 

 将来への不安が前提で資金需要拡大。 

 

期待する支援は「店舗改装・設備投資、家賃補助」の資

金支援が 51％で突出している。他の支援は「事業将来性

分析」「事業承継後までの一貫相談と指導」「給与補助」

が各 2々0％前後。図 7 で確認した問題と照らして考える

なら、何のための資金支援かがより重要なことであり、

事業将来性分析、事業承継後までの一貫した専門的相

談・指導等の伴奏型支援が本来必要となろう。また、給

与補助も高い回答率を示しており、事業によっては一つ

の家計を支えるための収益を上げることで手一杯である

のかもしれない。 

 

 事業承継者が不在の時、承継希望者は店舗を「売却・

賃貸希望」が多く、非希望者は「住居希望」が多い。 

回答者全員に、仮に現経営者が引退しても事業承継者が

現れなかったとしたら、店舗をどのように活用するかを

尋ねてみた。表１はその結果である。承継希望者と承継

希望無しでは、店舗活用方法に傾向の違いが窺える。承

継希望者の第１位は 26％の「業種は問わず店舗として貸

したい」、対して、承継希望無しの第1位は 38％の「住居

として住み続けたい」である。また、双方とも「売却し

たい」も 10～15％を占める。売却後は更地化、集合住宅

等への転換が多くの地域で見られることから、地域商業

の受け皿とはなりにくい。回答者属性で見たように経営

者の平均年齢が60歳超であり、数年で更にシャッター通

りが増える可能性が大きいことが窺える。 

 

【考察・今後の展開】 

年齢、承継者不在とその場合の店舗使途を考えると、

商店数はどんどん減少することが推定でき、商店街振興

組合の存立基盤が確実に弱体化する。社会インフラ機能

の担い手とは言えない現実がそこにある。 

2重のジレンマがある。まず、商店街マネジメントに課

題がある。既に地域商業における組織化率は減少の一途

をたどり、商店街振興組合と血縁継承だけでは住民ニー

ズを満たすことが難しく、それを補う新たな出店者や希

望者との交流もほとんど無い。加えて、空店舗や住居と

なった店舗の活用に振興組合として意見することはタブ

ーとされている。 

次に、個店マネジメントに課題がある。先行き不安の

中にあって必要となる個店の事業構想と計画、実施に向

けたプランニングは、商店街振興組合連合会の指導員の

範疇外とされている。あくまで個店の自助努力が基本だ。 

商店街振興組合を支える体制は本当にこれでいいの

か？利害関係者からは一種の諦めが感じられてならない。 

今後、筆者が所長を務める地域連携センターでは、複

数の商店街振興組合と 2 種類の地域最適化の仮説検証を

進める計画である。第 1は 1度に複数の空店舗を活用し

た創業希望者開業トライアル。創業希望者の視点から商

店街地域の可能性を検証する。第 2 はエリアマーケティ

ングに基づくミスマッチ調査。地域住民の視点から可能

性を検証する。冒頭で紹介した地域商業未来デザイン会

議にて、実践的な方策を模索する意味で具体的な検討を

進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、調査という視点に立てば、まだまだ成さねば

成らないことは多い。コンパクトシティ化時代の地域商

業へ、商店街振興組合は対応できるのか？対策を講じる

上で、問題を把握するデータ収集、及び対策を実行する

ための商店街振興組合のマネジメント面で脆弱さが見て

取れる。多くの専門家との協業を通じ、解決の糸口を探

りたい。何を成さねば成らないかは分かっている。傍観

者ではなく、どのようにするかが問われている。 

 

【注】 

（注1）例えば、日本政策金融公庫総合研究所、中小企業

基盤整備機構、東京商工会議所の事業承継に関する調査

結果。 

（注2）例えば、『平成27年度商店街実態調査報告書』 

 

【引用・参考文献】 

 愛知県商業流通課(編著)、2016年 2月 18日、『あいち

商店街活性化プラン2016－2020本文』 

 東京商工会議所、2015年 1月、『東京 23区内企業の事

業承継の実態に関するアンケート調査』 

 中小企業庁（調査実施：アストジェイ）、2016年 3月、
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 日本政策金融公庫総合研究所、2010年 3月 16日、『中

小企業の事業承継（日本公庫総研レポートNo.2009-2）』 

表 1 引退しても店を継ぐ人がいない場合、店はどのようにしたいと思いますか？ 

数値（上段）度数　（下段）％

1.売却した
い

2.同業者に設
備とともに貸

したい

3.業種は問わ
ず店舗として

貸したい

4.住居として
住み続けたい

5.その他 6.無回答 合計

21 15 39 19 12 42 148

14.2% 10.1% 26.4% 12.8% 8.1% 28.4% 100.0%

13 7 25 49 34 2 130

10.0% 5.4% 19.2% 37.7% 26.2% 1.5% 100.0%

34 22 64 68 46 44 278

12.2% 7.9% 23.0% 24.5% 16.5% 15.8% 100.0%

1.承継希望あり

2.承継希望なし

合計
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地方都市の商店街における空き店舗の“開き方”に関する一考察 

鈴木 健大（香川大学） 

Keyword： 地方都市、商店街、空き店舗 

 

【問題・目的・背景】 

地方都市における商店街の衰退、シャッター商店街化の

進行が止まらない。全国の商店街空き店舗率は、2006（平

成 18）年度の 9.0％から 2012（平成 24）年度 14.6％へと

上昇の一途を辿り、商店街は「経営者の高齢化による後継

問題」「集客力が高い・話題性のある店舗がない」「店舗等

の老朽化」「商圏人口の減少」「大型店との競合」等といっ

た課題を抱えている［1］。 

 2014（平成 26）年香川県商業統計調査（速報値）による

と、前回調査（2012年）に比べ、香川県では小売業の事業

所数は6.2％減少したものの、売場面積は8.2％増加し、年

間商品販売額は 23.8％増加した［2］。香川県には 98商店街

があるが［3］、例えば観音寺市では1997（平成 9）年度に上

市商店街が県道拡幅事業と併せアーケードを撤去、街路整

備を行い、丸亀市駅前の富屋町商店街や松屋町商店街では

2015（平成 27）年度にアーケード撤去工事が実施されたり

するなど、商店街自体の姿自体も大きく変化している。 

 香川県高松市兵庫町商店街及び丸亀市通町商店街では、

地域や大学が連携し既存店舗や空き店舗、空き地の有効活

用に取り組み、その結果、空き店舗が再び活用されること

となる動きが生じてきた。本研究では、中心市街の空洞化、

人口減少が進む地方都市において、これらの実践活動を通

じて、空き店舗が開くプロセスをケーススタディとして整

理し、これからの社会における中心市街地、特に商店街の

あり方について考察するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究方法・研究内容】 

本研究は、高松兵庫町商店街における2015（平成27）

年度からの、また、丸亀通町商店街における 2014（平成

26）年度からの空き店舗対策や商店街活性化に向けた実

践活動に基づくアクションリサーチの手法により行う。

高松兵庫町商店街における空き店舗を活用したシェアス

ペース、丸亀通町商店街における空き店舗を一時利用し

たマルシェ及び空き店舗に新たに入居した 2 店舗をケー

ススタディとし、商店街における空き店舗の活用とこれ

からの商店街のあり方について考察する。 

 

【両商店街の立地及び状況】 

（1）高松兵庫町商店街 

高松兵庫町商店街は、高松中央商店街の北西部に位置

し、中央通りを挟んで東西一直線状に延びる総延長約

400mの商店街である。江戸時代に高松藩の武器庫が堀に

沿って並んでいたことからその名がついたといわれてい

る［4］。高松中央商店街を構成する 8商店街の中では最も

JR高松駅に近い場所に位置し、朝夕を中心に通勤の人通

りが多く見られる一方、商店主の高齢化、後継者不足、

顧客の高齢化・郊外店への流出等の課題を抱えている。

現在、同商店街振興組合に加盟している店舗数は 83、空

き店舗は全 134フロア中 22となっている［5］。2015（平成

27）年度には１店が閉店した。 

 高松兵庫町商店街では、かつては夕方に市を開くなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図1】高松兵庫町商店街の空き店舗状況と空き店舗活用状況 

【図2】丸亀通町商店街の空き店舗状況と空き店舗活用状況 

 

 

行っていたが担い手がいなくなり、現在は、外部委託で

夏期と冬期にイベントを実施している。若い世代に商店

街に親しんでもらおうと、2010（平成22）年度に、“ゆる

キャラ”を制作するなどしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）丸亀通町商店街 

丸亀通町商店街は、JR丸亀駅南口から丸亀城を結んだ

南北一直線状に延びる総延長約 300mの商店街である。丸

亀駅南口には通町商店街を含めて 5 商店街が集まるが、

その内１商店街振興組合は休止中である。丸亀市は金比

羅参りの海の玄関口に位置し、津坂木長「丸亀繁盛記」［6］

によれば、江戸時代には「全てのものが揃う」ほどの盛

況ぶりであったという。しかしながら、都市の郊外化が

進み、駅前の再開発が進捗しなかったこと等から、通町

商店街においては店舗のシャッター化が進んでいる。富

屋町商店街、松屋町商店街では、2015（平成 27）年度に

アーケードが撤去された。現在、丸亀通町商店街振興組

合に加盟している店舗数は74、空き店舗は30となってい

る［7］。2015（平成27）年度には 3店が閉店した。 

丸亀通町商店街では、2014（平成 26）年 3月、商店街

の活性化を目的に商店街振興組合員が中心となり、地域

住民、市外在住者も加わって「シャッターをあける会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が発足し、集客に向けた取り組みが始まった。 

 

【両商店街共通の課題と大学の関わり】 

両商店街とも城下町の交通上の要となる地勢上に位置

し、高松市、丸亀市の中心市街地の一角を形成している。

しかしながら、郊外大型店の進出、瀬戸大橋開通による

県外資本の多量流入、人口のスプロール化、インターネ

ットによる購買スタイルの変化等により、通行量の減少、

顧客の高齢化・減少が続いている。かつては、「夕方市」

「土曜デー」といった集客に向けたイベントも行われて

いた。しかし、近年は、例えば丸亀通町商店街振興組合

から「お金の問題より実行する人がいないことが問題」

との指摘が見られるように、①商店主の高齢化・後継者

不足に起因するマンパワーの量的不足、②商店主の体力

の低下・無気力化・あきらめ感、③何をすればいいかわ

からない、といった点から商店街における集客に向けた

取組は沈静化している状況にある。 

 香川大学は平成25年度文部科学省「地（知）の拠点整

備事業」の採択を受け、自治体と連携し、地域志向人材

の育成を目指した課題解決型の授業（全学共通科目）を

両商店街において2015（平成27）年度から実施している。

通行者調査や個店ヒアリング等を踏まえ、情報発信や空

き店舗を活用した子どもたちの居場所づくり、商店街内

空き地の地域管理等に取り組んでいる。また、授業だけ

でなく、商店街振興組合や「シャッターをあける会」の

会議・会合、イベントの運営等にも関わっている。 

 

【両商店街における空き店舗活用の試み】 

 大学が両商店街において授業だけでなく、商店街の運

営にも関わりを持ち始める中、両商店街では次のような

空き店舗活用、また、空き店舗への入居が見られるよう

になった。 

（1）高松兵庫町商店街におけるシェアスペース 

高松兵庫町商店街では、空き店舗をシェアスペースと

して活用する取組が 2015（平成 27）年 10月から始まっ

た。中心になっているのは、高松兵庫町商店街の広告業

務やイベント運営を請け負っている市内広告代理店の担

当者である。商店街と関わる中で、商店街にもっと多く

の人々が自由に出入りし、趣味や仕事等ができる場がつ

くれないかと考え、市内カルチャースクールとの 2 者共

同で空き店舗を借り受けて始まった。 

開始に際して当初は県の商店街活性化コンペやクラウ

ドファンディングに応募し外部資金を集めようと試みた

【図3】高松兵庫町商店街の状況（2016年 6月撮影） 

 

【図4】丸亀通町商店街の状況（2016年6月撮影） 
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地方都市の商店街における空き店舗の“開き方”に関する一考察 

鈴木 健大（香川大学） 

Keyword： 地方都市、商店街、空き店舗 

 

【問題・目的・背景】 

地方都市における商店街の衰退、シャッター商店街化の

進行が止まらない。全国の商店街空き店舗率は、2006（平

成 18）年度の 9.0％から 2012（平成 24）年度 14.6％へと

上昇の一途を辿り、商店街は「経営者の高齢化による後継

問題」「集客力が高い・話題性のある店舗がない」「店舗等

の老朽化」「商圏人口の減少」「大型店との競合」等といっ

た課題を抱えている［1］。 

 2014（平成 26）年香川県商業統計調査（速報値）による

と、前回調査（2012年）に比べ、香川県では小売業の事業

所数は6.2％減少したものの、売場面積は8.2％増加し、年

間商品販売額は 23.8％増加した［2］。香川県には 98商店街

があるが［3］、例えば観音寺市では1997（平成 9）年度に上

市商店街が県道拡幅事業と併せアーケードを撤去、街路整

備を行い、丸亀市駅前の富屋町商店街や松屋町商店街では

2015（平成 27）年度にアーケード撤去工事が実施されたり

するなど、商店街自体の姿自体も大きく変化している。 

 香川県高松市兵庫町商店街及び丸亀市通町商店街では、

地域や大学が連携し既存店舗や空き店舗、空き地の有効活

用に取り組み、その結果、空き店舗が再び活用されること

となる動きが生じてきた。本研究では、中心市街の空洞化、

人口減少が進む地方都市において、これらの実践活動を通

じて、空き店舗が開くプロセスをケーススタディとして整

理し、これからの社会における中心市街地、特に商店街の

あり方について考察するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究方法・研究内容】 

本研究は、高松兵庫町商店街における2015（平成27）

年度からの、また、丸亀通町商店街における 2014（平成

26）年度からの空き店舗対策や商店街活性化に向けた実

践活動に基づくアクションリサーチの手法により行う。

高松兵庫町商店街における空き店舗を活用したシェアス

ペース、丸亀通町商店街における空き店舗を一時利用し

たマルシェ及び空き店舗に新たに入居した 2 店舗をケー

ススタディとし、商店街における空き店舗の活用とこれ

からの商店街のあり方について考察する。 

 

【両商店街の立地及び状況】 

（1）高松兵庫町商店街 

高松兵庫町商店街は、高松中央商店街の北西部に位置
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400mの商店街である。江戸時代に高松藩の武器庫が堀に

沿って並んでいたことからその名がついたといわれてい

る［4］。高松中央商店街を構成する 8商店街の中では最も
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りが多く見られる一方、商店主の高齢化、後継者不足、

顧客の高齢化・郊外店への流出等の課題を抱えている。

現在、同商店街振興組合に加盟している店舗数は 83、空
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27）年度には１店が閉店した。 

 高松兵庫町商店街では、かつては夕方に市を開くなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図1】高松兵庫町商店街の空き店舗状況と空き店舗活用状況 

【図2】丸亀通町商店街の空き店舗状況と空き店舗活用状況 

 

 

行っていたが担い手がいなくなり、現在は、外部委託で

夏期と冬期にイベントを実施している。若い世代に商店

街に親しんでもらおうと、2010（平成22）年度に、“ゆる

キャラ”を制作するなどしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）丸亀通町商店街 

丸亀通町商店街は、JR丸亀駅南口から丸亀城を結んだ

南北一直線状に延びる総延長約 300mの商店街である。丸

亀駅南口には通町商店街を含めて 5 商店街が集まるが、

その内１商店街振興組合は休止中である。丸亀市は金比
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が発足し、集客に向けた取り組みが始まった。 
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取組は沈静化している状況にある。 
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備事業」の採択を受け、自治体と連携し、地域志向人材

の育成を目指した課題解決型の授業（全学共通科目）を

両商店街において2015（平成27）年度から実施している。

通行者調査や個店ヒアリング等を踏まえ、情報発信や空

き店舗を活用した子どもたちの居場所づくり、商店街内

空き地の地域管理等に取り組んでいる。また、授業だけ

でなく、商店街振興組合や「シャッターをあける会」の

会議・会合、イベントの運営等にも関わっている。 

 

【両商店街における空き店舗活用の試み】 

 大学が両商店街において授業だけでなく、商店街の運

営にも関わりを持ち始める中、両商店街では次のような

空き店舗活用、また、空き店舗への入居が見られるよう

になった。 

（1）高松兵庫町商店街におけるシェアスペース 

高松兵庫町商店街では、空き店舗をシェアスペースと

して活用する取組が 2015（平成 27）年 10月から始まっ

た。中心になっているのは、高松兵庫町商店街の広告業

務やイベント運営を請け負っている市内広告代理店の担

当者である。商店街と関わる中で、商店街にもっと多く

の人々が自由に出入りし、趣味や仕事等ができる場がつ

くれないかと考え、市内カルチャースクールとの 2 者共

同で空き店舗を借り受けて始まった。 

開始に際して当初は県の商店街活性化コンペやクラウ

ドファンディングに応募し外部資金を集めようと試みた

【図3】高松兵庫町商店街の状況（2016年 6月撮影） 

 

【図4】丸亀通町商店街の状況（2016年6月撮影） 
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が叶わなかった。しかしながら、自己資金で家賃負担を

行い、これまで空き店舗をカルチャースクールのサテラ

イト教室、専門学校生の発表展示、オフィス等として活

用している。香川大学ではこの場所を借りて、地域の子

どもたちのコミュニティ形成の試み「ひょこたん島」を

2015（平成 27）年度から実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）丸亀通町商店街における「空き店舗マルシェ」及び

空き店舗への入居 

①「シャッターをあける会」 

 丸亀通町商店街では、空き店舗の解消を目指し、2014

（平成 26）年度に「シャッターをあける会」が商店主を

中心に結成された。現在会員は 20人、その内商店主は 8

人で残りは商店街に思いをもった地域内外の人々である。

職業は、会社員、建築士、税理士、アーティスト、小説

家、市役所職員、県庁職員等と多岐に渡っている。彼ら

はそれぞれに呼びかけや誘い合いをし、その結果、会の

趣旨に賛同して集まった面々である。会員は年会費を拠

出し、会の活動資金に充てている。会員のほか、香川大

学のように連携している個人・団体がある。2014（平成

26）年 7 月、会の進め方について大学に協力依頼があっ

たことをきっかけに、ワークショップや空き店舗見学会、

歴史勉強会等を重ねて会のコンセプト及び商店街が目指

す方向性をまとめ、具体的な取組が始まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015（平成 27）年 3月、会の最初の試みとして、商店

街への集客を目指し「空き店舗マルシェ」と商店街にこ

たつを敷き詰めた「おきゃく」を実施した。2015（平成

27）年度は、県の商店街活性化コンペに採択され、地元

サッカーJ2チームのパブリックビューイング、アート制

作及びそれらの商店街展示、「空き店舗マルシェ（2回）」、

商店街周辺歴史短報ツアー、バルフェスティバル（2回）

等を実施した。 

②空き店舗を活用したマルシェの試み 

「空き店舗マルシェ」は、空き店舗を一時的に借り受

け、アクセサリーや陶芸等工芸品販売、産地直送の農産

物、ネイル教室等の店が出店したものである。2015（平

成 27）年 3月の第 1回では、8店の空き店舗から一時的

な貸出の協力を得、37の出店があった。「シャッターをあ

ける会」からの投げかけで、市内個店店主がリーダーシ

ップを取り、準備・運営を行った。2015（平成 27）年度

も実施し、今後も継続した実施を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③空き店舗を活用したアート展示 

空き店舗におけるアート展示は、2015（平成 27）年度

県の商店街活性化コンペの採択を受け、アート制作を市

民が参加して行い、その展示場所として空き店舗を活用

したものである。空き店舗 2店及び既存店舗 8店で約１

か月、アート展示の試みを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図5】香川大学生による空き店舗活用の試み 

【図6】丸亀通町商店街「空き店舗マルシェ」 

【表 1】高松兵庫町商店街と丸亀通町商店街の空き店舗活用 

高松兵庫町商店街

シェアスペース 空き店舗マルシェ アート展示 起業塾 就労継続支援Ａ型/就労移行支援

カルチャースクールのサ
テライト教室、専門学校
生の発表展示、オフィス
等

アクセサリーや陶芸等工
芸品販売、産地直送の
農産物、ネイル教室、カ
フェ等

ワークショップ等による現
代アート展示

市の活性化を目指し、社
会人を対象にした企業塾

障がい者就労継続支援
事業

主催・主体名 3rd-base NPO法人 丸亀創生塾新明倫館 株式会社アイエスエフネット

構成人数 2人 - -

開店日 １か月に数回 年に２回程度 2015年度に1か月の期間 常時 常時

開始日 2015（平成27）年10月 2015（平成27）年3月 2016（平成28）年3月 2016（平成28）年4月 2016（平成28）年3月

株式会社

丸亀通町商店街

構成員

空き店舗活用内容

広告代理店、カルチャー
センター

NPO法人

シャッターをあける会

20人（このほか香川大学等連携団体有）

商店主、会社員、建築士、税理士、アーティスト、小
説家、公務員等

 

 

④空き店舗への入居 

 丸亀通町商店街では、2015（平成 27）年度に 3店の空

き店舗のシャッターが開いた。１店は隣接する商店街か

ら移転した中華料理店、１店は障がい者就労継続支援施

設、１店はNPO起業塾である。 

 

【空き店舗の開き方の特徴】 

両商店街における空き店舗の活用や入居、つまりそれ

らの“開き方”には次のような特徴が見られる。 

一点目は、その「業種・業態」である。両商店街にお

いて空き店舗が活用されているのは、これまで商店街や

その近隣になかった「教育」や「文化」、「福祉」といっ

た機能をもつ分野のものである。モノを買うのではなく、

時間や経験を買う、教育、福祉のサービスを受ける、と

いった分野である。また、「物販」については、「空き店

舗マルシェ」にみられるように、アクセサリー販売、ネ

イル教室、カフェなど若い世代をターゲットにした店舗、

産地直送の農産物や地元工芸品等ローカルに根差した産

品の出店等が多く見られた。 

二点目は、その「主体」だ。高松兵庫町商店街のシェ

アスペースは、商店街以外の 2 者が費用・管理を負担し

合った「シェア」の形により、丸亀通町商店街の「空き

店舗マルシェ」「アート展示」は、「シャッターをあける

会」が中心となった地域内外の人々の連携によるもので

ある。このように、「シェア」や「連携」といった形態が

中心になっている。 

三点目は、その「期間」である。高松兵庫町のシェア

スペースは 1 か月に数回、丸亀通町における「空き店舗

マルシェ」は年に数回、空き店舗におけるアート展示は

一年に一度といった頻度であり、恒常的な活用とはなっ

ていない点である。 

 

【空き店舗活用の課題】 

 両商店街において空き店舗の活用をはかっていく中で、

次の課題が見られた。 

 一点目は、貸出期間や用途、賃貸料の取り決め等につ

いて、柔軟に応じる店舗が少ないことである。新しい試

みに対して理解が進んでいない面もあるが、例えば、「空

き店舗マルシェ」のように数日間での貸出に応じた店は8

店と少なかった。二点目は、閉店した店舗の内装が次の

店子が入居しやすいよう、整備されていないことである。

借りる側は少しでも開業資金を抑えたいが、丸亀通町商

店街では閉店したほぼ全ての店が閉店した当時の内装の

ままであった。三点目は、閉店した店を貸出に出す店が

そもそも限定的といった点である。 

 

【考察・空き店舗の「開き方」と商店街の「動き」】 

両商店街における空き店舗の“開き方”の特徴から、

今後商店街における空き店舗は、1）生涯学習や成果発表

等自己実現の機会、さらには就労支援、福祉、放課後の

子どもたちの居場所づくりといった、社会のニーズとし

て求められている課題解決の分野、また、これまでの商

店街にはない分野で、2）「シェア」「連携」といった方法

で、3）「ときどき」といった頻度で、緩やかに開いてい

く可能性があるのではないだろうか。また、商店街で空

き店舗を開けていこう、活気を取り戻そうといった「動

き」が生じて具体的な形になってくると、それが呼び水

となってさらに別の「動き」が生じてくることも両商店

街の「動き」から見てとれる。これらの店舗の利活用、

商店街の取組に呼応する柔軟な支援制度が整備されてく

れば、このような店舗の「開き方」や商店街の「動き」

を加速させていくことにもつながるだろう。モノの消費

だけではない、時代に敏感に即した、人が集まりつなが

り直す機能がこれからの時代の商店街に求められている

機能の一つと考えられるのである。 
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が叶わなかった。しかしながら、自己資金で家賃負担を

行い、これまで空き店舗をカルチャースクールのサテラ

イト教室、専門学校生の発表展示、オフィス等として活

用している。香川大学ではこの場所を借りて、地域の子

どもたちのコミュニティ形成の試み「ひょこたん島」を

2015（平成 27）年度から実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）丸亀通町商店街における「空き店舗マルシェ」及び

空き店舗への入居 

①「シャッターをあける会」 

 丸亀通町商店街では、空き店舗の解消を目指し、2014

（平成 26）年度に「シャッターをあける会」が商店主を

中心に結成された。現在会員は 20人、その内商店主は 8

人で残りは商店街に思いをもった地域内外の人々である。

職業は、会社員、建築士、税理士、アーティスト、小説

家、市役所職員、県庁職員等と多岐に渡っている。彼ら

はそれぞれに呼びかけや誘い合いをし、その結果、会の

趣旨に賛同して集まった面々である。会員は年会費を拠

出し、会の活動資金に充てている。会員のほか、香川大

学のように連携している個人・団体がある。2014（平成

26）年 7 月、会の進め方について大学に協力依頼があっ

たことをきっかけに、ワークショップや空き店舗見学会、

歴史勉強会等を重ねて会のコンセプト及び商店街が目指

す方向性をまとめ、具体的な取組が始まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015（平成 27）年 3月、会の最初の試みとして、商店

街への集客を目指し「空き店舗マルシェ」と商店街にこ

たつを敷き詰めた「おきゃく」を実施した。2015（平成

27）年度は、県の商店街活性化コンペに採択され、地元

サッカーJ2チームのパブリックビューイング、アート制

作及びそれらの商店街展示、「空き店舗マルシェ（2回）」、

商店街周辺歴史短報ツアー、バルフェスティバル（2回）

等を実施した。 

②空き店舗を活用したマルシェの試み 

「空き店舗マルシェ」は、空き店舗を一時的に借り受

け、アクセサリーや陶芸等工芸品販売、産地直送の農産

物、ネイル教室等の店が出店したものである。2015（平

成 27）年 3月の第 1回では、8店の空き店舗から一時的

な貸出の協力を得、37の出店があった。「シャッターをあ

ける会」からの投げかけで、市内個店店主がリーダーシ

ップを取り、準備・運営を行った。2015（平成 27）年度

も実施し、今後も継続した実施を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③空き店舗を活用したアート展示 

空き店舗におけるアート展示は、2015（平成 27）年度

県の商店街活性化コンペの採択を受け、アート制作を市

民が参加して行い、その展示場所として空き店舗を活用

したものである。空き店舗 2店及び既存店舗 8店で約１

か月、アート展示の試みを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図5】香川大学生による空き店舗活用の試み 

【図6】丸亀通町商店街「空き店舗マルシェ」 

【表 1】高松兵庫町商店街と丸亀通町商店街の空き店舗活用 

高松兵庫町商店街

シェアスペース 空き店舗マルシェ アート展示 起業塾 就労継続支援Ａ型/就労移行支援

カルチャースクールのサ
テライト教室、専門学校
生の発表展示、オフィス
等

アクセサリーや陶芸等工
芸品販売、産地直送の
農産物、ネイル教室、カ
フェ等

ワークショップ等による現
代アート展示

市の活性化を目指し、社
会人を対象にした企業塾

障がい者就労継続支援
事業

主催・主体名 3rd-base NPO法人 丸亀創生塾新明倫館 株式会社アイエスエフネット

構成人数 2人 - -

開店日 １か月に数回 年に２回程度 2015年度に1か月の期間 常時 常時

開始日 2015（平成27）年10月 2015（平成27）年3月 2016（平成28）年3月 2016（平成28）年4月 2016（平成28）年3月

株式会社

丸亀通町商店街

構成員

空き店舗活用内容

広告代理店、カルチャー
センター

NPO法人

シャッターをあける会

20人（このほか香川大学等連携団体有）

商店主、会社員、建築士、税理士、アーティスト、小
説家、公務員等

 

 

④空き店舗への入居 

 丸亀通町商店街では、2015（平成 27）年度に 3店の空

き店舗のシャッターが開いた。１店は隣接する商店街か

ら移転した中華料理店、１店は障がい者就労継続支援施

設、１店はNPO起業塾である。 

 

【空き店舗の開き方の特徴】 

両商店街における空き店舗の活用や入居、つまりそれ

らの“開き方”には次のような特徴が見られる。 

一点目は、その「業種・業態」である。両商店街にお

いて空き店舗が活用されているのは、これまで商店街や

その近隣になかった「教育」や「文化」、「福祉」といっ

た機能をもつ分野のものである。モノを買うのではなく、

時間や経験を買う、教育、福祉のサービスを受ける、と

いった分野である。また、「物販」については、「空き店

舗マルシェ」にみられるように、アクセサリー販売、ネ

イル教室、カフェなど若い世代をターゲットにした店舗、

産地直送の農産物や地元工芸品等ローカルに根差した産

品の出店等が多く見られた。 

二点目は、その「主体」だ。高松兵庫町商店街のシェ

アスペースは、商店街以外の 2 者が費用・管理を負担し

合った「シェア」の形により、丸亀通町商店街の「空き

店舗マルシェ」「アート展示」は、「シャッターをあける

会」が中心となった地域内外の人々の連携によるもので

ある。このように、「シェア」や「連携」といった形態が

中心になっている。 

三点目は、その「期間」である。高松兵庫町のシェア

スペースは 1 か月に数回、丸亀通町における「空き店舗

マルシェ」は年に数回、空き店舗におけるアート展示は

一年に一度といった頻度であり、恒常的な活用とはなっ

ていない点である。 

 

【空き店舗活用の課題】 

 両商店街において空き店舗の活用をはかっていく中で、

次の課題が見られた。 

 一点目は、貸出期間や用途、賃貸料の取り決め等につ

いて、柔軟に応じる店舗が少ないことである。新しい試

みに対して理解が進んでいない面もあるが、例えば、「空

き店舗マルシェ」のように数日間での貸出に応じた店は8

店と少なかった。二点目は、閉店した店舗の内装が次の

店子が入居しやすいよう、整備されていないことである。

借りる側は少しでも開業資金を抑えたいが、丸亀通町商

店街では閉店したほぼ全ての店が閉店した当時の内装の

ままであった。三点目は、閉店した店を貸出に出す店が

そもそも限定的といった点である。 

 

【考察・空き店舗の「開き方」と商店街の「動き」】 

両商店街における空き店舗の“開き方”の特徴から、

今後商店街における空き店舗は、1）生涯学習や成果発表

等自己実現の機会、さらには就労支援、福祉、放課後の

子どもたちの居場所づくりといった、社会のニーズとし

て求められている課題解決の分野、また、これまでの商

店街にはない分野で、2）「シェア」「連携」といった方法

で、3）「ときどき」といった頻度で、緩やかに開いてい

く可能性があるのではないだろうか。また、商店街で空

き店舗を開けていこう、活気を取り戻そうといった「動

き」が生じて具体的な形になってくると、それが呼び水

となってさらに別の「動き」が生じてくることも両商店

街の「動き」から見てとれる。これらの店舗の利活用、

商店街の取組に呼応する柔軟な支援制度が整備されてく

れば、このような店舗の「開き方」や商店街の「動き」

を加速させていくことにもつながるだろう。モノの消費

だけではない、時代に敏感に即した、人が集まりつなが

り直す機能がこれからの時代の商店街に求められている

機能の一つと考えられるのである。 
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定期市による中心市街活性化と地産地消 －「たかさき昼市」の効果 

久宗 周二（高崎経済大学） 

 

Keyword： 中心市街地活性化、地産地消、産直市、産学共同 

 

【問題・目的・背景】 

 
自家用車の普及とライフスタイルの変化により、人は郊

外の大規模店に集まり、旧来の中心の商店街は寂れている。 

中心市街地活性化のために、道や街路道を整備するための

ハード事業が行われてきた。 

しかし、商店街の街並みがきれいになっても、魅力的な

商品やサービスが無ければ、お客さんは継続して商店街に

来ない。 

地域の活性化には、地域の特徴を生かした町おこしを行

っているが、年に一度のイベントでは一過性に過ぎず、商

店街の継続的な発展には程遠い状況である。 

また、広域合併により農作物の生産地を抱えた自治体も、

市街地で農作物を売る機会が少ない。公共団体などの補助

金なども限界があり、低コストで中心市街地の活性化と地

産地消の推進を図る方策が必要である。 

 

【研究方法・研究内容】 

 

地産地消の促進と、中心市街地の活性化を目指して、群

馬県高崎市の中心商店街で、農業の生産者、中心商店街の

協力を得て高崎経済大学経済学部久宗ゼミナールが中心と

なって「たかさき昼市」という定期市を開催した。 

 

（定期市メリット） 

中心商店街活性化を考える上で、他都市の事例などを検

討したが定期市を開催することに決めた。 

定期市のメリットとして、以下の点が考えられた。 

・気軽に店を出せる、試作の評判を聞くなどの、アンテナ

ショプの役割を持たせられる。 

・店を開く場合、賃料、保証金、外装・内装費、設備、什

器、備品などの費用がかかるが、定期市に出店する場合に

は、元手がかからない。 

・出店料と、原材料の仕入れだけで済み、特に自家製の場

合はさらに安く済む。失敗しても、撤退、業種転換が簡単

にできるなどの利点がある。 

デメリットとしては、開催するにあたり、出店者を募集し

てテントなどを購入する必要がある。 

実際に青森県八戸市舘鼻漁港の日曜市など毎回三万人以

上の人出があり、40年以上継続して開催している岩手県盛

岡市材木町夜市には毎回一万人以上のお客さんが集まって

いる。特に、盛岡の夜市ではお客さんが材木町商店街に来

るきっかけになっている。商店街の店舗が空いた場合は、

固定客を獲得している夜市出店者が入居するため、空き店

舗対策になっている。 

 

(昼市のメリット) 

 全国的には朝市が多いのだが、地元の産品を使った中心

街活性化を目的に平成21年８月より「たかさき昼市」とし

て、8月を除く毎月第３日曜日の午前11時～午後３時まで、

高崎市中心街の鞘モール、大手前通りで開催している。 

定期市を開催する場合は、多くが朝市という形で朝5時、

6 時など早い時間から昼まで開催するケースが多いが、開

催時間は人の行動から考えてあえて昼市にした。 

 コンセプトは、「人は日曜の朝ぐらいは早起きしたくな

い」と考えて、「朝ゆっくり起きて、昼ぶらりと来て、夕飯

のおかずを買いに来る」という設定にした。 

 実際に買い物に来るお客さんで、特に女性は化粧などの

身支度をするために、早起きをしなければならない。 

また、生産者も朝市の場合には朝暗いうちから、頭に照

明を付けて畑に行き野菜などを収穫、水洗いをして束ねる

などの準備をしなければならず負担が大きい。 

生産者の中には高崎市郊外の降雪地から来る方もあり、

農作業、車の運転を含めてリスクが高まっている。 

さらに、朝早い時間では、せっかく中心街に人が来ても、

他の商店が開いていないため商店街の活性化には結びつか

ないことも考慮した。 

 昼市を運営する大学生も、朝早く暗いうちから準備をす

る場合には、事故などにつながることも危惧した。 

 確かに、朝早い方が新鮮な感じがするが、以上のように

お客さん、出店者、中心街、運営する学生にメリットがあ

るため、午前11時～午後３時までの「昼市」として開催に

した。 

 

(昼市の運営について) 

初回から 6回までの半年間は、高崎市、高崎経済大学な

どが共同で申請した内閣府の中心市街地活性化事業の補助

を得て社会実験として開催した。テントや机などの備品の

購入、警察への道路占有許可届、保健所への届け出などの

費用、イベント費用や、運営に当たる学生の昼食代として

支出していた。出店者にはテントと机2つ付いて1000円の

出店料を支払ってもらった。初回から、高崎市内外の生産

者など10店舗程度が参加した。 

半年間の社会実験が終了をした際に、出店者、中心商店

街、大学関係者で話し合いがもたれた。 

・固定客がついて一定の売り上げがある 

・街の賑わいに役立っている 

・学生が自らイベントを企画し、生産者などと話をする

などして貴重な体験をしている。 

以上の事から、補助金なしでも運営することに決めた。 

その代わり、出店料を2000円として、主に警察への道路

占有許可届昼市、保健所への届け出などの費用、備品の修

繕費用の積み立て、イベント費用に充当している。運営す

る学生は交通費、食費もなく完全にボランティアとしてい

る。以上のような新体制を考えて、7 回以降は補助金など

受けずに、出店料などで自立して運営をしている。 

 

 

写真１ 高崎の中心商店街で実施しているたかさき昼市 

の風景 

 

【研究・調査･分析結果】 

  

「たかさき昼市」、2016年5月に 80回を迎えた。当

初は、生産者との連絡、出店料の集金などは商店街の店

主さんなどが行っていたが、生産者との連絡現在はテン

ト、机の設置、集金、警察、保健所、消防への届け出も

すべて学生が行い、大人は必要に応じてアドバイスを行

っている。学生は学部二年生の６月から昼市に参加して、

11月までは三年生からいろいろと教えてもらう教育期間、

12月から翌年の 11月まで主体的に運営する。運営は無

償ボランティアの学生を中心に、イベントなどを企画す

る企画班、昼市の宣伝をする広報班に分かれて実施して

いる。いずれの班も、コストがあまりかからず、準備に

長い時間かけず、効果のある方法を学生とともに議論し

て行っている。班分けはすべて学生の希望で行い、調整

はしない。その代わり、最後まで責任をもって行ってい

る。 

 

（各種イベントの開催） 

特に7回目以降の自主運営については広告などを出す

費用は無く、魅力あるイベントを考えて人を引きつけ

さらには地元新聞などにも取り上げてもらい、いかに

広報をしていくかを現在も検討している。 

 今まで開催された主なイベント 

 ・高崎流しうどん 

・梅の種飛ばし大会 

・なしの早剥き競争 

・野菜スープやキノコ汁のお振舞 

・梅の種飛ばし（飛距離を競う） 

・たかさき100円商店街に協賛して、100円で 

人力車に乗り町内一周の旅 

・１００人の書初め大会 

・スタンプラリー ・クイズラリー 

・全日本だるま落とし選手権大会 

・母の日メークアップ講習会 

・サンタさん似顔絵コンテスト ・福引 

 さらに大学内の音楽サークル、ダンスサークル、群

馬雷舞サークルにも協力してもらい、昼市の会場で

様々なパフォーマンスを行っている。 

 

 
写真 2 たかさき昼市のイベント 

（梅の種飛ばし大会） 
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定期市による中心市街活性化と地産地消 －「たかさき昼市」の効果 

久宗 周二（高崎経済大学） 

 

Keyword： 中心市街地活性化、地産地消、産直市、産学共同 
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（広報について） 

 費用かけられないために学生が工夫して様々な方法

で広報を行っている。 

 初期には、駅前でのビラ配り、近隣の住居へのポス

ティング、近隣商店街にチラシを置いてもらうように

依頼をしていた・現在では、マスコミの活用はミニＦ

Ｍ局での学生による告知の他、イベントなどを積極に

地元新聞社に連絡し、昼市関連の記事を、地元の上毛

新聞に 12回、全国紙の群馬版に5回掲載された。さら

に、2016年度からは関係者のご協力により高崎市役所

が発行する「広報高崎」のイベント欄の欄外に、昼市

の告知記事が掲載されるようになった。 

 

 

写真 3 学生が作成・考案したたかさき昼市のポスター 

（高崎名物のだるまをモチーフに、出店されてるい野菜

とイメージしてイラストにしている。 

（高崎の茄子、箕郷の梅、里見の梨、倉渕のトマト、国

府の白菜） 

 

（商品開発について） 

 たかさき昼市では、生産者と学生が協働で様々な商

品を開発している。丹精込めた野菜を生産者が持って

きても、売れ残ってしまい、萎びたりしてしまうので、

新鮮野菜としての売り物にならず、運営している学生

等に無料で配布していた。売れ残った野菜を何とか活

用できないかと、生産者と学生がいろいろと相談をし

て、協働で商品を開発してきた。 

 ・白玉いりベジタブルスープ 

 ・倉渕の人参と小布施のリンゴのミックスジュース 

・野菜入りロールケーキ 

 ・野菜ふりかけ 

 ・群馬みそカレー 

 ・群馬プレミアムシーズンパウンドケーキ 

 ・肉みそ 

  

 

写真 4 生産者と学生が共同開発したパウンドケーキ 

 

写真 5 地元企業と作成したカップ飲料 

 

 直接昼市の生産者とは関わっていないが、地元牛乳

メーカーとゼミナールとでお菓子付きカップ飲料を共

同開発して東日本のスーパーなどで販売をした。商品

開発で得た利益は、学生の理解のもと昼市の活動資金

に充てている。 

 今年度からは、地元の百貨店からオファーがあり、

県内の名産品を集めた催事に、「たかさき昼市 共同店

舗」として、出店する予定である。 

（被災地支援） 

 東日本大震災、熊本・大分地震などの大きな災害で

は、被災地支援のための昼市の中で募金活動を行って

いる。さらに、東日本大震災の復興支援として、群馬

県や商店街の協力を得て宮城県石巻市のクジラの缶詰

などを販売するとともに、石巻専修大学経営学部石原

慎士教授ゼミナールが中心となって開発をした、「石巻

さば出汁焼きそば」を、3 年前より調理、販売をして

いる。麺やサバ節などの材料は、石巻より取り寄せて

おり、継続的に被災地で生産されたものを購入して被

災地の支援をするとともに、販売で得た利益は昼市の

運営資金に充当されている。 

 

 

写真 6 たかさき昼市で販売している 

「復興支援 石巻サバだし焼きそば」 

 

観察やアンケート調査などにより、昼市の効果とし

て以下のことが明らかになった。 

・生産者は、販売先の確保、顧客の新規開拓 （アン

テナショップ）つながった。特に無農薬、低化学肥料

でこだわって野菜を作っていた生産者は、20か所以上

のホテルやレストランと直接取引できるようになった。

（直接取引のために利益率が高い） 

・来場者は、現地まで行かなくても高崎の近郊で収穫

された地元野菜、加工品を購入できる。また、生産者

から料理のアドバイスをもらうなど、会話を楽しんで

いる。  

・中心市街地の通行人の増加、賑わいに役立てている。 

日曜日も開店する店が増えはじめた。 

・学生は昼市を自主的に運営することによって、社会

体験、自主自立心を養っている。学生が地域の農産物

を使って商品開発を行うことで、コミュニケーション

能力が高まり、昼市をはじめてからゼミナールの学生

の就職率100%となっている。 

 

【考察・今後の展開】 

 

 本事業は社会実験として半年間で終了する予定であっ

たが、生産者などから継続の要望が強く、「たかさき昼市

実行委員会」に主催を発展的に変えて、今まで通り農業

生産者、中心街、大学生の3者で運営することを決めた。 

長期間にわたり継続できたポイントを以下のように考

えている。 

・基本的には補助金に頼らす、各団体が過度に依存せず、

自主性をもって運営できたことである。 

・学生を含めてスタッフが高い理想を掲げすぎると、後

で息切れをしてしまうことが多い。できることから、少

しずつ組み立てている。 

・年に２回のゼミ合宿や、生産者の農場に見学に行くな

どの、ゼミ内のコミュニケーションを図っている。 

・学生の自主性を重んじるため、学生に自分がやりたい

ことを提案せるが、責任を伴うことも伝える。必要に応

じて、軌道修正を促す。 

・初期の頃は商店街から昼市以外のイベントにも協力の

要請を受けていたが、昼市がおろそかになることを考え

て、学生は昼市に専念することで話し合いのうえ調整し

た。それぞれの立場とメリットを考えて、調整をしてい

く必要がある。 

学生の元気が、生産者の元気に伝わり、それが中心街

の元気につながり、それを見た学生、生産者、中心街が

元気になっていく。このポジティブなスパイラルによっ

て、今後も学生とともに、地産地消の発展、中心街に役

立てるとともに広げていきたい。一番の活力は、出店者・

商店街の人たち、学生たちの笑顔である。  

今後は、地域の協力を得て、たかさき昼市のさらなる

発展とともに、昼市のノウハウを横断的に展開にするこ

とにより、他の地域の活性化に役立てていきたい。 

（たかさき昼市などの活動が認められて、開催地の高崎

中部名店街は2016年経済産業省が指定する「はばたく商

店街30選」に選ばれた。） 

 

【引用・参考文献】 

高崎経済大学附属産業研究所:産学協働による地産地

消の推進と地域活性化の試み「たかさき昼市」を例にし

て」、 イノベーションによる地域活性化、平成25年3月、

P79-100 
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・野菜入りロールケーキ 

 ・野菜ふりかけ 

 ・群馬みそカレー 

 ・群馬プレミアムシーズンパウンドケーキ 

 ・肉みそ 

  

 

写真 4 生産者と学生が共同開発したパウンドケーキ 

 

写真 5 地元企業と作成したカップ飲料 

 

 直接昼市の生産者とは関わっていないが、地元牛乳

メーカーとゼミナールとでお菓子付きカップ飲料を共

同開発して東日本のスーパーなどで販売をした。商品

開発で得た利益は、学生の理解のもと昼市の活動資金

に充てている。 

 今年度からは、地元の百貨店からオファーがあり、

県内の名産品を集めた催事に、「たかさき昼市 共同店

舗」として、出店する予定である。 

（被災地支援） 

 東日本大震災、熊本・大分地震などの大きな災害で

は、被災地支援のための昼市の中で募金活動を行って

いる。さらに、東日本大震災の復興支援として、群馬

県や商店街の協力を得て宮城県石巻市のクジラの缶詰

などを販売するとともに、石巻専修大学経営学部石原

慎士教授ゼミナールが中心となって開発をした、「石巻

さば出汁焼きそば」を、3 年前より調理、販売をして

いる。麺やサバ節などの材料は、石巻より取り寄せて

おり、継続的に被災地で生産されたものを購入して被

災地の支援をするとともに、販売で得た利益は昼市の

運営資金に充当されている。 

 

 

写真 6 たかさき昼市で販売している 

「復興支援 石巻サバだし焼きそば」 

 

観察やアンケート調査などにより、昼市の効果とし

て以下のことが明らかになった。 

・生産者は、販売先の確保、顧客の新規開拓 （アン

テナショップ）つながった。特に無農薬、低化学肥料

でこだわって野菜を作っていた生産者は、20か所以上

のホテルやレストランと直接取引できるようになった。

（直接取引のために利益率が高い） 

・来場者は、現地まで行かなくても高崎の近郊で収穫

された地元野菜、加工品を購入できる。また、生産者

から料理のアドバイスをもらうなど、会話を楽しんで

いる。  

・中心市街地の通行人の増加、賑わいに役立てている。 

日曜日も開店する店が増えはじめた。 

・学生は昼市を自主的に運営することによって、社会

体験、自主自立心を養っている。学生が地域の農産物

を使って商品開発を行うことで、コミュニケーション

能力が高まり、昼市をはじめてからゼミナールの学生

の就職率100%となっている。 

 

【考察・今後の展開】 

 

 本事業は社会実験として半年間で終了する予定であっ

たが、生産者などから継続の要望が強く、「たかさき昼市

実行委員会」に主催を発展的に変えて、今まで通り農業

生産者、中心街、大学生の3者で運営することを決めた。 

長期間にわたり継続できたポイントを以下のように考

えている。 

・基本的には補助金に頼らす、各団体が過度に依存せず、

自主性をもって運営できたことである。 

・学生を含めてスタッフが高い理想を掲げすぎると、後

で息切れをしてしまうことが多い。できることから、少

しずつ組み立てている。 

・年に２回のゼミ合宿や、生産者の農場に見学に行くな

どの、ゼミ内のコミュニケーションを図っている。 

・学生の自主性を重んじるため、学生に自分がやりたい

ことを提案せるが、責任を伴うことも伝える。必要に応

じて、軌道修正を促す。 

・初期の頃は商店街から昼市以外のイベントにも協力の

要請を受けていたが、昼市がおろそかになることを考え

て、学生は昼市に専念することで話し合いのうえ調整し

た。それぞれの立場とメリットを考えて、調整をしてい

く必要がある。 

学生の元気が、生産者の元気に伝わり、それが中心街

の元気につながり、それを見た学生、生産者、中心街が

元気になっていく。このポジティブなスパイラルによっ

て、今後も学生とともに、地産地消の発展、中心街に役

立てるとともに広げていきたい。一番の活力は、出店者・

商店街の人たち、学生たちの笑顔である。  

今後は、地域の協力を得て、たかさき昼市のさらなる

発展とともに、昼市のノウハウを横断的に展開にするこ

とにより、他の地域の活性化に役立てていきたい。 

（たかさき昼市などの活動が認められて、開催地の高崎

中部名店街は2016年経済産業省が指定する「はばたく商

店街30選」に選ばれた。） 

 

【引用・参考文献】 

高崎経済大学附属産業研究所:産学協働による地産地

消の推進と地域活性化の試み「たかさき昼市」を例にし

て」、 イノベーションによる地域活性化、平成25年3月、

P79-100 
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 活性化させる「地域」とはどこか―「COC（地の拠点）」事業における「地域」表象を巡って－ 

早川公（宮崎大学） 
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【問題設定と目的】 
 「地域活性化」は、現代日本において30年以上語られ続

けているタームである。それは、時代的状況と再帰的関係

をもち、「地域づくり」や「地域再生」といったタームと併

せて語られながら、現行政府による政策パッケージである

「地方創生」が喧伝される今日においても重要な社会的課

題となっている(参考、図1)。 

 

 

図 1 地域関係用語の図書タイトルとしての出現件数（年平

均）[小田切2013:3] 

 

その状況に対応するように、高等教育機関としての大学

が地域活性化の一アクターと認識されるようになって久し

い。とくに、2013年から文科省主導に開始された「地（知）

の拠点整備事業」（以下、COC）では、採択大学・高専が「地

域志向教育の推進」という旗印のもと、これまで以上に「地

域」と連携し、「地域」の活性化に関与することを約束して

いる。その約束の中には「地域」の語が多数見受けられる

が、その「地域」とは一体どこを指すものなのだろうか。

大学が位置する空間的範囲のことか、それとももっと概念

的な広がりを含むものなのだろうか。 

地域活性化や地域連携の必要性や具体的実践例が評価・

検証される一方で、「地域」それ自体に関する検討は少ない。

「地域」は日常語として意味が通りやすい語であるがゆえ

に、いわばマジックワードとして政策や事業の正当化のた

めに利用されているようにも思える。そのことは、「地域」

の担い手としての立場を鑑みれば、あまりにも素朴な関与

の仕方ではないだろうか。 

本研究では、この点を問題意識として出発し、大学が関

わる活性化の対象となる「地域」を批判的に検討する。そ

れを通じて、どのような含意をもつ概念であるかを明らか

にすることを目的とする。 

 

【研究方法】 

 既述の目的を達成するため、本研究では、COC 採択 82

校による出版物(パンフレット、ニュースレター)、及び

ウェブサイトを対象としてドキュメント分析（ディスコ

ース分析）をおこなう。また分析素材としては、発表者

が所属し実務を担当する宮崎大学の COC をめぐる出来事

もケースとして扱うこととしたい。ディスコース（言説）

分析を採用したのは、本発表が「地域」概念に関する認

識を扱ううえで有用性を持つと判断したためである。 

 本発表におけるディスコース分析について簡単に説明

する。ディスコース概念は、ミシェル・フーコーによっ

て提示されて以来、人文・社会科学における諸分野を横

断して扱われている概念である。彼によれば言語は単に

「書かれたもの」としてあるだけではなく、それは「存

在」（エートル）として人びとに影響を与える。かつそれ

は、社会的な制度や組織、実践などの非言説的な領域と

の絡み合いにより、ある一定の力関係を形成するものと

なる[cf. フーコー1986]。 

 このディスコース概念は、1980年代以降、差異の政治

力学へ注目するカルチュラル・スタディーズ、異文化表

象につきまとうレトリックの限界や非対称的権力関係の

構図を指摘したポストコロニアル研究などの議論のなか

で、その有効性が注目されるようになった。本発表では、

ディスコースを「何らかの仕方でまとまって、出来事の

特定のヴァージョンを生み出す一群の意味、メタファー、

表象、イメージ、ストーリー、陳述等々」[Burr 1997:74]

という設定に拠りながら、COC事業における地域表象にお

いて表れる特定の社会文化的意味を素描する。つまり、

COCが大学のおこなう事業との関わりのなかで、どのよう

な知識、イメージ、経験などを喚起させながら地域を同

定し、あるいは不定しているかを考察することで、普段

なにげなく語られる「地域」という概念の解像度を高め

ることを試みたいi。 

 

【分析内容】 

COC事業は、大学等が自治体と連携し、全学的に地域

を志向した教育・研究・社会貢献を進める大学を支援

することで、課題解決に資する様々な人材や情報・技

術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての

大学の機能強化を図ることを目的としたものであるii。

事業は平成25年度より開始された。初年度は 56校、

翌年度には26校の計82大学・高専が採択され、事業

を進めている。以下では、そのそれぞれにおいて「地

域」という語がどのように使用されているかを、「a.

地理的区分」と「b.意味的概念」の 2つに分けて考察

した。 

 

a.地理的区分としての地域 

a-1.都道府県・市町村としての地域 

 各大学のウェブサイトや広報媒体には、事業実施の対

象となる「地域」が明記されている。最も多いのが実施

大学・高専の位置する都道府県庁を明記するケースであ

る。COC事業で「地域」と設定する範囲の大部分は、その

都道府県の管轄内を指す。しかしこの場合は、県庁とと

もに市町村単位での連携自治体が必ず併記されている。

たとえば、宮崎大学におけるCOC事業は、宮崎県および5

つの連携自治体（五ヶ瀬町、日向市、西都市、えびの市、

串間市）である。同様に、宮城教育大学（宮城県、仙台

市）や静岡県立大学（静岡県、静岡市、牧之原市）のよ

うに、都道府県レベルでの「地域」と市町村レベルでの

「地域」が入れ子のように表記されるケースは珍しくな

い。その場合、「地域」は、文脈に応じて対象範囲が可変

する。 

 一方で、COC事業においては、対象地域を市町村単位よ

り小さい範囲で表現している事例は見当たらないiii。授

業の実習やボランティア活動など、実際に事業を実施す

る範囲においては○○市△△地区と明記されることはあ

るものの、「対象とする」あるいは「連携する」ものとし

ての「地域」という場合は、行政単位以上を示している。 

 

a-2.圏域としての地域 

 採択された COC 事業の多くは、県内や市町村を対象の

「地域」とすることが多いが、いくつかの COC では市町

村に区切られない圏域・広域を指定する例もみられる（10

件）。たとえば、東北公益文科大学の対象地域は「庄内」、

皇學館大学の場合は「伊勢志摩」、日本福祉大学は「知多

半島」であると表象される。また、香川大学の「瀬戸内

地域」や四国大学の「しまなみ」（連携市町村は今治市）、

あるいは長崎県立大学の「しま」のように海洋や点在す

る島々を含んで一つの「地域」と表象するものもある。

これらの大学が対象とする「地域」は、市町村単位より

広域だが、都道府県よりは狭い範囲を指している。一部

の大学では、圏域として複数県にまたがる「地域」を 

想定しているものの、たとえば「九州」や「甲信越」の

ように複数県を包含する範囲で「地域」をしている例は

ない。 

 

a-3.文化圏としての地域 

 「圏域としての地域」が、必ずしも行政区分に拠らな

い空間を指すのに対して、文化性を色濃く反映させる地

域表象もみられる（5件）。たとえば、埼玉県に所在する

東京国際大学は川越市が連携自治体であるが、対象地域

は「小江戸」とある。これは川越が江戸時代に城下町と

して栄えた際に小江戸川越と呼ばれたことに由来する。

同様に、長野県の松本大学は、対象地域を「信州」と表

記する。さらに熊本大学と琉球大学における「地域」は、

それぞれの事業名において「火の国」、「ちゅら島」（美ら

島）と表象される。こうした地域表象は、対象地域の特

徴を際立たせる一方で、対象となる地域の範囲を行政区

分とずらし、あいまいにさせているようにもとれる。 

 

a-4.「ひらがな」による地域表象 

 対象地域の範囲を不明瞭にする表象は、別の仕方でも

見られる。その一つが「ひらがな」による地域表象であ

る。たとえば、福井大学であれば「ふくい」、山口大学で

あれば「やまぐち」のように、対象地域をひらがなで表

記するのがこの表象にあたり、その数は 22 件にのぼる。

このうちの19件は都道府県レベルの対象地域についてこ

の表記を適用しているが、弘前大学（ひろさき）、東北学

院大学（みやぎ・せんだい、と併記）、くらしき作陽大学

（くらしき）の 3 例は市町村レベルの対象地域に対して

この表記を用いている。他方、カタカナ表記による地域

表象はCOC事業においては確認できず、ローマ字表記は、

東北芸術工科大学での「YAMAGATA VISION」というキャッ

チフレーズのみであった。 

 それでは、ひらがなによる地域表象がなぜ一定程度使

用されるのだろうか。今尾は、平成の大合併によって誕

生した 37 つのひらがなの自治体名を考察している[平尾

2008:234-238]。今尾によれば、37市町村のうち、合併し
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いて表れる特定の社会文化的意味を素描する。つまり、

COCが大学のおこなう事業との関わりのなかで、どのよう

な知識、イメージ、経験などを喚起させながら地域を同

定し、あるいは不定しているかを考察することで、普段

なにげなく語られる「地域」という概念の解像度を高め

ることを試みたいi。 

 

【分析内容】 

COC事業は、大学等が自治体と連携し、全学的に地域

を志向した教育・研究・社会貢献を進める大学を支援

することで、課題解決に資する様々な人材や情報・技

術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての

大学の機能強化を図ることを目的としたものであるii。

事業は平成 25年度より開始された。初年度は 56校、

翌年度には 26校の計82大学・高専が採択され、事業

を進めている。以下では、そのそれぞれにおいて「地

域」という語がどのように使用されているかを、「a.

地理的区分」と「b.意味的概念」の 2つに分けて考察

した。 

 

a.地理的区分としての地域 

a-1.都道府県・市町村としての地域 

 各大学のウェブサイトや広報媒体には、事業実施の対

象となる「地域」が明記されている。最も多いのが実施

大学・高専の位置する都道府県庁を明記するケースであ

る。COC事業で「地域」と設定する範囲の大部分は、その

都道府県の管轄内を指す。しかしこの場合は、県庁とと

もに市町村単位での連携自治体が必ず併記されている。

たとえば、宮崎大学におけるCOC事業は、宮崎県および5

つの連携自治体（五ヶ瀬町、日向市、西都市、えびの市、

串間市）である。同様に、宮城教育大学（宮城県、仙台

市）や静岡県立大学（静岡県、静岡市、牧之原市）のよ

うに、都道府県レベルでの「地域」と市町村レベルでの

「地域」が入れ子のように表記されるケースは珍しくな

い。その場合、「地域」は、文脈に応じて対象範囲が可変

する。 

 一方で、COC事業においては、対象地域を市町村単位よ

り小さい範囲で表現している事例は見当たらないiii。授

業の実習やボランティア活動など、実際に事業を実施す

る範囲においては○○市△△地区と明記されることはあ

るものの、「対象とする」あるいは「連携する」ものとし

ての「地域」という場合は、行政単位以上を示している。 

 

a-2.圏域としての地域 

 採択された COC 事業の多くは、県内や市町村を対象の

「地域」とすることが多いが、いくつかの COC では市町

村に区切られない圏域・広域を指定する例もみられる（10

件）。たとえば、東北公益文科大学の対象地域は「庄内」、

皇學館大学の場合は「伊勢志摩」、日本福祉大学は「知多

半島」であると表象される。また、香川大学の「瀬戸内

地域」や四国大学の「しまなみ」（連携市町村は今治市）、

あるいは長崎県立大学の「しま」のように海洋や点在す

る島々を含んで一つの「地域」と表象するものもある。

これらの大学が対象とする「地域」は、市町村単位より

広域だが、都道府県よりは狭い範囲を指している。一部

の大学では、圏域として複数県にまたがる「地域」を 

想定しているものの、たとえば「九州」や「甲信越」の

ように複数県を包含する範囲で「地域」をしている例は

ない。 

 

a-3.文化圏としての地域 

 「圏域としての地域」が、必ずしも行政区分に拠らな

い空間を指すのに対して、文化性を色濃く反映させる地

域表象もみられる（5件）。たとえば、埼玉県に所在する

東京国際大学は川越市が連携自治体であるが、対象地域

は「小江戸」とある。これは川越が江戸時代に城下町と

して栄えた際に小江戸川越と呼ばれたことに由来する。

同様に、長野県の松本大学は、対象地域を「信州」と表

記する。さらに熊本大学と琉球大学における「地域」は、

それぞれの事業名において「火の国」、「ちゅら島」（美ら

島）と表象される。こうした地域表象は、対象地域の特

徴を際立たせる一方で、対象となる地域の範囲を行政区

分とずらし、あいまいにさせているようにもとれる。 

 

a-4.「ひらがな」による地域表象 

 対象地域の範囲を不明瞭にする表象は、別の仕方でも

見られる。その一つが「ひらがな」による地域表象であ

る。たとえば、福井大学であれば「ふくい」、山口大学で

あれば「やまぐち」のように、対象地域をひらがなで表

記するのがこの表象にあたり、その数は 22 件にのぼる。

このうちの19件は都道府県レベルの対象地域についてこ

の表記を適用しているが、弘前大学（ひろさき）、東北学

院大学（みやぎ・せんだい、と併記）、くらしき作陽大学

（くらしき）の 3 例は市町村レベルの対象地域に対して

この表記を用いている。他方、カタカナ表記による地域

表象はCOC事業においては確認できず、ローマ字表記は、

東北芸術工科大学での「YAMAGATA VISION」というキャッ

チフレーズのみであった。 

 それでは、ひらがなによる地域表象がなぜ一定程度使

用されるのだろうか。今尾は、平成の大合併によって誕

生した 37 つのひらがなの自治体名を考察している[平尾

2008:234-238]。今尾によれば、37市町村のうち、合併し
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たいずれかの市町村名をひらがなにしたのは18つ、郡名

や河川、あるいは山岳名を市町村名にしたのが16つであ

った。また、ひらがな表記の決定理由は、「やわらかい」、

「親しみやすい」と説明されることが多いが、ひらがな

表記は政治的決着の道具ではないか、とも推測している。 

COC 事業における対象地域のひらがな表象について明

示に言及している大学はなかったが、平尾に拠って考え

るとすれば、大学という組織が、関わる対象としての「地

域」の範囲を「やわらかく」、そしてあいまいなイメージ

にする方法としてひらがな表記が志向されたとも考えら

れる。言い換えれば、漢字表記がもつ行政区分のソリッ

ドさをひらがなに改めることで、対象地域の輪郭をぼか

した状態で「地域」との付き合いを可能にした、ともい

える。 

 

b.意味的概念としての地域 

b-1)メトニミーとしての地域 

 ここまで、主に地理的範囲としての「地域」について、

どのような特徴がみられるかを見てきた。小括すると、

COC事業における「地域」とは、行政区分と同じかそれ以

上の範囲であり、都道府県かそれより小さい範囲を意味

している。しかし、別の側面に目を向けると、「地域」と

いう語があたりまえに別の用法をされていることに気づ

く。その一つが、メトニミーとしての地域である。メト

ニミーとは、部分をもって全体を表象する修辞のことで

あり、たとえば、地方自治体と連携することを「地域と

連携し…」のように描かれる。同様に、自治会のような

住民団体や、地場の企業と意見交換の機会を持つことを

「地域の声を聞き」と表現される例もある。「メトニミー

としての地域」表象の特徴は、「地域」があたかも集合的

で自立性をもった一つの個体のように描かれる点である。 

 

b-2.「地方」としての地域 

 「地域」という語には、別の語との関係性のなかでも

つ意味が存在する。たとえば、東海大学COC事業は、「全

国にキャンパスが広がる本学（東海大学）ならでは」の

特徴として、全国 8 つの地点で同時にプログラムを実行

している。そして、「地域特有の課題や全国共通の課題」

を解決することを目指す、とある。この場合の「地域」

は、単に国内における一定区画を指しているだけでなく、

「中央」に対する「地方」として意味合いを含んでいる。

つまり、「『地方』としての地域」とは、昨今の「地方創

生」の流れで言われるような、「人口減少や高齢化が著し

く進行し、経済的衰退や医療・福祉の問題を抱える場所」

としての地域を指す。 

こうした「地方」と「地域」の意味的な混同はしばし

ば表象のなかでも確認できる。「地域主義」を提唱した経

済学者の玉野井芳郎は、「地方」という語が、元の意味か

ら中央に対する劣位の体制に置かれてきたのだと説明す

る[玉野井1990:7-8]。彼によれば、「地方」はもとはとい

えば「じかた」から生まれたものであるという。それは

「地形」すなわち土地の形状から始まって、各地域の農

業や民衆の生活のあり方を指す言葉だったと解される。

それが明治以降における集権化システムの確立と対応し、

行政用語として「中央」への対立概念としてあらわれて

きた、というのが玉野井の説明である。 

 

b-2.「日本の縮図」としての地域 

 「地域」が「地方」として、「中央」とは別の問題をも

つ領域で語られることと並行して、「地域」の課題は日本

の課題であるという表象も、地域表象をめぐる一つの特

徴である。たとえば、金沢大学の COC事業の説明には、「石

川県は『日本の 1%』であり日本社会の縮図」という表現

がみられる。つまり、「地域」を教育や研究の対象とし、

そこに関わることは日本そのものに関わることにほかな

らない、という思想が読み取れる。この「日本の縮図」

という表現は金沢大学に限ったものではない。兵庫県立

大学におけるCOC事業においても、「都市的地域から多自

然地域まで多様な個性と特性を持ち「日本の縮図」と言

われる兵庫県に分散型のキャンパスを持つ総合大学とし

て、県内各地で進む人口減少社会下の地域課題に取り組

む」ivとある。 

「『地方』としての地域」は、「地域」を「中央とは別

のものとして際立たせるものであったが、この語りでは

「地域」とは日本そのものである、としている点が特徴

的である。 

 

b-3.「ローカル」としての地域 

 「地域」という語に対応する英語としては「region」

が充てられることが多いが、「地域」はグローバルな

（global）社会と対応してローカル（local）な空間であ

るともいえる。この場合の「ローカル」とは、空間的に

特徴づけられた一つの文化を指している。 

 COC事業おいても、このローカル性をまとった地域表象

が散見される。たとえば、茨城大学では「グローカル」

という用語で事業の特徴を説明している。グローカルと

は、「グローバル＋ローカル」の造語である。一般的には

「Think globally, act locally」広告コピーに代表され

る「地球規模で考え、地域で行動する」という活動テー

ゼを意味する[前川2004]。ここでは、「地方」をめぐる表

象でみたのと違って、「地域」が関係するのは「グローバ

ル＝世界」であることが特徴である。「地域」を「世界」

と対置した別の例としては、京都大学がある。京都大学

は、自らの COC 事業を「京都を学ぶことは、日本を学ぶ

ことに通じます。自国の歴史・文化について学ぶことは、

世界と対等に競争・議論できるグローバル人材の土台に

必要となるもの」vと説明する。また小樽商科大学でも、

「インターリージョナル」という表現を用いて、「地域を

理解し、海外につなげることのできる」人材の育成を目

指す、とある。これらに通じるのは、「地域」が自立性を

もつ空間でありながら、同時にグローバルな社会に位置

づけられるものである、という含意である。 

 

 以上、全国の大学における COC 事業のディスコース分

析から、「地域」概念の検討を試みた。総括すると、大部

分の大学・高専が説明する「地域」とは、地理的範囲と

しては所在する都道府県あるいは自治体であるように表

象される。しかし、地域表象ではひらがな表記にするこ

とで行政区分と正確な対応を避け、対象地域の輪郭をあ

いまいにしているものと読み取れる例もみられた。 

 一方、「地域」の意味的側面に目を向けると、そこには

「地方」、「日本の縮図」、「グローバルに対するローカル」

という3つの枠組みが確認される。COC事業において、こ

れらの概念カテゴリーがどのくらいの比重で存在してい

るかについては分析できなかったものの、「地域」がどの

ような意味で使用されているかに目を向けることで、事

業内容の検証に寄与することも可能である。たとえば、

宮崎大学では全学部全学科の必修科目「大学教育入門セ

ミナー」において、「地域に関する講義」を義務付けてい

るが、工学部の担当教員から「地域とは宮崎のことなの

か、それとも九州のことなのか、明示してほしい」とい

う趣旨の提案があったvi。これについて、「地域＝宮崎」

としてしまうと、ともすれば教育内容の過度な限定とな

りかねないが、「グローバルに対するローカル」という意

味で「地域」を検討材料とするのであれば県外の地域を

対象としても「地域」理解には沿うことになる。 

先述の玉野井は、1970年代に歴史と伝統からなる「地

域」を複数的個性として成立する場として捉え直そうと

いう「地域主義」の確立を試みた。今後、「地域」の将来

像を検討していく際には、この複数的個性とともに「地

域」を他の世界につながりながら個別性を保ってあるの

だという、構築的存在として捉えることも重要である。

「地域活性化」や「地方創生」の名のもとで、地域が自

己閉鎖的なものとならないように、「地域」に対するまな

ざしのメンテナンスが必要とされている。 

 

【今後の展開】 

 今回の分析からみえてきた「地域」に関する概念整理

をもとに、今後はよりアクチュアルな現場の観察と合わ

せて考察することで、今後も重要な社会的課題とされる

地域活性化の議論に資する枠組みを提示したい。また、

本発表では触れることができなかったが、「地域」を語る

際に相関する用語として頻出していた「未来」との関連

も表象分析としては興味深い。これらについては定量的

分析も含めて別稿に譲ることとしたい。 
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たいずれかの市町村名をひらがなにしたのは18つ、郡名

や河川、あるいは山岳名を市町村名にしたのが16つであ

った。また、ひらがな表記の決定理由は、「やわらかい」、

「親しみやすい」と説明されることが多いが、ひらがな

表記は政治的決着の道具ではないか、とも推測している。 

COC 事業における対象地域のひらがな表象について明

示に言及している大学はなかったが、平尾に拠って考え

るとすれば、大学という組織が、関わる対象としての「地

域」の範囲を「やわらかく」、そしてあいまいなイメージ

にする方法としてひらがな表記が志向されたとも考えら

れる。言い換えれば、漢字表記がもつ行政区分のソリッ

ドさをひらがなに改めることで、対象地域の輪郭をぼか

した状態で「地域」との付き合いを可能にした、ともい

える。 

 

b.意味的概念としての地域 

b-1)メトニミーとしての地域 

 ここまで、主に地理的範囲としての「地域」について、

どのような特徴がみられるかを見てきた。小括すると、

COC事業における「地域」とは、行政区分と同じかそれ以

上の範囲であり、都道府県かそれより小さい範囲を意味

している。しかし、別の側面に目を向けると、「地域」と

いう語があたりまえに別の用法をされていることに気づ

く。その一つが、メトニミーとしての地域である。メト

ニミーとは、部分をもって全体を表象する修辞のことで

あり、たとえば、地方自治体と連携することを「地域と

連携し…」のように描かれる。同様に、自治会のような

住民団体や、地場の企業と意見交換の機会を持つことを

「地域の声を聞き」と表現される例もある。「メトニミー

としての地域」表象の特徴は、「地域」があたかも集合的

で自立性をもった一つの個体のように描かれる点である。 

 

b-2.「地方」としての地域 

 「地域」という語には、別の語との関係性のなかでも

つ意味が存在する。たとえば、東海大学COC事業は、「全

国にキャンパスが広がる本学（東海大学）ならでは」の

特徴として、全国 8 つの地点で同時にプログラムを実行

している。そして、「地域特有の課題や全国共通の課題」

を解決することを目指す、とある。この場合の「地域」

は、単に国内における一定区画を指しているだけでなく、

「中央」に対する「地方」として意味合いを含んでいる。
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b-2.「日本の縮図」としての地域 
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リアルとネットを組み合わせた地域・大学連携の研究 

小出秀雄（西南学院大学） 

Keyword： 実践コミュニティ、コミュニティカフェ、Facebookページ 

 

１．本研究の目的 
西南学院大学教育インキュベートプログラム「姪浜西

南大学まち」(Meinohama Seinan Univer“City”)は、学生
の社会力向上と地域（商店街）の活性化を目的とした、

2015年度後期から 2018年度後期の３年間の取組である
（図１、小出(2016)）。 
姪浜西南大学まちの発足時に掲げた目的は、以下の３

つである。 
(1)姪浜地域（商店街）と本学が、対等に頻繁に交流す
るしくみと雰囲気をつくる。 

(2)学生が常に社会人とコミュニケートすることにより、
学生の社会力の向上を促す。 

(3)学生の斬新な発想と地域との協働で、歴史と文化が
豊かな姪浜地域を盛り上げる。 
これらの目的を達成するためには、全体の雰囲気とし

ての「実践コミュニティ」(Communities of Practice)、地
域と大学のリアルな交流拠点である「コミュニティカ

フェ」（本研究の場合「M'sコミュニティ」）、そしてリア
ルな出来事をネット空間で共有する「Facebook ページ」
の３つが必要である。 
 

 
図１ 姪浜西南大学まちのイメージ（筆者作成） 

 
本研究は、開始から約１年が経過した姪浜西南大学ま

ちにおいて、M's コミュニティがどのようにアナログで
リアルな交流を生み、Facebookページなどのネット空間
でその交流情報がヴァーチャルに共有され、さらに新た

なリアルな行動をどう喚起しているかを、具体例を挙げ

つつ分析する。 
 
２．研究のキーワード 

実践コミュニティは、ウェンガーほか(2002)が提唱し
ている新たな学習の形態である。 
実践コミュニティの定義は、「あるテーマに関する関心

や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、持

続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」である

（ウェンガーほか(2002) 33 頁）。すなわち、図２で示さ
れるように、各人の参加の度合いが高まることによって、

学びを深く実感し、そのコミュニティのコアに近づいて

いく、あるいは新たなコアができる、というダイナミック

な空間である。 
 

 
図２ コミュニティへの参加の度合い 

（出所：ウェンガーほか(2002) 100頁） 

 
実践コミュニティにはさまざまな形がありうるが、姪

浜西南大学まちが想定しているのは、本学経済学部小出

ゼミの学生だけでなく、他学部・他学科あるいは他大学の

学生が気軽に参加するとともに、社会人、地域の方も自発

的に参加するコミュニティの創出である。そこに関わり

続けることで自分の可能性、他人との交流の面白さに目

覚めた参加者は、新たなコミュニティに参加したり、自分

たちでコミュニティを創ったりするようになる。 
地域と大学がリアルに連携するためには拠点が必要で

あるが、それは地域に開かれ、地域の課題を解決するため

のコミュニティでなければならない。福岡市西区・姪浜の

M's コミュニティでは、日々オープンなイベントが開催
され、気軽に立ち寄った学生が地域の方と話し、課題を自

分事としてとらえるようになる（図３）。 
倉持(2014)は、コミュニティカフェを、「飲食を共にす
ることを基本に、誰もがいつでも気軽に立ち寄り、自由に

過ごすことができる場所」（30頁）と端的に定義している。 
同時に倉持は、コミュニティカフェにはこの定義に収

まらない、さまざまな特徴があると指摘している。例えば、

地域の問題解決を図る、飲食だけでなく交流する、新しい

つながりが生まれる、新たな社会貢献のあり方の一つ、小

規模で運営や利用の自由度が高い、などが挙げられる（倉

持(2014)125-127頁）。M'sコミュニティはこれらの特徴
をほぼすべてもっているため、コミュニティカフェであ

るといえる。 
コミュニティカフェはリアルな存在であるが、小規模

であるがゆえに、世間の話題になるための情報宣伝が必

要である。どんなに有意義なことをしていても、知られな

ければ意味がない。そこで、コミュニティでの出来事を主

催者自らがネットで発信したり、その出来事をリアルに

体験した人が発信したりなどの行動が重要である。 
 

 
図３ 大学と地域の交流拠点（筆者撮影） 

 
また、連携するもの同士の物理的距離を埋めるために

も、ネットの活用が不可欠である。図１の地図から見てと

れるように、実践教育のフィールドである姪浜と、本学が

ある福岡市早良区・西新は少し離れているため、授業や他

の活動が忙しい学生は姪浜の情報になかなかふれること

ができない。また、姪浜の方も西新に来ない限り、大学の

最新情報に接することはできない。 
以上の理由から、お互いの情報をリアルタイムで共有

するために、Facebookページおよびそれを閲覧する端末
（PC、スマートフォンなど）が有用である（図４）。 

実践コミュニティをより活動的にするためには、アナ

ログでリアルな拠点であるコミュニティカフェと、Social 
Networking Service (SNS)であるFacebookページを、
積極的に組み合わせることが有用である。地域・大学連携

にSNSを用いることによって、自分たちが取り組んでい
ることを知ってもらい、多くの人に参加をよびかけるこ

とができる。コミュニティカフェで行われている日々の

イベントが、SNS で発信あるいはシェアされることに
よって、そんな楽しい場所があるのかと関心をもっても

らい、参加してもらう効果が生まれる。 
 

 
図４ Facebookページ（筆者管理） 

<https://www.facebook.com/meinoseinan/> 

 
３．気軽に集えるM'sコミュニティ 
商店街などに象徴される地域と大学が密接に交流する

には、その地域の中心部に、地域の方や学生が気軽に集え

る拠点を設けるのが効果的である。 
筆者が姪浜西南大学まちを構想している段階で、この

取組で連携する姪浜商店会連合会（３つの商店会の連合

体）が、旧唐津街道に面したアパートの１階の空き店舗を

借り、人が集まり地域が活気づく「フリースペース」（自

由に利用できる場所）を作りたい、と提案してきた。 
姪浜に学生が遊びに来て、その地域の方とじっくり交

流するためには、学生や地域の方の「たまり場」が必要で

ある。姪浜商店会連合会の拠点設置提案は的を射たもの

であり、その提案をもとに連合会が主体となって、福岡市

の「地域との共生を目指す元気商店街応援事業」助成金を

獲得することができた。 
当初しばらく、このフリースペースという仮称を使っ

ていたが、正式名を決める連合会の会合において、ある若

い商店主が、「姪浜の（新しい）コミュニティ」を表現す

るM'sコミュニティという名称を提案した。この軽快な
響きが、新しいことをやろうと意気込む年配の商店主た

ちにも受け入れられ、全会一致でこの名称に決まった。筆

者もこの会合に出席していたが、エネルギーが一気に高

48

第8回研究大会論文集.indd   48 16/08/29   15:52



リアルとネットを組み合わせた地域・大学連携の研究 

小出秀雄（西南学院大学） 

Keyword： 実践コミュニティ、コミュニティカフェ、Facebookページ 

 

１．本研究の目的 
西南学院大学教育インキュベートプログラム「姪浜西

南大学まち」(Meinohama Seinan Univer“City”)は、学生
の社会力向上と地域（商店街）の活性化を目的とした、

2015年度後期から 2018年度後期の３年間の取組である
（図１、小出(2016)）。 
姪浜西南大学まちの発足時に掲げた目的は、以下の３

つである。 
(1)姪浜地域（商店街）と本学が、対等に頻繁に交流す
るしくみと雰囲気をつくる。 

(2)学生が常に社会人とコミュニケートすることにより、
学生の社会力の向上を促す。 

(3)学生の斬新な発想と地域との協働で、歴史と文化が
豊かな姪浜地域を盛り上げる。 
これらの目的を達成するためには、全体の雰囲気とし

ての「実践コミュニティ」(Communities of Practice)、地
域と大学のリアルな交流拠点である「コミュニティカ

フェ」（本研究の場合「M'sコミュニティ」）、そしてリア
ルな出来事をネット空間で共有する「Facebook ページ」
の３つが必要である。 
 

 
図１ 姪浜西南大学まちのイメージ（筆者作成） 

 
本研究は、開始から約１年が経過した姪浜西南大学ま

ちにおいて、M's コミュニティがどのようにアナログで
リアルな交流を生み、Facebookページなどのネット空間
でその交流情報がヴァーチャルに共有され、さらに新た

なリアルな行動をどう喚起しているかを、具体例を挙げ

つつ分析する。 
 
２．研究のキーワード 

実践コミュニティは、ウェンガーほか(2002)が提唱し
ている新たな学習の形態である。 
実践コミュニティの定義は、「あるテーマに関する関心

や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、持

続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」である

（ウェンガーほか(2002) 33 頁）。すなわち、図２で示さ
れるように、各人の参加の度合いが高まることによって、

学びを深く実感し、そのコミュニティのコアに近づいて

いく、あるいは新たなコアができる、というダイナミック

な空間である。 
 

 
図２ コミュニティへの参加の度合い 

（出所：ウェンガーほか(2002) 100頁） 

 
実践コミュニティにはさまざまな形がありうるが、姪

浜西南大学まちが想定しているのは、本学経済学部小出

ゼミの学生だけでなく、他学部・他学科あるいは他大学の

学生が気軽に参加するとともに、社会人、地域の方も自発

的に参加するコミュニティの創出である。そこに関わり

続けることで自分の可能性、他人との交流の面白さに目

覚めた参加者は、新たなコミュニティに参加したり、自分

たちでコミュニティを創ったりするようになる。 
地域と大学がリアルに連携するためには拠点が必要で

あるが、それは地域に開かれ、地域の課題を解決するため

のコミュニティでなければならない。福岡市西区・姪浜の

M's コミュニティでは、日々オープンなイベントが開催
され、気軽に立ち寄った学生が地域の方と話し、課題を自

分事としてとらえるようになる（図３）。 
倉持(2014)は、コミュニティカフェを、「飲食を共にす
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図３ 大学と地域の交流拠点（筆者撮影） 
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図４ Facebookページ（筆者管理） 

<https://www.facebook.com/meinoseinan/> 

 
３．気軽に集えるM'sコミュニティ 
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る拠点を設けるのが効果的である。 
筆者が姪浜西南大学まちを構想している段階で、この
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姪浜に学生が遊びに来て、その地域の方とじっくり交
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まった雰囲気をよく覚えている。 
2015年 10月 24日、西南学院大学学長も参列する中、

M's コミュニティは正式にオープンした。コミュニティ
の管理主体である姪浜商店街の女将さんを応援する会

「あこめっこ」に、コミュニティのレンタル料金（１時間

500円）を支払うだけで、常識の範囲内で何をやってもよ
い。地域住民を含む社会人はコミュニティ内で英会話、料

理、手芸、認知症予防などのレクチャーを開催したり、入

口付近で無農薬野菜や駄菓子、アクセサリーを販売した

りしている。 
また、学生がM'sコミュニティで何かを催す場合、レ
ンタル料を徴収していない。九州大学理学部の学生が小

学生向けの折り紙・手品教室を開いたり、西南学院大学経

済学部の学生が映画鑑賞会を楽しんだり、複数の大学の

学生が企画会議に集まったりと、若者の能力や趣味を披

露できるコミュニティは、地域の方との距離を近くする。 
さらに、毎週火曜日の「おしゃべりカフェ」（10時～15
時）、毎週金曜日の「夜カフェ」（19時～21時）は、異業
種交流、世代間交流の場として、社会人および学生の双方

に人気である。おしゃべりカフェは一律300円、夜カフェ
は社会人 2,000円、学生 1,000円を支払えば、飲み物や
お菓子、おつまみ等を十分に楽しむことができる。 
 

 
図５ 夜カフェ（筆者撮影） 

 
図５のように、毎回出席の常連の方と、噂を聞いてある

いは知人に連れられて来た方がまず自己紹介し、お互い

の共通点を探り、徐々に打ち解けあっていく。学生はコ

ミュニケーション能力を鍛えつつ、社会人の生き方を直

接教えてもらえる。一方、社会人はそれぞれ豊富な人生経

験を語るとともに、現在の学生からエネルギーやアイデ

アを受け入れ、さらに面白いことをしようと意欲を高め

る。このような交流をきっかけに、意気投合した者同士が

コラボレーションするケースも多い。 
M's コミュニティというアナログでリアルな地域・大

学連携の拠点を創り、交流の機会を広く設けることに

よって、それがなければ出会わなかった人たちが出会い、

新しい関係やコミュニティが生み出されている。地域に

おけるアナログな人付き合いが減っている中で、M's コ
ミュニティに行けば必ず誰かと出会い、対話する中で自

分が何者であるかを確認し、独自のアイデンティティを

確立できる。 
筆者もたびたびM'sコミュニティに通い、大学の教員
は社会にとってどういう意味があるのかを自問している。 
 
４．Facebookページでリアル情報を共有 
姪浜におけるアナログでリアルな人的交流の意義を、

少しでも多くの人に知ってもらうためには、SNSを活用
するのが有効である。SNSにはほかにTwitterやLINE
もあり、それぞれに利点があるが、われわれは学生と社会

人がともに多く利用しているFacebookを活用している。
Facebookはパソコンやタブレット、スマートフォンなど
で気軽に操作することができ、体験を共有するツールと

して最適であると考えている。 
Facebookページ「姪浜西南大学まち」では、管理者（１
名）や編集者（2016年 8月1日 15時時点で学生・社会
人計18名）が記事を投稿し、あるいは他の記事をシェア
することによって、学生から見た地域の魅力、地域の方か

ら見た大学の魅力などを、不特定多数の人たちに向けて

発信している。 
記事の種類はさまざまであり、姪浜あるいは西新のイ

ベントの告知や開催報告、ゼミの商店街研究の様子、学生

による姪浜グルメリポート、Twitter的な一言メモなどを、
自由に発信あるいはシェアしている。 

Facebookは情報がどんどん下に流れていくため、重要
なことが見逃されてしまうリスクはある。また、ネット検

索をしてもFacebookの記事は引っかからない。SNSは
基本的に情報がフローする空間であり、情報を分類しス

トックしていくホームページやブログと性質が異なる。 
その一方Facebookは、ページに「いいね！」をすれば
そのあと更新されるたびに情報を見ることができ、「いい

ね！」などのリアクション（超いいね！、うけるね、すご

いね、など）やコメントを通じて閲覧者と交流できる。ま

た、随時イベントページを作り、各人に参加をよびかける

ことができる。 
これらの利点はやはり魅力的であり、姪浜西南大学ま

ちが正式に発足する（2015 年 7 月 1 日）以前から、
Facebook ページを頻繁に活用しつつ、「ボランティア募

集」「企画コンテスト参加者募集」など、情報を一定期間

固定しておくためのブログを補完的に使っている。その

際、まずブログで告知し、それをFacebookページでシェ
アするという手順を取ることによって、ブログ上のアク

セス数と「いいね！」を増やすことができる。 
Facebookページ「姪浜西南大学まち」の閲覧者は、2016
年 8月 1日 15時時点で 308件（個人・団体）である。
図６は、2015年7月1日～2016年7月31日の13カ月
間に及ぶ、投稿リーチ（投稿が配信された人の数）の推移

である。また図７は、同期間のリアクション、コメント、

シェアの推移である。管理者や編集者がこのような統計

情報「インサイト」を無料で見られるのも、Facebookペー
ジの大きな魅力である。 
 

 
図６ Facebookページの投稿リーチ 

<https://www.facebook.com/meinoseinan/insights/> 

 

図７ Facebookページのリアクションなど 
<https://www.facebook.com/meinoseinan/insights/> 

 
以下、個別データに基づく分析結果のみを紹介する。

2015年 7月 1日～2016年 7月 18日に発信された 453
記事のリーチとリアクションの関係を見ると（7月19日
16 時～18 時に調査）、写真などの画像がある記事（271
個）の方が、画像がない記事（87個）に比べて、リーチ
がはるかに多く、リアクションも多い。また、他の記事に

リンクした記事（93個）も、画像ありの記事に及ばない
ものの、リーチとリアクションが多い。 
したがって、画像などのデータを添えた発信は見た目

がわかりやすく、ネットで見られる可能性が高いことが

わかる。 
 
５．小 括 

姪浜西南大学まちという地域・大学連携を行うにあ

たって、実践コミュニティという、オープンでダイナミッ

クな空間を創ることを目指している。その結果、筆者のゼ

ミの学生だけでなく、他学部・他学科あるいは他大学の学

生が気軽に参加するとともに、社会人、地域の方も自発的

に参加するコミュニティが生まれつつある。 
さらに、近隣大学の学生有志が「姪浜を元気にする学生

の会」、西南学院のOB・OG有志が「西南姪浜会」とい
う団体を結成し、姪浜地域を盛り上げる斬新なイベント

を開催している。既存のイベントに参加し続けることで

コミュニティのコアに近づき、そして自分たちで新たな

コアを作るといったプロセスは、まさに実践コミュニ

ティそのものである。 
このコミュニティを支えているのは、アナログでリア

ルな拠点であるM'sコミュニティ（コミュニティカフェ）
と、そこでの実践内容をネットに発信するFacebookペー
ジである。ほとんどの参加者はM'sコミュニティを訪れ、
そこでの交流を楽しみ、スマートフォンなどで情報を

日々共有している。その積み重ねで、姪浜という地域の独

自のブランドが創られつつある。 
最後に、学生は Facebook をあまり利用していないと
いう実態があり（学生はLINEを使っている）、他の手段
で補完する必要があることを、課題として挙げておく。 
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たって、実践コミュニティという、オープンでダイナミッ

クな空間を創ることを目指している。その結果、筆者のゼ

ミの学生だけでなく、他学部・他学科あるいは他大学の学

生が気軽に参加するとともに、社会人、地域の方も自発的

に参加するコミュニティが生まれつつある。 
さらに、近隣大学の学生有志が「姪浜を元気にする学生

の会」、西南学院のOB・OG有志が「西南姪浜会」とい
う団体を結成し、姪浜地域を盛り上げる斬新なイベント

を開催している。既存のイベントに参加し続けることで

コミュニティのコアに近づき、そして自分たちで新たな

コアを作るといったプロセスは、まさに実践コミュニ

ティそのものである。 
このコミュニティを支えているのは、アナログでリア

ルな拠点であるM'sコミュニティ（コミュニティカフェ）
と、そこでの実践内容をネットに発信するFacebookペー
ジである。ほとんどの参加者はM'sコミュニティを訪れ、
そこでの交流を楽しみ、スマートフォンなどで情報を

日々共有している。その積み重ねで、姪浜という地域の独

自のブランドが創られつつある。 
最後に、学生は Facebook をあまり利用していないと
いう実態があり（学生はLINEを使っている）、他の手段
で補完する必要があることを、課題として挙げておく。 
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１．はじめに 

 2016年 4月、「熊本地震」が発生した。14日夜21時 26

分頃に発生した大地震（前震、マグニチュード6.5、最大

震度7）と、その2日後の16日夜1時 25分頃に発生した

大地震（本震、マグニチュード 7.3、最大震度7）。この2

度にわたる震度 7の他、震度 6や 5の強い揺れを含めて

余震が非常に多く長く続いている。多大な人的被害や建

物被害が発生し、壊滅的被害を受けた地域がある。 

 筆者は発災当日以降、情報の収集・整理・発信、被災

地と国・自治体・支援団体の繋がりづくり等の支援活動

を行いながら、熊本・大分両県の被災各地の現地調査、

被災と支援活動の実態調査、ならびに被災者と国・自治

体・支援団体等への聞き取り調査等を行っている。 

 熊本地震では、目に見える被災から、「目に見えない被

災」まで、非常に深刻な被災状況が現在進行形で続いて

いる。被災の支援活動においては、行政、ボランティア

ともに、過去の災害時の教訓が十分に活かされないなど

様々な課題が見られる。本稿では、熊本地震の被災と支

援活動の現状・課題について、発災直後の緊急救援期か

ら約 3 か月半の間の調査結果を報告するとともに、今後

の復興の地域創生のあり方について検討を行っている。

なお、被災と支援の状況は被災各地で異なり、また日々

刻々と変化しているため、調査結果は断片的なものであ

り、全体状況を表しているものではない。 

 

２．被災と避難の状況 

2-1.人的・物的被害の状況 

 内閣府（政策統括官（防災担当）非常災害対策本部）

の取りまとめ情報「平成28年(2016年)熊本県熊本地方を

震源とする地震に係る被害状況等について」（速報値、報

告時により数値変動）によると、熊本地震による人的被

害（8月 1日10:00）は、地震で亡くなった方が震災関連

死（審査中含む）を含めて81名に上り、重傷604名、軽

傷 1,450名、程度分類未確定の負傷者 140名となってい

る。 

 建物の住宅被害（8月 1日 10:00）は、全壊が8,549棟、

半壊が27,728棟、一部破損が 131,163棟にも上る（分類

未確定分3棟）。赤い紙に大きく「危険」と書かれた応急

危険度判定の張り紙や被害認定調査の張り紙が倒壊した

多くの住宅に張られている。3ヶ月経っても殆ど手つかず

のままの倒壊家屋や被災物（ガレキ）が各所に見られる。 

 非住家被害では、公共建物が 243 棟、その他が 2,329

棟、火災が16件に上っている。熊本城（熊本市）や阿蘇

神社（阿蘇市）、各市町村の役所・役場庁舎等の公共施設

も大きな被害を受けている。 

 熊本城の城下町として栄えた新町・古町地区では、築

100年以上の多くの建物が地震で大きな被害を受けた。歴

史的な遺産の古いまち並みを復旧し、まち全体の復興を

果たそうと、新町・古町地区に関わる有志たちが「くま

もと新町古町復興プロジェクト」を立ち上げている。 

 道路被害では、発災直後（4月 17日 5:00）、地震によ

る通行止めが高速道路は 5区間、直轄国道は 2区間、補

助国道は23区間、都道府県・政令市道は132区間に上っ

た。１ヶ月後（5月 13日 6:00）には、それぞれ 0区間、

1区間、6区間、33区間に減少し、約 3カ月半後（8月 1

日 10:00）には、それぞれ0区間、1区間、5区間、18区

間まで減少している。だが、橋の崩落や地滑り等で復旧

のめどさえ立たない道路がまだ多く残っている。 

 鉄道については、一部運転を再開した区間があるもの

の、ＪＲ九州の豊肥線（肥後大津～阿蘇間）と南阿蘇鉄

道の高森線（立野～中松間）が運転を休止しており、復

旧のめどは立っていない。 

 

2-2.避難所の状況 

 避難所の状況について、内閣府の取りまとめ情報によ

ると、2回目に震度 7（本震）を記録した 4月 16日直後

の時点（4月17日 9:30）で避難者数が最大となり、自治

体が把握する 855箇所の避難所に 183,882名の避難者が

避難していた。発災から約 1か月後（5月 12日 13:30）

には、熊本県で 251箇所 10,703名、大分県で 1箇所 3

名が避難していた。 

 避難所では、体育館や施設廊下等の床に毛布等を敷い

ただけの生活から、支援団体等の物資提供により、段ボ

ール製の仕切り・簡易ベッドやカーテン等で一部徐々に

整備されてきているが、プライバシー確保や女性に対す

る犯罪防止などの対策は十分と言えない状況が続いてい

る。 

 また、福祉避難所の多くが本来の機能を果たさなかっ

た。発災直後、福祉避難所として指定されているはずの

避難所が一般の避難者で埋め尽くされて、高齢者や障が

い者等が避難所生活を送れずに、損壊した住宅や施設、

あるいは車中で避難生活を送らざるを得ない状況が各所

で見られた。 

 そして、約3ヶ月半が経った 7月31日 13:30現在、熊

本県の 12市町村で避難所数 68箇所、避難者数 3,229名

が避難しており、依然として多くの被災者が避難所生活

を強いられている。 

 こうした避難所支援をめぐる問題は、これまでの災害

でも常に指摘されてきているが、今回の熊本地震でも、

多少の改善はみられるものの、根本的な改善はなされず

に同じような過酷な避難所状態となっている。 

 

３．「目に見えにくい被災」の状況 

3-1.心の被災 

 熊本地震では、震度 7が 2回起こり、震度 6から 4の

規模の大きな余震が頻発したため、建物がいつ倒壊して

しまうか分からない状況にある。そのため、心の被災な

ど、「目に見えにくい被災」に遭っている人たちが多く見

られる。特に、幼い子どもたちの心理的な負担はとてつ

もなく大きい。 

 災害時、子どもたちの中には、ストレートに精神的に

ダメージを受けて弱る子どもがいる一方で、親や大人た

ちに元気な姿を見せよう、心配させないようにしよう、

手伝って役に立とう、として避難所運営などの手伝いを

積極的に行う子供たちも少なくない。 

 だが、大小の余震が継続的に続き、建物倒壊の恐怖を

肌で感じながら避難生活を続ける中で、内面的には精神

的なダメージがひどく、避難生活が長期化することで緊

張の糸が途切れて大きな心の負担を負う子供たちがいる。 

3-2.屋外避難生活 

 被災地では多くの被災者が発災後、避難所の建物では

なく、自家用車の車中、損壊した家屋やその軒先、作物

を作るビニールハウス、車庫や倉庫、キャンプ用のテン

ト等、屋外で避難生活を送っている。屋外避難の理由と

しては、大小の余震が頻発し続ける中、建物の中で夜を

明かすのが怖いこと、持病を抱えた高齢者や障がい者で

あること、子どもがいる家族であること、プライバシー

を確保できないことなどである。 

 避難所にある駐車場・運動場等のスペースは、夜間に

寝泊まりして屋外避難を続ける多くの車やキャンプ用の

テントで埋め尽くされていた。駐車場では、昼間は仕事

に出かけていて空車になっていることも多く、場所取り

の物品（空のペットボトル、ポール、自転車、箱等）が

車一台分ごとに置かれていた。テントについては、地震

による建物倒壊の恐れはないが、日中著しく高温になっ

て熱中症の恐れがあり、雨による浸水や風で飛ばされる

ことがあり、その問題が多く指摘されている。 

 こうした車やテント等での屋外避難をしている避難者

については、その避難状況の把握が難しく、食事提供等

の避難生活の支援活動を難しくするものとなっている。 

 

3-3.つながりが薄れていく避難生活 

 余震が続く中、被災地から離れて県外など遠方の親

戚・知人宅や公営住宅等に一時避難する人たちも多く見

られる。家族まとまって一時避難を望むものの仕事や学

校を休むことができずに、家族がバラバラになって避難

生活を送る人たちもいる。県外等への一時避難では、頻

発する余震に襲われることがなくなり、避難所等での過

酷な避難生活から解放されるものの、自治体等からの情

報や支援を得られにくくなる。一時避難が長期化した場

合には、住んでいた地域に戻らずに、そのまま避難先の

地域に移り住むことになってしまうこともあり、その対

策が課題になっている。 

 また、近隣住民でまとまって同じ避難所に避難できれ

ば、日頃の助け合いのコミュニティを維持したまま避難

生活を送れるが、そうでないことも多い。 

 避難所の運営においても、コミュニティが元々濃厚で

豊かな地域の避難所と、コミュニティが希薄な地域での

避難所とでは、避難所での生活やその運営も変わってく

る。 
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余震が非常に多く長く続いている。多大な人的被害や建

物被害が発生し、壊滅的被害を受けた地域がある。 
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地と国・自治体・支援団体の繋がりづくり等の支援活動
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被災と支援活動の実態調査、ならびに被災者と国・自治

体・支援団体等への聞き取り調査等を行っている。 

 熊本地震では、目に見える被災から、「目に見えない被

災」まで、非常に深刻な被災状況が現在進行形で続いて

いる。被災の支援活動においては、行政、ボランティア

ともに、過去の災害時の教訓が十分に活かされないなど

様々な課題が見られる。本稿では、熊本地震の被災と支

援活動の現状・課題について、発災直後の緊急救援期か

ら約 3 か月半の間の調査結果を報告するとともに、今後

の復興の地域創生のあり方について検討を行っている。

なお、被災と支援の状況は被災各地で異なり、また日々

刻々と変化しているため、調査結果は断片的なものであ

り、全体状況を表しているものではない。 

 

２．被災と避難の状況 

2-1.人的・物的被害の状況 

 内閣府（政策統括官（防災担当）非常災害対策本部）

の取りまとめ情報「平成28年(2016年)熊本県熊本地方を

震源とする地震に係る被害状況等について」（速報値、報

告時により数値変動）によると、熊本地震による人的被

害（8月 1日10:00）は、地震で亡くなった方が震災関連

死（審査中含む）を含めて81名に上り、重傷604名、軽

傷 1,450名、程度分類未確定の負傷者 140名となってい

る。 

 建物の住宅被害（8月 1日 10:00）は、全壊が8,549棟、

半壊が27,728棟、一部破損が 131,163棟にも上る（分類

未確定分3棟）。赤い紙に大きく「危険」と書かれた応急

危険度判定の張り紙や被害認定調査の張り紙が倒壊した

多くの住宅に張られている。3ヶ月経っても殆ど手つかず

のままの倒壊家屋や被災物（ガレキ）が各所に見られる。 

 非住家被害では、公共建物が 243 棟、その他が 2,329

棟、火災が16件に上っている。熊本城（熊本市）や阿蘇

神社（阿蘇市）、各市町村の役所・役場庁舎等の公共施設

も大きな被害を受けている。 

 熊本城の城下町として栄えた新町・古町地区では、築

100年以上の多くの建物が地震で大きな被害を受けた。歴

史的な遺産の古いまち並みを復旧し、まち全体の復興を

果たそうと、新町・古町地区に関わる有志たちが「くま

もと新町古町復興プロジェクト」を立ち上げている。 

 道路被害では、発災直後（4月 17日 5:00）、地震によ

る通行止めが高速道路は 5区間、直轄国道は 2区間、補

助国道は23区間、都道府県・政令市道は132区間に上っ

た。１ヶ月後（5月 13日 6:00）には、それぞれ 0区間、

1区間、6区間、33区間に減少し、約 3カ月半後（8月 1

日 10:00）には、それぞれ0区間、1区間、5区間、18区

間まで減少している。だが、橋の崩落や地滑り等で復旧

のめどさえ立たない道路がまだ多く残っている。 

 鉄道については、一部運転を再開した区間があるもの

の、ＪＲ九州の豊肥線（肥後大津～阿蘇間）と南阿蘇鉄

道の高森線（立野～中松間）が運転を休止しており、復

旧のめどは立っていない。 

 

2-2.避難所の状況 

 避難所の状況について、内閣府の取りまとめ情報によ

ると、2回目に震度 7（本震）を記録した 4月 16日直後

の時点（4月17日 9:30）で避難者数が最大となり、自治

体が把握する 855箇所の避難所に 183,882名の避難者が

避難していた。発災から約 1か月後（5月 12日 13:30）

には、熊本県で 251箇所 10,703名、大分県で 1箇所 3

名が避難していた。 

 避難所では、体育館や施設廊下等の床に毛布等を敷い
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る。 

 また、福祉避難所の多くが本来の機能を果たさなかっ

た。発災直後、福祉避難所として指定されているはずの

避難所が一般の避難者で埋め尽くされて、高齢者や障が

い者等が避難所生活を送れずに、損壊した住宅や施設、

あるいは車中で避難生活を送らざるを得ない状況が各所
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 そして、約3ヶ月半が経った 7月31日 13:30現在、熊
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が避難しており、依然として多くの被災者が避難所生活

を強いられている。 

 こうした避難所支援をめぐる問題は、これまでの災害

でも常に指摘されてきているが、今回の熊本地震でも、

多少の改善はみられるものの、根本的な改善はなされず

に同じような過酷な避難所状態となっている。 

 

３．「目に見えにくい被災」の状況 

3-1.心の被災 

 熊本地震では、震度 7が 2回起こり、震度 6から 4の

規模の大きな余震が頻発したため、建物がいつ倒壊して

しまうか分からない状況にある。そのため、心の被災な

ど、「目に見えにくい被災」に遭っている人たちが多く見

られる。特に、幼い子どもたちの心理的な負担はとてつ

もなく大きい。 

 災害時、子どもたちの中には、ストレートに精神的に

ダメージを受けて弱る子どもがいる一方で、親や大人た

ちに元気な姿を見せよう、心配させないようにしよう、

手伝って役に立とう、として避難所運営などの手伝いを

積極的に行う子供たちも少なくない。 

 だが、大小の余震が継続的に続き、建物倒壊の恐怖を

肌で感じながら避難生活を続ける中で、内面的には精神

的なダメージがひどく、避難生活が長期化することで緊

張の糸が途切れて大きな心の負担を負う子供たちがいる。 

3-2.屋外避難生活 

 被災地では多くの被災者が発災後、避難所の建物では

なく、自家用車の車中、損壊した家屋やその軒先、作物

を作るビニールハウス、車庫や倉庫、キャンプ用のテン

ト等、屋外で避難生活を送っている。屋外避難の理由と

しては、大小の余震が頻発し続ける中、建物の中で夜を

明かすのが怖いこと、持病を抱えた高齢者や障がい者で

あること、子どもがいる家族であること、プライバシー

を確保できないことなどである。 

 避難所にある駐車場・運動場等のスペースは、夜間に

寝泊まりして屋外避難を続ける多くの車やキャンプ用の

テントで埋め尽くされていた。駐車場では、昼間は仕事

に出かけていて空車になっていることも多く、場所取り

の物品（空のペットボトル、ポール、自転車、箱等）が

車一台分ごとに置かれていた。テントについては、地震

による建物倒壊の恐れはないが、日中著しく高温になっ

て熱中症の恐れがあり、雨による浸水や風で飛ばされる

ことがあり、その問題が多く指摘されている。 

 こうした車やテント等での屋外避難をしている避難者

については、その避難状況の把握が難しく、食事提供等

の避難生活の支援活動を難しくするものとなっている。 

 

3-3.つながりが薄れていく避難生活 

 余震が続く中、被災地から離れて県外など遠方の親

戚・知人宅や公営住宅等に一時避難する人たちも多く見

られる。家族まとまって一時避難を望むものの仕事や学

校を休むことができずに、家族がバラバラになって避難

生活を送る人たちもいる。県外等への一時避難では、頻

発する余震に襲われることがなくなり、避難所等での過

酷な避難生活から解放されるものの、自治体等からの情

報や支援を得られにくくなる。一時避難が長期化した場

合には、住んでいた地域に戻らずに、そのまま避難先の

地域に移り住むことになってしまうこともあり、その対

策が課題になっている。 

 また、近隣住民でまとまって同じ避難所に避難できれ

ば、日頃の助け合いのコミュニティを維持したまま避難

生活を送れるが、そうでないことも多い。 

 避難所の運営においても、コミュニティが元々濃厚で

豊かな地域の避難所と、コミュニティが希薄な地域での

避難所とでは、避難所での生活やその運営も変わってく

る。 

53

第8回研究大会論文集.indd   53 16/08/29   15:52



3-4.受援格差と日常に埋もれていく被災 

 熊本地震では局所的被害が顕著であり、市街地や中山

間地など住むところによって被災状況が異なり、年齢や

家族構成によっても避難事情が異なる。避難所や役所・

役場等に被災者が自ら足を運ばなければ、食料等の支援

物資の提供は受けられず、支援に関する情報も分からな

いままになることが多い。 

 山間部に住む一人暮らしの高齢被災者の中には、避難

所に行けず、インターネットもできずに、支援物資や支

援情報を得られないまま一部倒壊した家屋で過ごしてい

る人たちもいる。支援情報を掴める被災者は様々な支援

を受けることができるが、逆に、最も支援を必要として

いる弱い立場の高齢者や障がい者等の被災者個人に支援

情報が行き届きにくい状況が見られる。 

 また、局所的な被害の広がりの中、建物被害を受けて

いる人たちが大勢いる一方で、殆ど被害を受けていない

住民や企業・事業者等は通常の生活と仕事を行っている。

熊本市内やその周辺地域の道路では各所で渋滞が発生し

たが、その原因として、道路・鉄道網の各所寸断や物資・

支援者を乗せた支援車両の通行量の多さもあるが、日常

の生活や仕事での車の移動が重なっていることの原因も

大きいと見られる。特に朝晩の渋滞では、日常の通勤に

よる車の移動が重なっていることもある。 

 まちの中では、大きな被災と普段通りの日常の光景と

の両方が入り混じった状況が見られ、人によって生活と

意識の温度差は大きく、被災の状況が見えにくくなって

いる。それにより、被災者の被災格差と受援格差が拡大

している。そのため、支援活動においては、できる限り

多くの被災者を一度にまとまった形で支援することも重

要であるが、局所被災での被災者一人一人に合わせたピ

ンポイント支援を拡充していくことが課題となっている。 

 

４．支援活動の状況 

 熊本地震では、発災直後、水や食料、医薬品、衣類な

どの支援物資の提供が非常に遅れて不足した状態が見ら

れた。また、行政は混乱して被災支援の機能が十分に果

たせず、民間のボランティア支援活動も不足が見られた。 

 

4-1.自治体職員による支援活動 

 被災地には、全国各地の自治体から多くの職員が派遣

されてきている。内閣府の取りまとめ情報によると、被

災地自治体で活動した全国各地から派遣された自治体職

員は発災 1ヶ月後の時点（5月 12日 17:00）で 1,426名

に上り、避難所運営や罹災証明書に係る事務の支援など

を行っていた。派遣職員は、約 3 ヶ月半後の時点（7 月

28日17:00）でも268名に上る。 

 被災自治体では、罹災証明書の発行が遅れ、その判定

に被災者から不満の声が聞かれるなど、業務の混乱が続

いていた。庁舎の建物が被災したり、地震への事前の防

災対策が不十分であったことなどもあり、救援、避難支

援、復旧などに係る業務において混乱が見られた。全国

各地から支援に駆け付けた自治体職員との間の調整でも

すれ違いが起こり、連携が十分に取れないこともあった。 

 自治体や国の行政でも、企業・ＮＰＯ等の民間でも、

災害時には日常の業務状況が反映され、本当の力量が試

されるものである。熊本地震で起こっている混乱での経

験を通して、それを教訓として、次の災害時のみならず、

日常の業務改善が行われることが重要なこととなる。 

 

4-2.ボランティアによる支援活動 

 熊本地震では、発災直後から継続的にボランティアの

不足が非常に顕著に見られる。自治体・社会福祉協議会

の災害ボランティアセンターで登録して活動したボラン

ティア数は、発災後1ヶ月間（5月 13日迄）で延べ46,474

名にとどまっていた。阪神・淡路大震災や東日本大震災

における災害ボランティアセンターでのボランティア数

を大幅に下回っており、災害の規模や諸条件による違い

もあるものの不足感は否めない。 

 一方、ＮＰＯ・ＮＧＯ等によるボランティア数は全体

状況の把握が困難であるが、それらの活動も被災者の支

援ニーズの大きさに対して十分に応えきれていないと言

える。 

 ボランティアが不足している原因の一つとして、ボラ

ンティアを「抑制する力」が働いていることが大きい。

発災から間もない時期に一律に、「混乱するから、ボラン

ティアにまだ行ってはいけない（まだ来ないように）」、

「被災地が落ち着いて、ボランティアの受け皿が整って

から、もう少し後に行くようにして下さい（来て下さい）」

といったマニュアルに従った杓子定規な言葉が、災害ボ

ランティアをコーディネートする関連団体等から盛んに

発せられた。 

 熊本市の災害ボランティアセンターでは、「ボランティ

ア受付終了」「ご来場いただきありがとうございます。残

念ながら、本日ご紹介できる活動がなくなってしまいま

した。受付を締め切らせていただきます。」と書かれた大

きな看板が立てかけられていた。ボランティア募集案内

に「受付開始 9 時」と書かれているのを見て全国から駆

け付けた多くの個人ボランティアたちの中には、9時前に

は既に受付が終了して、コーディネーターから門前払い

の言葉を受けて、路頭にまとった者も多くいた。 

 ボランティア活動をコーディネートする側の論理が強

く働きすぎてしまっているところにボランティア不足を

招いている要因の一つがある。マニュアルに従った杓子

定規な対応では助かる命も助からず、早期の救援・生活

改善は図られない。阪神・淡路大震災時にはボランティ

アが勢いをもって多く活動したのに対して、東日本大震

災でも、発災から間もない時期に同じように「抑制力」

が働いてしまった。支援ニーズの大きさに対して、ボラ

ンティアの支援活動の不足が際立った。それにより、多

くの震災関連死を生む要因の一つにもなり、その後、反

省の声が聞かれた。災害時には、日常のマネジメントと

は異なる非常時のマネジメントが必要となるが、過去の

災害を踏まえたボランティアのコーディネートの教訓が、

熊本地震では十分に活かされなかった。 

 支援を受ける被災者に心があるのと同じように、「支援

するボランティアにも心がある」ということを忘れては

いけない。被災して困っている人たちを直ぐにでも「支

援したいと思う心」を大事にする必要がある。時間が経

てば経つほど、あるいは「ボランティアは今は要らない」

とコーディネーターから門前払いされれば、支援の心は

どうしても冷めていく。非常時における支援活動のコー

ディネートでは、被災者の「心」とともに、支援者の「心」

にも向き合ったマネジメントが非常に重要と言える。 

 現在進行形で続く被災と支援活動だが、災害ボランテ

ィアセンターにおけるボランティアのコーディネートを

振り返り、ボランティアの「抑制力」や「受付終了」等

による心理的・波及的影響の把握と検証（評価）を行う

ことが求められ、今後の災害時の教訓として活かしてい

くことが重要となる。 

 

５．復興の地域創生 

 熊本地震では、このように深刻な被災の現状・課題が

あり、「目に見えない被災」も先が見えない状況で続いて

いる。ボランティア等の支援活動にも不足という課題が

続いている。 

 発災から約 3 カ月半が経つ中、今後は時間とともに、

ハード面での復旧が進み、被災された人たちは仮設住宅

に移るなど、復興の歩みを図っていくことになる。補助

金などの資金支援が図られ、それらを早期に効率よく行

うことが求められる。だが、それらだけでは被災地、被

災者の復興は成り立たない。被災者個々人が抱える「目

に見えない」被災からの生活復興をどのように支援して

いくのかがさらに重要となる。行政や支援団体等におい

ても、その過程において被災者一人一人に合わせた適時

適切な支援活動がなされることが求められる。 

 復興の地域創生では、被災者であり、かつその地域に

住む住民自身が主導して、自律的に復興するようにして

いかなければならず、そのために住民自身が「話し合う」

機会を意識的に作っていくことが必要となる。行政はそ

うした住民主導のあり方を尊重して、被災者・住民とと

もに協働で復興への取組みを行っていくことが重要とな

る。 

 また、中長期的な復興では、その被災地の地域社会に

とって、被災者・住民にとって、「大事なことは何なのか」

「何がなければ、被災者自身が心から思える復興とは言

えないのか」について、常に考えていかなければいけな

い。今後は、「何を持って復興とするか」という哲学・ビ

ジョンを持った復旧・復興と支援活動が重要となってい

く。 
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3-4.受援格差と日常に埋もれていく被災 
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役場等に被災者が自ら足を運ばなければ、食料等の支援

物資の提供は受けられず、支援に関する情報も分からな

いままになることが多い。 
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している。そのため、支援活動においては、できる限り

多くの被災者を一度にまとまった形で支援することも重

要であるが、局所被災での被災者一人一人に合わせたピ

ンポイント支援を拡充していくことが課題となっている。 

 

４．支援活動の状況 

 熊本地震では、発災直後、水や食料、医薬品、衣類な

どの支援物資の提供が非常に遅れて不足した状態が見ら

れた。また、行政は混乱して被災支援の機能が十分に果

たせず、民間のボランティア支援活動も不足が見られた。 

 

4-1.自治体職員による支援活動 

 被災地には、全国各地の自治体から多くの職員が派遣

されてきている。内閣府の取りまとめ情報によると、被

災地自治体で活動した全国各地から派遣された自治体職

員は発災 1ヶ月後の時点（5月 12日 17:00）で 1,426名

に上り、避難所運営や罹災証明書に係る事務の支援など

を行っていた。派遣職員は、約 3 ヶ月半後の時点（7 月

28日17:00）でも268名に上る。 

 被災自治体では、罹災証明書の発行が遅れ、その判定

に被災者から不満の声が聞かれるなど、業務の混乱が続

いていた。庁舎の建物が被災したり、地震への事前の防

災対策が不十分であったことなどもあり、救援、避難支

援、復旧などに係る業務において混乱が見られた。全国

各地から支援に駆け付けた自治体職員との間の調整でも

すれ違いが起こり、連携が十分に取れないこともあった。 

 自治体や国の行政でも、企業・ＮＰＯ等の民間でも、

災害時には日常の業務状況が反映され、本当の力量が試

されるものである。熊本地震で起こっている混乱での経

験を通して、それを教訓として、次の災害時のみならず、

日常の業務改善が行われることが重要なこととなる。 

 

4-2.ボランティアによる支援活動 

 熊本地震では、発災直後から継続的にボランティアの

不足が非常に顕著に見られる。自治体・社会福祉協議会

の災害ボランティアセンターで登録して活動したボラン

ティア数は、発災後1ヶ月間（5月 13日迄）で延べ46,474

名にとどまっていた。阪神・淡路大震災や東日本大震災

における災害ボランティアセンターでのボランティア数

を大幅に下回っており、災害の規模や諸条件による違い

もあるものの不足感は否めない。 

 一方、ＮＰＯ・ＮＧＯ等によるボランティア数は全体

状況の把握が困難であるが、それらの活動も被災者の支

援ニーズの大きさに対して十分に応えきれていないと言

える。 

 ボランティアが不足している原因の一つとして、ボラ

ンティアを「抑制する力」が働いていることが大きい。

発災から間もない時期に一律に、「混乱するから、ボラン

ティアにまだ行ってはいけない（まだ来ないように）」、

「被災地が落ち着いて、ボランティアの受け皿が整って

から、もう少し後に行くようにして下さい（来て下さい）」

といったマニュアルに従った杓子定規な言葉が、災害ボ

ランティアをコーディネートする関連団体等から盛んに

発せられた。 

 熊本市の災害ボランティアセンターでは、「ボランティ

ア受付終了」「ご来場いただきありがとうございます。残

念ながら、本日ご紹介できる活動がなくなってしまいま

した。受付を締め切らせていただきます。」と書かれた大

きな看板が立てかけられていた。ボランティア募集案内

に「受付開始 9 時」と書かれているのを見て全国から駆

け付けた多くの個人ボランティアたちの中には、9時前に

は既に受付が終了して、コーディネーターから門前払い

の言葉を受けて、路頭にまとった者も多くいた。 

 ボランティア活動をコーディネートする側の論理が強

く働きすぎてしまっているところにボランティア不足を

招いている要因の一つがある。マニュアルに従った杓子

定規な対応では助かる命も助からず、早期の救援・生活

改善は図られない。阪神・淡路大震災時にはボランティ

アが勢いをもって多く活動したのに対して、東日本大震

災でも、発災から間もない時期に同じように「抑制力」

が働いてしまった。支援ニーズの大きさに対して、ボラ

ンティアの支援活動の不足が際立った。それにより、多

くの震災関連死を生む要因の一つにもなり、その後、反

省の声が聞かれた。災害時には、日常のマネジメントと

は異なる非常時のマネジメントが必要となるが、過去の

災害を踏まえたボランティアのコーディネートの教訓が、

熊本地震では十分に活かされなかった。 

 支援を受ける被災者に心があるのと同じように、「支援

するボランティアにも心がある」ということを忘れては

いけない。被災して困っている人たちを直ぐにでも「支

援したいと思う心」を大事にする必要がある。時間が経

てば経つほど、あるいは「ボランティアは今は要らない」

とコーディネーターから門前払いされれば、支援の心は

どうしても冷めていく。非常時における支援活動のコー

ディネートでは、被災者の「心」とともに、支援者の「心」

にも向き合ったマネジメントが非常に重要と言える。 

 現在進行形で続く被災と支援活動だが、災害ボランテ

ィアセンターにおけるボランティアのコーディネートを

振り返り、ボランティアの「抑制力」や「受付終了」等

による心理的・波及的影響の把握と検証（評価）を行う

ことが求められ、今後の災害時の教訓として活かしてい

くことが重要となる。 

 

５．復興の地域創生 

 熊本地震では、このように深刻な被災の現状・課題が

あり、「目に見えない被災」も先が見えない状況で続いて

いる。ボランティア等の支援活動にも不足という課題が

続いている。 

 発災から約 3 カ月半が経つ中、今後は時間とともに、

ハード面での復旧が進み、被災された人たちは仮設住宅

に移るなど、復興の歩みを図っていくことになる。補助

金などの資金支援が図られ、それらを早期に効率よく行

うことが求められる。だが、それらだけでは被災地、被

災者の復興は成り立たない。被災者個々人が抱える「目

に見えない」被災からの生活復興をどのように支援して

いくのかがさらに重要となる。行政や支援団体等におい

ても、その過程において被災者一人一人に合わせた適時

適切な支援活動がなされることが求められる。 

 復興の地域創生では、被災者であり、かつその地域に

住む住民自身が主導して、自律的に復興するようにして

いかなければならず、そのために住民自身が「話し合う」

機会を意識的に作っていくことが必要となる。行政はそ

うした住民主導のあり方を尊重して、被災者・住民とと

もに協働で復興への取組みを行っていくことが重要とな

る。 

 また、中長期的な復興では、その被災地の地域社会に

とって、被災者・住民にとって、「大事なことは何なのか」

「何がなければ、被災者自身が心から思える復興とは言

えないのか」について、常に考えていかなければいけな

い。今後は、「何を持って復興とするか」という哲学・ビ

ジョンを持った復旧・復興と支援活動が重要となってい

く。 

 

【引用・参考文献】 

・今瀬政司（2016）「熊本地震の被災と支援 ～発災１ヶ
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http://www.bousai.go.jp/updates/h280414jishin/ 

・熊本県社会福祉協議会・熊本県災害ボランティアセン
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ボランティアセンター）」『熊本地震ボランティア情報』
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本地震」支援活動の現状と課題～発災から１ヶ月、関

西からの支援を考える～』2016年5月 20日 
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市民活動情報センター・近畿労働金庫・他共催『《5・

20 緊急報告会》「熊本地震」支援活動の現状と課題～

発災から１ヶ月、関西からの支援を考える～』2016年

5月 20日、http://sicnpo.jp/ 

・市民活動情報センター（2016）『「2016年熊本地震」の
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 アニメファンによるボランタリーな地域貢献活動の背景 

谷村要（大手前大学） 

Keyword： コンテンツツーリズム、アニメ聖地巡礼、ファン文化、ジモト 

 

【問題・目的・背景】 
「コンテンツツーリズム」の代表的な事例として、アニ

メ作品の舞台とみなされた地域を旅する行為（「聖地巡礼」）

が挙げられるようになって10年近くが経過した。すでに学

際的に多くの先行研究が積み重ねられているが、研究成果

発表の場はまだ確立されきっていない（佐藤 2015）。特に、

当事者の社会的背景に踏み込んだ議論はじゅうぶんに行わ

れていない（谷村 2014）のが現状である。本稿では、「聖

地巡礼」現象において地域内で見られるアニメファンによ

るボランタリーな活動に焦点を当てる。そのうえで、当事

者のアニメファンの行動の背景を考察したい。 

コンテンツツーリズムに関する研究は、観光学および社

会心理学、情報工学的視点からの分析が進められてきてい

る一方で、社会学的に踏み込んだ研究は意外にも多くない。

本稿ではアニメファンを自認する人びとがいかなるまなざ

しを内在化し、どのような動機からボランタリーな活動に

参加するかを考察する。それらの研究成果は、今後アニメ

作品を活用した地域活性化にどのような背景を持つアクタ

ーが関与するかを検討する一助にもなるはずである。 

【研究方法・研究内容】 

 筆者は 2008年 10月より、「聖地」とみなされた地域
へのフィールドワークとファンによる地域へのボランタ

リーな活動への参与観察を積み重ねてきた。また、多数

のアニメファンおよび地域住民へのインタビューを実施

してきた。本稿では、これらの知見に加え、2016年6月
25日に実施される予定のアニメファンによる島郷海水浴
場（静岡県沼津市）での海岸清掃ボランティアへの参与

観察で得た知見を踏まえ、アニメファンがボランタリー

な地域貢献活動にいかに関わっているかを描き出したい。

報告で取り上げる事例としては、先の島郷海水浴場の清

掃活動に加え、埼玉県久喜市鷲宮と豊郷小学校旧校舎群

（滋賀県犬上郡豊郷町）でのファンの活動を取り上げる

予定である。 
【研究・調査･分析結果】 

 拙稿（谷村 2012;2013）にて、聖地巡礼行動をとるア

ニメファン（便宜上、アニメ聖地巡礼者と呼ぶ）をパイ

オニア（開拓者）型・リピーター型・フォロワー型の３

つの類型に分類したが、地域へのボランティア活動を展

開するのは、パイオニア型とリピーター型に見られる。

ただし、彼らがボランティア活動をおこなう目的はそれ

ぞれ異なる。パイオニア型は聖地巡礼行動を行いやすい

雰囲気をつくりだすためであり、リピーター型は自らの

居場所としての「聖地」への感謝の気持ちからの地域貢

献活動に参加している。 

 
図１ アニメ聖地巡礼者の３つの類型 

【考察・今後の展開】 

 ボランタリーな活動に対するパイオニア型とリピータ

ー型の態度の違いは、巡礼行動そのものを自らの情報発

信活動と結びつけているか、「聖地」とみなす地域をかけ

がえのない存在ととらえるかに寄る。そのようなファン

の地域へのまなざしの差異は巡礼行動をどのような活動

として捉えているかにつながる。アニメを活用した地域

活性化事業では、これら多様なファンの欲望を踏まえた

取り組みや地域の対応が重要となるだろう。 

 

【引用・参考文献】 

佐藤翔（2015）「コンテンツツーリズム研究の分布」岡本

健編『コンテンツツーリズム研究 情報社会の観光行動

と地域振興』福村出版 pp.40-43． 

谷村要（2012）「アニメ聖地巡礼者の研究（１）――２つ

の欲望のベクトルに着目して――」 『大手前大学論集』

No.12 pp.187-199. 

――― (2013) 「ファンが『聖地』に求めるもの」『地域

開発』vol.589 日本地域開発センター pp.13-17. 

―――（2014）「趣味の包摂が生む地域活性化―アニメ聖

地に見る他者の受け入れから」『ノモス』No.35 関西大学

法学研究所 pp.35-46. 

神奈川県における都市農業の社会的価値と地域活性への可能性 

○澁谷朋樹（法政大学大学院政策科学研究所）・唐澤克樹（倉敷市立短期大学）・山形新之介（法政大学大学院） 

Keyword： 都市農業、多面的機能、神奈川県 

 

【はじめに】 
日本における都市農業の概念は、高度経済成長による

都市化や工業化が進展する中で生まれたとされている。

1968年に「都市計画法」が施行されたとき、市街化区域

内農地は縮小され、農業は都市から消えゆく存在として

捉えられていた。ちなみに、市街化区域とは、「すでに市

街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的

かつ計画的に市街化を図るべき区域（都市計画法第7条）」

と定められている。また、無秩序な市街化を防止するた

めに、「市街化を抑制すべき区域（都市計画法第 7 条）」

として、市街化調整区域が定められている。この法が施

行されて以降、「現代都市は農地を必要としているか否か

1）」といった議論が繰り返されることとなった。 

しかし現在、農業は都市を構成する重要な要素のひと

つとして評価されている。農林水産省や国土交通省にお

いても、こうした議論がなされるようになり、2015年に

は、「都市農業振興基本法」が施行された。その目的とし

て、「都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業

の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市

環境の形成に資すること（都市農業振興基本法第1条）」

と明記されているのは、その証左であるといえよう。地

方自治体に目を向けると、2006年に「神奈川県都市農業

推進条例」、2008年に「大阪府都市農業の推進及び農空間

の保全と活用に関する条例」が施行されている。こうし

た背景には、都市に点在する農地には、食料の生産や供

給という機能以外にも、景観創出や交流創出など多面的

機能を有することに関心が集まっている。 

現代において、都市農業は多面的機能を期待され、そ

れはまちづくりや地域の活性化においても重要な役割を

果たすとも考えられる。そこで、本研究では、都市農業

の振興支援策を講じる自治体に焦点を当てる。その上で、

自治体が都市農業を、どのように捉えているのかを明ら

かにし、今後の都市農業における政策の方向性について、

まちづくりの観点から考察する。 

 

【研究方法】 

１．都市農業の定義 

現在に至るまで、「都市農業」の定義が確立されて

いるとはいえない。橋本（1995）は、「『都市農業』と

いう用語が頻繁に使われるようになるのは、1960年代

後半以降である 2)」と述べている。また、1968年に「都

市計画法」が施行されたことにで、「市街化区域の設定

は、都市農業の形成に極めて重要な意味をもっている
3)」と指摘している。鷹取（2000）によれば、都市農

業は、「おおむね1970年代以降、農業経済学などで盛

んに用いられるようになった『市街化区域内農地で営

まれる農業』のこと 4）」と述べている。また、これは

人的な線引きによる規定であり、その事実として、「市

街化区域に区分されながら、都市計画法施行後 30年以

上経過した現在も農地として維持されている土地は少

なくない 5）」と指摘している。樋口（2008）は、都市

農業を3つに大別し、「①農林水産統計の農業地域類型

区分で『都市的地域』に含まれる地域で行われている

農業、②都市計画法にいう『市街化区域』及び『市街

化調整区域』で行われている農業、③都市計画法にい

う『市街化区域』で行われている農業 6)」のいずれか

の意味で用いられていると指摘している。また、それ

らに加え、「神奈川県都市農業推進条例」のように、こ

の分類に属さない例もあると述べている。後藤（2010）

は、都市農業は市街地内の農地で営まれる農業とし、

その農地とは「地価の安い土地を求めてスプロール化

をともないながら市街地が無秩序に拡大したために市

街地の中に残ったもの 7)」と指摘している。 

先行研究をみると、その定義が不明確であるが、そ

れは都市開発や都市計画法に端を発していることがわ

かる。つぎに、法律上の定義についてみてみよう。「都

市農業振興基本法」では、「市街地及びその周辺の地域

において行われる農業（都市農業振興基本法第 2条）」

のことを都市農業と定めている。しかし、この法律で

は「市街地及びその周辺の地域」に一律の基準を定め

てはいない。これは、各地域の実情に応じて、都市農

業区域の設定を求めているからである 8)。 

このように、都市農業を明確に定義することは困難

である。そこで本研究においては、都市農業を「市街

化及びその周辺の地域において行われる農業」と定義

した上で、考察を深める。 
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発表の場はまだ確立されきっていない（佐藤 2015）。特に、
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れていない（谷村 2014）のが現状である。本稿では、「聖

地巡礼」現象において地域内で見られるアニメファンによ

るボランタリーな活動に焦点を当てる。そのうえで、当事

者のアニメファンの行動の背景を考察したい。 

コンテンツツーリズムに関する研究は、観光学および社

会心理学、情報工学的視点からの分析が進められてきてい

る一方で、社会学的に踏み込んだ研究は意外にも多くない。

本稿ではアニメファンを自認する人びとがいかなるまなざ

しを内在化し、どのような動機からボランタリーな活動に

参加するかを考察する。それらの研究成果は、今後アニメ

作品を活用した地域活性化にどのような背景を持つアクタ

ーが関与するかを検討する一助にもなるはずである。 

【研究方法・研究内容】 

 筆者は 2008年 10月より、「聖地」とみなされた地域
へのフィールドワークとファンによる地域へのボランタ

リーな活動への参与観察を積み重ねてきた。また、多数

のアニメファンおよび地域住民へのインタビューを実施

してきた。本稿では、これらの知見に加え、2016年6月
25日に実施される予定のアニメファンによる島郷海水浴
場（静岡県沼津市）での海岸清掃ボランティアへの参与

観察で得た知見を踏まえ、アニメファンがボランタリー

な地域貢献活動にいかに関わっているかを描き出したい。

報告で取り上げる事例としては、先の島郷海水浴場の清

掃活動に加え、埼玉県久喜市鷲宮と豊郷小学校旧校舎群

（滋賀県犬上郡豊郷町）でのファンの活動を取り上げる

予定である。 
【研究・調査･分析結果】 

 拙稿（谷村 2012;2013）にて、聖地巡礼行動をとるア

ニメファン（便宜上、アニメ聖地巡礼者と呼ぶ）をパイ

オニア（開拓者）型・リピーター型・フォロワー型の３

つの類型に分類したが、地域へのボランティア活動を展

開するのは、パイオニア型とリピーター型に見られる。

ただし、彼らがボランティア活動をおこなう目的はそれ

ぞれ異なる。パイオニア型は聖地巡礼行動を行いやすい

雰囲気をつくりだすためであり、リピーター型は自らの

居場所としての「聖地」への感謝の気持ちからの地域貢

献活動に参加している。 

 
図１ アニメ聖地巡礼者の３つの類型 

【考察・今後の展開】 

 ボランタリーな活動に対するパイオニア型とリピータ

ー型の態度の違いは、巡礼行動そのものを自らの情報発

信活動と結びつけているか、「聖地」とみなす地域をかけ

がえのない存在ととらえるかに寄る。そのようなファン

の地域へのまなざしの差異は巡礼行動をどのような活動

として捉えているかにつながる。アニメを活用した地域

活性化事業では、これら多様なファンの欲望を踏まえた

取り組みや地域の対応が重要となるだろう。 
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【はじめに】 
日本における都市農業の概念は、高度経済成長による

都市化や工業化が進展する中で生まれたとされている。

1968年に「都市計画法」が施行されたとき、市街化区域

内農地は縮小され、農業は都市から消えゆく存在として

捉えられていた。ちなみに、市街化区域とは、「すでに市

街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的

かつ計画的に市街化を図るべき区域（都市計画法第7条）」

と定められている。また、無秩序な市街化を防止するた

めに、「市街化を抑制すべき区域（都市計画法第 7 条）」

として、市街化調整区域が定められている。この法が施

行されて以降、「現代都市は農地を必要としているか否か

1）」といった議論が繰り返されることとなった。 

しかし現在、農業は都市を構成する重要な要素のひと

つとして評価されている。農林水産省や国土交通省にお

いても、こうした議論がなされるようになり、2015年に

は、「都市農業振興基本法」が施行された。その目的とし

て、「都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業

の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市

環境の形成に資すること（都市農業振興基本法第1条）」

と明記されているのは、その証左であるといえよう。地

方自治体に目を向けると、2006年に「神奈川県都市農業

推進条例」、2008年に「大阪府都市農業の推進及び農空間

の保全と活用に関する条例」が施行されている。こうし

た背景には、都市に点在する農地には、食料の生産や供

給という機能以外にも、景観創出や交流創出など多面的

機能を有することに関心が集まっている。 

現代において、都市農業は多面的機能を期待され、そ

れはまちづくりや地域の活性化においても重要な役割を

果たすとも考えられる。そこで、本研究では、都市農業

の振興支援策を講じる自治体に焦点を当てる。その上で、

自治体が都市農業を、どのように捉えているのかを明ら

かにし、今後の都市農業における政策の方向性について、

まちづくりの観点から考察する。 

 

【研究方法】 

１．都市農業の定義 

現在に至るまで、「都市農業」の定義が確立されて

いるとはいえない。橋本（1995）は、「『都市農業』と

いう用語が頻繁に使われるようになるのは、1960年代

後半以降である 2)」と述べている。また、1968年に「都

市計画法」が施行されたことにで、「市街化区域の設定

は、都市農業の形成に極めて重要な意味をもっている
3)」と指摘している。鷹取（2000）によれば、都市農

業は、「おおむね 1970年代以降、農業経済学などで盛

んに用いられるようになった『市街化区域内農地で営

まれる農業』のこと 4）」と述べている。また、これは

人的な線引きによる規定であり、その事実として、「市

街化区域に区分されながら、都市計画法施行後 30年以

上経過した現在も農地として維持されている土地は少

なくない 5）」と指摘している。樋口（2008）は、都市

農業を3つに大別し、「①農林水産統計の農業地域類型

区分で『都市的地域』に含まれる地域で行われている

農業、②都市計画法にいう『市街化区域』及び『市街

化調整区域』で行われている農業、③都市計画法にい

う『市街化区域』で行われている農業 6)」のいずれか

の意味で用いられていると指摘している。また、それ

らに加え、「神奈川県都市農業推進条例」のように、こ

の分類に属さない例もあると述べている。後藤（2010）

は、都市農業は市街地内の農地で営まれる農業とし、

その農地とは「地価の安い土地を求めてスプロール化

をともないながら市街地が無秩序に拡大したために市

街地の中に残ったもの 7)」と指摘している。 

先行研究をみると、その定義が不明確であるが、そ

れは都市開発や都市計画法に端を発していることがわ

かる。つぎに、法律上の定義についてみてみよう。「都

市農業振興基本法」では、「市街地及びその周辺の地域

において行われる農業（都市農業振興基本法第 2条）」

のことを都市農業と定めている。しかし、この法律で

は「市街地及びその周辺の地域」に一律の基準を定め

てはいない。これは、各地域の実情に応じて、都市農

業区域の設定を求めているからである 8)。 

このように、都市農業を明確に定義することは困難

である。そこで本研究においては、都市農業を「市街

化及びその周辺の地域において行われる農業」と定義

した上で、考察を深める。 
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２．事例地域の選定と調査方法 

 本研究では、三大都市圏特定市である神奈川県にある

19市を事例とした。その理由として、以下の三点が挙げ

られる。第一に、大規模な生産地を内包するという地域

特性を有していることである。第二に、東京都に隣接し

県内に 3つの政令指定都市と 1つの中核市が存在する大

消費地ということである。第三に、全国に先駆けて「神

奈川県都市農業推進条例」を策定していることである。 
そこでまず、『農林業センサス』、『神奈川県市町村税財

政データ集』、『神奈川農林水産統計年報』を基に、農地

面積の推移を把握した。つぎに、神奈川県にある19市が

都市農業をどのように捉え、今後の方向性をどのように

考えているかについて、郵送による記名式アンケート調

査を実施した。それに加えて、アンケート調査の結果を

補完し、より詳しく状況を探るために海老名市と藤沢市

にヒアリング調査を実施した。 

 

【研究結果】 

１．神奈川県内19市の市街化区域内農地面積の推移 

 神奈川県にある19市の農地面積は、高度経済成長期頃

からバブル期頃にかけて急激に減少した。それ以降から

現在までの間、農地面積はゆるやかに減少している。一

方、市街化区域内農地に目を向けると、2008年から2014

年にかけて、約2割減少していることがわかる（表1）。 

 

表1 市街化区域内農地面積の推移 

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

横浜市 318 306 295 277 262 249 247
川崎市 144 139 133 127 120 115 108
相模原市 162 158 151 145 138 140 149
横須賀市 46 45 45 43 42 42 40
平塚市 91 82 78 74 67 63 57
鎌倉市 15 15 14 14 13 13 12
藤沢市 114 107 101 95 90 88 81
小田原市 101 98 92 88 84 79 76
茅ヶ崎市 62 60 57 53 51 48 47
逗子市 5 5 4 4 4 3 3
三浦市 37 34 32 31 31 30 30
秦野市 140 136 132 128 121 117 112
厚木市 108 106 102 98 94 90 86
大和市 35 34 31 30 29 28 27
伊勢原市 38 37 36 34 32 32 31
海老名市 39 38 37 35 43 40 33
座間市 24 24 23 21 20 20 18
南足柄市 36 34 33 31 28 27 27
綾瀬市 25 23 21 20 19 18 17
市計 1,539 1,480 1,416 1,350 1,289 1,242 1,199 

（単位：ha） 

注)生産緑地の面積は含まれない。 

（出所：神奈川県『神奈川県市町村税財政概要』、神奈川県『神

奈川県 市町村税財政事情概要』、神奈川県『神奈川県市町村財

政データ集』を基に筆者作成） 

 
２．アンケート調査の結果 

神奈川県にある19市を対象に、記名式アンケート調査

を実施した。このアンケートの主な目的は、「都市農業振

興基本法」や「神奈川県都市農業推進条例」を踏まえて、

神奈川県の市街地における農業の動向、および振興策を

分析することである。2016 年 1 月に神奈川県にある 19

市へ郵送し、うち13市から回答を得た。 

 本調査では、まず市街化区域内農地を取り巻く現状に

ついて尋ねた（表2）。その結果、「農地の細分化、分散化

が進んでいる」、「宅地需要が増加していることから宅地

化を進めている」、「農地周辺の環境との兼ね合いから営

農できる状況にはない」に回答が集中した。 
 

表2 市街化区域内農地を取り巻く現状 

項目 度数

農地の細分化、分散化が進んでいる 6

宅地の需要が増加していることから宅地化を進めている 5

農地周辺の環境との兼ね合いから営農できる状況にはない 3

耕作放棄地が増加している 1

接道していない農地が増加している 0

農業基盤（農業用水路等）の老朽化に伴う営農環境が悪化している 0

宅地の需要が減少していることから宅地化を進めることが難しい 0

その他 1  

注）複数回答による選択。 

（出所：アンケート調査を基に筆者作成） 

 

 つぎに、市街化区域内農地の機能について尋ねた（表3）。

その結果、「景観創出機能」、「食育・教育機能」、「地産地

消機能」、「交流創出機能」、「防災機能」に回答が集中し

た。一方、「環境保全機能」という回答は少なかった。ま

た、「その他」と回答したところに具体的な機能を尋ねた

ところ、「営農」や「乱開発の防止」が挙げられた。 

 

表3 市街化区域内農地の機能 

項目 度数 項目 度数

景観創出機能 6 防災機能 5
食育・教育機能 6 環境保全機能 2
地産地消機能 6 その他 2
交流創出機能 5  

注）複数回答による選択。 

（出所：アンケート調査を基に筆者作成） 

 

 続いて、市街化区域内農地を保全する上での課題につ

いて尋ねた（表4）。その結果、「農地所有者への税制措置」

という回答が最も多く、次いで、「担い手の確保」、「宅地

の需要増加」という順になった。 

そして、都市農業の定義／概念に含まれる区域として

望ましいものを回答してもらった。その結果、「市街化区

域内と市街化調整区域内に点在する農地」、「市街化区域

内に点在する農地・市街化区域に隣接する農地」に回答

が集中した。また少数ながら、「市街化区域内に点在する

農地」との回答もあった。しかし、ここで注視すべきは、

「都市農業という概念への疑念がある」といった回答で

ある。その具体的理由について尋ねると、「定義があいま

いなので明確には回答できない」、「広義と狭義の定義が

あるのでは」、「範囲が自治体なのか地域毎なのか、都市

農業の定義がよくわからない」といった回答があった。 

 

表4 市街化区域内農地の保全課題 

項目 度数

農地所有者への租税措置 7
担い手の確保 6
宅地の需要が増加 6
農地の細分化と分散化 5
周辺住民への理解が得られない 5
耕作放棄地への対応 3
その他 0  

注）複数回答による選択。 

（出所：アンケート調査を基に筆者作成） 

 

表5 都市農業の定義／概念 

項目 度数

市街化区域内と市街化調整区域内に点在する農地 4

市街化区域内に点在する農地・市街化区域に隣接する農地 4

都市農業という概念への疑念がある 3

市街化区域内に点在する農地 1
 

（出所：アンケート調査を基に筆者作成） 

 

３．ヒアリング調査の結果 

アンケート調査の結果を補完し、より詳しく状況を探

るためにヒアリング調査を実施した。そこで、都心への

アクセス環境が良好で、人口が増加傾向にあり、市街化

区域の再開発が著しい海老名市と藤沢市で調査を行った。 

 

3.1 海老名市 

 海老名市は、県央に位置する面積 26.59 ㎢の都市であ

る 9)。2015年の人口は130,287人、世帯数は53,402世帯

である。2010年と比較して、人口は2.0％、世帯数は5.9％

増加している。海老名駅から電車を利用して、横浜駅ま

で約30分、新宿駅まで約50分の場所にある。2015年 10

月には、海老名駅西口に大型商業施設が開業した。 

海老名市では古くからイチゴの生産が盛んであり、市

民には「海老名といえばイチゴ」というイメージがある。

このイチゴを使用した「いちごわいん」は、1988年に海

老名市の特産品第1号に指定されている。 

都市農業の区域について、海老名市では「市街化区域

と市街化調整区域にある農地」を想定している。その理

由は、市街化区域内農地の面積が少ないため、その区域

に特化した政策のみを講じても、限定的な成果に留まる

可能性が高いからである。 

 担い手については、将来的な課題はあるものの、施設

園芸などを中心に後継者は比較的多い状況にある。一方、

一団のまとまりのある大規模な農地が少ないため、異業

種参入や株式会社などの法人等の参入が少ない現状とな

っている。また、個人として新たに参入する者について

は、資金面などから定着しにくい現状がある。 

 海老名市は、市街化区域と市街化調整区域に市民農園

を開設している。これは、市が土地所有者より用地を借

用し、利用者募集について広く周知した上で市民に貸し

出している。 

 

3.2 藤沢市 

藤沢市は、県南に位置し、相模湾に接する面積 69.57

㎢の都市である 10)。2015年の人口は424,103人、世帯数

は180,180世帯である。2010年と比較して、人口は3.5％、

世帯数は4.8％増加している。藤沢駅から電車を利用して、

横浜駅まで約 20分、東京駅まで約 55分の場所にある。

2011年 11月には、辻堂駅北口に大型商業施設が開業した。 

藤沢市では、キャベツやトマトなどの「湘南野菜」、ぶ

どうの「藤稔」などが有名である。「藤稔」は、藤沢市で

生まれた品種で、1985年に品種登録されている。粒が大

きく、高級果実として市場に出回っている。 

都市農業の区域について、2016年度策定を予定してい

る「藤沢市都市農業振興基本計画」の協議会において審

議することとなっている。 

担い手については、施設園芸や露地栽培では、後継者

がおり、現段階では担い手不足が大きな課題とはなって

いない。一方、水田に関しては担い手が不足している。

また、新規就農者の受け入れも積極的に行っている。そ

うした人たちの定着率はかなり高いという。なお、受け

入れに関しては、湘南広域都市 2市 1町（藤沢市、茅ヶ

崎市、寒川町）が連携し、受入支援体制の統一化や農地

情報の共有化を図っている。 

藤沢市は「湘南」のイメージが強いが「藤沢」のイメ

ージ・アップを図っていく中で、「藤沢産」として農産物

の販路拡大を目指す必要性があると考えているという。 
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２．事例地域の選定と調査方法 

 本研究では、三大都市圏特定市である神奈川県にある

19市を事例とした。その理由として、以下の三点が挙げ

られる。第一に、大規模な生産地を内包するという地域

特性を有していることである。第二に、東京都に隣接し

県内に 3つの政令指定都市と 1つの中核市が存在する大

消費地ということである。第三に、全国に先駆けて「神

奈川県都市農業推進条例」を策定していることである。 
そこでまず、『農林業センサス』、『神奈川県市町村税財

政データ集』、『神奈川農林水産統計年報』を基に、農地

面積の推移を把握した。つぎに、神奈川県にある19市が

都市農業をどのように捉え、今後の方向性をどのように

考えているかについて、郵送による記名式アンケート調

査を実施した。それに加えて、アンケート調査の結果を

補完し、より詳しく状況を探るために海老名市と藤沢市

にヒアリング調査を実施した。 

 

【研究結果】 

１．神奈川県内19市の市街化区域内農地面積の推移 

 神奈川県にある19市の農地面積は、高度経済成長期頃

からバブル期頃にかけて急激に減少した。それ以降から

現在までの間、農地面積はゆるやかに減少している。一

方、市街化区域内農地に目を向けると、2008年から2014

年にかけて、約2割減少していることがわかる（表1）。 

 

表1 市街化区域内農地面積の推移 

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

横浜市 318 306 295 277 262 249 247
川崎市 144 139 133 127 120 115 108
相模原市 162 158 151 145 138 140 149
横須賀市 46 45 45 43 42 42 40
平塚市 91 82 78 74 67 63 57
鎌倉市 15 15 14 14 13 13 12
藤沢市 114 107 101 95 90 88 81
小田原市 101 98 92 88 84 79 76
茅ヶ崎市 62 60 57 53 51 48 47
逗子市 5 5 4 4 4 3 3
三浦市 37 34 32 31 31 30 30
秦野市 140 136 132 128 121 117 112
厚木市 108 106 102 98 94 90 86
大和市 35 34 31 30 29 28 27
伊勢原市 38 37 36 34 32 32 31
海老名市 39 38 37 35 43 40 33
座間市 24 24 23 21 20 20 18
南足柄市 36 34 33 31 28 27 27
綾瀬市 25 23 21 20 19 18 17
市計 1,539 1,480 1,416 1,350 1,289 1,242 1,199 

（単位：ha） 

注)生産緑地の面積は含まれない。 

（出所：神奈川県『神奈川県市町村税財政概要』、神奈川県『神

奈川県 市町村税財政事情概要』、神奈川県『神奈川県市町村財

政データ集』を基に筆者作成） 

 
２．アンケート調査の結果 

神奈川県にある19市を対象に、記名式アンケート調査

を実施した。このアンケートの主な目的は、「都市農業振

興基本法」や「神奈川県都市農業推進条例」を踏まえて、

神奈川県の市街地における農業の動向、および振興策を

分析することである。2016 年 1 月に神奈川県にある 19

市へ郵送し、うち13市から回答を得た。 

 本調査では、まず市街化区域内農地を取り巻く現状に

ついて尋ねた（表2）。その結果、「農地の細分化、分散化

が進んでいる」、「宅地需要が増加していることから宅地

化を進めている」、「農地周辺の環境との兼ね合いから営

農できる状況にはない」に回答が集中した。 
 

表2 市街化区域内農地を取り巻く現状 

項目 度数

農地の細分化、分散化が進んでいる 6

宅地の需要が増加していることから宅地化を進めている 5

農地周辺の環境との兼ね合いから営農できる状況にはない 3

耕作放棄地が増加している 1

接道していない農地が増加している 0

農業基盤（農業用水路等）の老朽化に伴う営農環境が悪化している 0

宅地の需要が減少していることから宅地化を進めることが難しい 0

その他 1  

注）複数回答による選択。 

（出所：アンケート調査を基に筆者作成） 

 

 つぎに、市街化区域内農地の機能について尋ねた（表3）。

その結果、「景観創出機能」、「食育・教育機能」、「地産地

消機能」、「交流創出機能」、「防災機能」に回答が集中し

た。一方、「環境保全機能」という回答は少なかった。ま

た、「その他」と回答したところに具体的な機能を尋ねた

ところ、「営農」や「乱開発の防止」が挙げられた。 

 

表3 市街化区域内農地の機能 

項目 度数 項目 度数

景観創出機能 6 防災機能 5
食育・教育機能 6 環境保全機能 2
地産地消機能 6 その他 2
交流創出機能 5  

注）複数回答による選択。 

（出所：アンケート調査を基に筆者作成） 

 

 続いて、市街化区域内農地を保全する上での課題につ

いて尋ねた（表4）。その結果、「農地所有者への税制措置」

という回答が最も多く、次いで、「担い手の確保」、「宅地

の需要増加」という順になった。 

そして、都市農業の定義／概念に含まれる区域として

望ましいものを回答してもらった。その結果、「市街化区

域内と市街化調整区域内に点在する農地」、「市街化区域

内に点在する農地・市街化区域に隣接する農地」に回答

が集中した。また少数ながら、「市街化区域内に点在する

農地」との回答もあった。しかし、ここで注視すべきは、

「都市農業という概念への疑念がある」といった回答で

ある。その具体的理由について尋ねると、「定義があいま

いなので明確には回答できない」、「広義と狭義の定義が

あるのでは」、「範囲が自治体なのか地域毎なのか、都市

農業の定義がよくわからない」といった回答があった。 

 

表4 市街化区域内農地の保全課題 

項目 度数

農地所有者への租税措置 7
担い手の確保 6
宅地の需要が増加 6
農地の細分化と分散化 5
周辺住民への理解が得られない 5
耕作放棄地への対応 3
その他 0  

注）複数回答による選択。 

（出所：アンケート調査を基に筆者作成） 

 

表5 都市農業の定義／概念 

項目 度数

市街化区域内と市街化調整区域内に点在する農地 4

市街化区域内に点在する農地・市街化区域に隣接する農地 4

都市農業という概念への疑念がある 3

市街化区域内に点在する農地 1
 

（出所：アンケート調査を基に筆者作成） 

 

３．ヒアリング調査の結果 

アンケート調査の結果を補完し、より詳しく状況を探

るためにヒアリング調査を実施した。そこで、都心への

アクセス環境が良好で、人口が増加傾向にあり、市街化

区域の再開発が著しい海老名市と藤沢市で調査を行った。 

 

3.1 海老名市 

 海老名市は、県央に位置する面積 26.59 ㎢の都市であ

る 9)。2015年の人口は130,287人、世帯数は53,402世帯

である。2010年と比較して、人口は2.0％、世帯数は5.9％

増加している。海老名駅から電車を利用して、横浜駅ま

で約30分、新宿駅まで約50分の場所にある。2015年 10

月には、海老名駅西口に大型商業施設が開業した。 

海老名市では古くからイチゴの生産が盛んであり、市

民には「海老名といえばイチゴ」というイメージがある。

このイチゴを使用した「いちごわいん」は、1988年に海

老名市の特産品第1号に指定されている。 

都市農業の区域について、海老名市では「市街化区域

と市街化調整区域にある農地」を想定している。その理

由は、市街化区域内農地の面積が少ないため、その区域

に特化した政策のみを講じても、限定的な成果に留まる

可能性が高いからである。 

 担い手については、将来的な課題はあるものの、施設

園芸などを中心に後継者は比較的多い状況にある。一方、

一団のまとまりのある大規模な農地が少ないため、異業

種参入や株式会社などの法人等の参入が少ない現状とな

っている。また、個人として新たに参入する者について

は、資金面などから定着しにくい現状がある。 

 海老名市は、市街化区域と市街化調整区域に市民農園

を開設している。これは、市が土地所有者より用地を借

用し、利用者募集について広く周知した上で市民に貸し

出している。 

 

3.2 藤沢市 

藤沢市は、県南に位置し、相模湾に接する面積 69.57

㎢の都市である 10)。2015年の人口は424,103人、世帯数

は180,180世帯である。2010年と比較して、人口は3.5％、

世帯数は4.8％増加している。藤沢駅から電車を利用して、

横浜駅まで約 20分、東京駅まで約 55分の場所にある。

2011年 11月には、辻堂駅北口に大型商業施設が開業した。 

藤沢市では、キャベツやトマトなどの「湘南野菜」、ぶ

どうの「藤稔」などが有名である。「藤稔」は、藤沢市で

生まれた品種で、1985年に品種登録されている。粒が大

きく、高級果実として市場に出回っている。 

都市農業の区域について、2016年度策定を予定してい

る「藤沢市都市農業振興基本計画」の協議会において審

議することとなっている。 

担い手については、施設園芸や露地栽培では、後継者

がおり、現段階では担い手不足が大きな課題とはなって

いない。一方、水田に関しては担い手が不足している。

また、新規就農者の受け入れも積極的に行っている。そ

うした人たちの定着率はかなり高いという。なお、受け

入れに関しては、湘南広域都市 2市 1町（藤沢市、茅ヶ

崎市、寒川町）が連携し、受入支援体制の統一化や農地

情報の共有化を図っている。 

藤沢市は「湘南」のイメージが強いが「藤沢」のイメ

ージ・アップを図っていく中で、「藤沢産」として農産物

の販路拡大を目指す必要性があると考えているという。 
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【おわりに】 

本研究では、以下の結果を導き出した。 
第一に、都市農業の定義は未だに不明瞭である。そ

のため、その区域を地域の実情に合わせて設定するこ

とが求められるが、その設定に自治体が困惑する姿も

見受けられた。第二に、農地そのものは大きく減少し

ていないにも関わらず、市街地区域内農地の減少率が

大きいことである。第三に、都市農業は多面的機能を

期待されていることが明らかとなった。本調査で用意

した選択肢は、農林水産省が提唱する都市農業の機能

に基づくものである。それらに加えて、本結果からは、

自治体によっては、「営農」や「乱開発の防止」がひと

つの機能として考えられていることがわかった。 
このように、都市農業の有用性が認められる一方で、

農地の適正な保全と維持は大きな課題である。これを、

まちづくりの課題として、地域全体で解決することが

求められている。そして、議論が深まっていく中で、

都市農業は地域の活性化に重要な役割を果たしていく

と考えられる。例えば、一部の自治体において、地域

の農産物を学校給食で活用する取り組みが試験的に実

施されている。この取り組みは、食・農・地域を考え

るための教育に貢献するだろう。確かに、農産物の安

定供給や経済効果など、検討すべき課題も少なくはな

い。しかし、こうした地域内の循環は、都市農業の価

値を向上させ、地域の活性化に寄与すると考えられる。

また、地域住民の農業への理解が深まることで、営農

者の意欲向上につながることも期待できるだろう。 
それゆえに、今後の研究課題は、農地保全の具体策

を検討し、その担い手や農地周辺の住民の考え方を明

らかにすることである。加えて、自治体が講じている

農業政策の有効性を検証する必要があろう。 
 

【注】 

1)池田（1992），p.224。 

2)橋本（1995），p.7。 

3)同書，p.10. 

4)鷹取（2000），p.403。 

5)同書。 

6)樋口（2008），p.1。 

7)後藤（2010），p.7。 

8)詳細は、農林水産省（2016）を参照のこと。 

9)市の面積と、人口、世帯の数値は、総務省（2016）を

参照のこと。 

10)同上。 
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中山間地域の「地方版総合戦略」の行方―農林業・観光における成長産業化の可能性と課題 

岡本義行・山本祐子・渡辺修誠（法政大学地域研究センター）、浅井博（法政大学大学院） 

 

Keyword：成長産業化，日本版DMO，農林業, グリーン・ツーリズム，観光 

 

【問題・目的・背景】 

政府が推進する「まち・ひと・しごと創生」を受けて、

地方自治体では「地方版総合戦略」を策定（平成27年度

末現在1,737市区町村で策定）した。2016年度から、本

格的にそれらについての事業が開始されている。 

これらの事業は、本当に少子・高齢化に歯止めをかけ、

経済の縮小を克服することができるのか。その有効性を

検証することが重要であるが、現状、目先のKPI（重要業

績評価指標）の目標値に向けてアクションを起こすだけ

で精一杯だという自治体は少なくない。 

特に、中山間地域の過疎地域では人口減少・高齢化や

地域経済再生が課題になって長い年月が経過しており、

これまでにもさまざまな支援を受けた対応策が施行され

てきた。にもかかわらず、課題は消えることなく山積さ

れている。地方版総合戦略の抱える課題は、いかに克服

していけるだろうか。 

本稿では、国が目指す成長産業化の中から農林業と観

光に着目した。農林業は中山間地域の主産業であり、地

域資源としての活用法をいかに見出すかが喫急の課題と

なっている。また、観光は「観光立国推進基本法（2007

年）」の施行以降、それまで観光と無縁だった地域でも、

この法の基本理念（地域における創意工夫、地域社会の

継続等）に基づいて、観光政策を施行せざるをえなくな

った。政府が進める「明日の日本を支える観光ビジョン」

によれば、次なる観光の展開は、国際競争力を高めて国

の基幹産業を目指す、地域資源を活用して地方創生の礎

にする、旅行者が満喫できる環境にする、の３つである。

この展開による目標値は、2020年（平成32年）の訪日外

国人旅行者数4,000万人、消費額8兆年である。 

本稿の目的は農林業、観光における成長産業化の要件

を検証し、地方自治体への提言を行うことである。 

 

【研究方法】 

本稿のリサーチクエスチョンは、中山間地域の農林業

と観光における成長産業化の要件とは何かである。 

この課題の解明にあたり、量的調査と質的調査を用い

る。資料は各省庁のデータおよび地域経済分析システム

（RESAS）を使用する。質的調査として、ヒアリング調査

結果（2015年 3回、2016年1回実施）をKJ法により分

析する。 

なお、本研究の事例地には岡山県鏡野町および長野県

伊那市を選定した。選定理由は、①中山間地域および過

疎地である、②農林業と観光の成長産業化を課題とする

地域である、③研究・調査協力が得られる地域である、

という3点による。 

  

【研究内容】 

農林水産省では、農林業や観光の成長産業化を図るた

めには、それぞれが単体ではなく農林水産業、観光、医

療・福祉等との連携が必要である、との見地から、総合

的に捉えた政策の遂行を推奨している。また、観光庁で

推進している「日本版DMO」においても、ブランド力を

高める仕組みづくりには科学的アプロ－チや地域内外の

多様な連携が重要としている。そのため、観光戦略の策

定には、食と観光の関連させた 6次産業化の商品開発や

体験プログラム等との連携に期待が寄せられている。 

以上から、本稿では農林業と観光の成長産業化につい

ての検証であるが、農林業と観光の双方が重なり合う観

光を便宜上「グリーン・ツーリズム」として検証する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

１．鏡野町の概要と農林業 

（１）鏡野町の概要 

鏡野町の人口は13,478人、世帯数は5,660戸(2016年

7月現在)である。岡山県の北部に位置し、北は鳥取県と

の県境にあり、一角は中国山脈である。また、関西圏と

広島県の間に位置するため、古くから山陰と山陽を結ぶ

地域となってきた。気候は、夏冬の温度格差が大きい内

陸性気候である。 

産業は、米・野菜・果樹を中心とした農業と林業であ

る。最大の観光資源は温泉であり、美作三湯（湯郷温泉・

湯原温泉・奥津温泉）の一つとして知られる地域である。
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【おわりに】 

本研究では、以下の結果を導き出した。 
第一に、都市農業の定義は未だに不明瞭である。そ

のため、その区域を地域の実情に合わせて設定するこ

とが求められるが、その設定に自治体が困惑する姿も

見受けられた。第二に、農地そのものは大きく減少し

ていないにも関わらず、市街地区域内農地の減少率が

大きいことである。第三に、都市農業は多面的機能を

期待されていることが明らかとなった。本調査で用意

した選択肢は、農林水産省が提唱する都市農業の機能

に基づくものである。それらに加えて、本結果からは、

自治体によっては、「営農」や「乱開発の防止」がひと

つの機能として考えられていることがわかった。 
このように、都市農業の有用性が認められる一方で、

農地の適正な保全と維持は大きな課題である。これを、

まちづくりの課題として、地域全体で解決することが

求められている。そして、議論が深まっていく中で、

都市農業は地域の活性化に重要な役割を果たしていく

と考えられる。例えば、一部の自治体において、地域

の農産物を学校給食で活用する取り組みが試験的に実

施されている。この取り組みは、食・農・地域を考え

るための教育に貢献するだろう。確かに、農産物の安

定供給や経済効果など、検討すべき課題も少なくはな

い。しかし、こうした地域内の循環は、都市農業の価

値を向上させ、地域の活性化に寄与すると考えられる。

また、地域住民の農業への理解が深まることで、営農

者の意欲向上につながることも期待できるだろう。 
それゆえに、今後の研究課題は、農地保全の具体策

を検討し、その担い手や農地周辺の住民の考え方を明

らかにすることである。加えて、自治体が講じている

農業政策の有効性を検証する必要があろう。 
 

【注】 

1)池田（1992），p.224。 

2)橋本（1995），p.7。 

3)同書，p.10. 

4)鷹取（2000），p.403。 

5)同書。 

6)樋口（2008），p.1。 

7)後藤（2010），p.7。 

8)詳細は、農林水産省（2016）を参照のこと。 

9)市の面積と、人口、世帯の数値は、総務省（2016）を

参照のこと。 

10)同上。 
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中山間地域の「地方版総合戦略」の行方―農林業・観光における成長産業化の可能性と課題 

岡本義行・山本祐子・渡辺修誠（法政大学地域研究センター）、浅井博（法政大学大学院） 

 

Keyword：成長産業化，日本版DMO，農林業, グリーン・ツーリズム，観光 

 

【問題・目的・背景】 

政府が推進する「まち・ひと・しごと創生」を受けて、

地方自治体では「地方版総合戦略」を策定（平成27年度

末現在1,737市区町村で策定）した。2016年度から、本

格的にそれらについての事業が開始されている。 

これらの事業は、本当に少子・高齢化に歯止めをかけ、

経済の縮小を克服することができるのか。その有効性を

検証することが重要であるが、現状、目先のKPI（重要業

績評価指標）の目標値に向けてアクションを起こすだけ

で精一杯だという自治体は少なくない。 

特に、中山間地域の過疎地域では人口減少・高齢化や

地域経済再生が課題になって長い年月が経過しており、

これまでにもさまざまな支援を受けた対応策が施行され

てきた。にもかかわらず、課題は消えることなく山積さ

れている。地方版総合戦略の抱える課題は、いかに克服

していけるだろうか。 

本稿では、国が目指す成長産業化の中から農林業と観

光に着目した。農林業は中山間地域の主産業であり、地

域資源としての活用法をいかに見出すかが喫急の課題と

なっている。また、観光は「観光立国推進基本法（2007

年）」の施行以降、それまで観光と無縁だった地域でも、

この法の基本理念（地域における創意工夫、地域社会の

継続等）に基づいて、観光政策を施行せざるをえなくな

った。政府が進める「明日の日本を支える観光ビジョン」

によれば、次なる観光の展開は、国際競争力を高めて国

の基幹産業を目指す、地域資源を活用して地方創生の礎

にする、旅行者が満喫できる環境にする、の３つである。

この展開による目標値は、2020年（平成32年）の訪日外

国人旅行者数4,000万人、消費額8兆年である。 

本稿の目的は農林業、観光における成長産業化の要件

を検証し、地方自治体への提言を行うことである。 

 

【研究方法】 

本稿のリサーチクエスチョンは、中山間地域の農林業

と観光における成長産業化の要件とは何かである。 

この課題の解明にあたり、量的調査と質的調査を用い

る。資料は各省庁のデータおよび地域経済分析システム

（RESAS）を使用する。質的調査として、ヒアリング調査

結果（2015年 3回、2016年1回実施）をKJ法により分

析する。 

なお、本研究の事例地には岡山県鏡野町および長野県

伊那市を選定した。選定理由は、①中山間地域および過

疎地である、②農林業と観光の成長産業化を課題とする

地域である、③研究・調査協力が得られる地域である、

という3点による。 

  

【研究内容】 

農林水産省では、農林業や観光の成長産業化を図るた

めには、それぞれが単体ではなく農林水産業、観光、医

療・福祉等との連携が必要である、との見地から、総合

的に捉えた政策の遂行を推奨している。また、観光庁で

推進している「日本版DMO」においても、ブランド力を

高める仕組みづくりには科学的アプロ－チや地域内外の

多様な連携が重要としている。そのため、観光戦略の策

定には、食と観光の関連させた 6次産業化の商品開発や

体験プログラム等との連携に期待が寄せられている。 

以上から、本稿では農林業と観光の成長産業化につい

ての検証であるが、農林業と観光の双方が重なり合う観

光を便宜上「グリーン・ツーリズム」として検証する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

１．鏡野町の概要と農林業 

（１）鏡野町の概要 

鏡野町の人口は13,478人、世帯数は5,660戸(2016年

7月現在)である。岡山県の北部に位置し、北は鳥取県と

の県境にあり、一角は中国山脈である。また、関西圏と

広島県の間に位置するため、古くから山陰と山陽を結ぶ

地域となってきた。気候は、夏冬の温度格差が大きい内

陸性気候である。 

産業は、米・野菜・果樹を中心とした農業と林業であ

る。最大の観光資源は温泉であり、美作三湯（湯郷温泉・

湯原温泉・奥津温泉）の一つとして知られる地域である。
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冬季は一定の積雪があるため、スキー場を設置している。 

（２）農業の課題 

鏡野町の農業の課題は主に3点である。 

1点目は、農林業就業者の減少と高齢化である。農業

就業者の年齢構成を見ると、8割弱が高齢者であり、54

歳以下は1割にも満たない。岡山県は全国平均より農業

従事者の高齢化が進んでいるが、その岡山県の平均より

さらに鏡野町の高齢化は進んでいる。 

2点目は、山間農業地域の耕作放棄地と鳥獣被害の増

加である。鏡野町の耕作地は中間農業地域と山間農業地

域に位置するが、山間地域では鳥獣被害が増加しており、

これゆえ農作物の生産を止めてしまう農家が増えている。 

3点目は、コメ価格の低下と農業収入の低さである（図

１）。農家の大半は稲作を主としているため、コメ価格の

低下による影響を大きく受ける。また、農業収入は低く

9割弱が100万円未満である。 

  

 
図１ 主食用米の価格と需要量の推移 

資料：首相官邸「米の資料」筆者加筆 

 

（３）農産物販売金額の減少と出荷先の変化 

農産物販売金額は、多くの都道府県において減少して

いる。2010年の農産物販売金額が2005年度より増加した

県は、広島県、山口県、徳島県、秋田県の４県のみであ

る。  

鏡野町でも農産物販売金額は減少傾向にある。また、

その出荷先が変化しており、農協への出荷が減少してい

る一方で、「消費者に直接販売」、「食品製造業・外食産業」

等が増加している。 

（４）林業 

我が国の国土の約7割は森林であり、世界有数の森林

国である。しかしながら、戦後の高度経済成長期からの

燃料革命や輸入木材の増加にともない、森林資源は置き

去りになったままである。 

林業産出額は、1980年をピークとして、減少傾向にあ

る。また、かつての国策により植林された杉等の人工林

は 4割に登っているが、活路を生み出せないままに現在

に至っている。こうした背景から、林業収入は全国的に

低い。 

鏡野町の林産物販売金額帯別の経営体の割合を見ると、

8割強が100万円未満である。また林業作業請負収入金額

帯別の経営体の割合は、「100万円未満」65%、「100万円

以上1,000万円未満」25%である。「1億以上」5%が若干増

加しているものの、1,000万円以上は１割であり、非常に

少ない。 

 

２．農林業経営者の課題（ヒアリング調査より） 

 農林業の経営者等に収入、設備投資、課題等について

のヒアリング調査を行った（表１）。経営者の共通の課題

は、担い手・人手不足と設備投資である。 

農林業の収入が厳しい中にありながら、現在も農林業

を継続している者は、多様な方法を駆使して残った者達

が多い。その経営者等をもってしても、設備投資には躊

躇している。つまり、リスクを背負ってまで事業の継続

を考えてはいない。 

 

表１ 農林業の経営者等におけるヒアリング調査 

 
注：ヒアリング調査を KJ法により整理 

 

鏡野町では昨年度から、高齢化及び担い手不足による

耕作農地・遊休地化を防止するために、500万円を上限と

して機械等導入支援基金事業補助金交付金を出している。

補助交付金には一定の条件があるものの、予想を超えた

申し込みがあった、と役場関係者は述べている。よって、

多額でなければ設備投資の要望は高い、と推察される。 

現在、我が国では農業従事者の減少と高齢化に対応す

るために、「ロボット技術やICTを活用して超省力・高品

質生産を実現する新たな農業（農林水産省）」が検討され

3 
 

ている。しかし、中山間地域の農業経営者等には現実味

はなく、現行の設備を修理して活用するだけが精一杯、

という状況にあった。 

 

３．観光 

（１）中山間地域の観光 

 特定な地域以外は、中山間地域の観光資源は少ない。

鏡野町の主な観光施設は温泉施設とスキー場である。ま

た、自然景観を活用した森林公園や渓谷である。 

鏡野町は夏冬の寒暖の差が大きい地域であるために、

季節的な要因を受けやすく、月々の集客にばらつきがあ

る。特に、スキー場や渓谷は限られたシーズン以外は閑

散としている。ばらつきが比較的少ない施設は、道の駅

「奥津温泉」や物産館（休憩施設・農作物や土産品販売

施設）である。 

筆者らが実施したヒアリング調査（2016.2月）では、3

点が明らかになった。まず、施設の接面走路が他の地域

への通り抜け道路となっているため、一年を通して一定

の交通量があり、その客らの立寄り休憩施設に使われて

いた。つぎに、農作物直売や飲食施設が設置されている

ため、食材購入や飲食施設として活用されていた。さら

に、町にはカフェや飲食施設が少ないため、これらの施

設がコミュニティの場として機能していた。 

（２）休日の滞在人口 

鏡野町の滞在人口合計は25,100人（2015年：休日）

であり、滞在人口率は1.85倍（国勢調査人口：13,580

人）である。約半数は県内からの滞在人口であり、上位

5位は津山市、真庭市、美咲町、岡山市北区、美作市で

あるが、4割は津山市と真庭市から来ている。また、他

県からの上位5位は倉吉市（鳥取県）、鳥取市（鳥取県）

姫路市（兵庫県、福山市（広島県）湯梨浜町（鳥取県）

である。 

鏡野町には鉄道がないため、主な交通手段は自動車で

ある。 

 

４．グリーン・ツーリズムと農業の 6次産業化 

（１）6次産業化 

人口減少・高齢化の進展がいち早く訪れていた農山村

の地域振興として、1990年以降から推進されるようにな

ったのがグリーン・ツーリズムや都市農村交流である。

この政策は、当初はなかなか定着に至らなかった。その

背景には、高度経済成長期に主な産業が農林業から工業

へと移行していたことがある。すでに定着していた工業

が中心となる都市で暮らす住民には、グリーン・ツーリ

ズムや都市農村交流は直ぐには受け入れられなかった、

と推察される。これが覆したきっかけは、中国食品の事

件・事故の発生や自然環境問題へ対する国民の関心の高

まりである。これらにより、国産食材への関心が一気に

高まっていった。さらに、国の農業振興策として、6次産

業化が推進されたことで、国民の意識が農山村に向けら

れるようになっていく。 

 こうした経過の中で、グリーン・ツーリズムや都市農

村交流は国民の中で徐々に定着していく。推進される中

で見受けられるようになった事業が、農産物の加工、農

作物の直売、農家民宿、農家レストラン等（農業生産関

連事業）である。また、地方自治体を主体とした道の駅

の設置である。道の駅は、1993年の103箇所の登録には

じまったが、現在（2016年6月）1,093箇所のまで増加

している。近年の道の駅の売りは、農水産物の直売と地

場産の食材を活用した飲食の提供である。 

 これらの共通項はいずれもが食であり、農山村の最大

の売りは食となっている。また、食に付随した農山村や

森林の景観が修景として成立している。 

（２）グリーン・ツーリズムと農業の収益 

観光と農業が交わる部分（グリーン・ツーリズム）の

収益を上げるために、どのような事業が有用だろうか。

2012年の岡山県市町村別「農業生産関連事業経営体の事

業種類別経営体数」と「岡山県市町村別農産物販売金額

（総額）」のデータを使用してこの検証を行った。 

目的変数に農産物販売金額（総額）、説明変数に農業生

産関連事業から、①農産物の加工、②消費者に直接販売、

③体験農園、④観光農園、⑤農家民宿、⑥農家レストラ

ン、⑦海外への輸出、の7つを使い、重回帰分析を行っ

た。 

表２ 重回帰分析結果 

 

 

その結果、体験農園と観光農園以外の「農産物の加工」

（P<0.05）、「消費者に直接販売」（P<0.01）、「農家民宿」
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冬季は一定の積雪があるため、スキー場を設置している。 

（２）農業の課題 

鏡野町の農業の課題は主に3点である。 

1点目は、農林業就業者の減少と高齢化である。農業

就業者の年齢構成を見ると、8割弱が高齢者であり、54

歳以下は1割にも満たない。岡山県は全国平均より農業

従事者の高齢化が進んでいるが、その岡山県の平均より

さらに鏡野町の高齢化は進んでいる。 

2点目は、山間農業地域の耕作放棄地と鳥獣被害の増

加である。鏡野町の耕作地は中間農業地域と山間農業地

域に位置するが、山間地域では鳥獣被害が増加しており、

これゆえ農作物の生産を止めてしまう農家が増えている。 

3点目は、コメ価格の低下と農業収入の低さである（図

１）。農家の大半は稲作を主としているため、コメ価格の

低下による影響を大きく受ける。また、農業収入は低く

9割弱が100万円未満である。 

  

 
図１ 主食用米の価格と需要量の推移 

資料：首相官邸「米の資料」筆者加筆 

 

（３）農産物販売金額の減少と出荷先の変化 

農産物販売金額は、多くの都道府県において減少して

いる。2010年の農産物販売金額が2005年度より増加した

県は、広島県、山口県、徳島県、秋田県の４県のみであ

る。  

鏡野町でも農産物販売金額は減少傾向にある。また、

その出荷先が変化しており、農協への出荷が減少してい

る一方で、「消費者に直接販売」、「食品製造業・外食産業」

等が増加している。 

（４）林業 

我が国の国土の約7割は森林であり、世界有数の森林

国である。しかしながら、戦後の高度経済成長期からの

燃料革命や輸入木材の増加にともない、森林資源は置き

去りになったままである。 

林業産出額は、1980年をピークとして、減少傾向にあ

る。また、かつての国策により植林された杉等の人工林

は 4割に登っているが、活路を生み出せないままに現在

に至っている。こうした背景から、林業収入は全国的に

低い。 

鏡野町の林産物販売金額帯別の経営体の割合を見ると、

8割強が100万円未満である。また林業作業請負収入金額

帯別の経営体の割合は、「100万円未満」65%、「100万円

以上1,000万円未満」25%である。「1億以上」5%が若干増

加しているものの、1,000万円以上は１割であり、非常に

少ない。 

 

２．農林業経営者の課題（ヒアリング調査より） 

 農林業の経営者等に収入、設備投資、課題等について

のヒアリング調査を行った（表１）。経営者の共通の課題

は、担い手・人手不足と設備投資である。 

農林業の収入が厳しい中にありながら、現在も農林業

を継続している者は、多様な方法を駆使して残った者達

が多い。その経営者等をもってしても、設備投資には躊

躇している。つまり、リスクを背負ってまで事業の継続

を考えてはいない。 

 

表１ 農林業の経営者等におけるヒアリング調査 

 
注：ヒアリング調査を KJ法により整理 

 

鏡野町では昨年度から、高齢化及び担い手不足による

耕作農地・遊休地化を防止するために、500万円を上限と

して機械等導入支援基金事業補助金交付金を出している。

補助交付金には一定の条件があるものの、予想を超えた

申し込みがあった、と役場関係者は述べている。よって、

多額でなければ設備投資の要望は高い、と推察される。 

現在、我が国では農業従事者の減少と高齢化に対応す

るために、「ロボット技術やICTを活用して超省力・高品

質生産を実現する新たな農業（農林水産省）」が検討され
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ている。しかし、中山間地域の農業経営者等には現実味

はなく、現行の設備を修理して活用するだけが精一杯、

という状況にあった。 

 

３．観光 

（１）中山間地域の観光 

 特定な地域以外は、中山間地域の観光資源は少ない。

鏡野町の主な観光施設は温泉施設とスキー場である。ま

た、自然景観を活用した森林公園や渓谷である。 

鏡野町は夏冬の寒暖の差が大きい地域であるために、

季節的な要因を受けやすく、月々の集客にばらつきがあ

る。特に、スキー場や渓谷は限られたシーズン以外は閑

散としている。ばらつきが比較的少ない施設は、道の駅

「奥津温泉」や物産館（休憩施設・農作物や土産品販売

施設）である。 

筆者らが実施したヒアリング調査（2016.2月）では、3

点が明らかになった。まず、施設の接面走路が他の地域

への通り抜け道路となっているため、一年を通して一定

の交通量があり、その客らの立寄り休憩施設に使われて

いた。つぎに、農作物直売や飲食施設が設置されている

ため、食材購入や飲食施設として活用されていた。さら

に、町にはカフェや飲食施設が少ないため、これらの施

設がコミュニティの場として機能していた。 

（２）休日の滞在人口 

鏡野町の滞在人口合計は25,100人（2015年：休日）

であり、滞在人口率は1.85倍（国勢調査人口：13,580

人）である。約半数は県内からの滞在人口であり、上位

5位は津山市、真庭市、美咲町、岡山市北区、美作市で

あるが、4割は津山市と真庭市から来ている。また、他

県からの上位5位は倉吉市（鳥取県）、鳥取市（鳥取県）

姫路市（兵庫県、福山市（広島県）湯梨浜町（鳥取県）

である。 

鏡野町には鉄道がないため、主な交通手段は自動車で

ある。 

 

４．グリーン・ツーリズムと農業の 6次産業化 

（１）6次産業化 

人口減少・高齢化の進展がいち早く訪れていた農山村

の地域振興として、1990年以降から推進されるようにな

ったのがグリーン・ツーリズムや都市農村交流である。

この政策は、当初はなかなか定着に至らなかった。その

背景には、高度経済成長期に主な産業が農林業から工業

へと移行していたことがある。すでに定着していた工業

が中心となる都市で暮らす住民には、グリーン・ツーリ

ズムや都市農村交流は直ぐには受け入れられなかった、

と推察される。これが覆したきっかけは、中国食品の事

件・事故の発生や自然環境問題へ対する国民の関心の高

まりである。これらにより、国産食材への関心が一気に

高まっていった。さらに、国の農業振興策として、6次産

業化が推進されたことで、国民の意識が農山村に向けら

れるようになっていく。 

 こうした経過の中で、グリーン・ツーリズムや都市農

村交流は国民の中で徐々に定着していく。推進される中

で見受けられるようになった事業が、農産物の加工、農

作物の直売、農家民宿、農家レストラン等（農業生産関

連事業）である。また、地方自治体を主体とした道の駅

の設置である。道の駅は、1993年の103箇所の登録には

じまったが、現在（2016年6月）1,093箇所のまで増加

している。近年の道の駅の売りは、農水産物の直売と地

場産の食材を活用した飲食の提供である。 

 これらの共通項はいずれもが食であり、農山村の最大

の売りは食となっている。また、食に付随した農山村や

森林の景観が修景として成立している。 

（２）グリーン・ツーリズムと農業の収益 

観光と農業が交わる部分（グリーン・ツーリズム）の

収益を上げるために、どのような事業が有用だろうか。

2012年の岡山県市町村別「農業生産関連事業経営体の事

業種類別経営体数」と「岡山県市町村別農産物販売金額

（総額）」のデータを使用してこの検証を行った。 

目的変数に農産物販売金額（総額）、説明変数に農業生

産関連事業から、①農産物の加工、②消費者に直接販売、

③体験農園、④観光農園、⑤農家民宿、⑥農家レストラ

ン、⑦海外への輸出、の7つを使い、重回帰分析を行っ

た。 

表２ 重回帰分析結果 

 

 

その結果、体験農園と観光農園以外の「農産物の加工」

（P<0.05）、「消費者に直接販売」（P<0.01）、「農家民宿」
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（P<0.05）、「農家レストラン」（P<0.01）、「海外への輸出」

（P<0.01）が農産物販売金額に関与することが示された

（表２）。ただし、「農家レストラン」と「農家民宿」は

標準偏回帰係数がマイナス（－）、つまり、これらと農産

物販売金額の間に負の相関が見られた。ここから、「農家

レストラン」と「農家民宿」が増加すれば収益は減少す

ることが明らかになった。 

 

５．日本版 DMOの形成と森林資源の活用 

（１）日本版DMOの取組（長野県伊那地域の事例から） 

地方自治体では、日本版DMOに向けた観光政策が実施

されている。これまでの観光政策と大きく異なるのは、

「多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基

づいた観光地域づくりと戦略（観光庁）」が行われている

点である。 

長野県の伊那地域では飯田市、大鹿村、 富士見町（山

梨県）と連携して「南アルプス(中央構造線)ジオパーク

協議会」を2012年に設立、ジオパーク資源を教育や観光

に活用していこう、という政策を実施している。この地

域の共通項は南アルプスの自然環境である。そこで共通

の地域資源を活用した連携が成立した形である。 

さらに、南アルプス地域（長野県、山梨県、静岡県の

関連自治体）では、これまでの自然環境を守る活動をよ

り進展させるべく2011年に、「南アルプスユネスコエコ

パーク登録推進部会」を設置した。この活動は実を結び、

2014年にユネスコエコパーク登録を果たしている。 

 

図２ 南アルプス林道バス乗車数の推移 

資料：「伊那市南アルプス林道乗車数」より筆者作成 

 

こうした連携による事業効果もあり、南アルプス林道

バスの乗客数が増加している。南アルプス林道バスは

1980年に運行を開始し、乗客数のピークは2003年の

62,756人、以降は徐々に減少していた。だが、2012年の

連携が実施された以降は、乗客数が増加に転じた。（図２）。 

（２）山林資源の新たな活用 

人口減少・高齢化が進展している地域において、担い

手不足により森林の間伐が行われたくなって久しい。適

切な間伐は、自然災害に対する山地防災力の強化や鳥獣

被害の増加を防ぐ対策となるため、必須の作業となる。 

 長野県伊那市では、この間伐作業を担う若者等がいる。

彼らが間伐作業をやる目的は、山林を活用したスポーツ

をやるためだ。具体的には、マウンテンバイクをやるた

めに地元の山林を利用させてもらうお返しとして、山林

の伐採、下草刈り等を行っているのである。 

マウンテンバイクが山林に入ると山が荒れて、さまざ

まな被害が発生するおそれがある。しかしその一方で、

人が入らない山林は、森林の多面的機能が保てなくなる

という可能性もある。こうしたジレンマはあるが、伊那

市では若年層の新たなニーズとして受け止めて、この事

業・活動を見守っている。 

 

【考察】 

以下に、考察を示す。 

１． 中山間地域の農林業における成長産業化の要件 

 農林業の成長産業化には設備投資等のリスクを誰（何

処）が負うのかにかかっている、と考えられる。日本が

本気で農林業の成長産業化を目指すのであれば、ロボッ

ト技術やICを活用することが可能な若年層の人材育成お

よびリスクを国や自治体で検討すべき段階にある、と示

唆される。 

２．中山間地域の観光における成長産業化の要件 

 中山間地域は鉄道が少ないため、主な交通手段は自動

車である。そこで、現行ではインバウンドや宿泊客の増

加には厳しさがある。しかしながら、従来のグリーン・

ツーリズムとは一線を画し、①その地域ならではの自然

環境の特徴を前面に出し、②広範囲な地域で多様なツー

リズムを楽しめる仕掛けがあれば、インバウンドや宿泊

客増加の可能性が出てくる、と示唆される。 

 

 以上が考察であるが、今後は他の地域も含めたさらな

る調査と検証の必要がある、と考えている。 

 

【引用・参考文献】 

・年報村落社会研究43集（2008）「グリーン・ツーリズ

ムの新展開」農山漁村文化協会 

・鏡野町 Web サイト（http://www.town.kagamino.lg.jp/） 

中小ベンチャー企業支援における公的支援機関の役割に関する研究

―ビジネスインキュベーション施設の評価を中心に―

丹生晃隆（宮崎大学地域資源創成学部）

： 産業支援機関、ビジネスインキュベーション、評価（ ）

【目的】

長らく経済停滞が続く我が国において、経済の新陳代

謝を促し、イノベーションの創出を通じて、新しい雇用

と市場を創造していく起業家を生み出すことは、極めて

重要な意味を持っている。中央の政府機関だけでなく、

地方においても様々な公的機関が、新事業創出や中小ベ

ンチャー企業育成のための施策を講じているが、十分な

成果を上げているとは言い難い。何故、公的支援を行わ

なければならないのか、公的支援は企業成長を加速させ

ることができるのか、公的機関でなければできない支援

は何か、これらの点については、現在まで十分な議論が

行われてこなかった。以上を鑑み、本研究では、公的支

援を受けた企業（もしくは、受けている企業）と、公的

支援を受けていない企業との比較分析を行うことにより、

公的支援機関の役割について、新しい知見を見い出し、

効果的な中小ベンチャー企業支援施策の立案と実施に向

けた政策的含意を提出することを目的とする。

【研究背景】

我が国における中小ベンチャー企業育成に関わる政

策・施策を振り返ってみると、現在までに様々な公的支

援施策が講じられてきた（松田・大江、 ）。 年代

以降、店頭公開市場の規制緩和や政府中小企業投資育成

会社の設立、民間ベンチャーキャピタル（ ）の台頭等

を通じて、金融面での制度緩和が進んだ他、 年には、

首都圏等に集中した製造拠点・研究開発機能を分散させ、

地方において中小ベンチャー企業の技術開発促進、新規

事業の創出を図る「テクノポリス法」が制定された。後

に続く、民活法（ 年）や頭脳立地法（ 年）等の

施行によって、日本全国に地域産業の高度化を目的とし

た施設も数多く設置された。ソフト面においても、

年には、地域固有の資源を活かし、地域主導で新たな産

業創出を図るべく「新事業創出促進法」が施行された。

全国に「地域プラットフォーム」が整備され、地域にお

ける産業支援機関、 、大学等研究機関、公認会計士や

弁護士等の専門家等をネットワーク化する試みが行われ

た。この時期、創業支援インフラの一つとして、日本全

国にビジネスインキュベーション施設の整備が行われた。

ビジネスインキュベーションは、創業間もない起業家

に対し、包括的な支援サービスの提供を通じて、創業期

の経営リスクを低減し、事業立ち上げのスピードを高め

ることを狙いとした、企業支援の一手法である。インキ

ュベーション施設は、その目的や狙いも、新規雇用創出

や地域活性化、バイオや 等、特定の産業分野の新事業

支援、技術の商業化等、様々である。設置運営の主体も

多岐に渡っているが、その多くは、一種の公的創業支援

インフラとして、国や地方自治体等の公的機関が運営に

関与している。経済産業省の過去の調査（ 年度）等を

参考にして、筆者が、 年当時の稼働状況を調べたと

ころ、我が国には 余りの施設が存在し、そのうちの

約 割が公的機関によって設置運営されていた。

インキュベーション施設を対象とした研究について、

インキュベーションの定義や考え方が論者によって多岐

に渡ることや、一次データの入手が困難であることから

（特に企業情報）、研究のアプローチとして事例研究が主

であった。筆者は、できるだけ一般化された成果要因と

事実を抽出すべく、質問票調査による一次データ収集を

行い、統計的手法による分析を行ってきた。 年には、

インキュベーション施設の入居企業 社に対して質

問票調査を行い（ 社回答、回収率 ％）。図 、

に示すように、１年あたりの雇用や売上の増減を含めた

貴重なデータを得ることができた（丹生、 ）。
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～

～

～ 以上

しかしながら、これらの雇用や売上の「結果」が、公

的支援によるものなのか（政策による効果なのか）、もし

くは、企業努力や市況によるものなのか、明確にいうこ

とはできず、一面からの検証に留まっていた。

図 雇用増減指数 年
平均値 中間値

図 売上増減指数 年
平均値 中間値
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4 
 

（P<0.05）、「農家レストラン」（P<0.01）、「海外への輸出」

（P<0.01）が農産物販売金額に関与することが示された

（表２）。ただし、「農家レストラン」と「農家民宿」は

標準偏回帰係数がマイナス（－）、つまり、これらと農産

物販売金額の間に負の相関が見られた。ここから、「農家

レストラン」と「農家民宿」が増加すれば収益は減少す

ることが明らかになった。 

 

５．日本版 DMOの形成と森林資源の活用 

（１）日本版DMOの取組（長野県伊那地域の事例から） 

地方自治体では、日本版DMOに向けた観光政策が実施

されている。これまでの観光政策と大きく異なるのは、

「多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基

づいた観光地域づくりと戦略（観光庁）」が行われている

点である。 

長野県の伊那地域では飯田市、大鹿村、 富士見町（山

梨県）と連携して「南アルプス(中央構造線)ジオパーク

協議会」を2012年に設立、ジオパーク資源を教育や観光

に活用していこう、という政策を実施している。この地

域の共通項は南アルプスの自然環境である。そこで共通

の地域資源を活用した連携が成立した形である。 

さらに、南アルプス地域（長野県、山梨県、静岡県の

関連自治体）では、これまでの自然環境を守る活動をよ

り進展させるべく2011年に、「南アルプスユネスコエコ

パーク登録推進部会」を設置した。この活動は実を結び、

2014年にユネスコエコパーク登録を果たしている。 

 

図２ 南アルプス林道バス乗車数の推移 

資料：「伊那市南アルプス林道乗車数」より筆者作成 

 

こうした連携による事業効果もあり、南アルプス林道

バスの乗客数が増加している。南アルプス林道バスは

1980年に運行を開始し、乗客数のピークは2003年の

62,756人、以降は徐々に減少していた。だが、2012年の

連携が実施された以降は、乗客数が増加に転じた。（図２）。 

（２）山林資源の新たな活用 

人口減少・高齢化が進展している地域において、担い

手不足により森林の間伐が行われたくなって久しい。適

切な間伐は、自然災害に対する山地防災力の強化や鳥獣

被害の増加を防ぐ対策となるため、必須の作業となる。 

 長野県伊那市では、この間伐作業を担う若者等がいる。

彼らが間伐作業をやる目的は、山林を活用したスポーツ

をやるためだ。具体的には、マウンテンバイクをやるた

めに地元の山林を利用させてもらうお返しとして、山林

の伐採、下草刈り等を行っているのである。 

マウンテンバイクが山林に入ると山が荒れて、さまざ

まな被害が発生するおそれがある。しかしその一方で、

人が入らない山林は、森林の多面的機能が保てなくなる

という可能性もある。こうしたジレンマはあるが、伊那

市では若年層の新たなニーズとして受け止めて、この事

業・活動を見守っている。 

 

【考察】 

以下に、考察を示す。 

１． 中山間地域の農林業における成長産業化の要件 

 農林業の成長産業化には設備投資等のリスクを誰（何

処）が負うのかにかかっている、と考えられる。日本が

本気で農林業の成長産業化を目指すのであれば、ロボッ

ト技術やICを活用することが可能な若年層の人材育成お

よびリスクを国や自治体で検討すべき段階にある、と示

唆される。 

２．中山間地域の観光における成長産業化の要件 

 中山間地域は鉄道が少ないため、主な交通手段は自動

車である。そこで、現行ではインバウンドや宿泊客の増

加には厳しさがある。しかしながら、従来のグリーン・

ツーリズムとは一線を画し、①その地域ならではの自然

環境の特徴を前面に出し、②広範囲な地域で多様なツー

リズムを楽しめる仕掛けがあれば、インバウンドや宿泊

客増加の可能性が出てくる、と示唆される。 

 

 以上が考察であるが、今後は他の地域も含めたさらな

る調査と検証の必要がある、と考えている。 

 

【引用・参考文献】 

・年報村落社会研究43集（2008）「グリーン・ツーリズ

ムの新展開」農山漁村文化協会 

・鏡野町 Web サイト（http://www.town.kagamino.lg.jp/） 

中小ベンチャー企業支援における公的支援機関の役割に関する研究

―ビジネスインキュベーション施設の評価を中心に―

丹生晃隆（宮崎大学地域資源創成学部）

： 産業支援機関、ビジネスインキュベーション、評価（ ）

【目的】

長らく経済停滞が続く我が国において、経済の新陳代

謝を促し、イノベーションの創出を通じて、新しい雇用

と市場を創造していく起業家を生み出すことは、極めて

重要な意味を持っている。中央の政府機関だけでなく、

地方においても様々な公的機関が、新事業創出や中小ベ

ンチャー企業育成のための施策を講じているが、十分な

成果を上げているとは言い難い。何故、公的支援を行わ

なければならないのか、公的支援は企業成長を加速させ

ることができるのか、公的機関でなければできない支援

は何か、これらの点については、現在まで十分な議論が

行われてこなかった。以上を鑑み、本研究では、公的支

援を受けた企業（もしくは、受けている企業）と、公的

支援を受けていない企業との比較分析を行うことにより、

公的支援機関の役割について、新しい知見を見い出し、

効果的な中小ベンチャー企業支援施策の立案と実施に向

けた政策的含意を提出することを目的とする。

【研究背景】

我が国における中小ベンチャー企業育成に関わる政

策・施策を振り返ってみると、現在までに様々な公的支

援施策が講じられてきた（松田・大江、 ）。 年代

以降、店頭公開市場の規制緩和や政府中小企業投資育成

会社の設立、民間ベンチャーキャピタル（ ）の台頭等

を通じて、金融面での制度緩和が進んだ他、 年には、

首都圏等に集中した製造拠点・研究開発機能を分散させ、

地方において中小ベンチャー企業の技術開発促進、新規

事業の創出を図る「テクノポリス法」が制定された。後

に続く、民活法（ 年）や頭脳立地法（ 年）等の

施行によって、日本全国に地域産業の高度化を目的とし

た施設も数多く設置された。ソフト面においても、

年には、地域固有の資源を活かし、地域主導で新たな産

業創出を図るべく「新事業創出促進法」が施行された。

全国に「地域プラットフォーム」が整備され、地域にお

ける産業支援機関、 、大学等研究機関、公認会計士や

弁護士等の専門家等をネットワーク化する試みが行われ

た。この時期、創業支援インフラの一つとして、日本全

国にビジネスインキュベーション施設の整備が行われた。

ビジネスインキュベーションは、創業間もない起業家

に対し、包括的な支援サービスの提供を通じて、創業期

の経営リスクを低減し、事業立ち上げのスピードを高め

ることを狙いとした、企業支援の一手法である。インキ

ュベーション施設は、その目的や狙いも、新規雇用創出

や地域活性化、バイオや 等、特定の産業分野の新事業

支援、技術の商業化等、様々である。設置運営の主体も

多岐に渡っているが、その多くは、一種の公的創業支援

インフラとして、国や地方自治体等の公的機関が運営に

関与している。経済産業省の過去の調査（ 年度）等を

参考にして、筆者が、 年当時の稼働状況を調べたと

ころ、我が国には 余りの施設が存在し、そのうちの

約 割が公的機関によって設置運営されていた。

インキュベーション施設を対象とした研究について、

インキュベーションの定義や考え方が論者によって多岐

に渡ることや、一次データの入手が困難であることから

（特に企業情報）、研究のアプローチとして事例研究が主

であった。筆者は、できるだけ一般化された成果要因と

事実を抽出すべく、質問票調査による一次データ収集を

行い、統計的手法による分析を行ってきた。 年には、

インキュベーション施設の入居企業 社に対して質

問票調査を行い（ 社回答、回収率 ％）。図 、

に示すように、１年あたりの雇用や売上の増減を含めた

貴重なデータを得ることができた（丹生、 ）。
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しかしながら、これらの雇用や売上の「結果」が、公

的支援によるものなのか（政策による効果なのか）、もし

くは、企業努力や市況によるものなのか、明確にいうこ

とはできず、一面からの検証に留まっていた。

図 雇用増減指数 年
平均値 中間値

図 売上増減指数 年
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【研究内容】

本研究では、中小ベンチャー企業支援施策全体に対し

て政策的含意を提示することを目的とするが、スコープ

としては、公的なインキュベーション施設を対象とする。

ビジネスインキュベーション施設を対象とした研究は、

研究の前提条件のところで極めて大きな「壁」に立ち塞

がれている。それは、インキュベーション施設に入居し、

支援を受けたことによる成果なのか、もしくは、入居し

なくても得られたものなのか、 と の比較判

断が非常に困難なことである（ 、 ）。

このため、インキュベーション施設の存在や役割につい

ても、「現象論」の枠組みから議論が発展してこなかった

（ 、 ）。確かに、ある時期にインキュベー

ション施設に入居した企業群と、入居無しに独立して事

業を営んできた企業群（コントロールグループ）を設定

し、複数年に渡って経営状況等をウォッチすることは、

リサーチデザインの上でも非常に困難であるだろう。研

究者の間でも、比較実験はできないと呪文のように唱え

られてきた。しかしながら、支援の政策効果を検証する

ためには、この状況を打破する必要がある。

中小ベンチャー企業の中には、公的な支援制度をうま

く活用し、事業の拡大や商品 に活かしている企業が存

在する。同時に、公的な支援を全く受けずに、高成長を

実現し、新規雇用や売上を急拡大させている企業も存在

する。また、一方で、公的な支援を受けたことが、必ず

しも企業成長や現状打破に繋がらず、結果的に市場から

退場する企業もある。これらを左右する要因、メカニズ

ムは何か、公的支援制度を「所与」として捉えるのでは

なく、データ分析による比較検証から、その必要性を意

義と役割に遡って解明することが、本研究の狙いである。

中小ベンチャー企業支援施策は、例えば、経営相談や

専門家によるアドバイス提供、研究開発助成、販路拡大

のための展示会出展補助、設備投資のための制度融資

等々、様々なスキームがあるが、それぞれに効果を検証

することは難しい。インキュベーション施設の入居企業

については、経営者による意思決定によって入居申請を

行い、ある一定の期間、公的支援機関の管理下において、

支援サービスを受けていた、という条件設定が可能であ

る。上述の通り、コントロールグループを設定する難し

ささえ克服できれば、公的支援の影響度を見極めやすい

状況にあると考えられる。

以上の問題意識を元に、本研究では次のリサーチクエ

スチョンを導出した。

メイン・リサーチクエスチョン：

公的支援機関（研究のスコープとしてのインキュベ

ーション施設）による中小ベンチャー企業支援は、企

業成長において果たして効果があるのか。

サブ・リサーチクエスチョン：

① 効果がある場合、公的支援は、企業成長にどのよう

に寄与しえるのか。

② 効果がない場合、公的支援は、何がボトルネックに

なっているのか。

③ 公的支援による結果は、どのように評価ができるの

か。

【研究計画】

調査対象の選定

本研究では、インキュベーション施設に入居している

企業（入居群）と、同時期にインキュベーション施設に

入居していなかった企業（非入居群）をいかに設定する

かが研究の肝である。入居群については、インキュベー

ション施設の ページに掲載されている入居企業リス

トを参照してリストを作成する。

次に、非入居群について、調査対象となる母集団は、

インキュベーション施設に入居をしていない企業であり、

アクセス可能な情報だけでもかなりの数に上るため、何

らかの条件付けをする必要がある。非入居群としては、

公的支援機関と全く関わりがない企業が望ましいが、こ

の絞り込みとリスト化には膨大な作業量が伴ってしまう。

本研究では、研究開発や新事業開発に実際に取り組んで

いる企業で、かつ、インキュベーション施設に入居とい

う選択をしなかった企業群を調査対象とする。具体的に

は、国の創業・第二創業促進補助金や、各地域の産業支

援機関が創業支援のために設置した補助金の採択企業を

想定している。入居群、非入居群の母数の設定にあたっ

ては、業種に偏りが出ないように留意する。

公的支援による効果の検討

筆者は、 年にインキュベーション施設の運営機関、

ならびに入居企業を対象とした質問票調査を行った。こ

れらの結果から、インキュベーション施設が持つ機能や

効果について、いくつかの興味深い結果が得られている。

筆者は、政策的に効果があると考えられる､インキュベ

ーション施設の機能や効果として、次の３点を考えてい

る。１）公的な施設に入居することによる信用力の補完、

２）入居企業間の交流や協業による知識や情報のスピル

オーバー、３）専門家や外部機関とのネットワーク構築

はい

いいえ

図 入居による信用力の向上（ ）
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図 は、インキュベーション施設に入居したことによ

って、信用力の向上に効果があったか、入居企業を対象

にした調査結果である。続いて、図 は、それぞれの対

象に対する信用力の向上の認識度を示したものである。

インキュベーション施設に入居することで「はい（信

用力が向上した）」と回答した企業は ％あり、中小企

業や販売先に対して「向上した」という割合が高い。

次に、入居企業間の交流程度については、半数以上の

企業が「交流はある」と回答している（図 ）。同一の建

物に、業種や分野が異なる企業が集まることで協業や新

しいビジネスに繋がっている可能性がある。

図 は、インキュベーション施設が持つ専門家や外部

機関とのネットワークについて、入居企業側の認識度を

聞いたものである。中小ベンチャー企業にとって、経営

やマーケティングに様々なアドバイスをしてくれる専門

家や、外部との連携や販路拡大の機会を提供してくれる

可能性のある外部機関は大きな力になるだろう。

仮説の導出

これまでの議論から本研究では以下の仮説を導出した。

）インキュベーション施設の入居群は、公的な施設に入

居することによって、信用力を補完されている（非入

居群に比べて、より高い信用力を認識している）。

入居群は、インキュベーション施設から企業間交流や

協業の機会を提供されている（非入居群よりも、他の

企業との交流や協業の機会が多い）。

入居群は、施設が保有する専門家や外部機関とのネッ

トワークによって、経営相談を受ける機会や、外部と

の連携、販路拡大の機会（可能性）を提供されている

（非入居群よりも、外部と連携する機会が多い）。

と について、交流や協業の機会や、外部との連携

機会の提供から、実際の企業成長（売上増や雇用増）に

繋がっているのかは、注意深く検証する必要がある。

本研究は、ステージとしてはまだ仮説の導出段階であ

り、具体的な研究実施計画に落とし込んでいる段階であ

る。この段階で発表をさせていただくことで、今後の研

究に向けての課題を整理していきたいと考えている。

【引用・参考文献】

松田修一・大江健 編著（ ）「起業家の輩出 日本

型支援システムの構築」、日本経済新聞社。

丹生晃隆（ ）「起業家輩出基盤としてのビジネス

インキュベーション施設のあり方」、『企業家研究フォ

ーラム 年度年次大会』予稿集、 。

Hackett, S.M. and Dilts, D.M. (2004) “A 

Research”, Journal 

Wright, Mike (2005) “Science Parks and 

Future Research”, Journal of Business 

【謝辞】

本研究は、科学研究費補助金（基盤研究

課題番号 ～ 年度）の交付を受

けて行われた。

21
11
21
14
25
29
28
43
44
42
42

8
12

39
19
31
38

28
23
28

37
13

33
22

29
38

23
34

50
46

26
10

16
41

41
22

26
22

20
20

29
23

34
26

37
31

30
28

36
28

31
22

32
36

30
30

32
25

20
23

28
35

21
33

26
25

25
28

27
33

28
35

26
21

22
22

17
26

30
22

75
103

78
91

73
68

83
63

39
44

68
106

94
56

77
82
75

84
91
95

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

他インキュベーション施設（n=190）
海外貿易関連機関（n=185）
メディア（新聞社等）（n=187）
ベンチャーキャピタル（n=186）

金融機関（n=190）
産学連携機関、TLO（n=191）

公設試験場（n=189）
大学研究室（n=196）

補助金等、公的機関窓口（n=196）
中小企業支援センター（n=193）
商工会議所、商工会（n=195）
バイヤー、専門商社（n=181）

デザイナー（n=180）
中小企業診断士､経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（n=193）

企業OB、メンター（n=189）
社会保険労務士（n=187）

税理士、公認会計士（n=188）
弁理士（n=185）
弁護士（n=184）

行政書士、司法書士（n=188）

高い やや高い やや低い 低い 連携していない

図 入居企業間の交流程度（ ）

図 専門家､外部機関とのネットワーク構築度合い（企業認識度）

66

第8回研究大会論文集.indd   66 16/08/29   15:52



【研究内容】

本研究では、中小ベンチャー企業支援施策全体に対し

て政策的含意を提示することを目的とするが、スコープ

としては、公的なインキュベーション施設を対象とする。

ビジネスインキュベーション施設を対象とした研究は、

研究の前提条件のところで極めて大きな「壁」に立ち塞

がれている。それは、インキュベーション施設に入居し、

支援を受けたことによる成果なのか、もしくは、入居し

なくても得られたものなのか、 と の比較判

断が非常に困難なことである（ 、 ）。

このため、インキュベーション施設の存在や役割につい

ても、「現象論」の枠組みから議論が発展してこなかった

（ 、 ）。確かに、ある時期にインキュベー

ション施設に入居した企業群と、入居無しに独立して事

業を営んできた企業群（コントロールグループ）を設定

し、複数年に渡って経営状況等をウォッチすることは、

リサーチデザインの上でも非常に困難であるだろう。研

究者の間でも、比較実験はできないと呪文のように唱え

られてきた。しかしながら、支援の政策効果を検証する

ためには、この状況を打破する必要がある。

中小ベンチャー企業の中には、公的な支援制度をうま

く活用し、事業の拡大や商品 に活かしている企業が存

在する。同時に、公的な支援を全く受けずに、高成長を

実現し、新規雇用や売上を急拡大させている企業も存在

する。また、一方で、公的な支援を受けたことが、必ず

しも企業成長や現状打破に繋がらず、結果的に市場から

退場する企業もある。これらを左右する要因、メカニズ

ムは何か、公的支援制度を「所与」として捉えるのでは

なく、データ分析による比較検証から、その必要性を意

義と役割に遡って解明することが、本研究の狙いである。

中小ベンチャー企業支援施策は、例えば、経営相談や

専門家によるアドバイス提供、研究開発助成、販路拡大

のための展示会出展補助、設備投資のための制度融資

等々、様々なスキームがあるが、それぞれに効果を検証

することは難しい。インキュベーション施設の入居企業

については、経営者による意思決定によって入居申請を

行い、ある一定の期間、公的支援機関の管理下において、

支援サービスを受けていた、という条件設定が可能であ

る。上述の通り、コントロールグループを設定する難し

ささえ克服できれば、公的支援の影響度を見極めやすい

状況にあると考えられる。

以上の問題意識を元に、本研究では次のリサーチクエ

スチョンを導出した。

メイン・リサーチクエスチョン：

公的支援機関（研究のスコープとしてのインキュベ

ーション施設）による中小ベンチャー企業支援は、企

業成長において果たして効果があるのか。

サブ・リサーチクエスチョン：

① 効果がある場合、公的支援は、企業成長にどのよう

に寄与しえるのか。

② 効果がない場合、公的支援は、何がボトルネックに

なっているのか。

③ 公的支援による結果は、どのように評価ができるの

か。

【研究計画】

調査対象の選定

本研究では、インキュベーション施設に入居している

企業（入居群）と、同時期にインキュベーション施設に

入居していなかった企業（非入居群）をいかに設定する

かが研究の肝である。入居群については、インキュベー

ション施設の ページに掲載されている入居企業リス

トを参照してリストを作成する。

次に、非入居群について、調査対象となる母集団は、

インキュベーション施設に入居をしていない企業であり、

アクセス可能な情報だけでもかなりの数に上るため、何

らかの条件付けをする必要がある。非入居群としては、

公的支援機関と全く関わりがない企業が望ましいが、こ

の絞り込みとリスト化には膨大な作業量が伴ってしまう。

本研究では、研究開発や新事業開発に実際に取り組んで

いる企業で、かつ、インキュベーション施設に入居とい

う選択をしなかった企業群を調査対象とする。具体的に

は、国の創業・第二創業促進補助金や、各地域の産業支

援機関が創業支援のために設置した補助金の採択企業を

想定している。入居群、非入居群の母数の設定にあたっ

ては、業種に偏りが出ないように留意する。

公的支援による効果の検討

筆者は、 年にインキュベーション施設の運営機関、

ならびに入居企業を対象とした質問票調査を行った。こ

れらの結果から、インキュベーション施設が持つ機能や

効果について、いくつかの興味深い結果が得られている。

筆者は、政策的に効果があると考えられる､インキュベ

ーション施設の機能や効果として、次の３点を考えてい

る。１）公的な施設に入居することによる信用力の補完、

２）入居企業間の交流や協業による知識や情報のスピル

オーバー、３）専門家や外部機関とのネットワーク構築

はい

いいえ

図 入居による信用力の向上（ ）
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図 は、インキュベーション施設に入居したことによ

って、信用力の向上に効果があったか、入居企業を対象

にした調査結果である。続いて、図 は、それぞれの対

象に対する信用力の向上の認識度を示したものである。

インキュベーション施設に入居することで「はい（信

用力が向上した）」と回答した企業は ％あり、中小企

業や販売先に対して「向上した」という割合が高い。

次に、入居企業間の交流程度については、半数以上の

企業が「交流はある」と回答している（図 ）。同一の建

物に、業種や分野が異なる企業が集まることで協業や新

しいビジネスに繋がっている可能性がある。

図 は、インキュベーション施設が持つ専門家や外部

機関とのネットワークについて、入居企業側の認識度を

聞いたものである。中小ベンチャー企業にとって、経営

やマーケティングに様々なアドバイスをしてくれる専門

家や、外部との連携や販路拡大の機会を提供してくれる

可能性のある外部機関は大きな力になるだろう。

仮説の導出

これまでの議論から本研究では以下の仮説を導出した。

）インキュベーション施設の入居群は、公的な施設に入

居することによって、信用力を補完されている（非入

居群に比べて、より高い信用力を認識している）。

入居群は、インキュベーション施設から企業間交流や

協業の機会を提供されている（非入居群よりも、他の

企業との交流や協業の機会が多い）。

入居群は、施設が保有する専門家や外部機関とのネッ

トワークによって、経営相談を受ける機会や、外部と

の連携、販路拡大の機会（可能性）を提供されている

（非入居群よりも、外部と連携する機会が多い）。

と について、交流や協業の機会や、外部との連携

機会の提供から、実際の企業成長（売上増や雇用増）に

繋がっているのかは、注意深く検証する必要がある。

本研究は、ステージとしてはまだ仮説の導出段階であ

り、具体的な研究実施計画に落とし込んでいる段階であ

る。この段階で発表をさせていただくことで、今後の研

究に向けての課題を整理していきたいと考えている。
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 住民参加型まちづくりにおける「楽しさ」について 

 －コミュニティデザインプロジェクトからの考察－ 
 

○醍醐孝典（慶應義塾大学／東北芸術工科大学）・保井俊之（慶應義塾大学）・  

坂倉杏介（東京都市大学）・前野隆司（慶應義塾大学／東北芸術工科大学） 

 

Keyword： 楽しさ、技能と挑戦、コミュニティデザイン 

 

【研究の背景・目的】 
 住民参加型まちづくりにおいては、地域住民が地域の課

題解決のための公益的な活動の担い手として、今後より幅

広い活動を展開することが求められている。その中では、

これまでの町内会等の地縁型コミュニティだけではなく、

市民団体やサークルといったテーマ型のコミュニティにお

いても公益的な活動の担い手となり、主体的に活動を展開

していくことが期待される。 

しかし、地域のまちづくりでは多くの場合、その成果が

現れるには多大の時間を要し、活動の意義を徐々に見失っ

ていくケースなど、持続性に対する課題がしばしば挙げら

れる。そこで、活動に対する使命感や義務感だけではなく、

活動の担い手が持つポジティブな動機や感情にアプローチ

していくことが必要となる。これまで地域活性分野では幸

福学を応用した活動主体へ内発的なアプローチを行った研

究[1]が見られるが、より身近な感覚としての楽しさについ

ての研究は見当たらない。 

そこで、本研究では住民参加型まちづくりにおける楽し

さの意義やその形成要因などを明らかにし、今後の住民参

加型まちづくりの活動支援に活かしていくことを目的とす

る。 

 

【研究方法】 

本研究では、住民参加型まちづくりにおける楽しさの意

義やその形成要因を把握するため、コミュニティデザイン

[2]の視点で住民参加型まちづくりを支援している株式会

社 studio-L が関わる 10 事例を対象とした。これらの調査

対象事例は、市民がワークショップや活動プログラムの試

行などを通じて新たなコミュニティを形成したことや、既

存の市民団体との連携を図ってきたことなど、いわゆるテ

ーマ型のコミュニティをベースとしており、活動のスター

トから3年以上、継続的・発展的に取り組みが進んでおり、

一定の成果を上げているものである。 
本研究の調査手法として、2016 年 7 月に各事例におけ

表1 調査対象事例の概要とアンケート回収数 

No. 事例名 支援期間 取組概要
アンケート

回収数

1 あべのハルカス近鉄本店
2010年-2016
（継続中）

大阪市阿倍野区の百貨店のリニューアルオープン（2013年）にあたり、売り場フロアの内部に市民活動スペースを複数
設置。市民活動団体が主体的に参加型のプログラムを実施している。ボランティアメンバーも情報発信やプログラムサ
ポートなどの活動を行っている。市民活動支援のコーディネーターが施設に常駐している。

15

2 観音寺中心市街地 2011-2015年
香川県観音寺市の中心市街地エリアにおける取組み。市民や商店主などがワークショップを通じて「Re:born.K」というプ
ラットフォームを形成。商店の業種コンバージョン展開や、インターネットの映像配信を活用した情報発信、活動をまとめ
たCMの作成、オリジナルキャラクターのプロモーションなどの取組を展開している。

8

3 墨田区食育推進計画
2011-2016年
（継続中）

東京都墨田区における第2次食育推進計画の策定を住民参加型で策定する取組み。区民と行政が協働して策定した計
画に基づき、ワークショップ等を通じて立ち上がった5つのグループ（ひと、家庭、まち、安心、協働）が活動を展開。計画
策定後、区民が引き続き活動を展開できるよう、『すみだ食育ワークショップカード』を作成。

8

4 福井市中心市街地 2011-2014年
JR福井駅前の中心市街地エリアでの市民による活動プログラムの展開。市民がワークショップ「まちの担い手づくりプロ
ジェクト」を通じて様々な活動プログラムを展開。空き店舗を活動拠点として展開するとともに、「きちづくり福井会社」とい
うNPO法人を設立した。

26

5 つばめ若者会議 2012-2014年
新潟県燕市における若者世代を対象にした20年後のまちのビジョンづくり策定と、ビジョンに基づいた活動を生み出す取
組み。ワークショップ等を通じて立ち上がった9つのグループ（子育て、食、スポーツ、イベント、ものづくり、起業支援、マッ
プ、場づくり、看取り）が活動を展開。活動経過や活動アイデアをまとまた冊子『つばめの幸福論』を作成。

8

6 富岡市世界遺産まちづくり 2012-2015年
群馬県富岡市の中心市街地エリアにおける取組み。富岡製糸場の世界遺産登録にともない、来街者と市民が中心市街
地エリアで交流を深めるための活動プログラムを展開する取組み。活動の愛称は「スマイルとみおか」。2014年にはこれ
までの活動をまとめた『とみおかまちづくりカルタ』を作成。

20

7 草津川跡地整備
2012-2016年
（継続中）

滋賀県草津市の草津川（天井川）跡地の細長い空間を公園化するにあたり、市民が主体的なプログラムを展開し公園の
管理・運営にも関わる流れをつくる。オープンは2019年であるが、開園前から市民参加によるワークショップ等を実施し、
公園予定地やまちなかを舞台にプログラムを展開している。

11

8 立川市子ども未来センター
2012-2016年
（継続中）

東京都立川市の公共施設の管理運営の支援。市民が施設のオープン前からワークショップ等に参加し、施設を活動の
舞台として様々なプログラムを展開。市内外の市民活動団体や、個人単位で募集したボランティアメンバーが活動。市民
活動支援のコーディネーターが施設に常駐している。

12

9 十日町市中心市街地 2013-2016年
新潟県十日町市の中心市街地エリアでの市民による活動プログラムの展開。2つの公共施設（市民活動センター、市民
交流センター）のオープンに合わせ、中心地市街地エリアや両施設において市民が様々なプログラムを展開する取組
み。活動の愛称は「まちなかステージ応援団」。

7

10 長久手市なでラボ 2013-2015年
愛知県長久手市における若者世代を対象にした人材育成とビジョン作成、ビジョンに基づいた活動を生み出す取組み。
ワークショップ等を通じて立ち上がった5つのグループ（子育てと学び、場づくり、お外、まつり、食）が活動を展開。活動経
過や活動アイデアをまとめた冊子『なでラボ コンセプトブック』を作成。

9

124計

るまちづくりの担い手へのアンケートを実施した。アンケ

ートの項目は、これまでの取組を通じて各人が感じた意識

を把握するものとして、「その活動は楽しかったか」「その

活動は成功したか」「その活動で能力（技能）は上がったか」

「その活動で新しい機会（挑戦）ができたか」の4問を設

定し、それぞれ「全くそう思わない」「ほとんどそう思わな

い」「あまりそう思わない」「どちらともいえない」「ややそ

う思う」「かなりそう思う」「とてもそう思う」の７段階で

回答を求めた。 
調査対象事例のまちづくりの担い手からは計124の回答

が得られ、各設問項目のクロス集計等により、参加型まち

づくりにおける楽しさの意義や、楽しさに及ぼす要因の分

析などを行った。 
 

【調査結果と分析】 

  調査対象10事例において、アンケートの4つの設問の平

均評価点を求めた（表2）。「その活動は楽しかったか」につ

いては、10事例中8つで6点を超えており、ほとんどの担

い手が活動を通じて楽しさを強く感じていたことがわかる。

比較的点数が低い燕（つばめ若者会議）については、支援

の期間が2年と短かったことが要因として考えられる。「成

功したか」については、10事例中8つで5点を超えており、

各活動は概ね成功していると感じている担い手が多いこと

がわかる。ただし、満点（とてもそう思う）と回答する人

の割合は他の設問に比べると少なく（15.3％）、まちづくり

活動は短期的に成果を実感しづらい面があることが推察さ

れる。「その活動で能力（技能）は上がったか」については、

10事例中9つで5点を超えており、多くの担い手は活動を

通じて自らの技能が向上したと感じている。唯一 4点台の

近鉄（あべのハルカス近鉄本店）は、百貨店のリニューア

ルオープンに合わせて担い手の活動を準備したため、試行

錯誤する時間が少なかったことが要因として考えられる。

「その活動で新しい機会（挑戦）ができたか」については、

10事例中8つで6点を超えており、ほとんどの担い手が活

動を通じて新しいことに挑戦できたと強く感じていること

がわかる。比較的点数が低い燕（つばめ若者会議）につい

ては支援の期間が 2年と短かったこと、草津（草津川跡地

整備）については今後プロジェクトの大きなトピックとな

る緑地空間のオープンがまだ控えていることが要因として

考えられる。 

 次に、調査対象プロジェクトの全ての担い手において、

楽しさと成功のそれぞれのレベルの関係をクロス集計によ

って把握した（図1）。その結果、楽しさのレベルが上がる

ほど成功のレベルがあがる正の相関が示された。つまり、

担い手の実感レベルにおいて楽しさはまちづくり活動の成

功に積極的な影響を与えることが明らかとなった。 

 また、活動を通じて楽しさが生み出される要因について

仮説を立て検証を試みる。ここでは楽しさに近い概念とし

て、心理学者の M.チクセントミハイによる「フロー理論」

に注目した[3][4]。この理論の中では、スポーツや積極的

余暇活動におけるフロー状態（集中してのめり込んでいく

なかで、その活動が活発になっていくような精神状態）は、

行為の能力（技能）と行為への機会（挑戦）が釣り合いな

がら成長する時に感じられるとされる（図2）。このような

状態は、まちづくり活動においても同様に現れるのではな

いかという仮説から、アンケートの設問に「その活動で能

全くそう思わない→1点   ほとんどそう思わない→2点 

あまりそう思わない→3点  どちらともいえない→4点 

ややそう思う→5点  かなりそう思う→6点 とてもそう思う→7点 

表2 事例ごとの各設問の平均評価点 

楽しかったか 成功したか
技能は

上がったか
挑戦できたか

近鉄 6.07 5.27 4.80 6.27
観音寺 5.75 6.00 5.75 6.00
墨田 6.38 5.88 5.13 6.00
福井 6.04 5.38 5.27 6.04
燕 5.13 4.63 5.00 5.63
富岡 6.70 5.60 5.30 6.35
草津 6.64 5.55 5.09 5.55
立川 6.08 5.33 5.25 6.33
十日町 6.43 5.86 5.57 6.71
長久手 6.78 4.67 6.00 6.89
全体 6.23 5.41 5.27 6.17

①全くそう思わない    ②ほとんどそう思わない 

③あまりそう思わない  ④どちらともいえない 

⑤ややそう思う  ⑥かなりそう思う  ⑦とてもそう思う 

図1 活動における楽しさと成功の関係 

n=124 

⑦ 2 16

⑥ 3 15 23

⑤ 1 10 20 11

④ 1 1 4 6 8

③ 1 1 1
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【研究の背景・目的】 
 住民参加型まちづくりにおいては、地域住民が地域の課

題解決のための公益的な活動の担い手として、今後より幅

広い活動を展開することが求められている。その中では、

これまでの町内会等の地縁型コミュニティだけではなく、

市民団体やサークルといったテーマ型のコミュニティにお

いても公益的な活動の担い手となり、主体的に活動を展開

していくことが期待される。 

しかし、地域のまちづくりでは多くの場合、その成果が

現れるには多大の時間を要し、活動の意義を徐々に見失っ

ていくケースなど、持続性に対する課題がしばしば挙げら

れる。そこで、活動に対する使命感や義務感だけではなく、

活動の担い手が持つポジティブな動機や感情にアプローチ

していくことが必要となる。これまで地域活性分野では幸

福学を応用した活動主体へ内発的なアプローチを行った研

究[1]が見られるが、より身近な感覚としての楽しさについ

ての研究は見当たらない。 

そこで、本研究では住民参加型まちづくりにおける楽し

さの意義やその形成要因などを明らかにし、今後の住民参

加型まちづくりの活動支援に活かしていくことを目的とす

る。 

 

【研究方法】 

本研究では、住民参加型まちづくりにおける楽しさの意

義やその形成要因を把握するため、コミュニティデザイン

[2]の視点で住民参加型まちづくりを支援している株式会

社 studio-L が関わる 10 事例を対象とした。これらの調査

対象事例は、市民がワークショップや活動プログラムの試

行などを通じて新たなコミュニティを形成したことや、既

存の市民団体との連携を図ってきたことなど、いわゆるテ

ーマ型のコミュニティをベースとしており、活動のスター

トから3年以上、継続的・発展的に取り組みが進んでおり、

一定の成果を上げているものである。 
本研究の調査手法として、2016 年 7 月に各事例におけ

表1 調査対象事例の概要とアンケート回収数 

No. 事例名 支援期間 取組概要
アンケート

回収数

1 あべのハルカス近鉄本店
2010年-2016
（継続中）

大阪市阿倍野区の百貨店のリニューアルオープン（2013年）にあたり、売り場フロアの内部に市民活動スペースを複数
設置。市民活動団体が主体的に参加型のプログラムを実施している。ボランティアメンバーも情報発信やプログラムサ
ポートなどの活動を行っている。市民活動支援のコーディネーターが施設に常駐している。

15

2 観音寺中心市街地 2011-2015年
香川県観音寺市の中心市街地エリアにおける取組み。市民や商店主などがワークショップを通じて「Re:born.K」というプ
ラットフォームを形成。商店の業種コンバージョン展開や、インターネットの映像配信を活用した情報発信、活動をまとめ
たCMの作成、オリジナルキャラクターのプロモーションなどの取組を展開している。

8

3 墨田区食育推進計画
2011-2016年
（継続中）

東京都墨田区における第2次食育推進計画の策定を住民参加型で策定する取組み。区民と行政が協働して策定した計
画に基づき、ワークショップ等を通じて立ち上がった5つのグループ（ひと、家庭、まち、安心、協働）が活動を展開。計画
策定後、区民が引き続き活動を展開できるよう、『すみだ食育ワークショップカード』を作成。

8

4 福井市中心市街地 2011-2014年
JR福井駅前の中心市街地エリアでの市民による活動プログラムの展開。市民がワークショップ「まちの担い手づくりプロ
ジェクト」を通じて様々な活動プログラムを展開。空き店舗を活動拠点として展開するとともに、「きちづくり福井会社」とい
うNPO法人を設立した。

26

5 つばめ若者会議 2012-2014年
新潟県燕市における若者世代を対象にした20年後のまちのビジョンづくり策定と、ビジョンに基づいた活動を生み出す取
組み。ワークショップ等を通じて立ち上がった9つのグループ（子育て、食、スポーツ、イベント、ものづくり、起業支援、マッ
プ、場づくり、看取り）が活動を展開。活動経過や活動アイデアをまとまた冊子『つばめの幸福論』を作成。

8

6 富岡市世界遺産まちづくり 2012-2015年
群馬県富岡市の中心市街地エリアにおける取組み。富岡製糸場の世界遺産登録にともない、来街者と市民が中心市街
地エリアで交流を深めるための活動プログラムを展開する取組み。活動の愛称は「スマイルとみおか」。2014年にはこれ
までの活動をまとめた『とみおかまちづくりカルタ』を作成。
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7 草津川跡地整備
2012-2016年
（継続中）

滋賀県草津市の草津川（天井川）跡地の細長い空間を公園化するにあたり、市民が主体的なプログラムを展開し公園の
管理・運営にも関わる流れをつくる。オープンは2019年であるが、開園前から市民参加によるワークショップ等を実施し、
公園予定地やまちなかを舞台にプログラムを展開している。

11

8 立川市子ども未来センター
2012-2016年
（継続中）

東京都立川市の公共施設の管理運営の支援。市民が施設のオープン前からワークショップ等に参加し、施設を活動の
舞台として様々なプログラムを展開。市内外の市民活動団体や、個人単位で募集したボランティアメンバーが活動。市民
活動支援のコーディネーターが施設に常駐している。

12

9 十日町市中心市街地 2013-2016年
新潟県十日町市の中心市街地エリアでの市民による活動プログラムの展開。2つの公共施設（市民活動センター、市民
交流センター）のオープンに合わせ、中心地市街地エリアや両施設において市民が様々なプログラムを展開する取組
み。活動の愛称は「まちなかステージ応援団」。

7

10 長久手市なでラボ 2013-2015年
愛知県長久手市における若者世代を対象にした人材育成とビジョン作成、ビジョンに基づいた活動を生み出す取組み。
ワークショップ等を通じて立ち上がった5つのグループ（子育てと学び、場づくり、お外、まつり、食）が活動を展開。活動経
過や活動アイデアをまとめた冊子『なでラボ コンセプトブック』を作成。
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  調査対象10事例において、アンケートの4つの設問の平

均評価点を求めた（表2）。「その活動は楽しかったか」につ

いては、10事例中8つで6点を超えており、ほとんどの担

い手が活動を通じて楽しさを強く感じていたことがわかる。

比較的点数が低い燕（つばめ若者会議）については、支援

の期間が2年と短かったことが要因として考えられる。「成

功したか」については、10事例中8つで5点を超えており、

各活動は概ね成功していると感じている担い手が多いこと

がわかる。ただし、満点（とてもそう思う）と回答する人

の割合は他の設問に比べると少なく（15.3％）、まちづくり

活動は短期的に成果を実感しづらい面があることが推察さ

れる。「その活動で能力（技能）は上がったか」については、

10事例中9つで5点を超えており、多くの担い手は活動を

通じて自らの技能が向上したと感じている。唯一 4点台の

近鉄（あべのハルカス近鉄本店）は、百貨店のリニューア

ルオープンに合わせて担い手の活動を準備したため、試行

錯誤する時間が少なかったことが要因として考えられる。

「その活動で新しい機会（挑戦）ができたか」については、

10事例中8つで6点を超えており、ほとんどの担い手が活

動を通じて新しいことに挑戦できたと強く感じていること
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 次に、調査対象プロジェクトの全ての担い手において、

楽しさと成功のそれぞれのレベルの関係をクロス集計によ

って把握した（図1）。その結果、楽しさのレベルが上がる

ほど成功のレベルがあがる正の相関が示された。つまり、

担い手の実感レベルにおいて楽しさはまちづくり活動の成

功に積極的な影響を与えることが明らかとなった。 
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て、心理学者の M.チクセントミハイによる「フロー理論」
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なかで、その活動が活発になっていくような精神状態）は、

行為の能力（技能）と行為への機会（挑戦）が釣り合いな

がら成長する時に感じられるとされる（図2）。このような

状態は、まちづくり活動においても同様に現れるのではな

いかという仮説から、アンケートの設問に「その活動で能
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十日町 6.43 5.86 5.57 6.71
長久手 6.78 4.67 6.00 6.89
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力（技能）は上がったか」、「その活動で新しい機会（挑戦）

ができたか」を加えた。本アンケートの調査結果から、技

能と挑戦それぞれのレベルの関係をクロス集計によって把

握し、さらにそれぞれのマトリクスに楽しさの平均評価点

を対応させた（図3）。その結果、担い手の技能のレベルが

上がるほど挑戦のレベルが上がる傾向となる正の相関が示

されるとともに、技能/挑戦がともにレベルが高くなると楽

しさの点数も高くなる傾向が見られた。このことから、住

民参加型まちづくりにおける担い手が感じる楽しさについ

ては、その技能と挑戦のあり方が密接に関係することが示

された。 

 さらに、技能・挑戦それぞれと楽しさとの関係について

もクロス集計により把握した。技能と楽しさとの関係では

（図4）、技能のレベルが上がると楽しさのレベルも上がる

傾向が示された。技能についての設問では「⑤ややそう思

う」と回答する担い手の割合が最も大きく、楽しさは「⑥

かなりそう思う」に最も対応している。ここで、技能につ
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（M.チクセントミハイ, 楽しみの社会学, 2001:pp.81より引用、 

                                           筆者が一部修正） 

いての設問回答が「⑥かなりそう思う」以上のレベルとな

る場合、対応する楽しさは「⑦とてもそう思う」にステッ

プアップする傾向が強いため、楽しさにおける技能レベル

においては「ややそう思う」から「かなりそう思う」への

ステップが重要なポイントとなると考えられる。挑戦と楽

しさとの関係においても（図5）、挑戦のレベルが上がると

楽しさのレベルも上がる傾向が示された。挑戦についての

設問では「⑦とてもそう思う」と回答する担い手の割合が

最も大きく、楽しさは「⑦とてもそう思う」に最も対応し

ている。このことから、住民参加型まちづくりにおける担

い手の挑戦（新たな行為への機会）は、特に楽しさにおい

て関係の強い要素であることが把握できた。 

 

【まとめ・今後の展開】 

 以上の結果から、住民参加型まちづくりにおける担い手

実感としての楽しさは、まちづくり活動の成功に積極的な

影響を与えることが明らかとなった。また、まちづくり活

動を通じて楽しさが生み出される要因について、フロー理

論をベースとした担い手の技能と挑戦のあり方が密接に関

係することが示された。 

 今後の展開としては、まちづくり活動の楽しさに関係す

る担い手の技能・挑戦に関するコミュニティデザインのプ

ロセスにおいて、具体的にどのような支援策に効果があっ

たのかなど、担い手へのヒアリング調査などにより、楽し

さの形成要因のモデル化が望まれる。また、より多くの事

例での比較検証を行うことや、個人レベルでの「楽しさ」

の実現とまちづくりの公益的な効果に対する影響を分析す

ることなどによって研究の質を高めていく必要がある。 
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力（技能）は上がったか」、「その活動で新しい機会（挑戦）

ができたか」を加えた。本アンケートの調査結果から、技

能と挑戦それぞれのレベルの関係をクロス集計によって把

握し、さらにそれぞれのマトリクスに楽しさの平均評価点

を対応させた（図3）。その結果、担い手の技能のレベルが

上がるほど挑戦のレベルが上がる傾向となる正の相関が示

されるとともに、技能/挑戦がともにレベルが高くなると楽

しさの点数も高くなる傾向が見られた。このことから、住

民参加型まちづくりにおける担い手が感じる楽しさについ

ては、その技能と挑戦のあり方が密接に関係することが示

された。 

 さらに、技能・挑戦それぞれと楽しさとの関係について
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においては「ややそう思う」から「かなりそう思う」への
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係することが示された。 

 今後の展開としては、まちづくり活動の楽しさに関係す

る担い手の技能・挑戦に関するコミュニティデザインのプ

ロセスにおいて、具体的にどのような支援策に効果があっ
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ファミリービジネスの 戦略による地方活性化

○西岡慶子（大阪大学）・玄場公則（法政大学）・上西啓介（大阪大学）・加賀有津子（大阪大学）

地方活性、ファミリービジネス、

【背景・目的】

日本は、グローバル化による競争激化や少子高齢化

に伴う人口減少により、国の成長が危惧されている。

政府は地方創生の観点から 年 月に「まち・ひ

と・しごと創生本部」の設置を閣議決定した。地方で

は、基幹産業の衰退、教育施設や日常サービスの消失、

地域コミュニティの弱体が深刻であり、地方創生は簡

単ではない。地域が元気になるためには、雇用を産む

多様な産業が存在しなければならない。その源泉が地

域にあるファミリービジネスである。

日本をはじめ世界には、数多くのファミリービジネ

スが存在する。日本企業全体に占めるファミリービジ

ネスの割合は ％であると言われており〔 〕、そ

のなかに含まれる長寿企業は、地域のファミリービジ

ネスを牽引する存在である。帝国データバンクの「長

寿企業の実態調査 年」によれば、創業 年を

超える企業は全国に 社ある。

長寿企業の研究は豊富にあるが、それらは家訓や理

念、事業承継などの文化的側面や定性的な観点から行

われていることが多く、長寿企業と地域活性の関係を

定量分析した研究は少ない。本研究は、長寿企業と地

域経済の関係を豊富なデータに基づき定量的に分析

するものである。また、自らを「地域貢献型」企業と

位置づけるファミリービジネスをケーススタディと

して調査し、今後企業が地域と共に発展しうる競争戦

略を検証するものである。本稿では、ファミリービジ

ネスの定義を「創業家、または、その子孫など創業家

を代表する者が経営にあたっている企業」とする。

【研究方法・研究内容】

１）既往研究

企業は、地域と不離の関係にある。企業活動により

実現される雇用や消費そして納税は、地域経済の柱と

なる。日本の企業の ％がファミリービジネスで

あるということは、それらの成長こそが地域の活性化

の源泉であることを意味している。なかでも長寿企業

の存在は大きく、長い社歴のなかで蓄積してきた経営

資源を競争戦略として最大限に活かし、イノベーショ

ンの創出につなげることが地域活性の観点からも求

められる。しかし、市場の変化が激しく、価値観が多

様化している社会にあって、新しい価値を生み持続的

に利益を生み出していくのは困難なことである。それ

は、日本の企業のうち、利益計上法人が 社、

欠損法人が 社で、欠損法人の割合が

％であるとする、平成 年度の国税局の調査報

告からも推察できる。

日本のファミリービジネスについての定量的な分

析結果は多くないが、 年版「ファミリービジネ

ス白書」では、上場しているファミリービジネスの経

営諸指標について定量的な分析がなされている。しか

し、それらは非ファミリービジネスとファミリービジ

ネスとの比較分析に焦点をあてたもので、地域活性指

数との関係における分析は含まれていない。

長寿企業に関する研究については、帝国データバン

クが「長寿企業の実態調査」として自社のデータをも

とに創業 年を超えた企業（ 年企業）の輩出率、

年企業の輩出率が高い業種や地域、 年企業の

経営指標における特徴などについて定量的に分析し

ているが、長寿企業と地域活性との関係をデータ分析

したものではない。

本研究は、東京商工リサーチの企業データから

年現在で設立 年を超えた企業 社を長

寿企業として抽出し、それらが地域経済に貢献してい

るかを定量的に分析するものである。加えて、自らを

「地域貢献型」企業と位置づけているファミリービジ

ネスの経営者に企業戦略と地方活性化との関連につ

いてヒアリングを行い、調査するものである。

事業を通じて地域貢献や地域活性化に資する競争

戦略は と呼ばれる。マ

イケル・ポーターとマーク・クラマーは共著論文

「 」〔 〕において、 によ

る競争優位の戦略を詳述している。以来、 を実践

する企業事例や「 が競争優位の戦略になり得るか」

について、研究がなされてきた。岡田〔 〕は、ポー

ターの論文には矛盾があると指摘している。しかし、

本研究は、ポーターの論点の矛盾を解き明かすための

ものではない。ポーターは、 により競争優位を実

現するための方法として、 つのアプローチを提示し

たが、本稿のケーススタディでは を競争戦略とし

て機能させ、更にそれを地域活性に寄与するものとす

るための条件を明らかにするものである。

）分析手法

統計データ

従来の長寿企業についての研究は、企業単位に行わ

れることが多い。長寿企業と地域活性指数との相関を

定量的に分析するためには、全国規模で個別企業デー

タを用いる必要があり、その入手は困難である。今回

の研究では、東京商工リサーチの協力を得て、全国の

企業データから 年時点で設立 年を超えた企業

（以下、長寿企業） 社を抽出し、それらを長

寿企業として市別に仕訳した。その上で、長寿企業と

地域活性指数としての市別の人口増加率、給与所得額、

従業員数、財政力指数との間で相関を調べることによ

り、長寿企業が地域の活性化に貢献しているかを検証

する。長寿企業を 時点で設立 年以上の企業と

したのは、戦後の混乱が落ち着いた時期を 年目の

年とし、その時点までに設立された企業という

考え方に基づいている。

人口増加率は 年と 年の厚生労働省の人口

動態調査から、給与所得額と従業員数については

年の経済産業省の工業統計調査を用いた。財政

力指数は、総務省の主要財政指標 年を用いた。

分析方法

年の時点で長寿企業となった企業の輩出率を

求めるために、工業統計調査にある国内企業の総数と

東京商工リサーチの 年までに設立された

社のデータを用いた。長寿企業のデータは市区町村別

に仕分けし、それぞれの地域の輩出率を求めた。東京

区と町村のデータは、外れ値が大きかったため分

析対象より除外した。よって、 の市町村データ

から「町村」と「区」を除外し、対象とする市の数は

となった。更に、長寿企業が全く存在しない市が

市あったため、最終的に 市を対象として長寿企

業と地方活性の相関をみた。

変数の定義は以下の通りである。

〔相関分析における変数の定義〕

長寿企業輩出率：長寿企業／全企業

人口増加率： 年人口数／ 年人口数

ケーススタディについては、地域貢献を企業戦略の

優先順位に位置づけているファミリービジネスを対

象として調査するため、 年 月 日に三重県松

阪市の辻製油株式会社の取締役会長の辻保彦氏に直

接ヒアリングするとともに、資料収集〔 〕を行った。

対象企業の選定について、対象を 社にしたのは、地

域において を実践している代表的かつ最適な事

例であるからである。

）分析結果

相関分析

東京商工リサーチの長寿企業データから市別に長

寿企業の輩出率を求めた。長寿企業輩出率は平均で

％であった。長寿企業の輩出率順位は、１）夕張

市の ％、 加茂市の ％、）銚子市の ％、

歌志内市の ％、 宮津市の ％となった。

長寿企業の地域活性への貢献関係を調べるために、

長寿企業の輩出率と地域活性指数として人口増加率

との相関を求めた。相関係数は と負の値にな

ったため、データを人口規模別にまとめると表１に示

したように、人口 千人から 万人までの市と 万

人から 万人の市で正の相関が見られた。

（表 ）地域活性化指数との相関分析
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地方活性、ファミリービジネス、
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日本は、グローバル化による競争激化や少子高齢化

に伴う人口減少により、国の成長が危惧されている。

政府は地方創生の観点から 年 月に「まち・ひ

と・しごと創生本部」の設置を閣議決定した。地方で

は、基幹産業の衰退、教育施設や日常サービスの消失、

地域コミュニティの弱体が深刻であり、地方創生は簡

単ではない。地域が元気になるためには、雇用を産む

多様な産業が存在しなければならない。その源泉が地

域にあるファミリービジネスである。

日本をはじめ世界には、数多くのファミリービジネ

スが存在する。日本企業全体に占めるファミリービジ

ネスの割合は ％であると言われており〔 〕、そ

のなかに含まれる長寿企業は、地域のファミリービジ

ネスを牽引する存在である。帝国データバンクの「長

寿企業の実態調査 年」によれば、創業 年を

超える企業は全国に 社ある。

長寿企業の研究は豊富にあるが、それらは家訓や理

念、事業承継などの文化的側面や定性的な観点から行

われていることが多く、長寿企業と地域活性の関係を

定量分析した研究は少ない。本研究は、長寿企業と地

域経済の関係を豊富なデータに基づき定量的に分析

するものである。また、自らを「地域貢献型」企業と

位置づけるファミリービジネスをケーススタディと

して調査し、今後企業が地域と共に発展しうる競争戦

略を検証するものである。本稿では、ファミリービジ

ネスの定義を「創業家、または、その子孫など創業家

を代表する者が経営にあたっている企業」とする。

【研究方法・研究内容】

１）既往研究

企業は、地域と不離の関係にある。企業活動により

実現される雇用や消費そして納税は、地域経済の柱と

なる。日本の企業の ％がファミリービジネスで

あるということは、それらの成長こそが地域の活性化

の源泉であることを意味している。なかでも長寿企業

の存在は大きく、長い社歴のなかで蓄積してきた経営

資源を競争戦略として最大限に活かし、イノベーショ

ンの創出につなげることが地域活性の観点からも求

められる。しかし、市場の変化が激しく、価値観が多

様化している社会にあって、新しい価値を生み持続的

に利益を生み出していくのは困難なことである。それ

は、日本の企業のうち、利益計上法人が 社、

欠損法人が 社で、欠損法人の割合が

％であるとする、平成 年度の国税局の調査報

告からも推察できる。

日本のファミリービジネスについての定量的な分

析結果は多くないが、 年版「ファミリービジネ

ス白書」では、上場しているファミリービジネスの経

営諸指標について定量的な分析がなされている。しか

し、それらは非ファミリービジネスとファミリービジ

ネスとの比較分析に焦点をあてたもので、地域活性指

数との関係における分析は含まれていない。

長寿企業に関する研究については、帝国データバン

クが「長寿企業の実態調査」として自社のデータをも

とに創業 年を超えた企業（ 年企業）の輩出率、

年企業の輩出率が高い業種や地域、 年企業の

経営指標における特徴などについて定量的に分析し

ているが、長寿企業と地域活性との関係をデータ分析

したものではない。

本研究は、東京商工リサーチの企業データから

年現在で設立 年を超えた企業 社を長

寿企業として抽出し、それらが地域経済に貢献してい

るかを定量的に分析するものである。加えて、自らを

「地域貢献型」企業と位置づけているファミリービジ

ネスの経営者に企業戦略と地方活性化との関連につ

いてヒアリングを行い、調査するものである。

事業を通じて地域貢献や地域活性化に資する競争

戦略は と呼ばれる。マ

イケル・ポーターとマーク・クラマーは共著論文

「 」〔 〕において、 によ

る競争優位の戦略を詳述している。以来、 を実践

する企業事例や「 が競争優位の戦略になり得るか」

について、研究がなされてきた。岡田〔 〕は、ポー

ターの論文には矛盾があると指摘している。しかし、

本研究は、ポーターの論点の矛盾を解き明かすための

ものではない。ポーターは、 により競争優位を実

現するための方法として、 つのアプローチを提示し

たが、本稿のケーススタディでは を競争戦略とし

て機能させ、更にそれを地域活性に寄与するものとす

るための条件を明らかにするものである。

）分析手法

統計データ

従来の長寿企業についての研究は、企業単位に行わ

れることが多い。長寿企業と地域活性指数との相関を

定量的に分析するためには、全国規模で個別企業デー

タを用いる必要があり、その入手は困難である。今回

の研究では、東京商工リサーチの協力を得て、全国の

企業データから 年時点で設立 年を超えた企業

（以下、長寿企業） 社を抽出し、それらを長

寿企業として市別に仕訳した。その上で、長寿企業と

地域活性指数としての市別の人口増加率、給与所得額、

従業員数、財政力指数との間で相関を調べることによ

り、長寿企業が地域の活性化に貢献しているかを検証

する。長寿企業を 時点で設立 年以上の企業と

したのは、戦後の混乱が落ち着いた時期を 年目の

年とし、その時点までに設立された企業という

考え方に基づいている。

人口増加率は 年と 年の厚生労働省の人口

動態調査から、給与所得額と従業員数については

年の経済産業省の工業統計調査を用いた。財政

力指数は、総務省の主要財政指標 年を用いた。

分析方法

年の時点で長寿企業となった企業の輩出率を

求めるために、工業統計調査にある国内企業の総数と

東京商工リサーチの 年までに設立された

社のデータを用いた。長寿企業のデータは市区町村別

に仕分けし、それぞれの地域の輩出率を求めた。東京

区と町村のデータは、外れ値が大きかったため分

析対象より除外した。よって、 の市町村データ

から「町村」と「区」を除外し、対象とする市の数は

となった。更に、長寿企業が全く存在しない市が

市あったため、最終的に 市を対象として長寿企

業と地方活性の相関をみた。

変数の定義は以下の通りである。

〔相関分析における変数の定義〕

長寿企業輩出率：長寿企業／全企業

人口増加率： 年人口数／ 年人口数

ケーススタディについては、地域貢献を企業戦略の

優先順位に位置づけているファミリービジネスを対

象として調査するため、 年 月 日に三重県松

阪市の辻製油株式会社の取締役会長の辻保彦氏に直

接ヒアリングするとともに、資料収集〔 〕を行った。

対象企業の選定について、対象を 社にしたのは、地

域において を実践している代表的かつ最適な事

例であるからである。

）分析結果

相関分析

東京商工リサーチの長寿企業データから市別に長

寿企業の輩出率を求めた。長寿企業輩出率は平均で

％であった。長寿企業の輩出率順位は、１）夕張

市の ％、 加茂市の ％、）銚子市の ％、

歌志内市の ％、 宮津市の ％となった。

長寿企業の地域活性への貢献関係を調べるために、

長寿企業の輩出率と地域活性指数として人口増加率

との相関を求めた。相関係数は と負の値にな

ったため、データを人口規模別にまとめると表１に示

したように、人口 千人から 万人までの市と 万

人から 万人の市で正の相関が見られた。

（表 ）地域活性化指数との相関分析

77

第8回研究大会論文集.indd   77 16/08/29   15:53



ただし、全体として、長寿企業と地域活性化との関

係を示す実証的な分析結果は得られなかった。

長寿企業の収益性

地域活性化に直接貢献している分析結果が得られ

なかったものの、本研究においては、長寿企業の収益

性に着目して分析を行った。帝国データバンクの「長

寿企業の実態調査」によれば、１） 年企業は全国

に 社存在する、２） 年企業輩出率（

年企業数÷全企業数）は ％である、３）年商規

模では、 億円未満が 社（構成比 ％）、

～ 億円未満が 社（同 ％）であり、全

体の 割以上が年商 億円未満の中小企業である。

また、同調査では、 年企業の財務面での特徴を調

査するために、 項目の財務分析指標（①総資本経

常利益率、②売上総利益率、③売上高営業利益率、④

売上高経常利益率、⑤総資本回転率、⑥棚卸資産回転

期間、⑦固定資産回転期間、⑧自己資本比率、⑨流動

比率、⑩固定比率）について 年企業平均（以下、

年平均）と全企業平均（以下、全平均）を比較し

ている。その結果を表２に示した。

年企業平均 全企業平均

自己資本比率

売上高営業利益率

売上高経常利益率

（表２）長寿企業と全企業の収益性の比較

事例分析

ケーススタディは、三重県松阪市に所在する辻製油

株式会社について行った。辻製油は 年に菜種を

原料に搾油を始め、食用油の製造を中心に事業を展開

する国内第 位の食用油メーカーである。 名の従

業員により 億円を売り上げており（ 年）、高

い競争優位を得ている。

同社では、食用油製造の過程で生じる、搾油残渣の

有効利用にも取り組み、コーン油の絞りかすから高純

度セラミドを精製するなど、高付加価値製品を生産し

ている。この技術に注目した高知県の 土佐あきは、

年ゆず搾汁残渣から「ゆずオイル」を精製した

いと同社に協力を求めた。高知県における「ゆず」の

年間生産量は、約 トンで日本一である。そのう

ち、安芸市の年間生産量は約 〜 トンである。

加工用の「ゆず」 個から搾汁される汁は約 ％で、

残りの ％が「ゆず皮」などで、種や房を取り除い

た が「ゆずオイル」の原料となる。 年に同社

は高知県並びに安芸市と企業進出協定を結び、ゆずオ

イルの精製事業を開始した。これにより、費用をかけ

て廃棄処理していたゆずの残渣が、高付加価値製品に

生まれ変わり、同社の競争力強化にも貢献した。

辻製油は、 年に創立 周年を迎えたことを期

に「地域貢献型会社」に向けた取り組みを強化した。

その一環として地域資源に着目し、自社工場で使用す

るエネルギーを石油への ％依存から、地元の間伐

材などを熱源とした「木質バイオマス」に転換した。

施設は「松阪木質バイオマス熱利用協同組合」として

年に竣工し、石油換算で年間 の削減と

の発生を トン抑えることができたが、ま

だ余剰エネルギーがあったため、津市のようかん工場

を招へいし、エネルギーの供給を始めた。また、発電

時に出る廃熱を利用して、隣地に ㎡の植物工

場を建設し、トマトの生産を開始した。

また、同社では三重大学と土佐あき農協と連携して、

年度から三重県松阪市に土佐あき産の「ゆず苗」

万本を目標に植え付けてきた。 年度までに

つの市町が加わり、植え付け本数は合計 本程に

なった。 万本の植樹で期待される収穫量は トン

で、実現すれば全国７位相当のゆずの栽培規模となる。

【考察・結論】

本研究では人口動態調査、工業統計調査、総務省主

要財政指標と東京商工リサーチのデータを用いて、長

寿企業と地方活性との関係について分析を行った。分

析の結果、人口増加率の側面では、 千人から 万人

と 万人から 万人ほどの市では長寿企業が地域活

性に対して正の関係が示唆されるものの、それ以外の

地域においては負の関係が示唆された。そのため、本

研究では、長寿企業が地域活性化に貢献しているか否

かに関して、実証的な分析結果は得られなかったと考

えられる。この点については、今後の研究課題とした

い。

ケーススタディからは、 が競争優位を獲得する

ために有効な戦略であり、地域活性化につながること

が示唆された。社会的価値と企業の経済的価値を両立

するというのは、営利目的で存在している企業には簡

単なことではない。特に、非ファミリービジネスでは、

所有と経営が分離されており、会社は株主利益、或い

は経済価値を最大化するために専門経営者によって

経営されている。一方、ファミリービジネスでは、「経

営者＝家＝会社」となり、経営者は家と会社を代表す

る。家は社会と不離の関係にあることから、ファミリ

ービジネスでは、社会的価値と経済的価値は矛盾しに

くいと言える。地域社会に影響力の大きいファミリー

ビジネスが本業を通じて社会の課題を解決する

を実践し、イノベーションや新しいビジネスモデルを

産むことができれば、それは企業の経営に寄与するの

みならず、地方創生につながる可能性が高い。今回の

ケースから、 の実践には、 ）経営者の強いリー

ダーシップ、 ）地域との密着な関係、 ）社会的価値

を経営の高い優先順位に位置づけること、の 点が重

要な要素になることも示唆された。

帝国データバンクの「長寿事業の実態調査」では、

売上高経常利益率については、＋ ポイント、自

己資本比率については、＋ ポイント、 年企業

平均が全企業平均を上回っている。注目すべきは、全

企業平均で売上高経常利益率が売上高営業利益率に

対し＋ ポイントとなっている一方、 年平均で

は＋ ポイントとなっている。 年企業では本業

が稼ぎ出す営業利益よりも経常利益の方が多い結果

になっている。これは 年企業が保有株式や土地・

建物などの資産を活用し、本業外で収益を生み出して

いる、という傾向を示しており、この点が長寿企業の

本業が地域活性にインパクトを与えられていない要

因の一つである可能性がある。企業活動は通常 カ年

計画で動いているが、 年先の社会がどのようにな

るかを想定し、そこからバックキャスティングして社

会課題を解決する視点が重要である。

政府が打ち出した、「まち・ひと・しごと創生本部」

で最も重要視されるべきは、しごとである。若い世代

がここで生活したいと思える地域にするには、労働人

口の増加を目標にすべきである。シェーン は、｢新

企業は、既存企業ほど多くの雇用を産み出しはしない。

新企業による純雇用創出数が全体の ％に達するた

めには、社齢 年の企業すべてを『新企業』とみなさ

なければいけない。｣と述べており、長寿企業が雇用

に貢献する度合いが高いことを示唆している。

文部科学省は 年度から全国 の国立大学に対

して「世界最高水準の教育研究」「特定の分野で世界

的な教育研究」「地域活性化の中核」の 分類から選

択するよう通達し、 の大学が「地域活性化の中核」

を選んだ。文部科学省の「平成 年度大学等におけ

る産学連携等の実施状況調査」によれば、民間企業と

の共同研究において、「研究費受入額」は約 億円

と、前年度と比べて約 億円増加し、本調査開始後、

初めて 億円を超え、また「研究実施件数」は

件となり、前年度より 件増加している。地方大

学では、それぞれの地域の課題に精通した人材を輩出

すること、加えて学生や教員が地域連携や産学官連携

により地域課題の解決に参加し、地域活性に貢献する

ことを目指すべきである。

本研究により、 は大学にも企業にも有効な活性

化戦略になりうる可能性があることが検証できた。今

後は事例を増やし検証を重ねることで本研究を深め

ていく。地域活性化の議論が高まるなか、地域社会に

インパクトの大きい長寿企業やファミリービジネス

がこれまで培ってきた技術やノウハウを という

アプローチにより官学と共に事業へ昇華させること

は、地域活性化への戦略になりうると考えられる。
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ただし、全体として、長寿企業と地域活性化との関

係を示す実証的な分析結果は得られなかった。

長寿企業の収益性

地域活性化に直接貢献している分析結果が得られ

なかったものの、本研究においては、長寿企業の収益

性に着目して分析を行った。帝国データバンクの「長

寿企業の実態調査」によれば、１） 年企業は全国

に 社存在する、２） 年企業輩出率（

年企業数÷全企業数）は ％である、３）年商規

模では、 億円未満が 社（構成比 ％）、

～ 億円未満が 社（同 ％）であり、全

体の 割以上が年商 億円未満の中小企業である。

また、同調査では、 年企業の財務面での特徴を調

査するために、 項目の財務分析指標（①総資本経

常利益率、②売上総利益率、③売上高営業利益率、④

売上高経常利益率、⑤総資本回転率、⑥棚卸資産回転

期間、⑦固定資産回転期間、⑧自己資本比率、⑨流動

比率、⑩固定比率）について 年企業平均（以下、

年平均）と全企業平均（以下、全平均）を比較し

ている。その結果を表２に示した。

年企業平均 全企業平均

自己資本比率

売上高営業利益率

売上高経常利益率

（表２）長寿企業と全企業の収益性の比較

事例分析

ケーススタディは、三重県松阪市に所在する辻製油

株式会社について行った。辻製油は 年に菜種を

原料に搾油を始め、食用油の製造を中心に事業を展開

する国内第 位の食用油メーカーである。 名の従

業員により 億円を売り上げており（ 年）、高

い競争優位を得ている。

同社では、食用油製造の過程で生じる、搾油残渣の

有効利用にも取り組み、コーン油の絞りかすから高純

度セラミドを精製するなど、高付加価値製品を生産し

ている。この技術に注目した高知県の 土佐あきは、

年ゆず搾汁残渣から「ゆずオイル」を精製した

いと同社に協力を求めた。高知県における「ゆず」の

年間生産量は、約 トンで日本一である。そのう

ち、安芸市の年間生産量は約 〜 トンである。

加工用の「ゆず」 個から搾汁される汁は約 ％で、

残りの ％が「ゆず皮」などで、種や房を取り除い

た が「ゆずオイル」の原料となる。 年に同社

は高知県並びに安芸市と企業進出協定を結び、ゆずオ

イルの精製事業を開始した。これにより、費用をかけ

て廃棄処理していたゆずの残渣が、高付加価値製品に

生まれ変わり、同社の競争力強化にも貢献した。

辻製油は、 年に創立 周年を迎えたことを期

に「地域貢献型会社」に向けた取り組みを強化した。

その一環として地域資源に着目し、自社工場で使用す

るエネルギーを石油への ％依存から、地元の間伐

材などを熱源とした「木質バイオマス」に転換した。

施設は「松阪木質バイオマス熱利用協同組合」として

年に竣工し、石油換算で年間 の削減と

の発生を トン抑えることができたが、ま

だ余剰エネルギーがあったため、津市のようかん工場

を招へいし、エネルギーの供給を始めた。また、発電

時に出る廃熱を利用して、隣地に ㎡の植物工

場を建設し、トマトの生産を開始した。

また、同社では三重大学と土佐あき農協と連携して、

年度から三重県松阪市に土佐あき産の「ゆず苗」

万本を目標に植え付けてきた。 年度までに

つの市町が加わり、植え付け本数は合計 本程に

なった。 万本の植樹で期待される収穫量は トン

で、実現すれば全国７位相当のゆずの栽培規模となる。

【考察・結論】

本研究では人口動態調査、工業統計調査、総務省主

要財政指標と東京商工リサーチのデータを用いて、長

寿企業と地方活性との関係について分析を行った。分

析の結果、人口増加率の側面では、 千人から 万人

と 万人から 万人ほどの市では長寿企業が地域活

性に対して正の関係が示唆されるものの、それ以外の

地域においては負の関係が示唆された。そのため、本

研究では、長寿企業が地域活性化に貢献しているか否

かに関して、実証的な分析結果は得られなかったと考

えられる。この点については、今後の研究課題とした

い。

ケーススタディからは、 が競争優位を獲得する

ために有効な戦略であり、地域活性化につながること

が示唆された。社会的価値と企業の経済的価値を両立

するというのは、営利目的で存在している企業には簡

単なことではない。特に、非ファミリービジネスでは、

所有と経営が分離されており、会社は株主利益、或い

は経済価値を最大化するために専門経営者によって

経営されている。一方、ファミリービジネスでは、「経

営者＝家＝会社」となり、経営者は家と会社を代表す

る。家は社会と不離の関係にあることから、ファミリ

ービジネスでは、社会的価値と経済的価値は矛盾しに

くいと言える。地域社会に影響力の大きいファミリー

ビジネスが本業を通じて社会の課題を解決する

を実践し、イノベーションや新しいビジネスモデルを

産むことができれば、それは企業の経営に寄与するの

みならず、地方創生につながる可能性が高い。今回の

ケースから、 の実践には、 ）経営者の強いリー

ダーシップ、 ）地域との密着な関係、 ）社会的価値

を経営の高い優先順位に位置づけること、の 点が重

要な要素になることも示唆された。

帝国データバンクの「長寿事業の実態調査」では、

売上高経常利益率については、＋ ポイント、自

己資本比率については、＋ ポイント、 年企業

平均が全企業平均を上回っている。注目すべきは、全

企業平均で売上高経常利益率が売上高営業利益率に

対し＋ ポイントとなっている一方、 年平均で

は＋ ポイントとなっている。 年企業では本業

が稼ぎ出す営業利益よりも経常利益の方が多い結果

になっている。これは 年企業が保有株式や土地・

建物などの資産を活用し、本業外で収益を生み出して

いる、という傾向を示しており、この点が長寿企業の

本業が地域活性にインパクトを与えられていない要

因の一つである可能性がある。企業活動は通常 カ年

計画で動いているが、 年先の社会がどのようにな

るかを想定し、そこからバックキャスティングして社

会課題を解決する視点が重要である。

政府が打ち出した、「まち・ひと・しごと創生本部」

で最も重要視されるべきは、しごとである。若い世代

がここで生活したいと思える地域にするには、労働人

口の増加を目標にすべきである。シェーン は、｢新

企業は、既存企業ほど多くの雇用を産み出しはしない。

新企業による純雇用創出数が全体の ％に達するた

めには、社齢 年の企業すべてを『新企業』とみなさ

なければいけない。｣と述べており、長寿企業が雇用

に貢献する度合いが高いことを示唆している。

文部科学省は 年度から全国 の国立大学に対

して「世界最高水準の教育研究」「特定の分野で世界

的な教育研究」「地域活性化の中核」の 分類から選

択するよう通達し、 の大学が「地域活性化の中核」

を選んだ。文部科学省の「平成 年度大学等におけ

る産学連携等の実施状況調査」によれば、民間企業と

の共同研究において、「研究費受入額」は約 億円

と、前年度と比べて約 億円増加し、本調査開始後、

初めて 億円を超え、また「研究実施件数」は

件となり、前年度より 件増加している。地方大

学では、それぞれの地域の課題に精通した人材を輩出

すること、加えて学生や教員が地域連携や産学官連携

により地域課題の解決に参加し、地域活性に貢献する

ことを目指すべきである。

本研究により、 は大学にも企業にも有効な活性

化戦略になりうる可能性があることが検証できた。今

後は事例を増やし検証を重ねることで本研究を深め

ていく。地域活性化の議論が高まるなか、地域社会に

インパクトの大きい長寿企業やファミリービジネス

がこれまで培ってきた技術やノウハウを という

アプローチにより官学と共に事業へ昇華させること

は、地域活性化への戦略になりうると考えられる。
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1. はじめに

（1）背景

消費者の緑茶に対する嗜好がリーフ茶からペットボト

ル茶中心への変化や緑茶自体を飲まなくなる人が増えて

いる昨今の緑茶文化の変化を受けて，近年の日本茶業界

は業界全体が衰退傾向にある。実際に生業として，経営

をおこなっている製茶業者は生葉価格の低迷や原油をは

じめとした費用が高騰することにより，収入が上がらな

い状況が続いており，経営者は後継者への継承を断念し

て，現経営者の代で廃業を進める人が増加している。そ

の状況を受けて，茶業従事者の高齢化も進展しており，

静岡産地では他の産地と比較すると，山間地茶園や茶園

面積が狭い畑が多いことから，生葉生産経営体や製茶業

者経営体の構築が遅れている。

しかし，今までの歴史から見てみると，1990年代以前

の静岡産地では山間地産地を中心に共同製茶工場が企業

形態の中枢を担っていた。この組織は農協が主導して設

立されたケースが多いものの，個人の生葉生産農家が数

軒で，もしくは集落ごとに生葉を持ち寄り，その生葉を

対象となる各生産農家が均等の労働負担で製茶し、荒茶

の売上を均等に分けるシステムを構築していた。1990年

代以降になると，共同製茶工場中心の企業形態から製茶

工場の大型化や生葉生産農家の高齢化による農地集約な

どにより，平坦地産地と同様に，生葉生産と製茶を一貫

しておこなう個人経営が増加する傾向となり，現在に至

るまでその傾向は変わらない。

静岡産地を企業形態という側面から概観してみると，

最も多い企業形態である個人経営もかなりのスピードで

減少してきている半面で，国等が推進している法人経営

の増加スピードはそれほど早いスピードで進展している

状況にはないため，もし今後も現在の個人経営中心の傾

向が続いた場合には，高齢化や経営不振により廃業する

経営体が増加することで，静岡産地の茶業全体の衰退が

見込まれ，産地としての消滅を危惧する関係者もいる。

（2）国等の政策と企業経営者の反応

国は「お茶の振興に関する法律」（平成 23 年 4 月 23

日法律第 21号）や静岡県は法律に基づき，「静岡県茶業

振興基本計画（H26～H29）」を策定し，茶園を機械化で

きるような面積に区画整理をおこない，地域の中核とな

るビジネス茶業経営体の育成や農地中間管理機構を活用

した担い手のいる茶園への農地集約を推進するなど，意

欲のある経営体に農地を集積させることで，比較的大き

な規模で茶園経営がおこなえるように，また栽培品種も

現在主力であるやぶきた種から早生・中生・晩生品種を

分散栽培することで，工場の効率的な稼働が可能となり，

それによって，労働者の効率的な人員配置も実施できる

ような環境整備をおこなうようにするなど，茶業振興を

図ろうとする茶業振興基本計画に基づいた実施計画を策

定し，計画に基づいた施策を実施している。

一方で，現在個人経営をおこなっている経営者と面談

すると「個人経営を継続した方が事業の継続が見込める

可能性は高い。」と考える個人経営主は比較的多く存在

する。この理由を聞いてみると，経営法人化することに

より，信用性が担保され，補助金などは受給しやすくな

るものの，受給の条件として秋冬番の製造をおこなわな

ければならないといった条件が設定されるように，自ら

の経営判断による対応策が取れなくなってしまうことや

個人経営のデメリットがあまりないと考えていることが

挙げられる。

（3）問題意識

そこで，本研究では日本一の茶産地である静岡産地を

研究対象地として，先行研究であまり整理がおこなわれ

ていない国や静岡県の政策について，「お茶の振興に関

する法律」を中心とした茶業振興に関する実施計画をベ

ースに一度整理をおこなうこと，及び静岡産地内の山間

地産地と平坦地産地のおのおのの産地に属する企業の経

営者に聞き取り調査を実施することにより，今後の経営

体のあり方について，すなわち個人経営が今後も継続さ

れていく傾向にあるのか，既存の機能に加えて，新たな

機能を有した共同製茶工場の企業形態が中心となってい

くのか，もしくは株式会社・農事組合法人化による法人

経営に変化していく傾向になっていくのか，個人経営，

共同工場，法人経営のメリット・デメリットを示したう

えで，企業経営者が考える企業形態の今後の行方を展望

し，そのうえで静岡産地の荒茶製造業者の今後の企業形

態の行方を示すとともに，山間地産地と平坦地産地にお

ける企業経営の継続に向けた課題を整理したい。

2.先行研究

（1）静岡産地の山間地茶産地に関する研究

深瀬（2008）は静岡県川根地域をテーマに山間地産地に

おける茶業の変遷，企業形態，生産・流通構造を明らかに

した。この論文は川根産地の近年における製茶業全体の生

産構造や流通構造を実地調査に基づいて，論じている

（2）静岡産地における山間地産地の1990年代以前の企業

形態に関する研究

森菌・大石（1973） は共同製茶工場が社会的，経済的に

要請される役割を①資本装備の共同利用により，労働生産

性，資本生産性を高めるとともに，製茶ならびに生葉生産

技術の高位平準化をはかり，ひいては組合員個々の所得を

向上させる，②地域の共同生産組織として，共同的な生産

活動を展開することにより，地域農業の振興と近代化に寄

与するという２点に集約されるとしたうえで，藤枝市の農

山村集落の茶生産の開始より 1971 年までの集落における

茶業の歴史及び 1928 年に設立された共同製茶組織の発展

過程について，文書や経営成果，聞き取り調査などを通し

て明らかにした。

小柳津・増沢（1987）は静岡県内の山間地産地の共同製

茶工場の生葉生産量及び生産効率を分析し，平坦地産地と

比較した場合の山間地産地における茶業経営の条件の悪さ

及び後継者問題がこの論文が執筆された時点で，既に浮上

していたことを明らかにしている。

（3）静岡産地の平坦地茶産地における企業形態に関する研

究

高橋・河原崎（1977）は1965年から 1976年までの間に

おける牧之原地域の12戸の自園自製農家が中心となり，建

設した製茶工場を例にその経営実態を明らかにした。澤村

（2003） は 1965～1984年に設立された静岡県の共同製茶

工場が農協系の占める割合が高く，荒茶生産の重要な組織

になっている一方で，担い手不足を中心とした問題が生じ

ていることを明らかにし，再編した共同製茶組織の現状及

び茶園の共同管理の実態について，実地調査をもとに明ら

かにしている。蘇・柴垣（2003） は消費の低迷，輸入増加

と流通構造の変化，生葉生産問題，製茶工場の経営問題を

テーマに茶業をめぐる現在の問題点を整理したうえで，静

岡県における製茶工場の再編方向を製茶工場の経済性分析

と静岡市西部の平坦地の製茶工場の実態調査で明らかにし

ている。

（4）産地の機能変化に関する研究

産地の機能変化に関する研究として，鴻巣（2004）が産

地市場の機能変化と流通について，従来は伝統的な茶流通

工程を経て，茶専門小売店経由の販売が中心であったもの

が，量販店経由や大手企業の調達や茶系飲料の原料供給な

ど大手の特定需給者向け取引が増加していることを明らか

にしている。

3.調査研究

（1）調査方法

本研究では国や静岡県の政策を「お茶の振興に関する

法律」に基づいてまとめられた政策の整理を実施する。

また，静岡産地内の山間地産地と平坦地産地のおのお

のの産地に属する企業 9 社に対して，指示的面接法によ

る，1社あたり1時間～2時間程度聞き取り調査を実施し

た。この方法を選択したのは，著者が2010年前後から茶

業界とのかかわりを持つようになってから，多くの茶業

関係者より現状を認識するためには，産地へ行って，話

を聞かないと経営者は本音を語ってはくれないとの教え

があったためである。

（2）調査対象

本研究の調査対象として，まず，国や静岡県の政策を

「お茶の振興に関する法律」に基づいてまとめられた農

林水産省の「茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方

針」，静岡県の「静岡県茶業振興基本計画（平成 26～29

年）」，「共同茶工場の経営体質強化に向けて～共同茶

工場の再生、発展に向けた取り組みの留意点～」を対象

に整理することとした。

聞き取り調査については元静岡県立茶業試験場職員や

静岡県農業経営士協会所属の農業経営士，製茶機械メー
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い状況が続いており，経営者は後継者への継承を断念し

て，現経営者の代で廃業を進める人が増加している。そ

の状況を受けて，茶業従事者の高齢化も進展しており，

静岡産地では他の産地と比較すると，山間地茶園や茶園

面積が狭い畑が多いことから，生葉生産経営体や製茶業

者経営体の構築が遅れている。

しかし，今までの歴史から見てみると，1990年代以前

の静岡産地では山間地産地を中心に共同製茶工場が企業

形態の中枢を担っていた。この組織は農協が主導して設
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軒で，もしくは集落ごとに生葉を持ち寄り，その生葉を
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かにしている。蘇・柴垣（2003） は消費の低迷，輸入増加

と流通構造の変化，生葉生産問題，製茶工場の経営問題を

テーマに茶業をめぐる現在の問題点を整理したうえで，静

岡県における製茶工場の再編方向を製茶工場の経済性分析

と静岡市西部の平坦地の製茶工場の実態調査で明らかにし

ている。

（4）産地の機能変化に関する研究

産地の機能変化に関する研究として，鴻巣（2004）が産

地市場の機能変化と流通について，従来は伝統的な茶流通

工程を経て，茶専門小売店経由の販売が中心であったもの

が，量販店経由や大手企業の調達や茶系飲料の原料供給な

ど大手の特定需給者向け取引が増加していることを明らか

にしている。

3.調査研究

（1）調査方法

本研究では国や静岡県の政策を「お茶の振興に関する

法律」に基づいてまとめられた政策の整理を実施する。

また，静岡産地内の山間地産地と平坦地産地のおのお

のの産地に属する企業 9 社に対して，指示的面接法によ

る，1社あたり1時間～2時間程度聞き取り調査を実施し

た。この方法を選択したのは，著者が2010年前後から茶

業界とのかかわりを持つようになってから，多くの茶業

関係者より現状を認識するためには，産地へ行って，話

を聞かないと経営者は本音を語ってはくれないとの教え

があったためである。

（2）調査対象

本研究の調査対象として，まず，国や静岡県の政策を

「お茶の振興に関する法律」に基づいてまとめられた農

林水産省の「茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方

針」，静岡県の「静岡県茶業振興基本計画（平成 26～29

年）」，「共同茶工場の経営体質強化に向けて～共同茶

工場の再生、発展に向けた取り組みの留意点～」を対象

に整理することとした。

聞き取り調査については元静岡県立茶業試験場職員や

静岡県農業経営士協会所属の農業経営士，製茶機械メー
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カー社員から紹介された地域のまとめ役となる山間地産

地（愛鷹山麓，本山，春野）の4社，平坦地産地（沼津・

富士，牧之原）の 5社の計 9社の経営者に対して実施し

た。

（3）聞き取り調査の内容

聞き取り調査を実施する際にその地域の茶業の現状、

地域の構成，後継者の状況などを会話のなかに盛り込み

ながら，①企業の創業から現在にかけての歴史と企業形

態の変遷，②当該企業が現在の企業形態を選択している

理由，③当該企業の今後の企業形態の行方，④当該企業

が属している地域の他の企業の動向を概観したときに，

地域の荒茶製造業者が選択する企業形態の行方について，

共通の質問事項として設定し，調査対象企業及び対象企

業が属する地域の企業形態の変遷と今後の行方を調査し

た。

3.調査結果と各企業形態のメリット・デメリット

（1）調査結果

国や静岡県の政策では，茶園を機械化に対応できるよ

うな規模に区画整理を実施し，意欲ある経営体に茶園を

集積させることにより，比較的大きな規模の茶業経営が

できるように取り組みをすすめていくと同時に，栽培・

製造の面ではやぶきた種一辺倒の現在から早生・中生・

晩生の品種へと改植することで，摘採時期の分散が図る

ことができるため，その結果，工場の稼働効率の向上や

労働力も確保できるようにより，効率的で生産性の高い

生産体制を確立することができると実施計画をまとめて

いる。

そのなかで，企業形態では1980年代の山間地産地で企

業形態の中心を担ってきた共同工場の存続が厳しい状況

となっている。共同工場は生葉販売代金と荒茶製造によ

る利潤を原則として均等按分で，個々の組合員へ分配す

るため，ほかの企業形態における生葉生産農家の生葉販

売代金と比較すると大きな収入を得られるが，費用も分

担支出となるため，費用の面でも大きなものとなる傾向

が見られる。

これに近年の茶価の低迷と燃料費等費用部分の増大の

影響という「二重の苦しみ」を勘案すると，得られた収

益のほとんどを分配してしまうために内部留保のない共

同工場の収支は厳しい状況になると予想できる。加えて，

個人経営や法人経営のような明確なリーダーが存在しな

い傾向の強い共同工場は幅広い年齢層の組合員によって

構成されるため，現在の茶価を考慮した場合におもいき

った戦略を取ることが難しい状況となっている。

その結果，新たな機械の導入などの事業戦略が取れず

に，以前より高い品質やきめ細やかな荒茶を求める問

屋・小売サイドの要求にも応えられず，売り上げが減少

していくという悪循環のスパイラルへ陥っていくと想定

される。静岡県（2015b）はこの状況下の共同工場につい

て，今までの共同工場機能に加えて，茶園の共同管理機

能等を有した組織への変革や既存の組織を解体したうえ

での法人化や外部への事業譲渡など，抜本的な改革が必

要であるとの認識を示している。

今回の聞き取り調査で得られた山間地産地における企

業形態の行方を考えてみると，今後も事業を継続できる

企業は個人経営，共同工場，法人経営のような企業形態

に関係なく，本山産地や春野産地のように山間地茶を専

門に扱う茶商と結んだ特定の製茶業者や川根産地のよう

にインターネットを通じての直販チャネルを有した企業

が残っていくことができるのではないかと思われる。そ

のうえで企業形態別に考えると，春野産地での八蔵園の

鈴木代表のようなしっかりとしたリーダーシップを取れ

る人材がいる場合には共同工場形態のまま残ることがで

きるであろうが，従来型の数年ごとの持ち回りで代表者

が変わる共同工場では経営継続が難しくなると思われ，

大沢地区や春野地区のように他作物を栽培することがほ

とんどできない山間地産地では現在の茶価ベースでは年

間雇用の従事者に対する給料を支払うことが難しいと思

われるため，法人化するメリットもそれほど大きくはな

いと思われる。そのため，山間地産地全体としては，今

後も個人経営中心の企業形態のままで推移する可能性は

高いと想定される。平坦地産地における企業形態の行方

を考えてみると，①檀家が高齢化などにより廃業した場

合には，生葉を確保するために，製茶業者が自ら人員も

しくは従業者を用意することにより，生葉栽培を継続し

ていく形態の大規模化した個人経営（一部，法人転換あ

り），②茶園面積を縮小させたうえで個人経営を継続させ

る，③お茶の栽培だけでなく，ほかの作物との複合栽培

をおこなったうえでの法人経営化の3点を中心とした企

業形態としたうえで，個人経営中心の企業形態となるこ

とが想定される。そのうえで，今までのように市場中心

の企業経営ではなく，特定の顧客を有している小規模企

業か，大手との契約を結んだ企業が残っていくように想

定される。

（2）各企業形態のメリット・デメリット

個人経営も経営環境は変わらないが，事業を継続しよ

うとする個人経営主は新規機械の導入や新規茶園の購

入・賃貸借といったハード面だけでなく，問屋や茶商の

要望に応じた品質の荒茶を製造するというソフト面でも

自らの経営判断による事業戦略を描けるため，事業の継

続性という観点では共同工場と比較すると優位性が得ら

れる場合もある。その一方で，自らの代での廃業を検討

しているなど今後の事業の継続性がうまく描けない経営

者は共同工場と同様に，おもいきった事業戦略がとれず

に売り上げ減少のスパイラルへとすすんでいく可能性も

ある。

共同工場経営については，前掲の通りであり，ここで

は省略する。

法人経営も上記の2形態と経営環境は変わらないが，

会社組織であるため，信用という観点ではほかの2形態

よりも優位性があり，新規機械の導入の際などの銀行か

らの借り入れや補助金の受給という点でのメリットは大

きい。加えて，代表者を中心とした組織形態であるため，

事業戦略の構築の面では個人経営と同様に代表者による

事業戦略はとりやすい。しかし，従事者を抱えての事業

展開となるため，賃金や福利厚生費などの費用も発生し，

常雇用の場合には年間を通じての収益を確保する必要が

ある。その結果，茶業だけの経営でなく，ほかの商品作

物の栽培もする企業が多く存在する。

4.今後の展開

山間地産地と平坦地産地の荒茶製造業者が今後も経営

を継続させていくためには，山間地産地では，①山間地

茶の特徴を出したお茶を作り続ける，②地域として，後

継者の育成が必要であること，③平坦地産地と比較する

と収穫時期が遅くなるため，自販比率を高めることなど

自社における販売体制を強化すること，平坦地産地では

①付加価値をつけて，市場とは一線を画したお茶を作る

こと，②後継者の育成もしくは経営継承がうまく進行す

るかどうかが課題になると思われ，これらが今後も企業

経営をおこなっていくための条件となると考えている。
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カー社員から紹介された地域のまとめ役となる山間地産

地（愛鷹山麓，本山，春野）の4社，平坦地産地（沼津・

富士，牧之原）の 5社の計 9社の経営者に対して実施し

た。

（3）聞き取り調査の内容

聞き取り調査を実施する際にその地域の茶業の現状、

地域の構成，後継者の状況などを会話のなかに盛り込み

ながら，①企業の創業から現在にかけての歴史と企業形

態の変遷，②当該企業が現在の企業形態を選択している

理由，③当該企業の今後の企業形態の行方，④当該企業

が属している地域の他の企業の動向を概観したときに，

地域の荒茶製造業者が選択する企業形態の行方について，

共通の質問事項として設定し，調査対象企業及び対象企

業が属する地域の企業形態の変遷と今後の行方を調査し

た。

3.調査結果と各企業形態のメリット・デメリット

（1）調査結果

国や静岡県の政策では，茶園を機械化に対応できるよ

うな規模に区画整理を実施し，意欲ある経営体に茶園を

集積させることにより，比較的大きな規模の茶業経営が

できるように取り組みをすすめていくと同時に，栽培・

製造の面ではやぶきた種一辺倒の現在から早生・中生・

晩生の品種へと改植することで，摘採時期の分散が図る

ことができるため，その結果，工場の稼働効率の向上や

労働力も確保できるようにより，効率的で生産性の高い

生産体制を確立することができると実施計画をまとめて

いる。

そのなかで，企業形態では1980年代の山間地産地で企

業形態の中心を担ってきた共同工場の存続が厳しい状況

となっている。共同工場は生葉販売代金と荒茶製造によ

る利潤を原則として均等按分で，個々の組合員へ分配す

るため，ほかの企業形態における生葉生産農家の生葉販

売代金と比較すると大きな収入を得られるが，費用も分

担支出となるため，費用の面でも大きなものとなる傾向

が見られる。

これに近年の茶価の低迷と燃料費等費用部分の増大の

影響という「二重の苦しみ」を勘案すると，得られた収

益のほとんどを分配してしまうために内部留保のない共

同工場の収支は厳しい状況になると予想できる。加えて，

個人経営や法人経営のような明確なリーダーが存在しな

い傾向の強い共同工場は幅広い年齢層の組合員によって

構成されるため，現在の茶価を考慮した場合におもいき

った戦略を取ることが難しい状況となっている。

その結果，新たな機械の導入などの事業戦略が取れず

に，以前より高い品質やきめ細やかな荒茶を求める問

屋・小売サイドの要求にも応えられず，売り上げが減少

していくという悪循環のスパイラルへ陥っていくと想定

される。静岡県（2015b）はこの状況下の共同工場につい

て，今までの共同工場機能に加えて，茶園の共同管理機

能等を有した組織への変革や既存の組織を解体したうえ

での法人化や外部への事業譲渡など，抜本的な改革が必

要であるとの認識を示している。

今回の聞き取り調査で得られた山間地産地における企

業形態の行方を考えてみると，今後も事業を継続できる

企業は個人経営，共同工場，法人経営のような企業形態

に関係なく，本山産地や春野産地のように山間地茶を専

門に扱う茶商と結んだ特定の製茶業者や川根産地のよう

にインターネットを通じての直販チャネルを有した企業

が残っていくことができるのではないかと思われる。そ

のうえで企業形態別に考えると，春野産地での八蔵園の

鈴木代表のようなしっかりとしたリーダーシップを取れ

る人材がいる場合には共同工場形態のまま残ることがで

きるであろうが，従来型の数年ごとの持ち回りで代表者

が変わる共同工場では経営継続が難しくなると思われ，

大沢地区や春野地区のように他作物を栽培することがほ

とんどできない山間地産地では現在の茶価ベースでは年

間雇用の従事者に対する給料を支払うことが難しいと思

われるため，法人化するメリットもそれほど大きくはな

いと思われる。そのため，山間地産地全体としては，今

後も個人経営中心の企業形態のままで推移する可能性は

高いと想定される。平坦地産地における企業形態の行方

を考えてみると，①檀家が高齢化などにより廃業した場

合には，生葉を確保するために，製茶業者が自ら人員も

しくは従業者を用意することにより，生葉栽培を継続し

ていく形態の大規模化した個人経営（一部，法人転換あ

り），②茶園面積を縮小させたうえで個人経営を継続させ

る，③お茶の栽培だけでなく，ほかの作物との複合栽培

をおこなったうえでの法人経営化の3点を中心とした企

業形態としたうえで，個人経営中心の企業形態となるこ

とが想定される。そのうえで，今までのように市場中心

の企業経営ではなく，特定の顧客を有している小規模企

業か，大手との契約を結んだ企業が残っていくように想

定される。

（2）各企業形態のメリット・デメリット

個人経営も経営環境は変わらないが，事業を継続しよ

うとする個人経営主は新規機械の導入や新規茶園の購

入・賃貸借といったハード面だけでなく，問屋や茶商の

要望に応じた品質の荒茶を製造するというソフト面でも

自らの経営判断による事業戦略を描けるため，事業の継

続性という観点では共同工場と比較すると優位性が得ら

れる場合もある。その一方で，自らの代での廃業を検討

しているなど今後の事業の継続性がうまく描けない経営

者は共同工場と同様に，おもいきった事業戦略がとれず

に売り上げ減少のスパイラルへとすすんでいく可能性も

ある。

共同工場経営については，前掲の通りであり，ここで

は省略する。

法人経営も上記の2形態と経営環境は変わらないが，

会社組織であるため，信用という観点ではほかの2形態

よりも優位性があり，新規機械の導入の際などの銀行か

らの借り入れや補助金の受給という点でのメリットは大

きい。加えて，代表者を中心とした組織形態であるため，

事業戦略の構築の面では個人経営と同様に代表者による

事業戦略はとりやすい。しかし，従事者を抱えての事業

展開となるため，賃金や福利厚生費などの費用も発生し，

常雇用の場合には年間を通じての収益を確保する必要が

ある。その結果，茶業だけの経営でなく，ほかの商品作

物の栽培もする企業が多く存在する。

4.今後の展開

山間地産地と平坦地産地の荒茶製造業者が今後も経営

を継続させていくためには，山間地産地では，①山間地

茶の特徴を出したお茶を作り続ける，②地域として，後

継者の育成が必要であること，③平坦地産地と比較する

と収穫時期が遅くなるため，自販比率を高めることなど

自社における販売体制を強化すること，平坦地産地では

①付加価値をつけて，市場とは一線を画したお茶を作る

こと，②後継者の育成もしくは経営継承がうまく進行す

るかどうかが課題になると思われ，これらが今後も企業

経営をおこなっていくための条件となると考えている。
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中山間地域における 次産業化の取組－愛媛県西予市遊子川の取組の事例として－

矢野邦子（愛媛大学大学院）

： 次産業化 地域活性 地域ビジネスの創造

【背景】 
愛媛県西予市遊子川地区は高知県との県境の野井川を挟

み、標高 ～ と急峻な地形をなす四国山地の美し

い山並みに囲まれた山村である。かつては米、大豆、いも

類、桑、麻、綿、漆、茶、木炭などを生産し暮らしていた。

現在の主な産業は農業で露地栽培のトマト畑が点在してい

る。しかしながら、高齢化の為、農業も立ち行かない現状

がある。同地区では平成元年に 人あった人口がその後

急減し、平成 年には 人となっている（下図参照）。

コミュニティの場も無く人が外に出ることが少なくなり住

民の交流も無くなっていった。人口減少により 出張所も

撤退し地域は一層疲弊して行った。

こうした状況にありながらも、同地区では地元に唯一生

産量の多い農産物であるトマトの活用を軸に農業の活性化

に取り組み、一定の成果を挙げるに至っている。本報告は

こうして実態に接近していくことにする。

遊子川地区人口の推移

H元年 H５ H１０ H１５ H２０ H２５

【研究・調査内容】

中山間地域の生活条件改善を課題とする研究は多く、

食文化を生かした地産地消の可能性（中村）や農産物直

売所による出張直売活動の実績と意義（室岡）等がある。

しかし、これらの先行研究では地元の農家の主婦たちの

マンパワーの活用と地元に人を呼ぶ取組、住民の生活条

件の改善、地域内経済の活性化とを同時に扱った研究は

少ない。よって、それらを組み合わせた成功事例と目さ

れる愛媛県西予市遊子川の取組に注目した。

また、同地区における地域自治組織を対象とした実態

調査については、既存の集落活動と新しい広域連携活動

との関連から考察を行った。その結果、既存の集落活動

では小学校単位の自治組織が活動していたが、人口減少

で遊子川地区の小学校は廃校となり活動が消滅して行っ

た。これに代わって新しい広域連携活動が胎動しており、

遊子川地区全体の住民を集め意見を出し合ったところ、

閉鎖した の施設を改装しコミュニティレストランの運

営とトマトによる加工品の商品開発を進めていくことと

なった。本報告は、こうした活動の経過を追いながら、

その成果を把握することを目的とする。

【研究・調査結果】

 活動前史

公民館の学習活動を通じて限界集落問題を学んだ住民

たちは、集落機能の低下を意識し始め、地域の今後を本

気で考えた。 年に遊子川集落づくり計画書を策定し

計画に基づく実践活動へと進んで行った（以下、活動の

経過は年表参照）。遊子川地域活性化プロジェクトチーム

を全住民を会員として構成し、年会費１世帯 円と

して立ち上げた。

表１ 地域活動の内容

年月 地域活動の内容
地域の声から公民館を中心に地域活性化への取組推進を確認し、遊子川全体
を対象とする新組織の設立に向けての準備会を発足
遊子川地域活性化プロジェクトチーム設立
遊子川集落づくり計画書を策定
計画に基づく実践活動開始　特産品開発事業に着手
トマト酢作りに着手
遊子川もりあげ隊・リコピンズ特産品開発班　トマト農家主婦14名で結成
農家レストラン（食堂ゆすかわ）施設整備　大分県のケチャップ工場視察
映画「食堂ゆすかわ」制作開始
トマトゆずぽん酢の商品開発
映画「食堂ゆすかわ」完成　加工所及び農家レストラン施設整備工事完了
飲食店営業許可　ソース類製造許可取得　トマトゆずポン酢のテスト販売開始
農家レストラン　食堂ゆすかわオープン　ザ・リコピンズ結成
こどもケチャップの生産開始
東京で加工品と地元産品を使った料理教室をザ・リコピンズで開催（神田）
東京のイタリアンレストランでシェフによる料理講座開催（神田）
企業組合遊子川ザ・リコピンズ創立

年にまず着手したのは唯一地区でまとまった量を

生産している大玉トマトの活用だった。桃太郎という品

種で、およそ 年前から遊子川地区で栽培されている。

昼夜の寒暖差を利用した露地栽培で、酸味と甘味のバラ

ンスのとれた良質のトマトを生産できる地域である。従

来、使用していたホルモン剤を利用しての人工授粉は行

わず、ミツバチを利用した受粉や減農薬栽培にも積極的

に取り組んだ。規格外のトマトの廃棄が年間 トンもあ

り、これを商品化しようとトマトによる特産品開発事業

に着手した。

名のトマト農家を中心としたメンバーでトマトジュ

ースづくりを行い、地域住民 名に試飲のアンケートを

行った。回答をくれた年齢男女別構成は ～ 歳 名、

～ 歳 名、 歳以上 名で男性 名、女性 名

だった。「美味しいけれど他の地域から出ているトマトジ

ュースとどう差別化するのか」「飲みやすいが真新しさが

無く売れるのかが不安だ」「健康に良さそうだが、廃棄し

ていたトマトをジュースにして売るというのは安易な気

がする」など、味には一定の評価を受けたが、地域活性

のための商品開発としては弱いという意見が多く出た。

「大手企業が販売する商品には価格で太刀打ちできな

い」とマーケット専門家の助言もあった。そこで、可能

な限り全国のトマトの商品を調査した。トマト酢は珍し

く商品が少ないことに気づき、トマト農家が集まり カ

月の歳月をかけ話し合い、トマトで酢を作ることを決め

た。地域内でより多くの材料を調達する為、形が悪くて

も完熟していれば全量を買い取る仕組みを作り、新規に

トマト作りを始める農家もでてきた。

年 月には専門家を呼びトマト酢作り試作に着手

した。トマト酢はトマト果汁にアルコールと酢酸菌を加

え酢酸発酵させる。酸度が上昇する過程を毎日、２時間

おきに測定し酸度が 以上となればトマト酢（醸造酢）

の完成とし加熱処理で発酵をとめた。リコピンを含む体

に良いお酢として売り出す予定だったが、より身近な商

品のバリエーションを増やそうと考え、トマト酢を原料

とした加工品の開発を手掛けることに決め試作を続けた。

活動実績－加工品製造とレストラン経営－

年 月、遊子川地域活性化プロジェクトチームの

中から、 代～ 代の主婦が立ち上がり、遊子川もりあ

げ隊・リコピンズ特産品開発班をトマト農家主婦 名で

設立した。 年に奈良県から遊子川へ夫婦で移住した

Ｔ氏が中心となり地元の主婦たちのマンパワーが動き始

めた。同年 月には総務省過疎地域自立活性化交付金を

使い、旧Ａコープを加工所に、ＪＡ金融・事務所を食堂

に改装工事に着手した。

年 月に遊子川もりあげ隊・リコピンズ特産品開

発班は、大分県竹田市のケチャップ製造会社へ開発研究

の視察を行った。何を作っていくか試行錯誤の視察だっ

た。 年 月トマト酢を原料としたトマトゆずぽん酢

の商品開発を手掛けた。地域内で収穫したユズを使い、

トマトユズポン酢はまろやかな味わいに仕上がり、地域

の人たちへの試食会でも好評を得た。同年 月には飲食

店営業許可、ソース類製造業許可を取得した。

加工所及び食堂改装工事も終わりトマトユズポン酢の

量産製造が開始され、同年 月にトマトユズポンのテス

ト販売が開始された。同年 月にはケチャップの生産が

始まった。視察の作業工程を参考にしながらも、遊子川

にしかできないケチャップを作ろうと添加物を一切使わ

ずに仕上げることにした。添加物を一切使わずに安心し

てこどもに食べさせたいという思いから、商品名をこど

もケチャップとした。同時に遊子川もりあげ隊・リコピ

ンズ特産品開発班のメンバーが 名となった。

並行して、 年 月、遊子川を外へアピールする手

段として地域住民の声から映画製作が始まった。特産品

の開発事業の体制は整えたものの、現状では知名度が低

いことから、地域コミュニティのＰＲのための映画作り

を行った。著名な映画監督の講演会に地元住民が参加し

たことから始まった大掛かりな挑戦だったが、住民の思

いが一つになり、走り出すきっかけになった。映画製作

の資金は総務省の過疎地域等自立活性化交付金を活用し、

同年 月に完成した。当初、遊子川小学校で夏の帰省客

を対象に１回の上映しか決まっていなかったが、県内各

地や東京へも地元の を兼ねて上映することが実現した。

農林水産省でも映画の上映の依頼があり遊子川の取り組

みが注目された。映画の開催地では加工品の販売も合わ

せて行っていった。

年 月にはトマト料理を中心とした農家レストラ

ン食堂ゆすかわが、ＪＡ金融・事務所を改装しオープン

した。「食堂ゆすかわ」と言う店舗名は映画の中に出てく

る食堂の名前をそのまま使い、映画と地域が繋がり観光

スポットにもなるようにした。店舗のランチ営業は毎週
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【研究・調査内容】

中山間地域の生活条件改善を課題とする研究は多く、

食文化を生かした地産地消の可能性（中村）や農産物直

売所による出張直売活動の実績と意義（室岡）等がある。

しかし、これらの先行研究では地元の農家の主婦たちの

マンパワーの活用と地元に人を呼ぶ取組、住民の生活条

件の改善、地域内経済の活性化とを同時に扱った研究は

少ない。よって、それらを組み合わせた成功事例と目さ

れる愛媛県西予市遊子川の取組に注目した。

また、同地区における地域自治組織を対象とした実態

調査については、既存の集落活動と新しい広域連携活動

との関連から考察を行った。その結果、既存の集落活動

では小学校単位の自治組織が活動していたが、人口減少

で遊子川地区の小学校は廃校となり活動が消滅して行っ

た。これに代わって新しい広域連携活動が胎動しており、

遊子川地区全体の住民を集め意見を出し合ったところ、
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ンズ特産品開発班のメンバーが 名となった。

並行して、 年 月、遊子川を外へアピールする手

段として地域住民の声から映画製作が始まった。特産品

の開発事業の体制は整えたものの、現状では知名度が低

いことから、地域コミュニティのＰＲのための映画作り

を行った。著名な映画監督の講演会に地元住民が参加し

たことから始まった大掛かりな挑戦だったが、住民の思

いが一つになり、走り出すきっかけになった。映画製作

の資金は総務省の過疎地域等自立活性化交付金を活用し、

同年 月に完成した。当初、遊子川小学校で夏の帰省客

を対象に１回の上映しか決まっていなかったが、県内各

地や東京へも地元の を兼ねて上映することが実現した。

農林水産省でも映画の上映の依頼があり遊子川の取り組

みが注目された。映画の開催地では加工品の販売も合わ

せて行っていった。

年 月にはトマト料理を中心とした農家レストラ

ン食堂ゆすかわが、ＪＡ金融・事務所を改装しオープン

した。「食堂ゆすかわ」と言う店舗名は映画の中に出てく

る食堂の名前をそのまま使い、映画と地域が繋がり観光

スポットにもなるようにした。店舗のランチ営業は毎週

85

第8回研究大会論文集.indd   85 16/08/29   15:53



水曜日と第４日曜日限定とした。参加メンバーが負担に

ならないよう 組に分かれ交代制で担当した。それ以外

の日は住民の社交場として解放し、フリードリンク 杯

円とし無人営業で、コーヒーとお茶を自由に飲めるよ

うにした。

地域住民が中心となって遊子川の知名度アップの為に

作成した映画「食堂ゆすかわ」の都内での上映が反響を

呼び、 年 月には東京からロケ地をまわるツアー客

が訪れた。

活動成果－加工品、農家レストラン売上状況－

加工品・トマトポン酢の売り上げの推移は 年 月

から 年 月まで合計で 円、食堂ゆすかわ

の 年 月から 年 月までのランチ営業時の来

客数は 人、フリードリンク営業では 人の利

用があった。

【今後の展開】

地元主婦のグループ、遊子川もりあげ隊・ザ・リコピ

ンズ結成によりマンパワーの発掘がなされ、法人化に向

けメンバーのやる気と利益を生む活動への積極的な参加

が始まった。 年 月、企業組合遊子川ザ・リコピン

ズが創立された。リコピンはトマトがもつ栄養素で若返

りや活力、元気の源となる栄養素であることから、地域

を元気にするパワフルな主婦たちの思いを込めてザ・リ

コピンズと名づけられた。

遊子川地区では特産品の開発事業の成長と地域雇用の

確保、そして６次産業化を生かした移住、定住事業も今

後進めていきたいとしている。

トマトのオーナー制の取り組みやモニターツアーの実

施により知名度を上げていく取り組みも始まる。

地域住民へ今までの取組の経過をヒヤリングした後に

事業実績について感想を聞いてみると、「予想以上の大き

な成果があったと感じており、これまで限界集落であっ

た自分たちの地域に誇りを持つことができ、自分自身に

も自信を持って活動していく意識改革ができたと感じら

れる」「地域全体で様々なＰＲ活動を効果的に行い地域農

産物の需要の拡大に大きな期待が持てると考えている」

と答えていた。

この地域に住み続けたいと思うためには、住みやすい

環境整備が必要であり、経済的に農村の生活が豊かにな

ることが必要である。農村で安心して暮らすには、コミ

ュニティの活性化すなわち人間関係も重視する必要があ

る。中山間地域におけるコミュニティとビジネスの持続

可能性について、遊子川地区の取組と仕組みは他の地域

でも活用できる一考察と成り得る。

【引用・参考文献】

遊子川地区人口の推移 国勢調査

食文化を生かした地産地消の可能性－京都府を事例と

して－中村貴子 農林業問題研究第 号 年 月

農産物直売所による出張直売活動の実態と意義－中国

地方の中山間地に立地する直売所の事例分析－室岡順一

農林問題研究第 号 年 月
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先手管理手法による危険空き家所有者への対策の実践

上田雅康（小野市）

：空き家、実態調査、先手管理

【問題と目的】 
平成 年に成立した「空家等対策の推進に関する特別

措置法」（本稿では法令用語以外は、送り仮名を入れた「空

き家」表現に統一する。）は、適切な管理が行われていな

い空き家が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼして

いるという背景から、空き家への対応内容を定めた新法

である 。内容を見ると、空き家に対する情報提供 第

条 や活用 第 条 の条文は 項ずつであるが、所有

者への適正な措置要求 第 条 は 項で構成されるな

ど、行政が持つ空き家所有者に対する権限に関する条文

が多くを占めているように感じられる。

あわせて、自治体における空き家に関する条例の施行

も進み、施行もしくは制定予定とする自治体は平成 年

月時点で全体の ％にのぼる。そのうち 割以上の

条例において、地方公共団体が助言、指導、命令、勧告

に関する規定を設けるなど、多くの条例が、管理が十分

でない空き家に対する市町村の具体的な行動に関する内

容を盛り込んでいる。

一方、研究の場でも空き家に関する関心は高まり、「空

き家」を論文タイトルに含む研究本数も平成 年以降で

も 本以上が確認されている 。その論文のタイトル

について、「利活用」「地方創生」「まちづくり」といった

ポジティブワードを用いたと判断できるグループと、「危

険」「リスク」といったネガティブグワードを使用してい

るグループ、どちらにも位置付けられないグループの３

グループに分けたところ、ポジティブワードを用いた論

文が全体の約半数認められた一方、ネガティブワードを

図表 掲載「空き家」論文の分類 単位：件数

用いた論文は１割程度しかなかった。

このことから、論文のタイトルで判断すれば、空き家

に関する研究の主流は、利活用といった正の側面の研究

が大勢を占め、空き家がもたらす負の側面についての考

察事例は少ないといえる。その理由としては、空き家の

問題のうち、再生、リノベーションといった計画の実施

については、所有者、自治体の他に、不動産業者、 、

自治会などの団体といった多くの主体が関わることが可

能である一方、危険な空き家に対するアクションや発生

抑制の状況については、所有者に対する具体的な法的権

限をもつ自治体の実務者しか実態がわからず、研究まで

にはつながりにくいことから、本稿がその理解への一助

となればと考えている。

平成 年時点で、全国の空き家は 万戸あり［ ］、

今後、空き家はますます増加するという予測もある中 、

既に崩壊が進むなどの危険な空き家を解体、除却してい

くよう所有者に指導していくアクションはもちろん、管

理が十分でないが将来的に解体、除却への道が免れない

ような、いわば危険空き家「予備軍」をいかに把握し、

修繕可能なうちに修繕させ、修繕が難しく活用方法もな

い空き家については早期に解体、除却を促す仕組み作り

が不可欠と考えられる。

【研究内容】

本研究では、兵庫県のほぼ中央に位置する小野市（面

積 、人口 人）を題材として、空き家対策の

実態と今後の対策方針を取り上げる。

図表 兵庫県小野市の位置図

（ ）空き家等の適正管理に関する条例の施行

小野市では「行政も経営」ととらえ、より高度でより

高品質なサービスを、いかに低コストで提供するかを追

求し、地方が抱える特徴的な課題に対し、「先手管理」と

して「小野市いじめ等防止条例」「小野市福祉給付制度適

正化条例」といった条例を全国に先駆けて施行してきた。

平成 年の全国の空き家率が ％であったのに対

し、当市の空き家率は ％と、決して多い状況ではなか

ったが、平成 年に行った全市対象の空き家等実態調査

において、空き家数は 件あり、特に危険な空き家住

宅が 件存在することが判明した 。また、特に危険

な空き家の約半数が、「隣接家屋」や「道路・通行」とい

った周辺への影響が出ていると認められた。

図表 空き家の倒壊の可能性の有無別件数（実態調査）

こうした結果を受け、平成 年、「小野市空き家等の

適正管理に関する条例」が施行された。この条例の特徴

は、「市民・自治会・議会・行政が一体となって取り組む」

というものであり、自治会からの情報提供および要請に

よる行政措置の開始を盛り込んだほか、空き家の適正管

理のため市が実行する行政代執行の規定を兵庫県下で初

めて盛り込み、その実施においては市民の代表である議

会の議決を必要とするなど、手順を厳格化した。また、

跡地の有効利用については、所有者の同意を得て自治会

が跡地を有効利用する場合、補助率 、上限 万円を

補助するメニューを設けている。

なお、平成 年 月には、法施行を受け、自治会の情

報提供以外にも市長が特に認めれば実態調査や指導を可

能とするといった条例の一部改正を行っている。

（ ）空き家対策の実施

①危険空き家の判定基準

危険な空き家（特定空家等）を、法第 条第 項は、「そ

のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ

のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状

態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観

を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認めら

れる空家等」と定めている。しかし、助言時の特定空家

等の判断については、法は第 条で「市町村長が…助言

できる」としているものの、決定方法は明記されておら

ず、市町村に委ねられている。

当市では、指導等を行う危険空家等の認定にあたって

は、法の定義に沿う形で規則に規定しているものの、実

際の判断については「 人が見て 人が危険と判断す

る」ような、見た目で判断できる空き家を認定するもの

として運用している。これは、空き家に対する行政指導

とはいえ、所有者の財産権に対して発動するものであり、

周辺の生活環境に影響を与えていると決定づけられるよ

うな十分な調査の上、判断することが重要と考えるとこ

ろによる。
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建築資材の飛散等著しく保安上危険

となるおそれのある状態

不特定者の侵入による火災又は犯罪

を誘発するおそれのある状態

雑草が繁茂し、廃棄物の不法投棄場

所、野犬野良猫の住家又は病害虫若し

くは悪臭の発生場所になる等周辺の

生活環境に悪影響を及ぼすおそれの

ある状態

立木の繁茂、腐朽又は倒壊により道路

や近隣敷地に支障が出ている状態

認定 自治会から市長に対し不適正な空き家の情報を

提供 条例第 条

職員による立入調査等の実施 条例第 条

特定空家等認定審査会の審査 規則第 ～ 条

特定空家等認定リストに掲載 条例第 条

図表 小野市における特定空家等の判断基準

こうした条例に基づく行政措置の件数については、平

成 年度、自治会から市へ空き家の情報提供が 件とな

っている。また、条例に基づく特定空家等の認定につい

ては、平成 年度において 件が認定され、首都圏に住

む所有者を訪問し、指導文書を手渡して、市内の建設業

者を紹介の上、解体を約束させた（この空き家は、平成

年 月に解体に至っている）。

②危険空き家予備軍に対する助言

前述した条例による指導は、あくまで自治会等からの

情報提供を前提とした、既に周辺の生活環境に影響を与

えている空き家に対して実施しているところである。一

方、苦情が寄せられるには至っていないが、いずれ周辺
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先手管理手法による危険空き家所有者への対策の実践

上田雅康（小野市）

：空き家、実態調査、先手管理

【問題と目的】 
平成 年に成立した「空家等対策の推進に関する特別

措置法」（本稿では法令用語以外は、送り仮名を入れた「空

き家」表現に統一する。）は、適切な管理が行われていな

い空き家が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼして

いるという背景から、空き家への対応内容を定めた新法

である 。内容を見ると、空き家に対する情報提供 第

条 や活用 第 条 の条文は 項ずつであるが、所有

者への適正な措置要求 第 条 は 項で構成されるな

ど、行政が持つ空き家所有者に対する権限に関する条文

が多くを占めているように感じられる。

あわせて、自治体における空き家に関する条例の施行

も進み、施行もしくは制定予定とする自治体は平成 年

月時点で全体の ％にのぼる。そのうち 割以上の

条例において、地方公共団体が助言、指導、命令、勧告

に関する規定を設けるなど、多くの条例が、管理が十分

でない空き家に対する市町村の具体的な行動に関する内

容を盛り込んでいる。

一方、研究の場でも空き家に関する関心は高まり、「空

き家」を論文タイトルに含む研究本数も平成 年以降で

も 本以上が確認されている 。その論文のタイトル

について、「利活用」「地方創生」「まちづくり」といった

ポジティブワードを用いたと判断できるグループと、「危

険」「リスク」といったネガティブグワードを使用してい

るグループ、どちらにも位置付けられないグループの３

グループに分けたところ、ポジティブワードを用いた論

文が全体の約半数認められた一方、ネガティブワードを

図表 掲載「空き家」論文の分類 単位：件数

用いた論文は１割程度しかなかった。

このことから、論文のタイトルで判断すれば、空き家
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が大勢を占め、空き家がもたらす負の側面についての考

察事例は少ないといえる。その理由としては、空き家の

問題のうち、再生、リノベーションといった計画の実施

については、所有者、自治体の他に、不動産業者、 、

自治会などの団体といった多くの主体が関わることが可

能である一方、危険な空き家に対するアクションや発生

抑制の状況については、所有者に対する具体的な法的権

限をもつ自治体の実務者しか実態がわからず、研究まで
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となればと考えている。

平成 年時点で、全国の空き家は 万戸あり［ ］、

今後、空き家はますます増加するという予測もある中 、

既に崩壊が進むなどの危険な空き家を解体、除却してい

くよう所有者に指導していくアクションはもちろん、管

理が十分でないが将来的に解体、除却への道が免れない

ような、いわば危険空き家「予備軍」をいかに把握し、

修繕可能なうちに修繕させ、修繕が難しく活用方法もな

い空き家については早期に解体、除却を促す仕組み作り

が不可欠と考えられる。

【研究内容】

本研究では、兵庫県のほぼ中央に位置する小野市（面

積 、人口 人）を題材として、空き家対策の

実態と今後の対策方針を取り上げる。

図表 兵庫県小野市の位置図
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な空き家の約半数が、「隣接家屋」や「道路・通行」とい

った周辺への影響が出ていると認められた。
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めて盛り込み、その実施においては市民の代表である議

会の議決を必要とするなど、手順を厳格化した。また、

跡地の有効利用については、所有者の同意を得て自治会

が跡地を有効利用する場合、補助率 、上限 万円を

補助するメニューを設けている。

なお、平成 年 月には、法施行を受け、自治会の情

報提供以外にも市長が特に認めれば実態調査や指導を可

能とするといった条例の一部改正を行っている。

（ ）空き家対策の実施

①危険空き家の判定基準

危険な空き家（特定空家等）を、法第 条第 項は、「そ

のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ

のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状

態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観

を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認めら

れる空家等」と定めている。しかし、助言時の特定空家

等の判断については、法は第 条で「市町村長が…助言

できる」としているものの、決定方法は明記されておら

ず、市町村に委ねられている。

当市では、指導等を行う危険空家等の認定にあたって

は、法の定義に沿う形で規則に規定しているものの、実

際の判断については「 人が見て 人が危険と判断す

る」ような、見た目で判断できる空き家を認定するもの

として運用している。これは、空き家に対する行政指導

とはいえ、所有者の財産権に対して発動するものであり、

周辺の生活環境に影響を与えていると決定づけられるよ

うな十分な調査の上、判断することが重要と考えるとこ

ろによる。
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不特定者の侵入による火災又は犯罪

を誘発するおそれのある状態
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立木の繁茂、腐朽又は倒壊により道路
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図表 小野市における特定空家等の判断基準

こうした条例に基づく行政措置の件数については、平

成 年度、自治会から市へ空き家の情報提供が 件とな

っている。また、条例に基づく特定空家等の認定につい

ては、平成 年度において 件が認定され、首都圏に住

む所有者を訪問し、指導文書を手渡して、市内の建設業

者を紹介の上、解体を約束させた（この空き家は、平成

年 月に解体に至っている）。

②危険空き家予備軍に対する助言

前述した条例による指導は、あくまで自治会等からの

情報提供を前提とした、既に周辺の生活環境に影響を与

えている空き家に対して実施しているところである。一

方、苦情が寄せられるには至っていないが、いずれ周辺
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へ影響を与えるであろう危険空き家の予備軍に対して適

正な管理を促すことが、将来の危険空き家の発生の抑止

につながると考えられる。

平成 年 月の法一部施行以後、これまでは行政が

空き家対策の目的としては収集できなかった戸籍や固定

資産の情報といった所有者把握の調査が可能となったこ

とから、当市においても法に基づく調査を実施した。具

体的には、平成 年度、実態調査で明らかとなっていた

危険な空き家住宅 件および倉庫等 件の合計 件に

ついて、現場確認及び所有者の住所、氏名を調査した。

その後、条例と法の内容、特に今後「特定空家等」に該

当すると勧告・命令の可能性があるとする文書を、判明

した所有者の所在地へ訪問または郵送により、助言を行

った。今後も、年 回の全件現地確認と、周辺の生活環

境への影響が大きいと判断される空き家の所有者に対す

る助言について継続的に実施していく予定である。

そうした法に基づく助言の実施の効果もあってか、

年度末までに、危険な空き家等 件のうち、解体または

解体作業中である空き家が 件以上確認された。

当市の危険な空き家所有者対策については、まずは法

施行のお知らせを通して、所有者の責務を伝える助言の

取り組みを進めてきた。そして、条例に基づく特定空家

等に認定された空き家の所有者については、可能な限り

本人を訪問し、必要に応じて市内の建築・不動産関連業

者のリストを提供するなど、行政として可能な所有者へ

の支援を実施し、解体へと結び付けている。

③空き家の利活用対策

一方、小野市における空き家を活用する方策について

は、空き家バンクの開設があるが、実態としては、これ

らの制度は活発に利用されているとは言い難い。

理由としては、 点目として、歴史的建築物が立ち並ぶ

街並みといった、建築時期が戦前・戦中時期といった建

築年数が古い、保全すべき空き家自体がほとんど見られ

ないこと、 点目として、大都市圏以外の地価下落が全国

的な傾向である中、平成 年には「県内第 位という路

線価の上昇率も記録」 に見られるように、不動産市場

においてある程度土地・建物の購入・賃貸の需要の流動

が認められ、行政が空き家の利活用を行わなければ取引

が始まらないまでの状況にはないということが挙げられ

る。

（ ）水道閉栓データの活用による危険空き家予測

法第 条は、市町村は空家等に関するデータベースの

整備に必要な措置を講ずるよう努めるものとする、と規

定している。当市では前回の実態調査の実施から間もな

く 年が経過しようとしており、今後苦情が寄せられる

可能性が高い空き家のリストアップ作業及び苦情が寄せ

られないうちの管理の必要性を所有者に促していく必要

がある。

実際に、平成 年 月までに条例に基づき自治会等か

ら提供された空き家情報 件について調査したところ、

管理が放置されている期間は 年から 年以上と推定

される。また、 件は 年調査の危険な空き家等 件に

含まれていなかったため、市から法施行のお知らせを実

施する前の情報提供となった。

そこで、当市では、危険な空き家予備軍の把握のため、

上水道の閉栓時期と管理不全の関係性に注目することと

した 。平成 年 月、閉栓手続き後 年以上の水道

使用中止者データについて市水道部から情報提供を受け

たデータ数は 件に上った。次に、住宅地図、地番

図、水道マッピングシステムから場所の特定を行ったと

ころ、賃貸用アパートの空室やすでに建物がない空き地

等といったデータの除外を行い、調査対象空き家は

件となった。

図表４ 水道使用中止データの分類

その後、調査を順番に実施していくが、調査にあたっ

ては、危険空家等の判断基準同様、建築士資格を必要と

するような専門性の高い基準ではなく、一般市民の感覚

として「瓦、壁の剥落がある」「ポストに郵便物が溜まっ

ている」「草木の伐採がされていない」といった項目によ

り、適正な管理がされているかを判断できる調査票を作

成する。なお、平成 年 月には、兵庫県立大学和田真

理子准教授のゼミ生のインターンシップを受け入れ、官

学共同で調査を行うこととする。

また、並行して、所有者へ情報提供するため、宅建業・

建設業など空き家管理等に関係する各種業界団体リスト

を掲載した「適正管理パンフレット」を作成している。

年度以降は、訪問調査に投入できる人員数を見なが

ら、数年かけて所有者を順次訪問、助言していく年次計

画を立てる予定である。

これらが実現すれば、まさに先手管理手法の取り組み

による、危険空き家の発生抑止キャンペーンと言える。

なお、水道使用中止データから危険空き家予備軍の位

置特定する作業が短期間で可能であったのは、筆者が過

去に下水道担当時代で水道門標データを、農業振興地域

担当時代に地番データを、税務担当時代に固定資産デー

タを見る機会が多かったことによるものが大きい。なお、

これら各種データに熟知していない市町村の担当は、外

部コンサルタントへ業務委託するなどの必要が生じよう。

【考察】

研究面では、活用可能な空き家の再生事業といった空

き家の利活用をどうするかに関心が高まっているものの、

再生・利活用に向いている空き家物件は実際にはそのう

ちの一部に過ぎない。

一方、行政の実務の現場では、既に危険な空き家に対

する助言・指導から行政代執行までを行うといった対策

に追われている。実際、小野市に平成 年 月に情報提

供が寄せられた空き家 件のうち、 件は平成 年度に

実施した実態調査の危険な空き家 件に含まれない空き

家であった。また、これまで寄せられた情報提供 件の

空き家のうち、 件は 年以上使用実績が認められず、

他の 件も 年近く使用形跡を確認できなかった。

こうした管理が長期間放棄されている空き家について

は、いずれは周辺の生活環境に影響を及ぼすと考えられ

ることから、住民の生活環境の保全に携わる自治体は、

既に危険となっている空き家への対策を進めつつ、さら

なる危険な空き家発生をいかに抑えるか、どういった優

先順位を設けて危険な空き家予備軍に警鐘を鳴らし、適

正な管理を促す、いわば先手管理の空き家対策が実施で

きるかが今後一層問われていくと予想される。そこで、

当市では、過去の空き家実態調査に加え、水道利用デー

タから指導対象を推測する手法を進めている。

なお、危険空き家の所有者との交渉の中で、「市が解体

してくれたらいい」という意見が出されることがある。

確かに、公費補助による空き家の再生・解体の各種事業

の実施は、所有者の協力も得られやすくなる上、危険な

空き家数の減少を実現するが、公費を用いる以上、公平

性の観点からその後の利用目的を地域活性化などに限っ

ている ことから、当市においては公費の解体が実現し

ていない。

そもそも解体後の土地は、用途が指定されない方が活

用しやすい。当市は、用途指定がない都計外の区域、住

宅を建てやすい市街化区域、市街化調整区域の 地区に

分かれているが、用途制限の多い市街化調整区域におい

ても、既存宅地の多くが地縁者の住宅区域などの特別区

域制度に指定されており一定の建築許可件数が認められ

る 。よって、よって、所有者による空き家の解体が実

施され空き地となった土地は、行政の出番がなくとも不

動産市場が機能していれば、再び利用される可能性も高

いといえる。

人口減社会を迎えた地方都市においては、指導が必要

な所有者に対し解体もしくは売買等を要請するという地

道な交渉が、地域に流通可能な不動産を生み出し、文字

通り、土地を生かす、地域の活力を保たせる取り組みと

なる。

【引用・参考文献】

国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の

概要」

国立情報学研究所「 日本の論文を

さがす」 から筆者作成

総務省統計局「平成 年住宅・土地統計調査」

株式会社野村総合研究所平成 年 月 日

「住宅の除却・減築などが進まない場合、

年には空き家が 万戸超へと倍増」

小野市ホームページ「空き家等実態調査結果の公表」

（ ）

同「こんにちは市長です」2 年 月 日 水 付

（ ）

読売新聞 平成 年 月 日付記事「空き家 水道

データで把握」

国土交通省「空き家再生等推進事業について」

等
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答弁「指定された集落の周辺に 年以上居住していれ

ば住宅が建築できる地縁者の住宅区域で 件の建築

許可件数」
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へ影響を与えるであろう危険空き家の予備軍に対して適

正な管理を促すことが、将来の危険空き家の発生の抑止

につながると考えられる。

平成 年 月の法一部施行以後、これまでは行政が

空き家対策の目的としては収集できなかった戸籍や固定

資産の情報といった所有者把握の調査が可能となったこ

とから、当市においても法に基づく調査を実施した。具

体的には、平成 年度、実態調査で明らかとなっていた

危険な空き家住宅 件および倉庫等 件の合計 件に

ついて、現場確認及び所有者の住所、氏名を調査した。

その後、条例と法の内容、特に今後「特定空家等」に該

当すると勧告・命令の可能性があるとする文書を、判明

した所有者の所在地へ訪問または郵送により、助言を行

った。今後も、年 回の全件現地確認と、周辺の生活環

境への影響が大きいと判断される空き家の所有者に対す

る助言について継続的に実施していく予定である。

そうした法に基づく助言の実施の効果もあってか、

年度末までに、危険な空き家等 件のうち、解体または

解体作業中である空き家が 件以上確認された。

当市の危険な空き家所有者対策については、まずは法

施行のお知らせを通して、所有者の責務を伝える助言の

取り組みを進めてきた。そして、条例に基づく特定空家

等に認定された空き家の所有者については、可能な限り

本人を訪問し、必要に応じて市内の建築・不動産関連業

者のリストを提供するなど、行政として可能な所有者へ

の支援を実施し、解体へと結び付けている。

③空き家の利活用対策

一方、小野市における空き家を活用する方策について

は、空き家バンクの開設があるが、実態としては、これ

らの制度は活発に利用されているとは言い難い。

理由としては、 点目として、歴史的建築物が立ち並ぶ

街並みといった、建築時期が戦前・戦中時期といった建

築年数が古い、保全すべき空き家自体がほとんど見られ

ないこと、 点目として、大都市圏以外の地価下落が全国

的な傾向である中、平成 年には「県内第 位という路

線価の上昇率も記録」 に見られるように、不動産市場

においてある程度土地・建物の購入・賃貸の需要の流動

が認められ、行政が空き家の利活用を行わなければ取引

が始まらないまでの状況にはないということが挙げられ

る。

（ ）水道閉栓データの活用による危険空き家予測

法第 条は、市町村は空家等に関するデータベースの

整備に必要な措置を講ずるよう努めるものとする、と規

定している。当市では前回の実態調査の実施から間もな

く 年が経過しようとしており、今後苦情が寄せられる

可能性が高い空き家のリストアップ作業及び苦情が寄せ

られないうちの管理の必要性を所有者に促していく必要

がある。

実際に、平成 年 月までに条例に基づき自治会等か

ら提供された空き家情報 件について調査したところ、

管理が放置されている期間は 年から 年以上と推定

される。また、 件は 年調査の危険な空き家等 件に

含まれていなかったため、市から法施行のお知らせを実

施する前の情報提供となった。

そこで、当市では、危険な空き家予備軍の把握のため、

上水道の閉栓時期と管理不全の関係性に注目することと

した 。平成 年 月、閉栓手続き後 年以上の水道

使用中止者データについて市水道部から情報提供を受け

たデータ数は 件に上った。次に、住宅地図、地番

図、水道マッピングシステムから場所の特定を行ったと

ころ、賃貸用アパートの空室やすでに建物がない空き地

等といったデータの除外を行い、調査対象空き家は

件となった。

図表４ 水道使用中止データの分類

その後、調査を順番に実施していくが、調査にあたっ

ては、危険空家等の判断基準同様、建築士資格を必要と

するような専門性の高い基準ではなく、一般市民の感覚

として「瓦、壁の剥落がある」「ポストに郵便物が溜まっ

ている」「草木の伐採がされていない」といった項目によ

り、適正な管理がされているかを判断できる調査票を作

成する。なお、平成 年 月には、兵庫県立大学和田真

理子准教授のゼミ生のインターンシップを受け入れ、官

学共同で調査を行うこととする。

また、並行して、所有者へ情報提供するため、宅建業・

建設業など空き家管理等に関係する各種業界団体リスト

を掲載した「適正管理パンフレット」を作成している。

年度以降は、訪問調査に投入できる人員数を見なが

ら、数年かけて所有者を順次訪問、助言していく年次計

画を立てる予定である。

これらが実現すれば、まさに先手管理手法の取り組み

による、危険空き家の発生抑止キャンペーンと言える。

なお、水道使用中止データから危険空き家予備軍の位

置特定する作業が短期間で可能であったのは、筆者が過

去に下水道担当時代で水道門標データを、農業振興地域

担当時代に地番データを、税務担当時代に固定資産デー

タを見る機会が多かったことによるものが大きい。なお、

これら各種データに熟知していない市町村の担当は、外

部コンサルタントへ業務委託するなどの必要が生じよう。

【考察】

研究面では、活用可能な空き家の再生事業といった空

き家の利活用をどうするかに関心が高まっているものの、

再生・利活用に向いている空き家物件は実際にはそのう

ちの一部に過ぎない。

一方、行政の実務の現場では、既に危険な空き家に対

する助言・指導から行政代執行までを行うといった対策

に追われている。実際、小野市に平成 年 月に情報提

供が寄せられた空き家 件のうち、 件は平成 年度に

実施した実態調査の危険な空き家 件に含まれない空き

家であった。また、これまで寄せられた情報提供 件の

空き家のうち、 件は 年以上使用実績が認められず、

他の 件も 年近く使用形跡を確認できなかった。

こうした管理が長期間放棄されている空き家について

は、いずれは周辺の生活環境に影響を及ぼすと考えられ

ることから、住民の生活環境の保全に携わる自治体は、

既に危険となっている空き家への対策を進めつつ、さら

なる危険な空き家発生をいかに抑えるか、どういった優

先順位を設けて危険な空き家予備軍に警鐘を鳴らし、適

正な管理を促す、いわば先手管理の空き家対策が実施で

きるかが今後一層問われていくと予想される。そこで、

当市では、過去の空き家実態調査に加え、水道利用デー

タから指導対象を推測する手法を進めている。

なお、危険空き家の所有者との交渉の中で、「市が解体

してくれたらいい」という意見が出されることがある。

確かに、公費補助による空き家の再生・解体の各種事業

の実施は、所有者の協力も得られやすくなる上、危険な

空き家数の減少を実現するが、公費を用いる以上、公平

性の観点からその後の利用目的を地域活性化などに限っ

ている ことから、当市においては公費の解体が実現し

ていない。

そもそも解体後の土地は、用途が指定されない方が活

用しやすい。当市は、用途指定がない都計外の区域、住

宅を建てやすい市街化区域、市街化調整区域の 地区に

分かれているが、用途制限の多い市街化調整区域におい

ても、既存宅地の多くが地縁者の住宅区域などの特別区

域制度に指定されており一定の建築許可件数が認められ

る 。よって、よって、所有者による空き家の解体が実

施され空き地となった土地は、行政の出番がなくとも不

動産市場が機能していれば、再び利用される可能性も高

いといえる。

人口減社会を迎えた地方都市においては、指導が必要

な所有者に対し解体もしくは売買等を要請するという地

道な交渉が、地域に流通可能な不動産を生み出し、文字

通り、土地を生かす、地域の活力を保たせる取り組みと

なる。

【引用・参考文献】
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概要」
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「住宅の除却・減築などが進まない場合、

年には空き家が 万戸超へと倍増」

小野市ホームページ「空き家等実態調査結果の公表」

（ ）

同「こんにちは市長です」2 年 月 日 水 付

（ ）

読売新聞 平成 年 月 日付記事「空き家 水道

データで把握」

国土交通省「空き家再生等推進事業について」

等
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答弁「指定された集落の周辺に 年以上居住していれ

ば住宅が建築できる地縁者の住宅区域で 件の建築

許可件数」
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高校生の地域に対する考え方と進路意識―就職先をどのような要因で意思決定するのかー 

  

佐々木みどり（法政大学大学院 修士課程） 

 

Keyword：地域定着・地域人材育成・キャリア教育  

 

【問題・目的・背景】 
 現在、少子高齢化が進む我が国では、若者の地域離

れ、都市部への流出が地域の衰退につながっていると言

われている。地域の活性化、再生のために、若者の地域

離れを食い止めようと、若年者の雇用先確保など、地方

自治体はさまざまな試みを行っている。高校生が卒業後

に地域に留まるには、若年者の就職先が必要であり、地

方自治体が就労先確保のために大企業誘致を行い、雇用

規模を確保するため結果として製造業（工場）が建設さ

れてきた。雇用を確保する一方で、地域への関心を高め

る取り組みとしてキャリア教育の一環が地元を知り地域

を担う人材を育てる「ふるさとキャリア教育」という新

しい分野として文部科学省から推奨されている。 

近年、高校の新規学卒者の就職希望地は地元志向が非

常に高い。しかし、そのことが中学生・高校生の中に

「郷土愛」「地域の次世代人材の自覚」が育っていると

いえるのだろうか。また、就職先を決める要素に、「ふ

るさと教育」が関係しているのだろうか。 

過疎化が進む中山間地域以外であっても、人口減少

とコミュニティの弱体化は進んでおり、大きな課題であ

る。地方における活性化は、若年者の流出防止と人材育

成、若者の地域コミュニティへの参加が必須事項であ

る。現在、義務教育では従来あった「未来のまち」の絵

を描く未来の夢物語りから、実際の商店街活性化プロジ

ェクト参加や、ユニバーサルデザインの街づくりを考え

るイベントの企画など、より具体的な「まちづくり参

加」を教育行事として行っている。 

市町村が管轄する義務教育では、キャリア教育の一

環として、地元の産業振興やまちづくりプロジェクトへ

の児童・生徒の参加を推進している。小学校1の事例では

商店街での障害者疑似体験の実施から、その経験を「バ

リアフリー」から「ユニバーサルデザイン」のまちづく

                                                   
1 2014年度 北海道A小学校 6年生の事例 
2 UD：ユニバーサルデザイン 
3 23区内は中学から4割が私学に進学する。公立高校は大学区

りとして、その成果を演劇に構成して学習発表会で上演

し、UD商品2とまちづくりへの提案を行った。 

中学生になるとさらに具体的な商店街活性化のプラン作

りなどグループワーク・フィールドワークの要素が加わ

り広がってゆく。実際の発表を聴くと内容・プレゼン力

は目を見張るものがあり、生徒個人の成長への効果は素

晴らしく教育効果は上がっている。 

郷土愛を胸に地域活性化に取り組む人材育成の必要性

は、今後の地域に欠かせないが、地域の活性化や、まち

が再生するメカニズムや目標が十分に検討されないまま

の「ふるさとキャリア教育」は、目標設定が十分ではな

く、「地域のため」「頑張っている若者には協力したい」

といった感情面で地域住民の協力を得ているが、地域へ

の関心度が高まっているのかは、個々のプログラムの前

後に、「自分達のまち」といった意識づけ動機づけが行

われるかによって効果が大きく異なる。 

さらに、高校生になると、地場産品を使った商品開発、

観光資源を再発見した観光ルートづくりなど、マーケテ

ィングやPR戦略まで地域と高校の特性を活かした取り組

みが全国的に行われている。 

次世代の担い手である中学生、高校生が、まちづくり

に直接関りを持ち、10代から「地域への意識の醸成」が

地域活性化・再生につながることが期待されている。 

東京都23区3以外の都市部でも、生徒は自宅近くの公立

小学校から中学校へ、公立高校へと進学している。公立

高校は中学区制が多く、進学や部活動のための他府県の

私立高校への入学者は全体からみれば少数といえる。地

方においてはさらに公共交通機関での通学が難しいこと

から、いわゆる「自転車で通える範囲」の圏域にある高

校から進学先を選択する。よって、地方の公立高校には

その地域の次世代を担う若者が学んでいるといえる。そ

の若者は、自身の地域についてどのように考えているの

だろうか。 

制で高校の階層が細分化されている。本人の学力・能力・保護

者の階層など階層化、分化がなされニーズに合った高校に進学

できる。都市部でも通学圏域が狭い大阪は、保護者の通勤時間

も比較的短く、長距離通勤を好まないと言われている。 

現在、高校生の保護者は、大学進学率が３０％程度で

あった世代である。小学校から現在まで同じ地元の同級

生と育った保護者は、自身の子どもには、一度は外の世

界を知っておくことが、本人を成長させるうえでも、地

域を発展させる上でも重要と考え、若者の流出を受容す

る文化を根付かせている。 

このことは、地域活性化の推進役である地域住民である

保護者の当事者意識をも低くさせていると考えられる。 

 このような状況を受け本稿では、高卒時に初職を地域

に求める高校生の意識と、高校生の就職先を決定する要

因・条件をさぐり「高校生の地域への関心を高め、卒業

後も地域への関心を活発化させる要件とは何か」地域活

性化の次世代人材育成に向けた課題を検討することを目

的とする。 

【地方の若者を取り巻く現状と背景】 

 都市部と地方の生活格差 
地方の人口が減少に転じて約20年を経過するが、北海

道を事例にとれば、第1には少子高齢化、特に出生率の

低下による自然減が非常に大きい。若者の人口流出は、

各地域からは都市である札幌圏に人口が集中し、札幌圏

からは、道外へ20代～30代の流出が大きく出生率低下に

もつながっている。 

日常生活はインターネットの普及で情報も、商品もどこ

に住んでいても同じものが手に入り、都会でも地方でも

生活そのものに大きな差が見られなくなっている。特に

スマートフォン・タブレットを中高生の多数が手にする

ことで、音楽もCDではなくダウンロードして聴き、本も

コンビニかネットで手に入れる。都会にしかないのは体

験型のレジャーだけとなった。TDLやUSJ、アイドルの大

規模コンサートも高校生のアルバイトが比較的自由な現

在では、飲食店でのアルバイト収入で仲間と出かけるこ

とができるようになった。都市部に住まなければ手に入

らないものは、今やほとんどないと言える。ここで見え

てくるのは、都会の暮らしに憧れて大都市を目指す若者

の姿というより、仲間意識を共有する友人が暮らす生活

圏を変えたくないという意識である。都市部への移動

は、一度地元に就職したのちに、仕事内容の充実、収入

などの面での転職によるものが大きいと思われる。賃金

の地域間格差はあるが、個人の生活様式の格差は縮小し

ている。地方の国道沿いは同じ看板のチェーン店が立ち

並びどこも同じような景観が全国でみられる。4 

                                                   
4 ファッションセンターしまむらは全国2千店舗以上 
198０年代前半に数千店舗だったコンビニエンスストア

地方自治体はこれまで、製造業の工場誘致による雇用

を確保、新エネルギー事業としてのバイオマス発電、野

菜工場など新分野を地元企業に助成金を出して行ってき

たが、結果として人口減少を歯止めできていない。地域

の第1次産業のうち、農業・水産業は環境問題・異常気

象や、国際的な競争力の低下の課題はありつつも、厳し

いながらも未来はあるといえる。しかし若年者の大卒後

のUターンもさほど進んでいない。 

このような状況の中で、「若者の流出」とは高校卒業時

に都市部にあこがれ仕事を求めるのではなく①進学で都

市部に転出し、そのまま就職する者②上級学校卒業後に

一旦は故郷に戻り、転職のためにふたたび都市部に戻る

ものの二つである。 

 では高校卒業後に地域に就職する者の考え方は、どの

ようなものなのだろうか。 

次世代の担い手である高校生の「地域への意識の醸成」

が地域再生に繋がっているのだろうか。 

【研究方法・研究内容】 

先で述べたことを明らかにするため、研究方法と内容と

以下に記述する。 

1.方法 

 公共職業安定所の「新規学卒予定者職業動向調査」と

「新規学卒者 就職内定調査」のデータを用いて分析を行

う。高校のホームページに掲載された就職内定先（企業

名）から地域内、地域外、他府県に分類する。高校を学科

別（普通科・商業科・工業科・農業科）に、上記の分類を

行う。さらに、高校設立時の条件・生徒の通学圏域・高校

の階層にわけて、典型的な事例をもとに検討する。 

【先行研究】 

全国高等学校針路指導協議会の調査から以下が得られた。 

１．高校2年次までは、高校選択と同様に親・親戚の意向 

  が大きく影響しているが、最終的な進路の意思決定は 

  本人が行う。 

２．２０１０年以降は就職難が解消し、就職する地域は 

選択できるようになった。しかし、都市部の方が職

域は広がるが、生活圏を今後も変えたくないという

生徒の意向により、地元志向が強く生活圏を優先し 

た仕事選びが成されている。 

３．秋田県・岐阜県の事例では、地元に仕事がなく優秀 

な生徒は県外で就職せざるを得ない。 

職業高校には地元企業の指定校求人もあるが、より

は現在、5万6千店舗以上である。平成25年のカラオ
ケボックス施設数は9,363施設。 
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高校生の地域に対する考え方と進路意識―就職先をどのような要因で意思決定するのかー 

  

佐々木みどり（法政大学大学院 修士課程） 

 

Keyword：地域定着・地域人材育成・キャリア教育  

 

【問題・目的・背景】 
 現在、少子高齢化が進む我が国では、若者の地域離

れ、都市部への流出が地域の衰退につながっていると言

われている。地域の活性化、再生のために、若者の地域

離れを食い止めようと、若年者の雇用先確保など、地方

自治体はさまざまな試みを行っている。高校生が卒業後

に地域に留まるには、若年者の就職先が必要であり、地

方自治体が就労先確保のために大企業誘致を行い、雇用

規模を確保するため結果として製造業（工場）が建設さ

れてきた。雇用を確保する一方で、地域への関心を高め

る取り組みとしてキャリア教育の一環が地元を知り地域

を担う人材を育てる「ふるさとキャリア教育」という新

しい分野として文部科学省から推奨されている。 

近年、高校の新規学卒者の就職希望地は地元志向が非

常に高い。しかし、そのことが中学生・高校生の中に

「郷土愛」「地域の次世代人材の自覚」が育っていると

いえるのだろうか。また、就職先を決める要素に、「ふ

るさと教育」が関係しているのだろうか。 

過疎化が進む中山間地域以外であっても、人口減少

とコミュニティの弱体化は進んでおり、大きな課題であ

る。地方における活性化は、若年者の流出防止と人材育

成、若者の地域コミュニティへの参加が必須事項であ

る。現在、義務教育では従来あった「未来のまち」の絵

を描く未来の夢物語りから、実際の商店街活性化プロジ

ェクト参加や、ユニバーサルデザインの街づくりを考え

るイベントの企画など、より具体的な「まちづくり参

加」を教育行事として行っている。 

市町村が管轄する義務教育では、キャリア教育の一

環として、地元の産業振興やまちづくりプロジェクトへ

の児童・生徒の参加を推進している。小学校1の事例では

商店街での障害者疑似体験の実施から、その経験を「バ

リアフリー」から「ユニバーサルデザイン」のまちづく

                                                   
1 2014年度 北海道A小学校 6年生の事例 
2 UD：ユニバーサルデザイン 
3 23区内は中学から4割が私学に進学する。公立高校は大学区

りとして、その成果を演劇に構成して学習発表会で上演

し、UD商品2とまちづくりへの提案を行った。 

中学生になるとさらに具体的な商店街活性化のプラン作

りなどグループワーク・フィールドワークの要素が加わ

り広がってゆく。実際の発表を聴くと内容・プレゼン力

は目を見張るものがあり、生徒個人の成長への効果は素

晴らしく教育効果は上がっている。 

郷土愛を胸に地域活性化に取り組む人材育成の必要性

は、今後の地域に欠かせないが、地域の活性化や、まち

が再生するメカニズムや目標が十分に検討されないまま

の「ふるさとキャリア教育」は、目標設定が十分ではな

く、「地域のため」「頑張っている若者には協力したい」

といった感情面で地域住民の協力を得ているが、地域へ

の関心度が高まっているのかは、個々のプログラムの前

後に、「自分達のまち」といった意識づけ動機づけが行

われるかによって効果が大きく異なる。 

さらに、高校生になると、地場産品を使った商品開発、

観光資源を再発見した観光ルートづくりなど、マーケテ

ィングやPR戦略まで地域と高校の特性を活かした取り組

みが全国的に行われている。 

次世代の担い手である中学生、高校生が、まちづくり

に直接関りを持ち、10代から「地域への意識の醸成」が

地域活性化・再生につながることが期待されている。 

東京都23区3以外の都市部でも、生徒は自宅近くの公立

小学校から中学校へ、公立高校へと進学している。公立

高校は中学区制が多く、進学や部活動のための他府県の

私立高校への入学者は全体からみれば少数といえる。地

方においてはさらに公共交通機関での通学が難しいこと

から、いわゆる「自転車で通える範囲」の圏域にある高

校から進学先を選択する。よって、地方の公立高校には

その地域の次世代を担う若者が学んでいるといえる。そ

の若者は、自身の地域についてどのように考えているの

だろうか。 

制で高校の階層が細分化されている。本人の学力・能力・保護

者の階層など階層化、分化がなされニーズに合った高校に進学

できる。都市部でも通学圏域が狭い大阪は、保護者の通勤時間

も比較的短く、長距離通勤を好まないと言われている。 

現在、高校生の保護者は、大学進学率が３０％程度で

あった世代である。小学校から現在まで同じ地元の同級

生と育った保護者は、自身の子どもには、一度は外の世

界を知っておくことが、本人を成長させるうえでも、地

域を発展させる上でも重要と考え、若者の流出を受容す

る文化を根付かせている。 

このことは、地域活性化の推進役である地域住民である

保護者の当事者意識をも低くさせていると考えられる。 

 このような状況を受け本稿では、高卒時に初職を地域

に求める高校生の意識と、高校生の就職先を決定する要

因・条件をさぐり「高校生の地域への関心を高め、卒業

後も地域への関心を活発化させる要件とは何か」地域活

性化の次世代人材育成に向けた課題を検討することを目

的とする。 

【地方の若者を取り巻く現状と背景】 

 都市部と地方の生活格差 
地方の人口が減少に転じて約20年を経過するが、北海

道を事例にとれば、第1には少子高齢化、特に出生率の

低下による自然減が非常に大きい。若者の人口流出は、

各地域からは都市である札幌圏に人口が集中し、札幌圏

からは、道外へ20代～30代の流出が大きく出生率低下に

もつながっている。 

日常生活はインターネットの普及で情報も、商品もどこ

に住んでいても同じものが手に入り、都会でも地方でも

生活そのものに大きな差が見られなくなっている。特に

スマートフォン・タブレットを中高生の多数が手にする

ことで、音楽もCDではなくダウンロードして聴き、本も

コンビニかネットで手に入れる。都会にしかないのは体

験型のレジャーだけとなった。TDLやUSJ、アイドルの大

規模コンサートも高校生のアルバイトが比較的自由な現

在では、飲食店でのアルバイト収入で仲間と出かけるこ

とができるようになった。都市部に住まなければ手に入

らないものは、今やほとんどないと言える。ここで見え

てくるのは、都会の暮らしに憧れて大都市を目指す若者

の姿というより、仲間意識を共有する友人が暮らす生活

圏を変えたくないという意識である。都市部への移動

は、一度地元に就職したのちに、仕事内容の充実、収入

などの面での転職によるものが大きいと思われる。賃金

の地域間格差はあるが、個人の生活様式の格差は縮小し

ている。地方の国道沿いは同じ看板のチェーン店が立ち

並びどこも同じような景観が全国でみられる。4 

                                                   
4 ファッションセンターしまむらは全国2千店舗以上 
198０年代前半に数千店舗だったコンビニエンスストア

地方自治体はこれまで、製造業の工場誘致による雇用

を確保、新エネルギー事業としてのバイオマス発電、野

菜工場など新分野を地元企業に助成金を出して行ってき

たが、結果として人口減少を歯止めできていない。地域

の第1次産業のうち、農業・水産業は環境問題・異常気

象や、国際的な競争力の低下の課題はありつつも、厳し

いながらも未来はあるといえる。しかし若年者の大卒後

のUターンもさほど進んでいない。 

このような状況の中で、「若者の流出」とは高校卒業時

に都市部にあこがれ仕事を求めるのではなく①進学で都

市部に転出し、そのまま就職する者②上級学校卒業後に

一旦は故郷に戻り、転職のためにふたたび都市部に戻る

ものの二つである。 

 では高校卒業後に地域に就職する者の考え方は、どの

ようなものなのだろうか。 

次世代の担い手である高校生の「地域への意識の醸成」

が地域再生に繋がっているのだろうか。 

【研究方法・研究内容】 

先で述べたことを明らかにするため、研究方法と内容と

以下に記述する。 

1.方法 

 公共職業安定所の「新規学卒予定者職業動向調査」と

「新規学卒者 就職内定調査」のデータを用いて分析を行

う。高校のホームページに掲載された就職内定先（企業

名）から地域内、地域外、他府県に分類する。高校を学科

別（普通科・商業科・工業科・農業科）に、上記の分類を

行う。さらに、高校設立時の条件・生徒の通学圏域・高校

の階層にわけて、典型的な事例をもとに検討する。 

【先行研究】 

全国高等学校針路指導協議会の調査から以下が得られた。 

１．高校2年次までは、高校選択と同様に親・親戚の意向 

  が大きく影響しているが、最終的な進路の意思決定は 

  本人が行う。 

２．２０１０年以降は就職難が解消し、就職する地域は 

選択できるようになった。しかし、都市部の方が職

域は広がるが、生活圏を今後も変えたくないという

生徒の意向により、地元志向が強く生活圏を優先し 

た仕事選びが成されている。 

３．秋田県・岐阜県の事例では、地元に仕事がなく優秀 

な生徒は県外で就職せざるを得ない。 

職業高校には地元企業の指定校求人もあるが、より

は現在、5万6千店舗以上である。平成25年のカラオ
ケボックス施設数は9,363施設。 
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有利な条件の大企業の求人があれば、周囲の期待に

より他府県へ就職指導がなされ人材が流失する。 

【現状】 

 少子高齢化と若者の地域離れの現状 

■中学入学時と卒業時の意識の変化 

中学校では前述のとおり「地域ダイスキプロジェクト」

などの名称で、地域づくり事業への参加などがキャリア

教育の一環として実施されている。 

一方で修学旅行で専門学校・大学の見学、模擬授業の受

講が、プログラムのひとつになっている。 

「郷土に愛着があり中学生として地域貢献の気持ち」が

培われているが、都市部に住み一度は外の世界を知るこ

とが同時にイメージされてゆく。 

■高校の選択 

中学生は学力以外に親や親せきの意向に、大きな影響を 

受ける。地方では自宅からバス・自転車で通学できる圏 

内ｎ高校から選択する。（公共交通機関の問題） 

学科の選択要件は①学力②通学圏域③就職に有利である 

④進路未定のため、選択を先送りするための普通科か総

合学科の選択 

以上の４点であり、地域の伝統校の場合は親や親族が、 

卒業生であれば考える余地がなく進学し生徒本人の「地 

域への思いや考え」は選択の大きな要素ではない。 

■高校生の進路決定 

 高校2年生までの学校内調査では、保護者や親せきの意 

向が大きく影響する。深く検討せず家族とも相談せずに

アンケートに回答する生徒層では、この時点では現実的

な選択に至っていない。この層はその後、選択時期が迫

り具体的に考えることなく地元仲間とのつながりで、地

元就職を選択するケースが多い。 

高校2年次の１１月には進学か就職かの進路選択を迫ら

れるが、進学希望者は２年次のオープンキャンパスで、

ほぼ志望校を決定している。専門学校、大学ともに志望

校は出来るだけ同じ都市にある学校を選択して、保護者

とオープンキャンパスに参加し、住む部屋を仮予約して

いる場合も多い。受験する以前に居住する部屋を決めて

いるのである。それは、卒業後もその部屋に住む可能性

があるか・卒業後は地元（もしくは周辺都市）に帰って

くるのかを大まかにイメージしての選択である。 

■就職希望者 

就職希望者は３年生の５月時点で公共職業安定所の動向調

                                                   
5 公共職業安定所の希望調査および内定調査のデータから、求人数と就

査を受ける。ハローワークの紹介（求人票）を利用するか

また、希望地域と職種について調査する。

 

「北海道北見職業安定所の管轄１６校の調査より筆者作成」2016.5 

就職者の動向調査は、全国の職業安定所で実施され北海道

全域では北海道内に就職する生徒は９７％前後で推移して

いる。北海道労働局では高校所在地がある地域（管内）、

地域外の北海道内（管外）、他府県への就職と3つに分け

て希望地を集計する。本年度の北海道北見地区職業安定所

管内16校の動向調査では、卒業予定者は1507人、うち就

職希望は323人（約２０％）である。就職希望者の内訳で

は６７％が地元希望である。 

卒業予定者1507人に対する割合 

進学・ 

その他 

就職希望 管内（地元）

希望者 

管外（地域外）希

望者 

道外希望者 

1184人 323人 2１8人 74人 31人 

79％ 21％ 14％ 5％ 2％ 

就職希望・地域別の割合 67％ 23％ 10％ 

道外を希望している者は、卒業者全体の２％と非常に少数 

である。就職活動が開始する9月 16日以降、就職が決ま

らずに専門学校へ進路変更する者もいるものの、就職先が

なく地元から地域外に希望地を変更することは、ほぼない

と言ってよい。 

【研究・調査･分析結果】 

1. 状況 「高校の新規学卒者の意識」 

職業を決める際に、地元志向が強い。この傾向は全国的

なものである。5 

道外地域に就職者がいる場所は工業高校が設置されてい

た。工業高校へは道外大手企業から専門的な職種の指定

校求人がある。北海道の場合、2010年以降は、卒業者が

極端に減少しているため、地方では正社員で採用される

ことが比較的容易になっており、生徒の進路選択が安易

職希望者のバランスがとれていれば地元希望は７０％程度である。 

になされているとの報告がある。 

平成28年度学校基本統計速報（学校基本調査の結果速報：北海道分）

筆者作成 

道外へ就職した高卒者人数が10名以上の市区町村のみ選んでグラフ化 

2. 進路選択の要件～保護者の経済力 

保護者は①家庭または祖父母に進学にかかる費用を負担

できる経済力がある②奨学金の貸与を含めてもギリギリ

の経済力③生活保護受給か老齢年金生活で給与所得・預

貯金がほとんどないー以上の3つに大別される。新規学

卒者の賃金は一人暮らしができるほど、給与水準が高く

ない。よって、経済力がある保護者①は、広い世界を知

って欲しいが、家賃の補助として数万円の仕送りをして

就職させるより、専門学校で1年～2年間学び、資格や

専門知識によってその後の待遇・収入が安定する仕事に

就いて欲しいと考える。 

②と③の家庭では、自宅からの通勤が絶対条件である。

生活保護受給家庭では、高校卒業後は世帯分離が保護者

の受給継続の条件である。住所地の世帯分離の上での、

地元就職の選択が現実的である。 

 

 

 

 

 

 

３．高校の分析「高校の学科・条件分け」 

 

 

 

 

学科によって、就職と地域への意識は異なる。そこで、

学科と条件１から条件３について分類し、まちづくりへ

の参加が、就職希望地にどれくらい影響があるのかを検

討した。地域内の企業との強い関係性や卒業生が働いて

いるかが指定校求人の基盤にあるが、高校生本人の地元

への帰属意識との関りは見出すことができなかった。能

力や家庭環境などあくまでも生徒個人の条件での選択と

なり、最終的には生徒の個人的な友人関係が影響してい

るのではないかと考えられる。 

【考察・今後の展開】 

キャリア教育の実践発表やプレゼン力を見ると、教育効

果は大きいと評価できる。しかし、その成果を活かした就

職や、進学後に起業につながった事例を聞くことはほと

んどない。なんとなく地元に就職する動機は、彼らの個人

的な意識で内向きに作用しており、早期離職ではキャリ

アアップの転職も望めない。地方自治体が考える教育施

策は、雇用の場の確保と地域に定着する人材育成という

立案者視点で、「地域の次世代を担う人材」であるという

自覚には、地域の若者を動機づけるまでに至っていない

と考えられる。地方版総合戦略では地域人材育成が重要

課題である。人口の東京一極集中を緩和する意味でも、地

方の人材確保としても移住促進、人材育成が重要なのは

間違いない。Iターン人材は地域の刺激として重要な起爆
剤である。しかし、地域の人材育成は、今足元にある、「ふ

るさとキャリア教育」を受けて育ってきた「磨けば光る」

存在の地元の若年者層が、磨かれるチャンス、本来の意味

での深い知識や教養をつける機会が得られることが重要

ではないかと考える。中学・高校時代に「キャリア教育」

の中で経験した、地域への関心を地元活性化計画の実際

の企画者・実行者として行う中での起業家教育である。従

来の若年者就労支援、資格取得講座ではない、大学卒業資

格とも別の新しい起業家教育とでもいうべきものが地元

で生活する若者に与えられるなら、本人にとってもチャ

ンスとなり、それまでのふるさと教育・キャリア教育の成

果が地元にもたらすものとして今後も研究してゆきたい。 
【引用・参考文献】 
佐藤眞 2011 「岩手県における新規高卒就職者の労働市場分析」  

岩手大学教育学部付属教育実践総合センター研究紀要第10号 37-47 

小西尚之2014「高校生はいつ、どのように進路を決めるのか」 

北陸大学紀要 第38号 

小宅優美 小山田健太 2016 地域の特性と活かしたキャリア教育の可

能性－岩手県気仙郡住田町における森林環境学習を事例に－ 筑波大学

キャリア教育学研究 創刊号 

大坂祐二 2011 礼文島の「ふるさと学習」における中・高校生の地域

意識 名寄市立大学 道北地域研究所「地域と住民」第29号 
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高等学校卒業時の就職地域

道内 道外

新規高卒就職者の1年目の離職状況
卒業年度 区分 計 男 女

全　国 19.8% 17.1% 23.6%
北海道 25.9% 24.5% 27.6%
全　国 20.0% 17.5% 23.6%
北海道 25.9% 24.2% 27.7%
全　国 19.4% 16.8% 23.0%
北海道 24.1% 23.2% 24.9%

　　北海道労働局統計情報より筆者作成

2012年3月卒

2013年3月卒

2014年3月卒

学科 普通科 商業科 工業科 農業科
条件１ 旧制中学 旧制女学校 分校 新設校

条件２ 進学校 大学進学・就職 専門学校・就職 就職

条件３ 学力選抜なし学力選抜あり 学力選抜あり３％6%
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有利な条件の大企業の求人があれば、周囲の期待に

より他府県へ就職指導がなされ人材が流失する。 

【現状】 

 少子高齢化と若者の地域離れの現状 

■中学入学時と卒業時の意識の変化 

中学校では前述のとおり「地域ダイスキプロジェクト」

などの名称で、地域づくり事業への参加などがキャリア

教育の一環として実施されている。 

一方で修学旅行で専門学校・大学の見学、模擬授業の受

講が、プログラムのひとつになっている。 

「郷土に愛着があり中学生として地域貢献の気持ち」が

培われているが、都市部に住み一度は外の世界を知るこ

とが同時にイメージされてゆく。 

■高校の選択 

中学生は学力以外に親や親せきの意向に、大きな影響を 

受ける。地方では自宅からバス・自転車で通学できる圏 

内ｎ高校から選択する。（公共交通機関の問題） 

学科の選択要件は①学力②通学圏域③就職に有利である 

④進路未定のため、選択を先送りするための普通科か総

合学科の選択 

以上の４点であり、地域の伝統校の場合は親や親族が、 

卒業生であれば考える余地がなく進学し生徒本人の「地 

域への思いや考え」は選択の大きな要素ではない。 

■高校生の進路決定 

 高校2年生までの学校内調査では、保護者や親せきの意 

向が大きく影響する。深く検討せず家族とも相談せずに

アンケートに回答する生徒層では、この時点では現実的

な選択に至っていない。この層はその後、選択時期が迫

り具体的に考えることなく地元仲間とのつながりで、地

元就職を選択するケースが多い。 

高校2年次の１１月には進学か就職かの進路選択を迫ら

れるが、進学希望者は２年次のオープンキャンパスで、

ほぼ志望校を決定している。専門学校、大学ともに志望

校は出来るだけ同じ都市にある学校を選択して、保護者

とオープンキャンパスに参加し、住む部屋を仮予約して

いる場合も多い。受験する以前に居住する部屋を決めて

いるのである。それは、卒業後もその部屋に住む可能性

があるか・卒業後は地元（もしくは周辺都市）に帰って

くるのかを大まかにイメージしての選択である。 

■就職希望者 

就職希望者は３年生の５月時点で公共職業安定所の動向調

                                                   
5 公共職業安定所の希望調査および内定調査のデータから、求人数と就

査を受ける。ハローワークの紹介（求人票）を利用するか

また、希望地域と職種について調査する。

 

「北海道北見職業安定所の管轄１６校の調査より筆者作成」2016.5 

就職者の動向調査は、全国の職業安定所で実施され北海道

全域では北海道内に就職する生徒は９７％前後で推移して

いる。北海道労働局では高校所在地がある地域（管内）、

地域外の北海道内（管外）、他府県への就職と3つに分け

て希望地を集計する。本年度の北海道北見地区職業安定所

管内16校の動向調査では、卒業予定者は1507人、うち就

職希望は323人（約２０％）である。就職希望者の内訳で

は６７％が地元希望である。 

卒業予定者1507人に対する割合 

進学・ 

その他 

就職希望 管内（地元）

希望者 

管外（地域外）希

望者 

道外希望者 

1184人 323人 2１8人 74人 31人 

79％ 21％ 14％ 5％ 2％ 

就職希望・地域別の割合 67％ 23％ 10％ 

道外を希望している者は、卒業者全体の２％と非常に少数 

である。就職活動が開始する9月 16日以降、就職が決ま

らずに専門学校へ進路変更する者もいるものの、就職先が

なく地元から地域外に希望地を変更することは、ほぼない

と言ってよい。 

【研究・調査･分析結果】 

1. 状況 「高校の新規学卒者の意識」 

職業を決める際に、地元志向が強い。この傾向は全国的

なものである。5 

道外地域に就職者がいる場所は工業高校が設置されてい

た。工業高校へは道外大手企業から専門的な職種の指定

校求人がある。北海道の場合、2010年以降は、卒業者が

極端に減少しているため、地方では正社員で採用される

ことが比較的容易になっており、生徒の進路選択が安易

職希望者のバランスがとれていれば地元希望は７０％程度である。 

になされているとの報告がある。 

平成28年度学校基本統計速報（学校基本調査の結果速報：北海道分）

筆者作成 

道外へ就職した高卒者人数が10名以上の市区町村のみ選んでグラフ化 

2. 進路選択の要件～保護者の経済力 

保護者は①家庭または祖父母に進学にかかる費用を負担

できる経済力がある②奨学金の貸与を含めてもギリギリ

の経済力③生活保護受給か老齢年金生活で給与所得・預

貯金がほとんどないー以上の3つに大別される。新規学

卒者の賃金は一人暮らしができるほど、給与水準が高く

ない。よって、経済力がある保護者①は、広い世界を知

って欲しいが、家賃の補助として数万円の仕送りをして

就職させるより、専門学校で1年～2年間学び、資格や

専門知識によってその後の待遇・収入が安定する仕事に

就いて欲しいと考える。 

②と③の家庭では、自宅からの通勤が絶対条件である。

生活保護受給家庭では、高校卒業後は世帯分離が保護者

の受給継続の条件である。住所地の世帯分離の上での、

地元就職の選択が現実的である。 

 

 

 

 

 

 

３．高校の分析「高校の学科・条件分け」 

 

 

 

 

学科によって、就職と地域への意識は異なる。そこで、

学科と条件１から条件３について分類し、まちづくりへ

の参加が、就職希望地にどれくらい影響があるのかを検

討した。地域内の企業との強い関係性や卒業生が働いて

いるかが指定校求人の基盤にあるが、高校生本人の地元

への帰属意識との関りは見出すことができなかった。能

力や家庭環境などあくまでも生徒個人の条件での選択と

なり、最終的には生徒の個人的な友人関係が影響してい

るのではないかと考えられる。 

【考察・今後の展開】 

キャリア教育の実践発表やプレゼン力を見ると、教育効

果は大きいと評価できる。しかし、その成果を活かした就

職や、進学後に起業につながった事例を聞くことはほと

んどない。なんとなく地元に就職する動機は、彼らの個人

的な意識で内向きに作用しており、早期離職ではキャリ

アアップの転職も望めない。地方自治体が考える教育施

策は、雇用の場の確保と地域に定着する人材育成という

立案者視点で、「地域の次世代を担う人材」であるという

自覚には、地域の若者を動機づけるまでに至っていない

と考えられる。地方版総合戦略では地域人材育成が重要

課題である。人口の東京一極集中を緩和する意味でも、地

方の人材確保としても移住促進、人材育成が重要なのは

間違いない。Iターン人材は地域の刺激として重要な起爆
剤である。しかし、地域の人材育成は、今足元にある、「ふ

るさとキャリア教育」を受けて育ってきた「磨けば光る」

存在の地元の若年者層が、磨かれるチャンス、本来の意味

での深い知識や教養をつける機会が得られることが重要

ではないかと考える。中学・高校時代に「キャリア教育」

の中で経験した、地域への関心を地元活性化計画の実際

の企画者・実行者として行う中での起業家教育である。従

来の若年者就労支援、資格取得講座ではない、大学卒業資

格とも別の新しい起業家教育とでもいうべきものが地元

で生活する若者に与えられるなら、本人にとってもチャ

ンスとなり、それまでのふるさと教育・キャリア教育の成

果が地元にもたらすものとして今後も研究してゆきたい。 
【引用・参考文献】 
佐藤眞 2011 「岩手県における新規高卒就職者の労働市場分析」  

岩手大学教育学部付属教育実践総合センター研究紀要第10号 37-47 

小西尚之2014「高校生はいつ、どのように進路を決めるのか」 

北陸大学紀要 第38号 

小宅優美 小山田健太 2016 地域の特性と活かしたキャリア教育の可

能性－岩手県気仙郡住田町における森林環境学習を事例に－ 筑波大学

キャリア教育学研究 創刊号 

大坂祐二 2011 礼文島の「ふるさと学習」における中・高校生の地域

意識 名寄市立大学 道北地域研究所「地域と住民」第29号 
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高等学校卒業時の就職地域

道内 道外

新規高卒就職者の1年目の離職状況
卒業年度 区分 計 男 女

全　国 19.8% 17.1% 23.6%
北海道 25.9% 24.5% 27.6%
全　国 20.0% 17.5% 23.6%
北海道 25.9% 24.2% 27.7%
全　国 19.4% 16.8% 23.0%
北海道 24.1% 23.2% 24.9%

　　北海道労働局統計情報より筆者作成

2012年3月卒

2013年3月卒

2014年3月卒

学科 普通科 商業科 工業科 農業科
条件１ 旧制中学 旧制女学校 分校 新設校

条件２ 進学校 大学進学・就職 専門学校・就職 就職

条件３ 学力選抜なし学力選抜あり 学力選抜あり３％6%
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 前橋市の中心市街地活性化におけるコミュニティ形成プロセスの研究 

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

Keyword：中心市街地、コミュニティ形成、前橋○○特区、共同における自己実現の段階モデル 

 

【問題・目的・背景】 
前橋市の中心市街地では、2013年のアーツ前橋開業に前

後して、衰退の一途をたどっていた商店街にアーティスト

が独自に運営する小規模のギャラリーやアトリエ、コワー

キングスペースやシェアハウスといった新たな形態の交流

空間が増加しはじめた。また、田中仁財団による「群馬イ

ノベーションスクール」、Uターン・Iターン移住者の増加

などもあり、多様なステークホルダーの協働による独特な

まちなか再生の動きが生じている。とりわけ、30歳代を中

心とする市民が、まちなかで「○○したい！」という想い

を実現していく「前橋○○部」は、他に類例のない特徴的

な取り組みである。2012年の開始以来、前橋○○部は、「前

橋自転車通勤部」や「前橋地酒部」など50以上の「部活動」

を生み出すとともに、全国にも水平展開し、「松本〇〇部」、

「札幌〇〇部」など、40以上の地域に広がった。さらに2015

年には、「前橋○○部」のコンセプトを取り入れた「前橋〇

〇特区45days」が、まちなか再生の起爆剤として前橋市役

所政策推進課とともに実施されるに至った。 

トップダウンではなく、多様な主体の内的動機付けと協

働による地域活性化の必要性が指摘されているが（Bryson 

et al,2014 他）、前橋の事例は、まずは地域活性化を目的

にはしない純粋な市民の趣味や仕事からはじまり、行政と

の連携に発展した稀有な事例である。他の「ご当地○○部」

ではみられないこうした協働が可能となったのはなぜか。

本研究では、前橋市の中心市街地活性化におけるコミュニ

ティ形成プロセスを明らかにするため、特に「前橋○○部」

から「前橋○○特区」への発展過程に注目し、市民活動が

政策的に拡大した要因を、活動を取り巻く多様な主体のネ

ットワーク変化やステークホルダーのシステム分析を通じ

て明らかにする。 

【研究方法・研究内容】 

 前橋市の中心市街地活性化におけるコミュニティ形成プ

ロセスを解明するため、様々な分野で活動する主体にイン

タビューを行い、まずはその過程を明らかにした。 次に、

仮説として、１）多様なステークホルダー間のインセンテ

ィブが生じていること、２）個人の動機付けが生かされた

構造となっていることが発展に寄与していると考え、シス

テム分析のツールとして「欲求連鎖分析」（牧野他 2012）、 

  

図１．前橋○○部の「Bushitsu」（左）と 

前橋○○特区の様子（右） 

「共同行為における自己実現の段階モデル」（坂倉他 

2013年）などを用いて検証した。 

【研究・調査･分析結果】 

 中心となる担い手27名に対するインタビュー調査を通

じて、領域横断的で年齢や所属に拘泥しないフラットな

個人間のネットワークが形成され、これがステークホル

ダー間の連携の土台になっていることが明らかになった。

また、前橋が高崎とは異なるアイデンティティを持って

おり、それが規模の経済とはことなるオルタナティブな

前橋独自の魅力につながるという価値観が共有されてい

ることで、個人の想いを実現するという相対的に小さな

活動を実行する動機付けにつながっていることがわかっ

た。さらに、こうしたネットワーク形成のためには、中

心市街地の規模が小さいという地理的な条件も大きな要

因であると考えられる。 

【考察・今後の展開】 

 今後はさらに、ネットワーク分析、担い手の意識変化

や幸福度などの指標を用いて、個人の動機を中心市街地

の活性化につなげる過程モデルとして一般化を試みる。 

【引用・参考文献】 

・Bryson, J.M., et al., 2014, ‘Public Value Governance’, Public 

Administration Review, Vol.74, Issue 4, pp.445-456. 
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居場所」の来場者の行動分析: 東京都港区「芝の家」を

事例に,  地域活性研究, Vol.4, pp.23-40. 
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【問題・目的・背景】 
本校の位置する長野県飯山地域は、飯山市、木島平村、

野沢温泉村、栄村の４市村で構成されるが、平成26年５月

８日に公表された日本創成会議・人口減少問題検討分科会

の「消滅自治体レポート」(通称「増田レポート」)では、

この４市村が揃って「消滅」するとされている。 

こうした「地域まるごと消滅」というところは、大町市、

白馬村、小谷村の１市２村から成る大北地域なども同様で

あるが、大北地域の場合は大町市の市役所若手職員有志が

人口減少問題を若者の立場から考えようと「マチサラ実行

委員会」を組織し、同年12月に開催した「信濃大町Youth

サミット」には地元の中学生と高校生も参加し、「商店街の

活用方法」「移住希望者へのアドバイス」「大町の魅力とは？」

「空き家に住んでもらうには？」といったテーマに対して

世代を越えた意見交換がなされて、大いに盛り上がったと

いう(1)。また、こうした盛り上がりの中から「消滅」回避に

向けた具体的なアクションが生まれており、今年12月には

第２回サミットが開催される計画だという。 

一方、白馬村では人口減少(人口流出)問題を受けて高校

再編(統廃合)がすすめられようとしている中、白馬高校を

存続させようとして村が動き出し、島根県隠岐島前高校で

「魅力化プロジェクト」を担った専門家を招聘し、同校に

倣う形で「白馬高校魅力化プロジェクト」を立ち上げた。

この結果、白馬高校は国際観光科を中核とする「特色ある

高校」として存続することとなり、同学科を軌道に乗せる

ため、「白馬高校みらい協育サポーター」という強力な学社

連携体制を構築し、同校を「魅力ある高校」としてリニュ

ーアルすることで、地元生の地域外流出にも歯止めをかけ

ようとしている(2)。同校が隠岐島前高校のように全国から

「山留学」を希望する生徒を集めて地域創成の核になれる

のかはまだ分からないが、高校再編(統廃合)は県の問題と

して関わることを拒否せず、わが村の存続に関わる重要な

問題ととらえ、「高校魅力化プロジェクト」に白馬村として

真正面からとりくんだことは評価されよう。 

これに対して、本校が位置する飯山地域では、こうした

「消滅」回避に向けた動きは、それほど積極的にはとりく

まれていない。背景には北陸新幹線飯山駅の開業に過度に

期待して人口減少(人口流出)問題に真正面から向き合って

来なかった４市村の問題の他、ＳＳＨ(スーパーサイエンス

ハイスクール)に指定されたことで「魅力ある高校」が実現

できるような錯覚に陥っていた私共の問題もあるのだが、

新幹線飯山駅開業から１年が経過しようとする中で、本校

がＳＳＨに再指定されたことを受け、これまでの「新幹線

まちづくり」「ＳＳＨ魅力化」の幻想を脱却し、大北地域に

倣って「消滅」回避に向けた有効なとりくみを官学連携で

強力にすすめていく必要があるだろう。 

【研究方法・研究内容】 

本校には探究科という問題解決のプロフェッショナル

人材を育てることを主目的として設置された専門学科が

あり、ＳＳＨの指定を受けた「未来先取り型の教育」は、

この探究科を核として展開される。 
そこで、探究科の専門科目である２年次「探究実践」で

１年間かけて実施する探究活動(課題研究)において、飯山
地域の「消滅」回避を究極のテーマとしてとりくむ生徒を

募ったところ、この問題に関心のある２年生女子４名が

名乗りを上げた。彼女らは幾つか考えられる「消滅」回避

の方策の中から、「女性や若者が活躍できる社会」を作る

ことがとても重要であることを学び(このような「消滅」
回避の方策については、あの日本創成会議の「消滅自治体

レポート」に例示されている)、探究テーマ(タイトル)を
「ＪＫ目線で考える市民参画による協働のまちづくり」

と定めて、情報収集活動をスタートさせた。 
その結果、テーマを追究するための予備的作業として、

まず飯山地域の４市村がどの程度、「市民参画による協働

のまちづくり」を熱心にすすめているか、その上で成果を

出しているかを客観的に評価をするための指標(基準)が
必要ではないかという話しに発展し、市民参画と協働の

まちづくりという点で全国的にも有名な鯖江市(福井)や
塩尻市(長野)といった先進的事例を深く学ぶことで、まち
づくりのとりくみの本気度やその成果を点数化して示す

行政評価の指標(基準)を作りたいと考えるようになった。
そして、このアイディアを６/18～６/19 に諏訪市で開催
された長野県高校生プレゼンテーション大会で発表した

ところ、視察のために会場に来ていた県庁職員の方から

「面白い」という評価をいただき、場合によっては県との

共同研究に発展する可能性も生まれてきた。 
 

【考察・今後の展開】 

彼女らの研究は飯山地域の「消滅」回避を究極のテーマ

としてとりくむ上での予備的な作業に過ぎないのだが、

確かにこれまであまりとりくまれて来なかった試みでは

ある。今後、どのような展開を見るかは予測できないが、

「文系ＳＳＨ」のモデルとなるような研究にしたい。 

 

【引用・参考文献】 

(1) http://greenz.jp/2015/01/24/oomachi_youth_summit/ 

40年後、地元を”消滅”させないために何ができる？ 

長野県大町市で、町の未来を語り合った「信濃大町

Youthサミット」レポート 

(2) http://www.vill.hakuba.lg.jp/high-school/index. 
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後して、衰退の一途をたどっていた商店街にアーティスト

が独自に運営する小規模のギャラリーやアトリエ、コワー

キングスペースやシェアハウスといった新たな形態の交流

空間が増加しはじめた。また、田中仁財団による「群馬イ

ノベーションスクール」、Uターン・Iターン移住者の増加

などもあり、多様なステークホルダーの協働による独特な

まちなか再生の動きが生じている。とりわけ、30歳代を中

心とする市民が、まちなかで「○○したい！」という想い

を実現していく「前橋○○部」は、他に類例のない特徴的

な取り組みである。2012年の開始以来、前橋○○部は、「前

橋自転車通勤部」や「前橋地酒部」など50以上の「部活動」

を生み出すとともに、全国にも水平展開し、「松本〇〇部」、

「札幌〇〇部」など、40以上の地域に広がった。さらに2015

年には、「前橋○○部」のコンセプトを取り入れた「前橋〇

〇特区45days」が、まちなか再生の起爆剤として前橋市役

所政策推進課とともに実施されるに至った。 

トップダウンではなく、多様な主体の内的動機付けと協

働による地域活性化の必要性が指摘されているが（Bryson 

et al,2014 他）、前橋の事例は、まずは地域活性化を目的

にはしない純粋な市民の趣味や仕事からはじまり、行政と

の連携に発展した稀有な事例である。他の「ご当地○○部」

ではみられないこうした協働が可能となったのはなぜか。

本研究では、前橋市の中心市街地活性化におけるコミュニ

ティ形成プロセスを明らかにするため、特に「前橋○○部」

から「前橋○○特区」への発展過程に注目し、市民活動が

政策的に拡大した要因を、活動を取り巻く多様な主体のネ

ットワーク変化やステークホルダーのシステム分析を通じ

て明らかにする。 

【研究方法・研究内容】 

 前橋市の中心市街地活性化におけるコミュニティ形成プ

ロセスを解明するため、様々な分野で活動する主体にイン

タビューを行い、まずはその過程を明らかにした。 次に、

仮説として、１）多様なステークホルダー間のインセンテ

ィブが生じていること、２）個人の動機付けが生かされた

構造となっていることが発展に寄与していると考え、シス

テム分析のツールとして「欲求連鎖分析」（牧野他 2012）、 

  

図１．前橋○○部の「Bushitsu」（左）と 

前橋○○特区の様子（右） 

「共同行為における自己実現の段階モデル」（坂倉他 

2013年）などを用いて検証した。 

【研究・調査･分析結果】 

 中心となる担い手27名に対するインタビュー調査を通

じて、領域横断的で年齢や所属に拘泥しないフラットな

個人間のネットワークが形成され、これがステークホル

ダー間の連携の土台になっていることが明らかになった。

また、前橋が高崎とは異なるアイデンティティを持って

おり、それが規模の経済とはことなるオルタナティブな

前橋独自の魅力につながるという価値観が共有されてい

ることで、個人の想いを実現するという相対的に小さな

活動を実行する動機付けにつながっていることがわかっ

た。さらに、こうしたネットワーク形成のためには、中

心市街地の規模が小さいという地理的な条件も大きな要

因であると考えられる。 

【考察・今後の展開】 

 今後はさらに、ネットワーク分析、担い手の意識変化

や幸福度などの指標を用いて、個人の動機を中心市街地

の活性化につなげる過程モデルとして一般化を試みる。 
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【問題・目的・背景】 
本校の位置する長野県飯山地域は、飯山市、木島平村、

野沢温泉村、栄村の４市村で構成されるが、平成26年５月

８日に公表された日本創成会議・人口減少問題検討分科会

の「消滅自治体レポート」(通称「増田レポート」)では、

この４市村が揃って「消滅」するとされている。 

こうした「地域まるごと消滅」というところは、大町市、

白馬村、小谷村の１市２村から成る大北地域なども同様で

あるが、大北地域の場合は大町市の市役所若手職員有志が

人口減少問題を若者の立場から考えようと「マチサラ実行

委員会」を組織し、同年12月に開催した「信濃大町Youth

サミット」には地元の中学生と高校生も参加し、「商店街の

活用方法」「移住希望者へのアドバイス」「大町の魅力とは？」

「空き家に住んでもらうには？」といったテーマに対して

世代を越えた意見交換がなされて、大いに盛り上がったと

いう(1)。また、こうした盛り上がりの中から「消滅」回避に

向けた具体的なアクションが生まれており、今年12月には

第２回サミットが開催される計画だという。 

一方、白馬村では人口減少(人口流出)問題を受けて高校

再編(統廃合)がすすめられようとしている中、白馬高校を

存続させようとして村が動き出し、島根県隠岐島前高校で

「魅力化プロジェクト」を担った専門家を招聘し、同校に

倣う形で「白馬高校魅力化プロジェクト」を立ち上げた。

この結果、白馬高校は国際観光科を中核とする「特色ある

高校」として存続することとなり、同学科を軌道に乗せる

ため、「白馬高校みらい協育サポーター」という強力な学社

連携体制を構築し、同校を「魅力ある高校」としてリニュ

ーアルすることで、地元生の地域外流出にも歯止めをかけ

ようとしている(2)。同校が隠岐島前高校のように全国から

「山留学」を希望する生徒を集めて地域創成の核になれる

のかはまだ分からないが、高校再編(統廃合)は県の問題と

して関わることを拒否せず、わが村の存続に関わる重要な

問題ととらえ、「高校魅力化プロジェクト」に白馬村として

真正面からとりくんだことは評価されよう。 

これに対して、本校が位置する飯山地域では、こうした

「消滅」回避に向けた動きは、それほど積極的にはとりく

まれていない。背景には北陸新幹線飯山駅の開業に過度に

期待して人口減少(人口流出)問題に真正面から向き合って

来なかった４市村の問題の他、ＳＳＨ(スーパーサイエンス

ハイスクール)に指定されたことで「魅力ある高校」が実現

できるような錯覚に陥っていた私共の問題もあるのだが、

新幹線飯山駅開業から１年が経過しようとする中で、本校

がＳＳＨに再指定されたことを受け、これまでの「新幹線

まちづくり」「ＳＳＨ魅力化」の幻想を脱却し、大北地域に

倣って「消滅」回避に向けた有効なとりくみを官学連携で

強力にすすめていく必要があるだろう。 

【研究方法・研究内容】 

本校には探究科という問題解決のプロフェッショナル

人材を育てることを主目的として設置された専門学科が

あり、ＳＳＨの指定を受けた「未来先取り型の教育」は、

この探究科を核として展開される。 
そこで、探究科の専門科目である２年次「探究実践」で

１年間かけて実施する探究活動(課題研究)において、飯山
地域の「消滅」回避を究極のテーマとしてとりくむ生徒を

募ったところ、この問題に関心のある２年生女子４名が

名乗りを上げた。彼女らは幾つか考えられる「消滅」回避

の方策の中から、「女性や若者が活躍できる社会」を作る

ことがとても重要であることを学び(このような「消滅」
回避の方策については、あの日本創成会議の「消滅自治体

レポート」に例示されている)、探究テーマ(タイトル)を
「ＪＫ目線で考える市民参画による協働のまちづくり」

と定めて、情報収集活動をスタートさせた。 
その結果、テーマを追究するための予備的作業として、

まず飯山地域の４市村がどの程度、「市民参画による協働

のまちづくり」を熱心にすすめているか、その上で成果を

出しているかを客観的に評価をするための指標(基準)が
必要ではないかという話しに発展し、市民参画と協働の

まちづくりという点で全国的にも有名な鯖江市(福井)や
塩尻市(長野)といった先進的事例を深く学ぶことで、まち
づくりのとりくみの本気度やその成果を点数化して示す

行政評価の指標(基準)を作りたいと考えるようになった。
そして、このアイディアを６/18～６/19 に諏訪市で開催
された長野県高校生プレゼンテーション大会で発表した

ところ、視察のために会場に来ていた県庁職員の方から

「面白い」という評価をいただき、場合によっては県との

共同研究に発展する可能性も生まれてきた。 
 

【考察・今後の展開】 

彼女らの研究は飯山地域の「消滅」回避を究極のテーマ

としてとりくむ上での予備的な作業に過ぎないのだが、

確かにこれまであまりとりくまれて来なかった試みでは

ある。今後、どのような展開を見るかは予測できないが、

「文系ＳＳＨ」のモデルとなるような研究にしたい。 

 

【引用・参考文献】 

(1) http://greenz.jp/2015/01/24/oomachi_youth_summit/ 

40年後、地元を”消滅”させないために何ができる？ 

長野県大町市で、町の未来を語り合った「信濃大町

Youthサミット」レポート 

(2) http://www.vill.hakuba.lg.jp/high-school/index. 

Html 白馬高校魅力化プロジェクト 
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ベーシックインカム施行による地域活性の提言

氏名 山中鹿次 （近畿地域活性ネットワーク）

英文氏名 Yamanaka Shikatstsugu（NPO corporation Kinkiarea activity network）
 

要旨 ベーシックインカムとは様々な定義があるが、就労を伴わずに、全ての国民にあらかじめ一定の現金給付を行う制度

である。この制度の導入については、財源論での懸念と勤労意欲の低下の懸念の一方で、あらかじめ一定の現金収入が担保

されていることの安心感や、様々な福祉や経済対策を整理できる利点をあげることも多い。ベーシックインカムを今すぐ日

本全体で施行することは困難としても、過疎地などで導入し、地域活性への有益性を見て全国的に施行すべきか、あるいは

過疎地などにのみ適応すべきかの判断材料とすべきことを述べ、被災地を含め、ベーシックインカム制度の導入の有益性を

提示していく。

キーワード ベーシックインカム、ベーシックインカムの実施、地域活性への提言 
 
問題・目的と背景

はじめに問題の背景として、今日、東京集中と貧富の

格差がますます拡大している状況と、近年は東日本大震

災や熊本地震など大規模災害が多発している状況がある。 
だが既存の格差解消や地域振興策が、公共事業や観光

振興が中心で、それが必ずしも有効に働かず、リゾート

開発で自然破壊と借金を増やしただけのケースも多く、

大規模災害で、津波や豪雨で現金をあまり持たず逃げ出

し、その後、避難所暮らしを経て、復興住宅入居や自宅

再建の過程で、地震保険や風水害保険の支払いまで時間

差が生じる場合が多い。 
そのため生活再建までの困窮時期を、生活保護制度以

外で救済する制度が必要である。そこで予め現金支給を

行うベーシックインカム制度の施行を、生活困窮の回避

と、地域活性のために実施することを提言するものであ

る。 
 
研究方法

予め、ベーシックインカムについての代表的な単行本

【1】と複数の論文集を参照【2】し、ベーシックインカ
ムと既存制度の利点、欠点を対比。その上で地域を限定

する形でのベーシックインカム導入について記述した。 
 
問題指摘：結果と提言

 
2011年の東日本大震災では、津波により車が流され、
長期間鉄道も使えない地域が多かった。公共交通が不充

分なため、高い路線バス代、場合によってはタクシーを

使う機会も多い。 

被災地ではない知人や親戚に身を寄せるにしても、

交通費が相当かかる場合が多い。 
さらに激甚災害であっても、一定の応急的対応は避難

所の開設や、毛布など寝具の支給、炊き出しはあるが、

恒久的なものでなく、自宅では支給されず、自宅では調

理器具の損壊やガス、電気の停止で自炊が不可能なケー

スも多い。 
そして応急的対応と地震保険の適応と支払いの時間差

が出る問題がある。だが保険申請に際して、全壊、半壊

の認定を受けるのにも時間がかかり、申請に行くのに役

場に行く交通機関が開通していない。当座、家の雨漏り

を防ぐため、ブルーシートを買ったりする必要がある。 
また東日本大震災を例にすると、津波は急に来るので、

家族が集まっての避難もできない。原発事故の避難は迅

速に出来るだけ遠方に避難が必要。現金や通帳、カード

が持ちだせない可能性が強い。 
そこで被災地でベーシックインカムを導入してはどう

だろうか。ベーシックインカムの導入について、2012
年３月 1 日のフジテレビの「報道 2001」でのアンケー
トで、年金や生活保護を廃止する代りに、ベーシックイ

ンカムを導入の案にあなたは賛成かの問いかけに、賛成

は 17,2%、反対 72.6%、その他；わからないが10.2%と
なっていて、その他の現行制度を廃止してまで、ベーシ

ックインカムを導入する国民世論はないと言える。 
これには設問を現行制度を廃止せずでなど聞くと結果

が異なる可能性は強いものの、そういう設問では勤労意

欲の低下や財源問題での反対論が高まると想定できる。 
だが災害については、緊急対応の必要性と、現行の救

済制度にない優位性。あるいは災害になれば自分らもも

 
 

らえるため、一部の人のために税金が使われているとし

て、生活保護叩きや生活保護受給者への偏見のような現

象が、災害被災地でのベーシックインカムを導入なら巻

き起こることが少ないことが考慮できる。 
次に極度の過疎地でのベーシックインカムを導入を提

言する。従来、過疎対策で様々な振興策が行われてきた。

しかし山間高冷地で、スキー場開発を行っても、スキー

人口の減少する中で、スキー場開発で観光振興は困難で

ある。 
スキー場開発で、長野県王滝村は極度の財政困難に陥

っているが、その原因がスキー場開発の債務である。こ

の村の予算は近年年間 14 億前後で、地方交付税と県の
補助金が年間予算の約６割を占める。 
学校や議会の経費など村として絶対必要な予算は残る

としても、ベーシックインカムの支給の目安とされる月

８万円を 1000人弱の村民全員に配る方が、年間予算よ
り少ない 10億円弱で収まる。 
さらに 2011 年の高知工科大学で開催された地域活性
学会の際にも、高知県の集落調査の結果が提示されてい

たが、あとどのくらいの生活費があればの問いに対して、

月５万～10万が全体の４分の１で最も多かった。 
この高知県での調査では都会ではない負担だが、今後

困難こととして、耕作放棄地のある集落維持が 65,0%、 
手入れがされていない山林69,4%、草刈り 53,0%、鳥獣
被害 94,3%となっている。 
これらの対策は建設会社に作業を委託せず、自分らで

行えば出費は出ないが、無償労働を行わないといけない。

また 2015 年の最低賃金の時間給は最も高い東京都が
907円に対して、最低ランクの高知県では693円に過ぎ
ず、標準的な労働時間の１日８時間で月 20 日で計算す
ると、高知県では東京都と 34080円の差が生じてしまう。 
過疎地では野菜など購入しなくても、栽培できる利点

はあるにしろ、自家用車利用か、距離あたり値段の高い

路線バスを利用するなど、都会では負担しなくてもいい

余計な支出がかさむこともあげられる。 
今以上の地域格差を防ぎ、大手企業がなく最低時給を

引き上げが困難、過疎地の集落を抱え、草刈り、厳寒地

なら除雪など無償の労働が多い地域では、住民が自由に

使える利点も考慮するとベーシックインカムは極めて有

効性の高い制度ではないだろうか。 
さらに東日本大震災による福島原発事故に伴い、原発

停止を求める国民世論の高まりの一方で、肝心の原発が

立地している市町村が、経済事情で原発停止に応じよう

としない、ないしは消極的なケースが多い。 
原発銀座と言われる福井県嶺南地域の美浜町の場合、

町の予算の 40%以上が原発関係の交付金と電源関係の
税金で構成される。また公共事業も原発が無くなれば激

減が予想され、廃炉を原発立地が受け入れると、対象の

地域住民にベーシックインカムに支給する仕組みが、原

発停止と、原発停止後の原発立地の暮らしを支えるのが

効果的と思われる。 
 
考察と今後の課題

 
ベーシックインカムについては、生存権を高める立場

の導入論と新自由主義を推進する立場での導入論の対立 
があったり【3】、日本国憲法の 27 条の「勤労の義務」
との兼ね合いを指摘する声もある。1) 
しかしベーシックインカムの導入の有効性や意義で強

調される無償労働【4】の評価を尊重し、明白な地域活
性への有効性が明らかな被災地、過疎地、原発立地から

ベーシックインカムを導入することは、ベーシックイン

カムの有効性は理解できても、財源や勤労意欲の低下な

ど懸念材料が、実際に現れるか否かの判断ができ、全国

でベーシックインカムを導入すべきか、既存制度を充実。

あるいは既存制度に簡素なベーシックインカムのような

給付を行うこと。被災地の場合は、予め用意した商品券

タイプとした方が支給がスムーズと思うが、ベーシック

インカムと地域についての議論増加を期待したい。 

註

年 月 日に大阪淀屋橋の 淀屋橋で開催のシ

ンポジューム「公正な税制のあり方を考える」での井出

英策（慶応大学教授）氏は日本人の勤労意欲を考慮する

と、憲法改正しないとベーシックインカムの導入は困難

と発言。

引用・参考文献

【1】 山森亮,2009 年『ベーシックインカム入門』光
文社（新書） 

【2】 小沢修司「ベーシックインカム構想を検証する-
労働と生活・人権の視点から」2010年、職場の
人権 64号 1-30P、山中鹿次,2012年、日本地方
自治研究学会「最低保障制度の地域限定適用-
ベーシックインカムの試験運用を中心にして」

発表資料など。 
【3】 萱野稔人他、2012年『ベーシックインカムは究

極の社会保障か「競争」と「平等」のセーフテ

イネット』 
【4】 古久保さくら、2014年「無償労働とベーシック

インカム」共生社会研究9号22～29P』
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問題・目的と背景

はじめに問題の背景として、今日、東京集中と貧富の

格差がますます拡大している状況と、近年は東日本大震

災や熊本地震など大規模災害が多発している状況がある。 
だが既存の格差解消や地域振興策が、公共事業や観光

振興が中心で、それが必ずしも有効に働かず、リゾート

開発で自然破壊と借金を増やしただけのケースも多く、

大規模災害で、津波や豪雨で現金をあまり持たず逃げ出

し、その後、避難所暮らしを経て、復興住宅入居や自宅

再建の過程で、地震保険や風水害保険の支払いまで時間

差が生じる場合が多い。 
そのため生活再建までの困窮時期を、生活保護制度以

外で救済する制度が必要である。そこで予め現金支給を

行うベーシックインカム制度の施行を、生活困窮の回避

と、地域活性のために実施することを提言するものであ

る。 
 
研究方法

予め、ベーシックインカムについての代表的な単行本

【1】と複数の論文集を参照【2】し、ベーシックインカ
ムと既存制度の利点、欠点を対比。その上で地域を限定

する形でのベーシックインカム導入について記述した。 
 
問題指摘：結果と提言

 
2011年の東日本大震災では、津波により車が流され、
長期間鉄道も使えない地域が多かった。公共交通が不充

分なため、高い路線バス代、場合によってはタクシーを

使う機会も多い。 

被災地ではない知人や親戚に身を寄せるにしても、

交通費が相当かかる場合が多い。 
さらに激甚災害であっても、一定の応急的対応は避難

所の開設や、毛布など寝具の支給、炊き出しはあるが、

恒久的なものでなく、自宅では支給されず、自宅では調

理器具の損壊やガス、電気の停止で自炊が不可能なケー

スも多い。 
そして応急的対応と地震保険の適応と支払いの時間差

が出る問題がある。だが保険申請に際して、全壊、半壊

の認定を受けるのにも時間がかかり、申請に行くのに役

場に行く交通機関が開通していない。当座、家の雨漏り

を防ぐため、ブルーシートを買ったりする必要がある。 
また東日本大震災を例にすると、津波は急に来るので、

家族が集まっての避難もできない。原発事故の避難は迅

速に出来るだけ遠方に避難が必要。現金や通帳、カード

が持ちだせない可能性が強い。 
そこで被災地でベーシックインカムを導入してはどう

だろうか。ベーシックインカムの導入について、2012
年３月 1 日のフジテレビの「報道 2001」でのアンケー
トで、年金や生活保護を廃止する代りに、ベーシックイ

ンカムを導入の案にあなたは賛成かの問いかけに、賛成

は 17,2%、反対 72.6%、その他；わからないが10.2%と
なっていて、その他の現行制度を廃止してまで、ベーシ

ックインカムを導入する国民世論はないと言える。 
これには設問を現行制度を廃止せずでなど聞くと結果

が異なる可能性は強いものの、そういう設問では勤労意

欲の低下や財源問題での反対論が高まると想定できる。 
だが災害については、緊急対応の必要性と、現行の救

済制度にない優位性。あるいは災害になれば自分らもも

 
 

らえるため、一部の人のために税金が使われているとし

て、生活保護叩きや生活保護受給者への偏見のような現

象が、災害被災地でのベーシックインカムを導入なら巻

き起こることが少ないことが考慮できる。 
次に極度の過疎地でのベーシックインカムを導入を提

言する。従来、過疎対策で様々な振興策が行われてきた。

しかし山間高冷地で、スキー場開発を行っても、スキー

人口の減少する中で、スキー場開発で観光振興は困難で

ある。 
スキー場開発で、長野県王滝村は極度の財政困難に陥

っているが、その原因がスキー場開発の債務である。こ

の村の予算は近年年間 14 億前後で、地方交付税と県の
補助金が年間予算の約６割を占める。 
学校や議会の経費など村として絶対必要な予算は残る

としても、ベーシックインカムの支給の目安とされる月

８万円を 1000人弱の村民全員に配る方が、年間予算よ
り少ない 10億円弱で収まる。 
さらに 2011 年の高知工科大学で開催された地域活性
学会の際にも、高知県の集落調査の結果が提示されてい

たが、あとどのくらいの生活費があればの問いに対して、

月５万～10万が全体の４分の１で最も多かった。 
この高知県での調査では都会ではない負担だが、今後

困難こととして、耕作放棄地のある集落維持が 65,0%、 
手入れがされていない山林69,4%、草刈り 53,0%、鳥獣
被害 94,3%となっている。 
これらの対策は建設会社に作業を委託せず、自分らで

行えば出費は出ないが、無償労働を行わないといけない。
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ず、標準的な労働時間の１日８時間で月 20 日で計算す
ると、高知県では東京都と 34080円の差が生じてしまう。 
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考察と今後の課題

 
ベーシックインカムについては、生存権を高める立場

の導入論と新自由主義を推進する立場での導入論の対立 
があったり【3】、日本国憲法の 27 条の「勤労の義務」
との兼ね合いを指摘する声もある。1) 
しかしベーシックインカムの導入の有効性や意義で強

調される無償労働【4】の評価を尊重し、明白な地域活
性への有効性が明らかな被災地、過疎地、原発立地から

ベーシックインカムを導入することは、ベーシックイン

カムの有効性は理解できても、財源や勤労意欲の低下な

ど懸念材料が、実際に現れるか否かの判断ができ、全国

でベーシックインカムを導入すべきか、既存制度を充実。

あるいは既存制度に簡素なベーシックインカムのような

給付を行うこと。被災地の場合は、予め用意した商品券

タイプとした方が支給がスムーズと思うが、ベーシック

インカムと地域についての議論増加を期待したい。 

註

年 月 日に大阪淀屋橋の 淀屋橋で開催のシ

ンポジューム「公正な税制のあり方を考える」での井出

英策（慶応大学教授）氏は日本人の勤労意欲を考慮する

と、憲法改正しないとベーシックインカムの導入は困難

と発言。

引用・参考文献

【1】 山森亮,2009 年『ベーシックインカム入門』光
文社（新書） 

【2】 小沢修司「ベーシックインカム構想を検証する-
労働と生活・人権の視点から」2010年、職場の
人権 64号 1-30P、山中鹿次,2012年、日本地方
自治研究学会「最低保障制度の地域限定適用-
ベーシックインカムの試験運用を中心にして」

発表資料など。 
【3】 萱野稔人他、2012年『ベーシックインカムは究

極の社会保障か「競争」と「平等」のセーフテ

イネット』 
【4】 古久保さくら、2014年「無償労働とベーシック

インカム」共生社会研究9号22～29P』
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地域包括ケアシステム構築の一里塚  
－ケアマネジャーの制度役割と期待役割のズレ－ 

北 裕充 
（関西大学大学院ガバナンス研究科博士課程前期課程） 

 
KEYWORD：運営基準、法定外業務、ケアマネジャー業務の 5層構造 
 
【研究の背景・問題・課題】 
１．地域包括ケアとケアマネジャーの役割 
地域包括ケアシステム構築には、各生活

圏域での医療や介護連携体制の構築など体

系的な整備も必要であるが、それとともに、

孤独死や認知症、虐待問題といった多岐に

渡る高齢者の社会的問題に対応できる人材

の確保・育成が急務である。地域包括ケア

システムは、介護保険法を軸にしており、

法に基づく専門職であるケアマネジャーに

対しては、サービス調整から地域づくりま

で、様々な役割が求められており、その職

務領域は拡大を続けている。 
2．先行研究と研究課題 
 東京都介護支援専門員研究協議会（2011）
が実施したケアマネジャーの業務役割に関
する調査で、ケアマネジャー自身は、本来
の役割とは考えないが、実際には本来業務
ではないと考える業務を行わざるを得ない
傾向があることが示唆されている。藤田
（2012）の論文では、前述の調査を受けて、
対応が不明瞭な領域を選定し、どのように
対応しているか、ということについてアン
ケート調査を実施し、ケアマネジャーが「標
準化されているケアマネジメントから外れ
る支援」を行っている現状を明らかにした。 
 しかしながら、齟齬が生まれる背景や構
造については、明らかにされていない 
3．研究方法・研究内容 
本稿は、ケアマネジャーの職域が拡大さ
れている背景と要因を分析し、ケアマネジ
ャーの職務領域の構造を明らかにすること
を目的とする。 
研究順序としては、第一に、職種の定義
と制度的に期待される役割を介護保険法規
から明らかにする。 
第二に、職務領域以上の要請について、

東京都介護支援専門員協議会の調査につい
て説明を加える。最後に、職務領域が拡大
している背景と要因について分析を行った
上で、ケアマネジャーの業務について、本
来の業務と関連業務、資格外の業務等の職
務階層の図式化を試みる。 
【研究・調査・分析の結果】 
1．法制度上の役割 
ケアマネジャーは、介護保険法に定める

「指定居宅介護支援業務」を実施するが、
その内容とは、要介護高齢者が自立した日
常生活を営むために、介護者やその家族等
の希望を勘案し、相談助言や必要なサービ
ス利用にあたっての連絡・調整を行い、居
宅介護支援業務として、居宅サービス計画
を作成することである。（法第 7条・第 8条
関係） 
 指定居宅介護支援業務に要する取り扱い
指針は「指定居宅介護支援等の事業の人員
及び運営に関する基準」によっている。基
本方針により、被保険者が要介護状態にな
っても、可能な限り在宅で自立した生活を
送ることができるよう、心身状況や置かれ
ている環境に配慮し、多様な事業者から、
適切かつ総合的・効率的・効果的に、保健
医療サービス及び福祉サービスが実施され
るように調整、配慮義務を負っている。 
2．東京都介護支援専門員研究協議会による
調査 
しかしながら、コーディネートは常に成
功するとは限らず、担い手が宙に浮いてい
る生活問題が残ることになる。そのような
場合に発生するのが、「標準業務外の業務」
である。この業務は、誰の責任でもないが、
誰かが支援を実施しなければ、それ以上先
に進めないという生活問題を範疇とするも
のである。 
例えば、銀行で預金を引き出すという支
援は、一般的に見て、ケアマネジャー固有
の業務とは考えづらいが、保険料や光熱水
費の滞納等が生じた場合、それらを解消し
なければ、介護サービスの利用にも支障を
きたすことになれば、サービス調整やサー
ビス利用に付随する支援として、領域に含
まれることになろう。そのような、標準業
務外の業務を、ケアマネジャーがどの程度
実施しており、どのような認識を持ってい
るのか、ということについて、東京都介護
支援専門員研究協議会による冒頭の調査が
実施された。調査の進め方としては、研究
チームが、事前に標準業務外の業務につい
て、①各種制度/サービスの利用支援、②金
融手続きの支援、③保証/証明、④直接ケア
の提供、⑤その他、から 53 領域を設定し、
それらについて、ケアマネジャーが、どの
程度関わっており、業務の法定位置づけを
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どのように考えているのかということにつ
いてアンケート集計を行った。 
 各問の回答選択肢は、①業務の実施深度、

②法的業務範囲としての認識、を軸に、各々

の設問に応じた回答が設定されていた。 

研究会の考察では、すべての領域におい

て、「実際に行っている」業務範囲が、「法

令上のから認識している」業務範囲を有意

に上回っている、つまり、法令上の認識以

上に、実際の業務を行っている、または、

行わざるを得ない状況が見られるというこ

とである。 
3．業務拡大の背景 
職務領域拡大の背景には、高齢者の生活

課題の多様性と問題に対する即応的対応へ

の期待があげられる。 

リフォーム詐欺や振り込み詐欺、消費者

被害の回復には、対応の即応性が求められ、

権利侵害を食い止めるため、業者との対応

や、被害状況の確認、クーリングオフ手続

き等、緊急的に、ケアマネジャーの資格外

業務を担わざるを得ないこともある。昨今、

認知症高齢者の権利擁護や生活支援への介

入が課題になっており、成年後見人が就任

するまでの間、預貯金の管理や、出納を行

ったり、無縁高齢者の死亡時には、行旅死

亡人制度の知識や情報を有していなければ、

埋葬や住居の原状回復の支援も行わざるを

得ないことがある。要介護者の増加及び介

護サービス体系の複雑化、法令順守のため

の文書整備や給付管理にかかる介護事務の

増加等、業務量は増大している。ケアマネ

ジャーも、業務時間が不足していることを

問題点として認識しているものの、業務に

関するアンケートにおいて、「できないケア

マネ像」として、「対応が遅いケアマネジャ

ー」という回答が多く挙げられており、ま

た、マスコミ等での「ケアマネジャーの選

び方」という類の記事において、「親身にな

って動いてくれる」、「対応が早い」という、

消費者ニーズが見受けられることもあり、

ケアマネジメント技術により高齢者の自立

支援を図るという、高邁な理想を描きなが

らも、要介護者は、居宅介護支援契約にお

ける「顧客」であるがゆえに、顧客の利益

を拡大する義務を負っている。顧客の要望

にどこまで応え続けられるか、という問題

は、ビジネスとして見た場合のケアマネジ

ャーにとって、看過できない要素である。 
4．業務拡大の要因 
ケアマネジャーは要介護高齢者にとって、
介護サービスを含めた課題分析（アセスメ
ント）を実施する。その際に、在宅生活の
継続を不確実にする生活リスクを発見する
こととなる。サービス計画作成時には、利
用者の身体状況や家族介護の状況、医療情
報、保険外サービスの利用状況等に関して
聴き取り調査を実施しなければならないこ
とになっている。課題分析事項は、標準項
目が定められており、様式かは問わず、必
ず網羅されてなければならない。 
日本ケアマネジメント学会が制度化した
「認定ケアマネジャー」制度の担当理事と
して関わってきた国際医療福祉大学の竹内
孝仁氏は、単に介護サービスを位置のみな
らず問題解決型のサービス計画作成のため
には、国が示した標準課題分析項目のみな
らず、8 領域 21 項目の課題分析が必要であ
ると述べている。その内容は、健康管理に
留まらず、家事領域や経済領域等、広い範
疇で、利用者の生活課題全体を総合的に捉
えようとするものとなっている。 
地域包括ケアシステムにおいて、多職種
と連携していきながら、日常生活圏域にお
ける自立生活を支援していくためには、要
介護者の生活を多角的に捉える視野が必要
であり、標準方式による課題分析よりも、
さらに詳細な課題分析項目の設定が、不可
欠になっている。（表 1） 
（表 1）竹内孝仁氏の課題分析項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）竹内氏の資料をもとに筆者作成 

ケアマネジャーに対しては、平成 25 年１
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医療サービス及び福祉サービスが実施され
るように調整、配慮義務を負っている。 
2．東京都介護支援専門員研究協議会による
調査 
しかしながら、コーディネートは常に成
功するとは限らず、担い手が宙に浮いてい
る生活問題が残ることになる。そのような
場合に発生するのが、「標準業務外の業務」
である。この業務は、誰の責任でもないが、
誰かが支援を実施しなければ、それ以上先
に進めないという生活問題を範疇とするも
のである。 
例えば、銀行で預金を引き出すという支
援は、一般的に見て、ケアマネジャー固有
の業務とは考えづらいが、保険料や光熱水
費の滞納等が生じた場合、それらを解消し
なければ、介護サービスの利用にも支障を
きたすことになれば、サービス調整やサー
ビス利用に付随する支援として、領域に含
まれることになろう。そのような、標準業
務外の業務を、ケアマネジャーがどの程度
実施しており、どのような認識を持ってい
るのか、ということについて、東京都介護
支援専門員研究協議会による冒頭の調査が
実施された。調査の進め方としては、研究
チームが、事前に標準業務外の業務につい
て、①各種制度/サービスの利用支援、②金
融手続きの支援、③保証/証明、④直接ケア
の提供、⑤その他、から 53 領域を設定し、
それらについて、ケアマネジャーが、どの
程度関わっており、業務の法定位置づけを
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どのように考えているのかということにつ
いてアンケート集計を行った。 
 各問の回答選択肢は、①業務の実施深度、

②法的業務範囲としての認識、を軸に、各々

の設問に応じた回答が設定されていた。 

研究会の考察では、すべての領域におい

て、「実際に行っている」業務範囲が、「法

令上のから認識している」業務範囲を有意

に上回っている、つまり、法令上の認識以

上に、実際の業務を行っている、または、

行わざるを得ない状況が見られるというこ

とである。 
3．業務拡大の背景 
職務領域拡大の背景には、高齢者の生活

課題の多様性と問題に対する即応的対応へ

の期待があげられる。 

リフォーム詐欺や振り込み詐欺、消費者

被害の回復には、対応の即応性が求められ、

権利侵害を食い止めるため、業者との対応

や、被害状況の確認、クーリングオフ手続

き等、緊急的に、ケアマネジャーの資格外

業務を担わざるを得ないこともある。昨今、

認知症高齢者の権利擁護や生活支援への介

入が課題になっており、成年後見人が就任

するまでの間、預貯金の管理や、出納を行

ったり、無縁高齢者の死亡時には、行旅死

亡人制度の知識や情報を有していなければ、

埋葬や住居の原状回復の支援も行わざるを

得ないことがある。要介護者の増加及び介

護サービス体系の複雑化、法令順守のため

の文書整備や給付管理にかかる介護事務の

増加等、業務量は増大している。ケアマネ

ジャーも、業務時間が不足していることを

問題点として認識しているものの、業務に

関するアンケートにおいて、「できないケア

マネ像」として、「対応が遅いケアマネジャ

ー」という回答が多く挙げられており、ま

た、マスコミ等での「ケアマネジャーの選

び方」という類の記事において、「親身にな

って動いてくれる」、「対応が早い」という、

消費者ニーズが見受けられることもあり、

ケアマネジメント技術により高齢者の自立

支援を図るという、高邁な理想を描きなが

らも、要介護者は、居宅介護支援契約にお

ける「顧客」であるがゆえに、顧客の利益

を拡大する義務を負っている。顧客の要望

にどこまで応え続けられるか、という問題

は、ビジネスとして見た場合のケアマネジ

ャーにとって、看過できない要素である。 
4．業務拡大の要因 
ケアマネジャーは要介護高齢者にとって、
介護サービスを含めた課題分析（アセスメ
ント）を実施する。その際に、在宅生活の
継続を不確実にする生活リスクを発見する
こととなる。サービス計画作成時には、利
用者の身体状況や家族介護の状況、医療情
報、保険外サービスの利用状況等に関して
聴き取り調査を実施しなければならないこ
とになっている。課題分析事項は、標準項
目が定められており、様式かは問わず、必
ず網羅されてなければならない。 
日本ケアマネジメント学会が制度化した
「認定ケアマネジャー」制度の担当理事と
して関わってきた国際医療福祉大学の竹内
孝仁氏は、単に介護サービスを位置のみな
らず問題解決型のサービス計画作成のため
には、国が示した標準課題分析項目のみな
らず、8 領域 21 項目の課題分析が必要であ
ると述べている。その内容は、健康管理に
留まらず、家事領域や経済領域等、広い範
疇で、利用者の生活課題全体を総合的に捉
えようとするものとなっている。 
地域包括ケアシステムにおいて、多職種
と連携していきながら、日常生活圏域にお
ける自立生活を支援していくためには、要
介護者の生活を多角的に捉える視野が必要
であり、標準方式による課題分析よりも、
さらに詳細な課題分析項目の設定が、不可
欠になっている。（表 1） 
（表 1）竹内孝仁氏の課題分析項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）竹内氏の資料をもとに筆者作成 

ケアマネジャーに対しては、平成 25 年１
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月に「介護支援専門員の資質向上と今後の
あり方に関する検討会」において中間整理
の中で、が「適切なアセスメント（課題把
握）が必ずしも十分ではない」、「サービス
担当者会議における他職種協働が十分に機
能していない」、「ケアマネジメントにおけ
るモニタリング、評価が必ずしも十分では
ない」といった指摘がされてきたところで
ある。厚生労働省の介護保険担当部局では、
このような状況の是正のため、①利用者の
状態等を把握し、情報の整理・分析等を通
じて課題を導き出した過程について、多職
種協働の場面等で説明する際に適切な情報
共有に資することを目的とした「課題整理
総括表」と、②ケアプランに位置付けたサ
ービスについて、短期目標に対する達成度
合いを評価することで、より効果的なケア
プランの見直しに資することを目的とした
「評価表」の導入を促進するようになった。 
また、2008（平成 20）年から実施されて
いる、「介護給付費適正化事業」において、
介護支援専門員が作成した居宅介護サービ
ス計画、介護予防サービス計画の記載内容
を、事業者からの提出又は事業所への訪問
調査等により、市町村職員等の第三者がそ
の内容等の点検及び指導を行う「ケアプラ
ン点検」が行われるようになり、ケアマネ
ジメントの適正化と緻密な課題分析を求め
る傾向を強めている。 
ケアマネジャーは、介護保険法施行後、

要介護高齢者を支援する職種として、①要
介護高齢者の自宅へ訪問、②医療機関や介
護サービス事業者への聴き取り、③家族関
係や地域社会との関わり等について課題分
析を行い、生活問題を顕在化し、課題解決
方法を提示するという役割を担っているが、
制度創設からの地道な職業活動により、
様々な生活課題が浮き彫りになった。これ
は、生活全般をとらえる、継続的な課題分
析の結果である。 
 しかしながら、「連携が不十分である」「評
価が不十分」であるという指摘は、要介護
高齢者を支援する上で、顕在化された課題
を、誰が処理するのか、何をもって解決し
たとするのかという、基準や尺度について
の認識を明確に持っていないということで
ある。 
ケアマネジャーは、要介護高齢者の生活
課題に対して、社会資源を調整し、支援者
はそれぞれの専門領域からサポートを実施
することになる。しかしながら、役割の担
い手が存在しない場合、また、担い手の確
保に時間を要する場合には、ケアマネジャ
ーが直接的支援を実施しなければならない

ことがある。それに加えて、「誰が処理すべ
きなのか」ということを設定できない場合、
本来業務を越えて、支援しなければならな
いことになる。多職種連携が不十分である
という指摘は、そのまま、自らが関与しな
ければならない場面が多く作ってしまって
いるということでもある。 
5．ケアマネジャー業務の 5階層 
 ケアマネジャーの業務は、要介護高齢者
の生活全般を扱っており、「法定業務」と「法
定外業務」という単純に二分化することは
できないものであり、いわゆるグレーゾー
ンの領域を多く抱えるものとなる。 
 現場実践に即すれば、業務領域は 5 つの
階層に類別できる。（表 2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①法定業務 
 介護保険法に定められている業務。居宅
サービス計画の作成、サービス担当者会議
の実施、給付管理業務等の介護事務など。 
②密接不可分業務 
 ①の業務を遂行する上で、必要不可欠な
業務。支援者との連絡調整、市町村の介護
事務への協力、多職種との連携体制の構築
など。 
③便宜業務 
 要介護高齢者への支援の過程で実施する、
対象者への便宜を図る業務。定期的訪問の
ついでの買い物、主治医への面会も兼ねた
通院付添い等、電球の交換など日常の簡易
な生活行為の代行など。 
④支援者が不明瞭な業務 

法定業務

密接不可分業務

便宜業務

支援者が不明瞭な業務

他資格業務

（表2）ケアマネジャー業務の階層

（出典）筆者作成
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 要介護高齢者が独力で実施することが、
困難であり、支援を要するが、支援者が法
的に規定されていない業務。福祉サービス
の利用申し込み、低所得者の生活保護申請
や同居家族の相談など。 
⑤他資格業務 
 法律において、独占的に業務を行うこと
が定められており、有資格者以外は、原則
的に、業としてその行為を行うことができ
ない業務。医療行為や弁護、年金の受給の
申し立て、現況届の提出、確定申告業務、
行政に提出する書類の作成など。 
 
しかしながら、各々の領域は、独立性の

高いものであろうか。例えば、ケアマネジ

ャーが主治医への意見聴取の実施をするた

めに、要介護高齢者の通院に付き添いを行

う場合、面接機会の「ついで」に行う便宜

業務であろうが、主治医との情報共有の目

的を有するとすれば、多職種連携の必要的

行為であり、便宜業務の領域に留まらず、

ケアマネジャーが実施することが期待され

ている法的業務や、支援に密接不可分な業

務ととらえることができる。要介護高齢者

が十分な意思能力や判断能力を有していな

ければ、在宅での生活や服薬状況等につい

て説明しなければならず、通常であれば、

家族が行うものであろう。療養方針に関し

て、処置や投薬の希望、手術への同意等、

医療行為への同意になると、資格を遥かに

超えた支援となる。 

筆者は、要介護高齢者の住民票の編成に

携わったことがある。 

独居の女性であり、脳梗塞のため言語障

害と判断能力の低下の後遺症を有していた。

近隣からの相談を受け、介護保険申請の代

行（法定業務）を実施するが、当該市町村

に住民票がなく、申請が受理されなかった。

親族関係等に連絡を取る（密接不可分業務）

も、見つからず、また、本人も意思表示が

できない状況であったため、警察に相談を

しても身元が分からなかった。結局、行政

の高齢福祉担当や住民課等と協議（支援者

が不明瞭な業務）し、居所にて住民票を編

成することとなった。そのため、近隣関係

から生活実態を聴取し、住民票作成の申立

書を作成（他資格業務）。改めて、介護保険

申請を行い、サービス開始となった。申請

中は、サービスが利用できないため、買い

物等の生活支援は直接実施することとなっ

た。（便宜業務）サービス開始にあたり、様々

な階層業務が混在しており、また、支援ニ

ーズの多様性も示している。無縁高齢者問

題や認知症高齢者の行方不明問題等も増加

が予想され、ケアマネジャーが関わらざる

を得ない領域は、さらに拡大する。 
【考察】 
ケアマネジャーは、生活の多義性・多様

性・曖昧性に対して、良くも悪くも、即応
性を重視して対応してきた。また、在宅生
活全般を捉える課題分析者として、ケアマ
ネジメント手法による介入を通じて、生活
課題を顕在化する役割を果たしている。 

本稿では、ケアマネジャーの職務拡大の
発生要因と職務階層の分析を行い、これま
での、「法定業務」「法定外業務」の二項説
から、5階層の構造を提示した。今後の研究
では、ケアマネジャーへの役割期待と専門
性の確立に向けて、どこまでを業務領域と
すべきか、専門職としての責任範囲を明確
化していく必要がある。 
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月に「介護支援専門員の資質向上と今後の
あり方に関する検討会」において中間整理
の中で、が「適切なアセスメント（課題把
握）が必ずしも十分ではない」、「サービス
担当者会議における他職種協働が十分に機
能していない」、「ケアマネジメントにおけ
るモニタリング、評価が必ずしも十分では
ない」といった指摘がされてきたところで
ある。厚生労働省の介護保険担当部局では、
このような状況の是正のため、①利用者の
状態等を把握し、情報の整理・分析等を通
じて課題を導き出した過程について、多職
種協働の場面等で説明する際に適切な情報
共有に資することを目的とした「課題整理
総括表」と、②ケアプランに位置付けたサ
ービスについて、短期目標に対する達成度
合いを評価することで、より効果的なケア
プランの見直しに資することを目的とした
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を、事業者からの提出又は事業所への訪問
調査等により、市町村職員等の第三者がそ
の内容等の点検及び指導を行う「ケアプラ
ン点検」が行われるようになり、ケアマネ
ジメントの適正化と緻密な課題分析を求め
る傾向を強めている。 
ケアマネジャーは、介護保険法施行後、
要介護高齢者を支援する職種として、①要
介護高齢者の自宅へ訪問、②医療機関や介
護サービス事業者への聴き取り、③家族関
係や地域社会との関わり等について課題分
析を行い、生活問題を顕在化し、課題解決
方法を提示するという役割を担っているが、
制度創設からの地道な職業活動により、
様々な生活課題が浮き彫りになった。これ
は、生活全般をとらえる、継続的な課題分
析の結果である。 
 しかしながら、「連携が不十分である」「評
価が不十分」であるという指摘は、要介護
高齢者を支援する上で、顕在化された課題
を、誰が処理するのか、何をもって解決し
たとするのかという、基準や尺度について
の認識を明確に持っていないということで
ある。 
ケアマネジャーは、要介護高齢者の生活
課題に対して、社会資源を調整し、支援者
はそれぞれの専門領域からサポートを実施
することになる。しかしながら、役割の担
い手が存在しない場合、また、担い手の確
保に時間を要する場合には、ケアマネジャ
ーが直接的支援を実施しなければならない

ことがある。それに加えて、「誰が処理すべ
きなのか」ということを設定できない場合、
本来業務を越えて、支援しなければならな
いことになる。多職種連携が不十分である
という指摘は、そのまま、自らが関与しな
ければならない場面が多く作ってしまって
いるということでもある。 
5．ケアマネジャー業務の 5階層 
 ケアマネジャーの業務は、要介護高齢者
の生活全般を扱っており、「法定業務」と「法
定外業務」という単純に二分化することは
できないものであり、いわゆるグレーゾー
ンの領域を多く抱えるものとなる。 
 現場実践に即すれば、業務領域は 5 つの
階層に類別できる。（表 2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①法定業務 
 介護保険法に定められている業務。居宅
サービス計画の作成、サービス担当者会議
の実施、給付管理業務等の介護事務など。 
②密接不可分業務 
 ①の業務を遂行する上で、必要不可欠な
業務。支援者との連絡調整、市町村の介護
事務への協力、多職種との連携体制の構築
など。 
③便宜業務 
 要介護高齢者への支援の過程で実施する、
対象者への便宜を図る業務。定期的訪問の
ついでの買い物、主治医への面会も兼ねた
通院付添い等、電球の交換など日常の簡易
な生活行為の代行など。 
④支援者が不明瞭な業務 

法定業務

密接不可分業務

便宜業務

支援者が不明瞭な業務

他資格業務

（表2）ケアマネジャー業務の階層

（出典）筆者作成

4 
 

 要介護高齢者が独力で実施することが、
困難であり、支援を要するが、支援者が法
的に規定されていない業務。福祉サービス
の利用申し込み、低所得者の生活保護申請
や同居家族の相談など。 
⑤他資格業務 
 法律において、独占的に業務を行うこと
が定められており、有資格者以外は、原則
的に、業としてその行為を行うことができ
ない業務。医療行為や弁護、年金の受給の
申し立て、現況届の提出、確定申告業務、
行政に提出する書類の作成など。 
 
しかしながら、各々の領域は、独立性の

高いものであろうか。例えば、ケアマネジ

ャーが主治医への意見聴取の実施をするた

めに、要介護高齢者の通院に付き添いを行

う場合、面接機会の「ついで」に行う便宜

業務であろうが、主治医との情報共有の目

的を有するとすれば、多職種連携の必要的

行為であり、便宜業務の領域に留まらず、

ケアマネジャーが実施することが期待され

ている法的業務や、支援に密接不可分な業

務ととらえることができる。要介護高齢者

が十分な意思能力や判断能力を有していな

ければ、在宅での生活や服薬状況等につい

て説明しなければならず、通常であれば、

家族が行うものであろう。療養方針に関し

て、処置や投薬の希望、手術への同意等、

医療行為への同意になると、資格を遥かに

超えた支援となる。 

筆者は、要介護高齢者の住民票の編成に

携わったことがある。 

独居の女性であり、脳梗塞のため言語障

害と判断能力の低下の後遺症を有していた。

近隣からの相談を受け、介護保険申請の代

行（法定業務）を実施するが、当該市町村

に住民票がなく、申請が受理されなかった。

親族関係等に連絡を取る（密接不可分業務）

も、見つからず、また、本人も意思表示が

できない状況であったため、警察に相談を

しても身元が分からなかった。結局、行政

の高齢福祉担当や住民課等と協議（支援者

が不明瞭な業務）し、居所にて住民票を編

成することとなった。そのため、近隣関係

から生活実態を聴取し、住民票作成の申立

書を作成（他資格業務）。改めて、介護保険

申請を行い、サービス開始となった。申請

中は、サービスが利用できないため、買い

物等の生活支援は直接実施することとなっ

た。（便宜業務）サービス開始にあたり、様々

な階層業務が混在しており、また、支援ニ

ーズの多様性も示している。無縁高齢者問

題や認知症高齢者の行方不明問題等も増加

が予想され、ケアマネジャーが関わらざる

を得ない領域は、さらに拡大する。 
【考察】 
ケアマネジャーは、生活の多義性・多様

性・曖昧性に対して、良くも悪くも、即応
性を重視して対応してきた。また、在宅生
活全般を捉える課題分析者として、ケアマ
ネジメント手法による介入を通じて、生活
課題を顕在化する役割を果たしている。 

本稿では、ケアマネジャーの職務拡大の
発生要因と職務階層の分析を行い、これま
での、「法定業務」「法定外業務」の二項説
から、5階層の構造を提示した。今後の研究
では、ケアマネジャーへの役割期待と専門
性の確立に向けて、どこまでを業務領域と
すべきか、専門職としての責任範囲を明確
化していく必要がある。 
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地方医療機関の活性化に関する一考察－小樽市立病院の事例を中心に― 

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：地域医療、入院患者満足度、メディカルツーリズム 

 

【背景・目的】 
地域医療は、地域住民の健康を地域全体で支える医療体

制のことであり、生活基盤を支える重要な部門である。そ

の中で、自治体立病院は地域医療の担い手として重要な役

割を果たしている。自治体立病院は「地域住民の生命と健

康を守る」ことを最大の目的に昭和 30 年代以降、各地域
で整備されてきた（金川 2008）。自治体立病院は、その
地域に不足している医療に積極的に取り組み、地域の医療

機関や行政機関などとの連携を図りながら、公平・公正な

医療を提供し、地域住民の健康の維持・増進を図り、地域

の発展に貢献している（全国自治体病院協議会 2006）。 

しかし、近年、医師不足と赤字経営により、自治体立病

院を中心とした地域医療の崩壊事例が生じてきている。自

治体立病院の数も減少傾向にある（図1）。自治体立病院に
おける赤字経営が顕著となり、黒字経営の病院が非常に少

ないのが現状となる。他の開設主体の病院に比べ、経営改

善が遅れ、公的な病院の中でも、医療収支が小さくなって

いる（あずさ監査法人 2010）。赤字経営の原因として、
①DPC の導入などの医療費抑制政策による診療報酬の引
き下げ、②医療費患者負担増とそれに伴う受診抑制、③地

方自治体の財政悪化による地方交付税の減額といった要因

があげられる（北海道保健福祉部2008）。 
図1公立病院の総病院数の推移 

 
出所：総務省（2015）「公立病院の損益収支の状況（平成
22年度～平成26年度）」により作成 
つまり、地域医療の担い手である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、各医療機関は減少傾向にある患者の獲得をより有利と

するために，患者への対応を改善させ、自身が提供する医

療サービスの質を向上させる必要性があった。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、本研究では経営の厳しい自治体立病院であ

る小樽市立病院を対象に、2013年から病院が取り組んでい
る患者対応の改善活動と国内外向けのメディカルツーリズ

ム（以下「MT」と略称する）の導入に関する試み（図2）
に関して、考察した。特に、2015年に実施した入院患者満
足度調査に焦点を絞り、入院患者満足度への影響要因を解

明し、それによって、医療機関のサービスの向上に資する

研究資料と提示する。 
図2 小樽市立病院が取り組んでいる活性化活動 

 
 
【先行研究】 

1.患者満足度の概念 
患者満足度とは、提供された医療サービスに対する患者

の認識及び評価である。患者満足度は、顧客満足度と同様

にまず患者の医療に対する期待から影響を受け、それ以外

に患者の生活に対する態度、疾病の特性や受療歴などに影

響されるのである。藤村（2009）は、患者満足を「事前に
保有していた評価基準が満たされた、あるいは満たされな

かったことにまつわる情動（感情）が、患者の通院あるい

は入院経験に関する事前の情動（感情）と結びついた時に

生じる凝縮された心理状態」と定義している。 
 
2．患者満足度の重要性 
顧客満足度の重要性に関しては、消費者行動論やサービ

ス・マーケティングの領域において、消費者の行動モデル

や影響要因に関する理論的考察や実証研究が数多く行われ

ている（Oliver 1999、嶋口・内田2004）。企業の経営改善
や戦略につながる重要な指標としての顧客満足度の重要性

は確認された（南 2012）。 
医療の場合は、Donabedian（1980）が主張したように、
患者満足を含むアウトカム(Outcome)の達成こそが究極の
医療の質となる。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

療の本質的使命にある（伊藤 2003）。さらに、医療の質
を評価するための主な要因である「人間関係的要因」から

考えても、患者からの評価が欠如している医療の質への評

価は十分ではない。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。

また、治療過程において、いわゆる従来のお任せ医療から

患者の専門的知識を基にした医療スタッフと患者の対話に

よる治療方法の選択が広範に行われており、患者の医療へ

の評価は治療過程においても重要な要因となりつつある。 
 
【研究方法】 

過去の研究では、2013年から2015年にかけて、小樽市
立病院において、4 回の外来患者満足度調査を実施した。
今回の研究では、患者満足度をより全面的で、詳細に把握

するために、2015年 10月から 12月にかけて、同院にお
いて、入院患者満足度調査を実施した。調査結果を用いて、

重回帰分析を行い、入院患者満足度に影響を与える要因を

抽出した。 
 

【調査内容及び調査結果】 

小樽市立病院は北海道の過疎地に位置する自治体立病院

である。2014年12月に、従来の2か所の旧病院を統合し、
新病院を開院し、病床数は360床となる。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

どを取り組んでいる。 
1．調査の実施概要 
 2015年10月1日から12月31日にかけて、小樽市立病
院の入院患者を対象に、無記名自記式による患者満足度調

査を実施した。配布票数が 1773 票となり、有効回答票数
が710票（有効回答率40.0％）であった。 
 
2．重回帰分析の結果 
１）病院全般への満足度に関する重回帰分析 
「病院全般に対して満足していますか」を被説明変数に

し、「入院中に感じたことについて」「医師の対応について」

「看護師の対応について」「他の職員の対応について」「入

院中の生活環境について」のすべての変数を説明変数とし

てステップワイズ法によって重回帰分析を行った（表 1）。 
表1 病院全体への満足度に関する重回帰分析の結果 

 
有意水準5％ 

上記の重回帰分析の結果の標準化偏回帰係数の数値を計

測し、有意な係数をだし、被説明変数としての「病院全般

に対して満足していますか」に与える説明変数の影響の度

合いを測定した。結果、有意水準が 5％で「病院室の清潔
度や快適性は、満足いくものでしたか」（0.193）が病院全
般への満足度に影響する最も重要な要素として抽出された。

それ以外に、「あなたへ必要な看護ケアを提供してくれまし

たか」（0.130）、「治療のために医師と看護師は協力し合っ
ていましたか」（0.130）及び「食事の内容は、満足いくも
のでしたか」（0.106）などの変数もやや強く患者満足度に
影響を与えていると示された。 
 入院患者の場合、患者は医師よりも看護師との接触が多

いため、今回の調査結果から、看護師の対応に関する項目

が病院全般への満足度の影響要因として多く抽出された。

一方、分析結果によると、入院患者は職員を評価するだけ

でなく、病院室の環境や食事の内容及び院内移動手段（エ

レベーター）の効率性も重視していることが判明した。 
 
２）医師の対応全般への満足度及び看護師の対応全般へ

の満足度に関する重回帰分析 
医師の対応全般への満足度及び看護師の対応全般への

満足度に影響する要因を解明するために、それぞれの重

回帰分析を行った。 
① 医師の対応全般への満足度に関する重回帰分析 
こちらは、「医師の対応全般について満足されました

か」を被説明変数とし、医師の対応に関連する 8つの変
数を説明変数にし、ステップワイズ法によって医師の満

足度に関する重回帰分析を行った。分析結果は下記の表

標準偏回帰
係数

0.193

0.130

0.130

0.106

0.092

0.092

0.089

0.088

0.066

0.064

R2 乗 0.535

調整済み R2 乗 0.528

F 値 79.890

治療にあたってのアドバイスや励ましをしてくれましたか(看護師）

医師を信頼していますか

看護師のお世話の内容や技術は、満足いくものでしたか

会計や受付事務職員の言葉づかいや態度は、いかがでしたか

エレベーターの効率は、満足いくものでしたか。

今回の入院治療と処置は、事前の説明があり、予定通りに行われましたか

説明変数

病室の清潔感や快適性は、満足いくものでしたか

あなたへ必要な看護ケアを提供してくれましたか。

治療のために医師と看護師は協力し合っていましたか

食事の内容は、満足いくものでしたか
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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：地域医療、入院患者満足度、メディカルツーリズム 

 

【背景・目的】 
地域医療は、地域住民の健康を地域全体で支える医療体

制のことであり、生活基盤を支える重要な部門である。そ

の中で、自治体立病院は地域医療の担い手として重要な役

割を果たしている。自治体立病院は「地域住民の生命と健

康を守る」ことを最大の目的に昭和 30 年代以降、各地域
で整備されてきた（金川 2008）。自治体立病院は、その
地域に不足している医療に積極的に取り組み、地域の医療

機関や行政機関などとの連携を図りながら、公平・公正な

医療を提供し、地域住民の健康の維持・増進を図り、地域

の発展に貢献している（全国自治体病院協議会 2006）。 

しかし、近年、医師不足と赤字経営により、自治体立病

院を中心とした地域医療の崩壊事例が生じてきている。自

治体立病院の数も減少傾向にある（図1）。自治体立病院に
おける赤字経営が顕著となり、黒字経営の病院が非常に少

ないのが現状となる。他の開設主体の病院に比べ、経営改

善が遅れ、公的な病院の中でも、医療収支が小さくなって

いる（あずさ監査法人 2010）。赤字経営の原因として、
①DPC の導入などの医療費抑制政策による診療報酬の引
き下げ、②医療費患者負担増とそれに伴う受診抑制、③地

方自治体の財政悪化による地方交付税の減額といった要因

があげられる（北海道保健福祉部2008）。 
図1公立病院の総病院数の推移 

 
出所：総務省（2015）「公立病院の損益収支の状況（平成
22年度～平成26年度）」により作成 
つまり、地域医療の担い手である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、各医療機関は減少傾向にある患者の獲得をより有利と

するために，患者への対応を改善させ、自身が提供する医

療サービスの質を向上させる必要性があった。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、本研究では経営の厳しい自治体立病院であ

る小樽市立病院を対象に、2013年から病院が取り組んでい
る患者対応の改善活動と国内外向けのメディカルツーリズ

ム（以下「MT」と略称する）の導入に関する試み（図2）
に関して、考察した。特に、2015年に実施した入院患者満
足度調査に焦点を絞り、入院患者満足度への影響要因を解

明し、それによって、医療機関のサービスの向上に資する

研究資料と提示する。 
図2 小樽市立病院が取り組んでいる活性化活動 

 
 
【先行研究】 

1.患者満足度の概念 
患者満足度とは、提供された医療サービスに対する患者

の認識及び評価である。患者満足度は、顧客満足度と同様

にまず患者の医療に対する期待から影響を受け、それ以外

に患者の生活に対する態度、疾病の特性や受療歴などに影

響されるのである。藤村（2009）は、患者満足を「事前に
保有していた評価基準が満たされた、あるいは満たされな

かったことにまつわる情動（感情）が、患者の通院あるい

は入院経験に関する事前の情動（感情）と結びついた時に

生じる凝縮された心理状態」と定義している。 
 
2．患者満足度の重要性 
顧客満足度の重要性に関しては、消費者行動論やサービ

ス・マーケティングの領域において、消費者の行動モデル

や影響要因に関する理論的考察や実証研究が数多く行われ

ている（Oliver 1999、嶋口・内田2004）。企業の経営改善
や戦略につながる重要な指標としての顧客満足度の重要性

は確認された（南 2012）。 
医療の場合は、Donabedian（1980）が主張したように、
患者満足を含むアウトカム(Outcome)の達成こそが究極の
医療の質となる。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

療の本質的使命にある（伊藤 2003）。さらに、医療の質
を評価するための主な要因である「人間関係的要因」から

考えても、患者からの評価が欠如している医療の質への評

価は十分ではない。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。

また、治療過程において、いわゆる従来のお任せ医療から

患者の専門的知識を基にした医療スタッフと患者の対話に

よる治療方法の選択が広範に行われており、患者の医療へ

の評価は治療過程においても重要な要因となりつつある。 
 
【研究方法】 

過去の研究では、2013年から2015年にかけて、小樽市
立病院において、4 回の外来患者満足度調査を実施した。
今回の研究では、患者満足度をより全面的で、詳細に把握

するために、2015年 10月から 12月にかけて、同院にお
いて、入院患者満足度調査を実施した。調査結果を用いて、

重回帰分析を行い、入院患者満足度に影響を与える要因を

抽出した。 
 

【調査内容及び調査結果】 

小樽市立病院は北海道の過疎地に位置する自治体立病院

である。2014年12月に、従来の2か所の旧病院を統合し、
新病院を開院し、病床数は360床となる。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

どを取り組んでいる。 
1．調査の実施概要 
 2015年10月1日から12月31日にかけて、小樽市立病
院の入院患者を対象に、無記名自記式による患者満足度調

査を実施した。配布票数が 1773 票となり、有効回答票数
が710票（有効回答率40.0％）であった。 
 
2．重回帰分析の結果 
１）病院全般への満足度に関する重回帰分析 
「病院全般に対して満足していますか」を被説明変数に

し、「入院中に感じたことについて」「医師の対応について」

「看護師の対応について」「他の職員の対応について」「入

院中の生活環境について」のすべての変数を説明変数とし

てステップワイズ法によって重回帰分析を行った（表 1）。 
表1 病院全体への満足度に関する重回帰分析の結果 

 
有意水準5％ 

上記の重回帰分析の結果の標準化偏回帰係数の数値を計

測し、有意な係数をだし、被説明変数としての「病院全般

に対して満足していますか」に与える説明変数の影響の度

合いを測定した。結果、有意水準が 5％で「病院室の清潔
度や快適性は、満足いくものでしたか」（0.193）が病院全
般への満足度に影響する最も重要な要素として抽出された。

それ以外に、「あなたへ必要な看護ケアを提供してくれまし

たか」（0.130）、「治療のために医師と看護師は協力し合っ
ていましたか」（0.130）及び「食事の内容は、満足いくも
のでしたか」（0.106）などの変数もやや強く患者満足度に
影響を与えていると示された。 
 入院患者の場合、患者は医師よりも看護師との接触が多

いため、今回の調査結果から、看護師の対応に関する項目

が病院全般への満足度の影響要因として多く抽出された。

一方、分析結果によると、入院患者は職員を評価するだけ

でなく、病院室の環境や食事の内容及び院内移動手段（エ

レベーター）の効率性も重視していることが判明した。 
 
２）医師の対応全般への満足度及び看護師の対応全般へ

の満足度に関する重回帰分析 
医師の対応全般への満足度及び看護師の対応全般への

満足度に影響する要因を解明するために、それぞれの重

回帰分析を行った。 
① 医師の対応全般への満足度に関する重回帰分析 
こちらは、「医師の対応全般について満足されました

か」を被説明変数とし、医師の対応に関連する 8つの変
数を説明変数にし、ステップワイズ法によって医師の満

足度に関する重回帰分析を行った。分析結果は下記の表

標準偏回帰
係数

0.193

0.130

0.130

0.106

0.092

0.092

0.089

0.088

0.066

0.064

R2 乗 0.535

調整済み R2 乗 0.528

F 値 79.890

治療にあたってのアドバイスや励ましをしてくれましたか(看護師）

医師を信頼していますか

看護師のお世話の内容や技術は、満足いくものでしたか

会計や受付事務職員の言葉づかいや態度は、いかがでしたか

エレベーターの効率は、満足いくものでしたか。

今回の入院治療と処置は、事前の説明があり、予定通りに行われましたか

説明変数

病室の清潔感や快適性は、満足いくものでしたか

あなたへ必要な看護ケアを提供してくれましたか。

治療のために医師と看護師は協力し合っていましたか

食事の内容は、満足いくものでしたか
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となる（表2）。 
表 2 医師の対応全般への満足度に関する重回帰分析

標準偏回帰
係数

0.228

0.158

0.152

0.135

0.118

0.112

0.091

0.077

R2 乗 0.727

調整済み R2 乗 0.723

F 値 215.087

説明変数

医師への質問や相談はしやすかったですか

医師の説明は、わかりやすかったですか

医師の言葉づかいや態度は、満足いくものでしたか

同室の他の患者と同じくらいの診察時間、診察頻度で治療してもらったと
感じましたか。

医師を信頼していますか

医師の治療や医療技術は、満足いくものでしたか　　

診察に必要な時間をかけていたとかんじられましたか

治療にあたってのアドバイスや励ましをしてくれましたか(医師）

 
有意水準1% 

上記の医師の対応全般への満足度に関する重回帰分析

の結果から見ると、医師の対応に関連する 8つの変数が
すべて有意であった。中では、「医師を信頼していますか」

（0.228）が医師の対応全般への満足度に対して最も影響
を与えていると示された。医師への信頼は病院全体への

満足度にも影響しているため、いかに患者と医師との信

頼を構築させるかが今後の重要な課題であると考えられ

る。 
一方、「医師の言葉づかいや態度は、満足いうものでし

たか」（0.158）、「医師への質問や相談はしやすかったで
すか」（0.152）及び「医師の説明は、わかりやすかった
ですか」（0.135）といった医師とのコミュニケーション
に関する項目もやや強く医師の対応全般への満足度に影

響しているため、これらの側面も考慮しながら医師の接

遇を改善させることも必要であると考えられる。 
  
② 看護師の対応全般への満足度に関する重回帰分 
「看護師の対応全般について満足されましたか」を被

説明変数とし、看護師の対応に関する 9つの変数を説明
変数にし、同様にステップワイズ法を用いて、看護師の

対応全般への満足度に関する重回帰分析を行った（表3）。 
表3 看護師の対応全般への満足度に関する重回帰分析 

標準偏回帰
係数

0.224

0.208

0.158

0.111

0.094

0.086

0.075

0.067

R2 乗 0.763

調整済み R2 乗 0.760

F 値 259.729

看護師が代わっても、かわらぬ看護をうけられましたか

看護師の言葉づかいや態度は、満足いくものでしたか

治療にあたってのアドバイスや励ましをしてくれましたか

説明変数

看護師のお世話の内容や技術は、満足いくものでしたか

看護師を信頼していますか

看護師はあなたの訴えに対しすぐに対応してくれましたか

あなたへ必要な看護ケアを提供してくれましたか。

看護師の説明はわかりやすかったですか

 
有意水準1％ 

上記の重回帰分析によって、看護師の対応全般への満

足度に影響する最重要要因として「看護師が代わっても、

かわらぬ看護をうけられましたか」（0.224）が抽出され
た。入院患者の場合は、多くの看護師と接触しているた

め、異なる看護師でも同じ看護を提供してくれることを

求め、満足が形成されると思われる。 
それ以外に、「看護師の言葉遣いや態度は、満足いくも

のでしたか」（0.208）、「看護師のお世話の内容や技術は、
満足いくものでしたか」（0.158）及び「看護師を信頼し
ていますか」（0.111）といった要素もやや強く影響して
いることが判明した。 
つまり、入院において、異なる看護師の対応の一致性

や看護師の接遇が満足度により強く影響している点を考

慮して対応すると検討すべきであろう。 
 
3．入院患者満足度調査の分析結果に関する考察 
総じて入院患者の満足度評価は医療従事者である医師

や看護師の対応に依存することが示された。一方、外来

患者満足度の調査と同様に、病院全般への満足度の影響

要因として、医師と看護師や他職員に関する項目以外に、

病室環境の快適性（清潔度や施設など）に関する変数が

多数抽出されたため、それらの入院の生活環境に関する

側面を考慮する必要もあると考えられる。 
①医師の対応 
前述の分析結果から、「医師を信頼していますか」が病

院全般への満足度及び医師の対応全般への満足度の影響

要素として抽出されたため、いかに患者と医師との信頼

を構築させるかが今後の重要な課題であると考えられる。 
一方、医師の言葉づかいや態度、医師への相談や質問の

しやすさ等といった医師とのコミュニケーションに関す

る項目もやや強く医師の対応全般への満足度に影響して

いると判明した。これらの要素を考慮しながら医師の対

応を改善させることも必要であると考えられる。 
②看護師の対応 
 入院患者の場合は、看護師との接触が比較的に多いた

め、満足度評価が看護師の対応に依存している部分も大

きいと示された。特に、異なる看護師でも同じ看護を提

供してほしいと望んでいる患者が少なくないと思われる。

入院において、異なる看護師の対応の一致性や看護師の

接遇が満足度により強く影響している点を考慮して対応

すると検討すべきであろう。それ以外に、必要な看護の

提供、お世話の内容と技術及び看護師との信頼構築とい

った要素も考慮に入れる必要がある。 

③他職員の対応 
 病院全般への満足度に影響する項目として、医師や看

護師以外に、会計や受付事務職員の待遇も重要な役割を

担っている点が明確になった。患者に接触する機会の多

い事務職員の言葉遣いや態度が満足度向上に強く影響し

ている点を押さえ、より高い接遇技能の向上を期待した

い。 
④入院中の生活環境（施設・設備）  
今回の調査では、病室の清潔感や快適性が患者満足度

の重要影響要素として抽出されたため、今後もこちらの

要素を考慮しながら入院環境の清掃などを徹底する必要

があると考えられる。一方、入院中に良く利用するエレ

ベーターの効率性も求められていると判明した。 
⑤入院中に感じたこと 
「治療のために医師と看護師は協力し合っていました

か」及び「今回の入院治療と処置は、事前の説明があり、

予定通りに行われましたか」といった 2つの項目が病院
全般への満足度の影響要因として抽出されたため、入院

の場合は、医師と看護師との協力姿勢や入院する際の患

者に対する事前説明をしっかり行うことが重要であると

考えられる。 
 一方、一般的に、入院患者は不安や恐れなどのような

ネガティブな情動を喚起する傾向がある。患者は不安や

不快というネガティブな情緒の解消あるいは低減を強く

期待していることも示された。つまり、いかに患者に不

安や不快などの経験を解消させながら医療サービスを提

供することも重要な課題であると考えられる。 
⑥病院全般の評価 
入院患者の場合、治療成果は医師・看護師・病院全般

への満足度とすべて正の相関を有していると分かった。

中でも、特に治療成果は病院全般への満足度と最も関係

していると判明した。したがって、患者満足度を向上さ

せるには、治療成果の向上が非常に大切であると考える。 
一方、病院全般に対して満足している患者の９割超が地

域医療を担う公立病院として小樽市立病院に高く期待し

ていると判明した。さらに、病院全般に対して満足して

いる患者の９割超が高度医療サービスへ高く期待してい

ると分かった。地域に密着する公立病院として高度医療

サービスを提供するといったような役割をいかに果たす

かも今後の大きな課題であると考えられる。 
 
【今後の課題】 

患者に対して、より良質なサービスを提供するには、定

期的に外来・入院患者満足度調査を実施し、長期的に患者

の意見などを把握することが必要となり、今後も引き続き

患者満足度調査を実施していきたいと思っている。 
一方、国内外向けのMT事業の導入等も含め、地方医療
機関が取り組んでいる活性化に関して考察し、長期にわた

って研究を進めていきたいと思っている。 
 
【謝辞】 

本研究に、データの提供を頂いた小樽市立病院・病院局

長並木昭義氏からのご厚情およびご指摘に関して謝辞をの

べたい。ここに記して深謝する。 

 

【引用・参考文献】 

・あずさ監査法人（2010）『公立病院の経営改革』，同文館
出版 

・伊藤弘人（2003）『医療評価』，真興交易（株）医書出版
部  

・金川佳弘（2008）『地域医療をまもる自治体病院経営分
析』，自治体研究社 

・嶋口充輝 内田和成（2004）『顧客ロイヤルティの時代』，
同文館出版  
・全国自治体病院協議会（2006）「要望書」，全国自治体病
院協議会，p1 
・総務省（2015）「公立病院の損益収支の状況（平成22年
度～平成26年度）」，総務省 
・Donabedian Avedis（1980） Exploration in Quality 
Assessment and Monitoring, Vol.1, The Definition of 
Quality and Approaches to its Assessment, Ann Arbor, 
MI : Health Administration Press（東尚弘訳（2007）『医
療の質の定義と評価方法』 NPO法人健康医療評価研究機
構） 
・小野譲司（2010）「JCSI による顧客満足モデルの構築」，
『季刊マーケティングジャーナル』 第30巻第1号， pp. 
20~34. 
・藤村和宏（2009）『医療サービスと顧客満足』，医療文化
社 
・北海道保健福祉部（2008）『自治体病院等広域化・連携
構想』，北海道保健福祉部，pp.1~2. 
・南知恵子（2012）「サービス品質と顧客満足」，『流通研
究』第14巻第2・3号，日本商業学会， pp.1~15. 
 

106

第8回研究大会論文集.indd   106 16/08/29   15:54



となる（表2）。 
表 2 医師の対応全般への満足度に関する重回帰分析

標準偏回帰
係数

0.228

0.158

0.152

0.135

0.118

0.112

0.091

0.077

R2 乗 0.727

調整済み R2 乗 0.723

F 値 215.087

説明変数

医師への質問や相談はしやすかったですか

医師の説明は、わかりやすかったですか

医師の言葉づかいや態度は、満足いくものでしたか

同室の他の患者と同じくらいの診察時間、診察頻度で治療してもらったと
感じましたか。

医師を信頼していますか

医師の治療や医療技術は、満足いくものでしたか　　

診察に必要な時間をかけていたとかんじられましたか

治療にあたってのアドバイスや励ましをしてくれましたか(医師）

 
有意水準1% 

上記の医師の対応全般への満足度に関する重回帰分析

の結果から見ると、医師の対応に関連する 8つの変数が
すべて有意であった。中では、「医師を信頼していますか」

（0.228）が医師の対応全般への満足度に対して最も影響
を与えていると示された。医師への信頼は病院全体への

満足度にも影響しているため、いかに患者と医師との信

頼を構築させるかが今後の重要な課題であると考えられ

る。 
一方、「医師の言葉づかいや態度は、満足いうものでし

たか」（0.158）、「医師への質問や相談はしやすかったで
すか」（0.152）及び「医師の説明は、わかりやすかった
ですか」（0.135）といった医師とのコミュニケーション
に関する項目もやや強く医師の対応全般への満足度に影

響しているため、これらの側面も考慮しながら医師の接

遇を改善させることも必要であると考えられる。 
  
② 看護師の対応全般への満足度に関する重回帰分 
「看護師の対応全般について満足されましたか」を被

説明変数とし、看護師の対応に関する 9つの変数を説明
変数にし、同様にステップワイズ法を用いて、看護師の

対応全般への満足度に関する重回帰分析を行った（表3）。 
表3 看護師の対応全般への満足度に関する重回帰分析 

標準偏回帰
係数

0.224

0.208

0.158

0.111

0.094

0.086

0.075

0.067

R2 乗 0.763

調整済み R2 乗 0.760

F 値 259.729

看護師が代わっても、かわらぬ看護をうけられましたか

看護師の言葉づかいや態度は、満足いくものでしたか

治療にあたってのアドバイスや励ましをしてくれましたか

説明変数

看護師のお世話の内容や技術は、満足いくものでしたか

看護師を信頼していますか

看護師はあなたの訴えに対しすぐに対応してくれましたか

あなたへ必要な看護ケアを提供してくれましたか。

看護師の説明はわかりやすかったですか

 
有意水準1％ 

上記の重回帰分析によって、看護師の対応全般への満

足度に影響する最重要要因として「看護師が代わっても、

かわらぬ看護をうけられましたか」（0.224）が抽出され
た。入院患者の場合は、多くの看護師と接触しているた

め、異なる看護師でも同じ看護を提供してくれることを

求め、満足が形成されると思われる。 
それ以外に、「看護師の言葉遣いや態度は、満足いくも

のでしたか」（0.208）、「看護師のお世話の内容や技術は、
満足いくものでしたか」（0.158）及び「看護師を信頼し
ていますか」（0.111）といった要素もやや強く影響して
いることが判明した。 
つまり、入院において、異なる看護師の対応の一致性

や看護師の接遇が満足度により強く影響している点を考

慮して対応すると検討すべきであろう。 
 
3．入院患者満足度調査の分析結果に関する考察 
総じて入院患者の満足度評価は医療従事者である医師

や看護師の対応に依存することが示された。一方、外来

患者満足度の調査と同様に、病院全般への満足度の影響

要因として、医師と看護師や他職員に関する項目以外に、

病室環境の快適性（清潔度や施設など）に関する変数が

多数抽出されたため、それらの入院の生活環境に関する

側面を考慮する必要もあると考えられる。 
①医師の対応 
前述の分析結果から、「医師を信頼していますか」が病

院全般への満足度及び医師の対応全般への満足度の影響

要素として抽出されたため、いかに患者と医師との信頼

を構築させるかが今後の重要な課題であると考えられる。 
一方、医師の言葉づかいや態度、医師への相談や質問の

しやすさ等といった医師とのコミュニケーションに関す

る項目もやや強く医師の対応全般への満足度に影響して

いると判明した。これらの要素を考慮しながら医師の対

応を改善させることも必要であると考えられる。 
②看護師の対応 
 入院患者の場合は、看護師との接触が比較的に多いた

め、満足度評価が看護師の対応に依存している部分も大

きいと示された。特に、異なる看護師でも同じ看護を提

供してほしいと望んでいる患者が少なくないと思われる。

入院において、異なる看護師の対応の一致性や看護師の

接遇が満足度により強く影響している点を考慮して対応

すると検討すべきであろう。それ以外に、必要な看護の

提供、お世話の内容と技術及び看護師との信頼構築とい

った要素も考慮に入れる必要がある。 

③他職員の対応 
 病院全般への満足度に影響する項目として、医師や看

護師以外に、会計や受付事務職員の待遇も重要な役割を

担っている点が明確になった。患者に接触する機会の多

い事務職員の言葉遣いや態度が満足度向上に強く影響し

ている点を押さえ、より高い接遇技能の向上を期待した

い。 
④入院中の生活環境（施設・設備）  
今回の調査では、病室の清潔感や快適性が患者満足度

の重要影響要素として抽出されたため、今後もこちらの

要素を考慮しながら入院環境の清掃などを徹底する必要

があると考えられる。一方、入院中に良く利用するエレ

ベーターの効率性も求められていると判明した。 
⑤入院中に感じたこと 
「治療のために医師と看護師は協力し合っていました

か」及び「今回の入院治療と処置は、事前の説明があり、

予定通りに行われましたか」といった 2つの項目が病院
全般への満足度の影響要因として抽出されたため、入院

の場合は、医師と看護師との協力姿勢や入院する際の患

者に対する事前説明をしっかり行うことが重要であると

考えられる。 
 一方、一般的に、入院患者は不安や恐れなどのような

ネガティブな情動を喚起する傾向がある。患者は不安や

不快というネガティブな情緒の解消あるいは低減を強く

期待していることも示された。つまり、いかに患者に不

安や不快などの経験を解消させながら医療サービスを提

供することも重要な課題であると考えられる。 
⑥病院全般の評価 
入院患者の場合、治療成果は医師・看護師・病院全般

への満足度とすべて正の相関を有していると分かった。

中でも、特に治療成果は病院全般への満足度と最も関係

していると判明した。したがって、患者満足度を向上さ

せるには、治療成果の向上が非常に大切であると考える。 
一方、病院全般に対して満足している患者の９割超が地

域医療を担う公立病院として小樽市立病院に高く期待し

ていると判明した。さらに、病院全般に対して満足して

いる患者の９割超が高度医療サービスへ高く期待してい

ると分かった。地域に密着する公立病院として高度医療

サービスを提供するといったような役割をいかに果たす

かも今後の大きな課題であると考えられる。 
 
【今後の課題】 

患者に対して、より良質なサービスを提供するには、定

期的に外来・入院患者満足度調査を実施し、長期的に患者

の意見などを把握することが必要となり、今後も引き続き

患者満足度調査を実施していきたいと思っている。 
一方、国内外向けのMT事業の導入等も含め、地方医療
機関が取り組んでいる活性化に関して考察し、長期にわた

って研究を進めていきたいと思っている。 
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 活性化させる「地域」とはどこか―「COC（地の拠点）」事業における「地域」表象を巡って－ 

早川公（宮崎大学） 

Keyword： ディスコース分析、「地方」としての地域、「ローカル」としての地域 

 

【問題設定と目的】 
 「地域活性化」は、現代日本において30年以上語られ続

けているタームである。それは、時代的状況と再帰的関係

をもち、「地域づくり」や「地域再生」といったタームと併

せて語られながら、現行政府による政策パッケージである

「地方創生」が喧伝される今日においても重要な社会的課

題となっている(参考、図1)。 

 

 

図 1 地域関係用語の図書タイトルとしての出現件数（年平

均）[小田切2013:3] 

 

その状況に対応するように、高等教育機関としての大学

が地域活性化の一アクターと認識されるようになって久し

い。とくに、2013年から文科省主導に開始された「地（知）

の拠点整備事業」（以下、COC）では、採択大学・高専が「地

域志向教育の推進」という旗印のもと、これまで以上に「地

域」と連携し、「地域」の活性化に関与することを約束して

いる。その約束の中には「地域」の語が多数見受けられる

が、その「地域」とは一体どこを指すものなのだろうか。

大学が位置する空間的範囲のことか、それとももっと概念

的な広がりを含むものなのだろうか。 

地域活性化や地域連携の必要性や具体的実践例が評価・

検証される一方で、「地域」それ自体に関する検討は少ない。

「地域」は日常語として意味が通りやすい語であるがゆえ

に、いわばマジックワードとして政策や事業の正当化のた

めに利用されているようにも思える。そのことは、「地域」

の担い手としての立場を鑑みれば、あまりにも素朴な関与

の仕方ではないだろうか。 

本研究では、この点を問題意識として出発し、大学が関

わる活性化の対象となる「地域」を批判的に検討する。そ

れを通じて、どのような含意をもつ概念であるかを明らか

にすることを目的とする。 

 

【研究方法】 

 既述の目的を達成するため、本研究では、COC 採択 82

校による出版物(パンフレット、ニュースレター)、及び

ウェブサイトを対象としてドキュメント分析（ディスコ

ース分析）をおこなう。また分析素材としては、発表者

が所属し実務を担当する宮崎大学の COC をめぐる出来事

もケースとして扱うこととしたい。ディスコース（言説）

分析を採用したのは、本発表が「地域」概念に関する認

識を扱ううえで有用性を持つと判断したためである。 

 本発表におけるディスコース分析について簡単に説明

する。ディスコース概念は、ミシェル・フーコーによっ

て提示されて以来、人文・社会科学における諸分野を横

断して扱われている概念である。彼によれば言語は単に

「書かれたもの」としてあるだけではなく、それは「存

在」（エートル）として人びとに影響を与える。かつそれ

は、社会的な制度や組織、実践などの非言説的な領域と

の絡み合いにより、ある一定の力関係を形成するものと

なる[cf. フーコー1986]。 

 このディスコース概念は、1980年代以降、差異の政治

力学へ注目するカルチュラル・スタディーズ、異文化表

象につきまとうレトリックの限界や非対称的権力関係の

構図を指摘したポストコロニアル研究などの議論のなか

で、その有効性が注目されるようになった。本発表では、

ディスコースを「何らかの仕方でまとまって、出来事の

特定のヴァージョンを生み出す一群の意味、メタファー、

表象、イメージ、ストーリー、陳述等々」[Burr 1997:74]

という設定に拠りながら、COC事業における地域表象にお

いて表れる特定の社会文化的意味を素描する。つまり、

COCが大学のおこなう事業との関わりのなかで、どのよう

な知識、イメージ、経験などを喚起させながら地域を同

定し、あるいは不定しているかを考察することで、普段

なにげなく語られる「地域」という概念の解像度を高め

ることを試みたいi。 

 

【分析内容】 

COC事業は、大学等が自治体と連携し、全学的に地域

を志向した教育・研究・社会貢献を進める大学を支援

することで、課題解決に資する様々な人材や情報・技

術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての

大学の機能強化を図ることを目的としたものであるii。

事業は平成25年度より開始された。初年度は 56校、

翌年度には26校の計82大学・高専が採択され、事業

を進めている。以下では、そのそれぞれにおいて「地

域」という語がどのように使用されているかを、「a.

地理的区分」と「b.意味的概念」の 2つに分けて考察

した。 

 

a.地理的区分としての地域 

a-1.都道府県・市町村としての地域 

 各大学のウェブサイトや広報媒体には、事業実施の対

象となる「地域」が明記されている。最も多いのが実施

大学・高専の位置する都道府県庁を明記するケースであ

る。COC事業で「地域」と設定する範囲の大部分は、その

都道府県の管轄内を指す。しかしこの場合は、県庁とと

もに市町村単位での連携自治体が必ず併記されている。

たとえば、宮崎大学におけるCOC事業は、宮崎県および5

つの連携自治体（五ヶ瀬町、日向市、西都市、えびの市、

串間市）である。同様に、宮城教育大学（宮城県、仙台

市）や静岡県立大学（静岡県、静岡市、牧之原市）のよ

うに、都道府県レベルでの「地域」と市町村レベルでの

「地域」が入れ子のように表記されるケースは珍しくな

い。その場合、「地域」は、文脈に応じて対象範囲が可変

する。 

 一方で、COC事業においては、対象地域を市町村単位よ

り小さい範囲で表現している事例は見当たらないiii。授

業の実習やボランティア活動など、実際に事業を実施す

る範囲においては○○市△△地区と明記されることはあ

るものの、「対象とする」あるいは「連携する」ものとし

ての「地域」という場合は、行政単位以上を示している。 

 

a-2.圏域としての地域 

 採択された COC 事業の多くは、県内や市町村を対象の

「地域」とすることが多いが、いくつかの COC では市町

村に区切られない圏域・広域を指定する例もみられる（10

件）。たとえば、東北公益文科大学の対象地域は「庄内」、

皇學館大学の場合は「伊勢志摩」、日本福祉大学は「知多

半島」であると表象される。また、香川大学の「瀬戸内

地域」や四国大学の「しまなみ」（連携市町村は今治市）、

あるいは長崎県立大学の「しま」のように海洋や点在す

る島々を含んで一つの「地域」と表象するものもある。

これらの大学が対象とする「地域」は、市町村単位より

広域だが、都道府県よりは狭い範囲を指している。一部

の大学では、圏域として複数県にまたがる「地域」を 

想定しているものの、たとえば「九州」や「甲信越」の

ように複数県を包含する範囲で「地域」をしている例は

ない。 

 

a-3.文化圏としての地域 

 「圏域としての地域」が、必ずしも行政区分に拠らな

い空間を指すのに対して、文化性を色濃く反映させる地

域表象もみられる（5件）。たとえば、埼玉県に所在する

東京国際大学は川越市が連携自治体であるが、対象地域

は「小江戸」とある。これは川越が江戸時代に城下町と

して栄えた際に小江戸川越と呼ばれたことに由来する。

同様に、長野県の松本大学は、対象地域を「信州」と表

記する。さらに熊本大学と琉球大学における「地域」は、

それぞれの事業名において「火の国」、「ちゅら島」（美ら

島）と表象される。こうした地域表象は、対象地域の特

徴を際立たせる一方で、対象となる地域の範囲を行政区

分とずらし、あいまいにさせているようにもとれる。 

 

a-4.「ひらがな」による地域表象 

 対象地域の範囲を不明瞭にする表象は、別の仕方でも

見られる。その一つが「ひらがな」による地域表象であ

る。たとえば、福井大学であれば「ふくい」、山口大学で

あれば「やまぐち」のように、対象地域をひらがなで表

記するのがこの表象にあたり、その数は 22 件にのぼる。

このうちの19件は都道府県レベルの対象地域についてこ

の表記を適用しているが、弘前大学（ひろさき）、東北学

院大学（みやぎ・せんだい、と併記）、くらしき作陽大学

（くらしき）の 3 例は市町村レベルの対象地域に対して

この表記を用いている。他方、カタカナ表記による地域

表象はCOC事業においては確認できず、ローマ字表記は、

東北芸術工科大学での「YAMAGATA VISION」というキャッ

チフレーズのみであった。 

 それでは、ひらがなによる地域表象がなぜ一定程度使

用されるのだろうか。今尾は、平成の大合併によって誕

生した 37 つのひらがなの自治体名を考察している[平尾

2008:234-238]。今尾によれば、37市町村のうち、合併し
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 活性化させる「地域」とはどこか―「COC（地の拠点）」事業における「地域」表象を巡って－ 

早川公（宮崎大学） 

Keyword： ディスコース分析、「地方」としての地域、「ローカル」としての地域 

 

【問題設定と目的】 
 「地域活性化」は、現代日本において30年以上語られ続

けているタームである。それは、時代的状況と再帰的関係

をもち、「地域づくり」や「地域再生」といったタームと併

せて語られながら、現行政府による政策パッケージである

「地方創生」が喧伝される今日においても重要な社会的課

題となっている(参考、図1)。 

 

 

図 1 地域関係用語の図書タイトルとしての出現件数（年平

均）[小田切2013:3] 

 

その状況に対応するように、高等教育機関としての大学

が地域活性化の一アクターと認識されるようになって久し

い。とくに、2013年から文科省主導に開始された「地（知）

の拠点整備事業」（以下、COC）では、採択大学・高専が「地

域志向教育の推進」という旗印のもと、これまで以上に「地

域」と連携し、「地域」の活性化に関与することを約束して

いる。その約束の中には「地域」の語が多数見受けられる

が、その「地域」とは一体どこを指すものなのだろうか。

大学が位置する空間的範囲のことか、それとももっと概念

的な広がりを含むものなのだろうか。 

地域活性化や地域連携の必要性や具体的実践例が評価・

検証される一方で、「地域」それ自体に関する検討は少ない。

「地域」は日常語として意味が通りやすい語であるがゆえ

に、いわばマジックワードとして政策や事業の正当化のた

めに利用されているようにも思える。そのことは、「地域」

の担い手としての立場を鑑みれば、あまりにも素朴な関与

の仕方ではないだろうか。 

本研究では、この点を問題意識として出発し、大学が関

わる活性化の対象となる「地域」を批判的に検討する。そ

れを通じて、どのような含意をもつ概念であるかを明らか

にすることを目的とする。 

 

【研究方法】 

 既述の目的を達成するため、本研究では、COC 採択 82

校による出版物(パンフレット、ニュースレター)、及び

ウェブサイトを対象としてドキュメント分析（ディスコ

ース分析）をおこなう。また分析素材としては、発表者

が所属し実務を担当する宮崎大学の COC をめぐる出来事

もケースとして扱うこととしたい。ディスコース（言説）

分析を採用したのは、本発表が「地域」概念に関する認

識を扱ううえで有用性を持つと判断したためである。 

 本発表におけるディスコース分析について簡単に説明

する。ディスコース概念は、ミシェル・フーコーによっ

て提示されて以来、人文・社会科学における諸分野を横

断して扱われている概念である。彼によれば言語は単に

「書かれたもの」としてあるだけではなく、それは「存

在」（エートル）として人びとに影響を与える。かつそれ

は、社会的な制度や組織、実践などの非言説的な領域と

の絡み合いにより、ある一定の力関係を形成するものと

なる[cf. フーコー1986]。 

 このディスコース概念は、1980年代以降、差異の政治

力学へ注目するカルチュラル・スタディーズ、異文化表

象につきまとうレトリックの限界や非対称的権力関係の

構図を指摘したポストコロニアル研究などの議論のなか

で、その有効性が注目されるようになった。本発表では、

ディスコースを「何らかの仕方でまとまって、出来事の

特定のヴァージョンを生み出す一群の意味、メタファー、

表象、イメージ、ストーリー、陳述等々」[Burr 1997:74]

という設定に拠りながら、COC事業における地域表象にお

いて表れる特定の社会文化的意味を素描する。つまり、

COCが大学のおこなう事業との関わりのなかで、どのよう

な知識、イメージ、経験などを喚起させながら地域を同

定し、あるいは不定しているかを考察することで、普段

なにげなく語られる「地域」という概念の解像度を高め

ることを試みたいi。 

 

【分析内容】 

COC事業は、大学等が自治体と連携し、全学的に地域

を志向した教育・研究・社会貢献を進める大学を支援

することで、課題解決に資する様々な人材や情報・技

術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての

大学の機能強化を図ることを目的としたものであるii。

事業は平成 25年度より開始された。初年度は 56校、

翌年度には 26校の計82大学・高専が採択され、事業

を進めている。以下では、そのそれぞれにおいて「地

域」という語がどのように使用されているかを、「a.

地理的区分」と「b.意味的概念」の 2つに分けて考察

した。 

 

a.地理的区分としての地域 

a-1.都道府県・市町村としての地域 

 各大学のウェブサイトや広報媒体には、事業実施の対

象となる「地域」が明記されている。最も多いのが実施

大学・高専の位置する都道府県庁を明記するケースであ

る。COC事業で「地域」と設定する範囲の大部分は、その

都道府県の管轄内を指す。しかしこの場合は、県庁とと

もに市町村単位での連携自治体が必ず併記されている。

たとえば、宮崎大学におけるCOC事業は、宮崎県および5

つの連携自治体（五ヶ瀬町、日向市、西都市、えびの市、

串間市）である。同様に、宮城教育大学（宮城県、仙台

市）や静岡県立大学（静岡県、静岡市、牧之原市）のよ

うに、都道府県レベルでの「地域」と市町村レベルでの

「地域」が入れ子のように表記されるケースは珍しくな

い。その場合、「地域」は、文脈に応じて対象範囲が可変

する。 

 一方で、COC事業においては、対象地域を市町村単位よ

り小さい範囲で表現している事例は見当たらないiii。授

業の実習やボランティア活動など、実際に事業を実施す

る範囲においては○○市△△地区と明記されることはあ

るものの、「対象とする」あるいは「連携する」ものとし

ての「地域」という場合は、行政単位以上を示している。 

 

a-2.圏域としての地域 

 採択された COC 事業の多くは、県内や市町村を対象の

「地域」とすることが多いが、いくつかの COC では市町

村に区切られない圏域・広域を指定する例もみられる（10

件）。たとえば、東北公益文科大学の対象地域は「庄内」、

皇學館大学の場合は「伊勢志摩」、日本福祉大学は「知多

半島」であると表象される。また、香川大学の「瀬戸内

地域」や四国大学の「しまなみ」（連携市町村は今治市）、

あるいは長崎県立大学の「しま」のように海洋や点在す

る島々を含んで一つの「地域」と表象するものもある。

これらの大学が対象とする「地域」は、市町村単位より

広域だが、都道府県よりは狭い範囲を指している。一部

の大学では、圏域として複数県にまたがる「地域」を 

想定しているものの、たとえば「九州」や「甲信越」の

ように複数県を包含する範囲で「地域」をしている例は

ない。 

 

a-3.文化圏としての地域 

 「圏域としての地域」が、必ずしも行政区分に拠らな

い空間を指すのに対して、文化性を色濃く反映させる地

域表象もみられる（5件）。たとえば、埼玉県に所在する

東京国際大学は川越市が連携自治体であるが、対象地域

は「小江戸」とある。これは川越が江戸時代に城下町と

して栄えた際に小江戸川越と呼ばれたことに由来する。

同様に、長野県の松本大学は、対象地域を「信州」と表

記する。さらに熊本大学と琉球大学における「地域」は、

それぞれの事業名において「火の国」、「ちゅら島」（美ら

島）と表象される。こうした地域表象は、対象地域の特

徴を際立たせる一方で、対象となる地域の範囲を行政区

分とずらし、あいまいにさせているようにもとれる。 

 

a-4.「ひらがな」による地域表象 

 対象地域の範囲を不明瞭にする表象は、別の仕方でも

見られる。その一つが「ひらがな」による地域表象であ

る。たとえば、福井大学であれば「ふくい」、山口大学で

あれば「やまぐち」のように、対象地域をひらがなで表

記するのがこの表象にあたり、その数は 22 件にのぼる。

このうちの19件は都道府県レベルの対象地域についてこ

の表記を適用しているが、弘前大学（ひろさき）、東北学

院大学（みやぎ・せんだい、と併記）、くらしき作陽大学

（くらしき）の 3 例は市町村レベルの対象地域に対して

この表記を用いている。他方、カタカナ表記による地域

表象はCOC事業においては確認できず、ローマ字表記は、

東北芸術工科大学での「YAMAGATA VISION」というキャッ

チフレーズのみであった。 

 それでは、ひらがなによる地域表象がなぜ一定程度使

用されるのだろうか。今尾は、平成の大合併によって誕

生した 37 つのひらがなの自治体名を考察している[平尾

2008:234-238]。今尾によれば、37市町村のうち、合併し
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たいずれかの市町村名をひらがなにしたのは18つ、郡名

や河川、あるいは山岳名を市町村名にしたのが16つであ

った。また、ひらがな表記の決定理由は、「やわらかい」、

「親しみやすい」と説明されることが多いが、ひらがな

表記は政治的決着の道具ではないか、とも推測している。 

COC 事業における対象地域のひらがな表象について明

示に言及している大学はなかったが、平尾に拠って考え

るとすれば、大学という組織が、関わる対象としての「地

域」の範囲を「やわらかく」、そしてあいまいなイメージ

にする方法としてひらがな表記が志向されたとも考えら

れる。言い換えれば、漢字表記がもつ行政区分のソリッ

ドさをひらがなに改めることで、対象地域の輪郭をぼか

した状態で「地域」との付き合いを可能にした、ともい

える。 

 

b.意味的概念としての地域 

b-1)メトニミーとしての地域 

 ここまで、主に地理的範囲としての「地域」について、

どのような特徴がみられるかを見てきた。小括すると、

COC事業における「地域」とは、行政区分と同じかそれ以

上の範囲であり、都道府県かそれより小さい範囲を意味

している。しかし、別の側面に目を向けると、「地域」と

いう語があたりまえに別の用法をされていることに気づ

く。その一つが、メトニミーとしての地域である。メト

ニミーとは、部分をもって全体を表象する修辞のことで

あり、たとえば、地方自治体と連携することを「地域と

連携し…」のように描かれる。同様に、自治会のような

住民団体や、地場の企業と意見交換の機会を持つことを

「地域の声を聞き」と表現される例もある。「メトニミー

としての地域」表象の特徴は、「地域」があたかも集合的

で自立性をもった一つの個体のように描かれる点である。 

 

b-2.「地方」としての地域 

 「地域」という語には、別の語との関係性のなかでも

つ意味が存在する。たとえば、東海大学COC事業は、「全

国にキャンパスが広がる本学（東海大学）ならでは」の

特徴として、全国 8 つの地点で同時にプログラムを実行

している。そして、「地域特有の課題や全国共通の課題」

を解決することを目指す、とある。この場合の「地域」

は、単に国内における一定区画を指しているだけでなく、

「中央」に対する「地方」として意味合いを含んでいる。

つまり、「『地方』としての地域」とは、昨今の「地方創

生」の流れで言われるような、「人口減少や高齢化が著し

く進行し、経済的衰退や医療・福祉の問題を抱える場所」

としての地域を指す。 

こうした「地方」と「地域」の意味的な混同はしばし

ば表象のなかでも確認できる。「地域主義」を提唱した経

済学者の玉野井芳郎は、「地方」という語が、元の意味か

ら中央に対する劣位の体制に置かれてきたのだと説明す

る[玉野井1990:7-8]。彼によれば、「地方」はもとはとい

えば「じかた」から生まれたものであるという。それは

「地形」すなわち土地の形状から始まって、各地域の農

業や民衆の生活のあり方を指す言葉だったと解される。

それが明治以降における集権化システムの確立と対応し、

行政用語として「中央」への対立概念としてあらわれて

きた、というのが玉野井の説明である。 

 

b-2.「日本の縮図」としての地域 

 「地域」が「地方」として、「中央」とは別の問題をも

つ領域で語られることと並行して、「地域」の課題は日本

の課題であるという表象も、地域表象をめぐる一つの特

徴である。たとえば、金沢大学の COC事業の説明には、「石

川県は『日本の 1%』であり日本社会の縮図」という表現

がみられる。つまり、「地域」を教育や研究の対象とし、

そこに関わることは日本そのものに関わることにほかな

らない、という思想が読み取れる。この「日本の縮図」

という表現は金沢大学に限ったものではない。兵庫県立

大学におけるCOC事業においても、「都市的地域から多自

然地域まで多様な個性と特性を持ち「日本の縮図」と言

われる兵庫県に分散型のキャンパスを持つ総合大学とし

て、県内各地で進む人口減少社会下の地域課題に取り組

む」ivとある。 

「『地方』としての地域」は、「地域」を「中央とは別

のものとして際立たせるものであったが、この語りでは

「地域」とは日本そのものである、としている点が特徴

的である。 

 

b-3.「ローカル」としての地域 

 「地域」という語に対応する英語としては「region」

が充てられることが多いが、「地域」はグローバルな

（global）社会と対応してローカル（local）な空間であ

るともいえる。この場合の「ローカル」とは、空間的に

特徴づけられた一つの文化を指している。 

 COC事業おいても、このローカル性をまとった地域表象

が散見される。たとえば、茨城大学では「グローカル」

という用語で事業の特徴を説明している。グローカルと

は、「グローバル＋ローカル」の造語である。一般的には

「Think globally, act locally」広告コピーに代表され

る「地球規模で考え、地域で行動する」という活動テー

ゼを意味する[前川2004]。ここでは、「地方」をめぐる表

象でみたのと違って、「地域」が関係するのは「グローバ

ル＝世界」であることが特徴である。「地域」を「世界」

と対置した別の例としては、京都大学がある。京都大学

は、自らの COC 事業を「京都を学ぶことは、日本を学ぶ

ことに通じます。自国の歴史・文化について学ぶことは、

世界と対等に競争・議論できるグローバル人材の土台に

必要となるもの」vと説明する。また小樽商科大学でも、

「インターリージョナル」という表現を用いて、「地域を

理解し、海外につなげることのできる」人材の育成を目

指す、とある。これらに通じるのは、「地域」が自立性を

もつ空間でありながら、同時にグローバルな社会に位置

づけられるものである、という含意である。 

 

 以上、全国の大学における COC 事業のディスコース分

析から、「地域」概念の検討を試みた。総括すると、大部

分の大学・高専が説明する「地域」とは、地理的範囲と

しては所在する都道府県あるいは自治体であるように表

象される。しかし、地域表象ではひらがな表記にするこ

とで行政区分と正確な対応を避け、対象地域の輪郭をあ

いまいにしているものと読み取れる例もみられた。 

 一方、「地域」の意味的側面に目を向けると、そこには

「地方」、「日本の縮図」、「グローバルに対するローカル」

という3つの枠組みが確認される。COC事業において、こ

れらの概念カテゴリーがどのくらいの比重で存在してい

るかについては分析できなかったものの、「地域」がどの

ような意味で使用されているかに目を向けることで、事

業内容の検証に寄与することも可能である。たとえば、

宮崎大学では全学部全学科の必修科目「大学教育入門セ

ミナー」において、「地域に関する講義」を義務付けてい

るが、工学部の担当教員から「地域とは宮崎のことなの

か、それとも九州のことなのか、明示してほしい」とい

う趣旨の提案があったvi。これについて、「地域＝宮崎」

としてしまうと、ともすれば教育内容の過度な限定とな

りかねないが、「グローバルに対するローカル」という意

味で「地域」を検討材料とするのであれば県外の地域を

対象としても「地域」理解には沿うことになる。 

先述の玉野井は、1970年代に歴史と伝統からなる「地

域」を複数的個性として成立する場として捉え直そうと

いう「地域主義」の確立を試みた。今後、「地域」の将来

像を検討していく際には、この複数的個性とともに「地

域」を他の世界につながりながら個別性を保ってあるの

だという、構築的存在として捉えることも重要である。

「地域活性化」や「地方創生」の名のもとで、地域が自

己閉鎖的なものとならないように、「地域」に対するまな

ざしのメンテナンスが必要とされている。 

 

【今後の展開】 

 今回の分析からみえてきた「地域」に関する概念整理

をもとに、今後はよりアクチュアルな現場の観察と合わ

せて考察することで、今後も重要な社会的課題とされる

地域活性化の議論に資する枠組みを提示したい。また、

本発表では触れることができなかったが、「地域」を語る

際に相関する用語として頻出していた「未来」との関連

も表象分析としては興味深い。これらについては定量的

分析も含めて別稿に譲ることとしたい。 

 

【引用・参考文献】 
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Constructionism、Routledge。 
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たいずれかの市町村名をひらがなにしたのは18つ、郡名

や河川、あるいは山岳名を市町村名にしたのが16つであ

った。また、ひらがな表記の決定理由は、「やわらかい」、

「親しみやすい」と説明されることが多いが、ひらがな

表記は政治的決着の道具ではないか、とも推測している。 

COC 事業における対象地域のひらがな表象について明

示に言及している大学はなかったが、平尾に拠って考え

るとすれば、大学という組織が、関わる対象としての「地

域」の範囲を「やわらかく」、そしてあいまいなイメージ

にする方法としてひらがな表記が志向されたとも考えら

れる。言い換えれば、漢字表記がもつ行政区分のソリッ

ドさをひらがなに改めることで、対象地域の輪郭をぼか

した状態で「地域」との付き合いを可能にした、ともい

える。 

 

b.意味的概念としての地域 

b-1)メトニミーとしての地域 

 ここまで、主に地理的範囲としての「地域」について、

どのような特徴がみられるかを見てきた。小括すると、

COC事業における「地域」とは、行政区分と同じかそれ以

上の範囲であり、都道府県かそれより小さい範囲を意味

している。しかし、別の側面に目を向けると、「地域」と

いう語があたりまえに別の用法をされていることに気づ

く。その一つが、メトニミーとしての地域である。メト

ニミーとは、部分をもって全体を表象する修辞のことで

あり、たとえば、地方自治体と連携することを「地域と

連携し…」のように描かれる。同様に、自治会のような

住民団体や、地場の企業と意見交換の機会を持つことを

「地域の声を聞き」と表現される例もある。「メトニミー

としての地域」表象の特徴は、「地域」があたかも集合的

で自立性をもった一つの個体のように描かれる点である。 

 

b-2.「地方」としての地域 

 「地域」という語には、別の語との関係性のなかでも

つ意味が存在する。たとえば、東海大学COC事業は、「全

国にキャンパスが広がる本学（東海大学）ならでは」の

特徴として、全国 8 つの地点で同時にプログラムを実行

している。そして、「地域特有の課題や全国共通の課題」

を解決することを目指す、とある。この場合の「地域」

は、単に国内における一定区画を指しているだけでなく、

「中央」に対する「地方」として意味合いを含んでいる。

つまり、「『地方』としての地域」とは、昨今の「地方創

生」の流れで言われるような、「人口減少や高齢化が著し

く進行し、経済的衰退や医療・福祉の問題を抱える場所」

としての地域を指す。 

こうした「地方」と「地域」の意味的な混同はしばし

ば表象のなかでも確認できる。「地域主義」を提唱した経

済学者の玉野井芳郎は、「地方」という語が、元の意味か

ら中央に対する劣位の体制に置かれてきたのだと説明す

る[玉野井1990:7-8]。彼によれば、「地方」はもとはとい

えば「じかた」から生まれたものであるという。それは

「地形」すなわち土地の形状から始まって、各地域の農

業や民衆の生活のあり方を指す言葉だったと解される。

それが明治以降における集権化システムの確立と対応し、

行政用語として「中央」への対立概念としてあらわれて

きた、というのが玉野井の説明である。 

 

b-2.「日本の縮図」としての地域 

 「地域」が「地方」として、「中央」とは別の問題をも

つ領域で語られることと並行して、「地域」の課題は日本

の課題であるという表象も、地域表象をめぐる一つの特

徴である。たとえば、金沢大学の COC事業の説明には、「石

川県は『日本の 1%』であり日本社会の縮図」という表現

がみられる。つまり、「地域」を教育や研究の対象とし、

そこに関わることは日本そのものに関わることにほかな

らない、という思想が読み取れる。この「日本の縮図」

という表現は金沢大学に限ったものではない。兵庫県立

大学におけるCOC事業においても、「都市的地域から多自

然地域まで多様な個性と特性を持ち「日本の縮図」と言

われる兵庫県に分散型のキャンパスを持つ総合大学とし

て、県内各地で進む人口減少社会下の地域課題に取り組

む」ivとある。 

「『地方』としての地域」は、「地域」を「中央とは別

のものとして際立たせるものであったが、この語りでは

「地域」とは日本そのものである、としている点が特徴

的である。 

 

b-3.「ローカル」としての地域 

 「地域」という語に対応する英語としては「region」

が充てられることが多いが、「地域」はグローバルな

（global）社会と対応してローカル（local）な空間であ

るともいえる。この場合の「ローカル」とは、空間的に

特徴づけられた一つの文化を指している。 

 COC事業おいても、このローカル性をまとった地域表象

が散見される。たとえば、茨城大学では「グローカル」

という用語で事業の特徴を説明している。グローカルと

は、「グローバル＋ローカル」の造語である。一般的には

「Think globally, act locally」広告コピーに代表され

る「地球規模で考え、地域で行動する」という活動テー

ゼを意味する[前川2004]。ここでは、「地方」をめぐる表

象でみたのと違って、「地域」が関係するのは「グローバ

ル＝世界」であることが特徴である。「地域」を「世界」

と対置した別の例としては、京都大学がある。京都大学

は、自らの COC 事業を「京都を学ぶことは、日本を学ぶ

ことに通じます。自国の歴史・文化について学ぶことは、

世界と対等に競争・議論できるグローバル人材の土台に

必要となるもの」vと説明する。また小樽商科大学でも、

「インターリージョナル」という表現を用いて、「地域を

理解し、海外につなげることのできる」人材の育成を目

指す、とある。これらに通じるのは、「地域」が自立性を

もつ空間でありながら、同時にグローバルな社会に位置

づけられるものである、という含意である。 

 

 以上、全国の大学における COC 事業のディスコース分

析から、「地域」概念の検討を試みた。総括すると、大部

分の大学・高専が説明する「地域」とは、地理的範囲と

しては所在する都道府県あるいは自治体であるように表

象される。しかし、地域表象ではひらがな表記にするこ

とで行政区分と正確な対応を避け、対象地域の輪郭をあ

いまいにしているものと読み取れる例もみられた。 

 一方、「地域」の意味的側面に目を向けると、そこには

「地方」、「日本の縮図」、「グローバルに対するローカル」

という3つの枠組みが確認される。COC事業において、こ

れらの概念カテゴリーがどのくらいの比重で存在してい

るかについては分析できなかったものの、「地域」がどの

ような意味で使用されているかに目を向けることで、事

業内容の検証に寄与することも可能である。たとえば、

宮崎大学では全学部全学科の必修科目「大学教育入門セ

ミナー」において、「地域に関する講義」を義務付けてい

るが、工学部の担当教員から「地域とは宮崎のことなの

か、それとも九州のことなのか、明示してほしい」とい

う趣旨の提案があったvi。これについて、「地域＝宮崎」

としてしまうと、ともすれば教育内容の過度な限定とな

りかねないが、「グローバルに対するローカル」という意

味で「地域」を検討材料とするのであれば県外の地域を

対象としても「地域」理解には沿うことになる。 

先述の玉野井は、1970年代に歴史と伝統からなる「地

域」を複数的個性として成立する場として捉え直そうと

いう「地域主義」の確立を試みた。今後、「地域」の将来

像を検討していく際には、この複数的個性とともに「地

域」を他の世界につながりながら個別性を保ってあるの

だという、構築的存在として捉えることも重要である。

「地域活性化」や「地方創生」の名のもとで、地域が自

己閉鎖的なものとならないように、「地域」に対するまな

ざしのメンテナンスが必要とされている。 

 

【今後の展開】 

 今回の分析からみえてきた「地域」に関する概念整理

をもとに、今後はよりアクチュアルな現場の観察と合わ

せて考察することで、今後も重要な社会的課題とされる

地域活性化の議論に資する枠組みを提示したい。また、

本発表では触れることができなかったが、「地域」を語る

際に相関する用語として頻出していた「未来」との関連

も表象分析としては興味深い。これらについては定量的

分析も含めて別稿に譲ることとしたい。 
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畜産業の 次産業化を起点とした地域活性 ―株式会社みやじ豚のブランド構築事例を通じて―

石黒督朗（東京経済大学 経営学部）

： 次産業化 農業経営 企業家活動

１． 次産業化が抱える課題 
本報告の目的は、畜産業における 次産業化について、

近年の企業家研究の知見に基づいた分析を行うことで、

次産業化を通じた地域活性化の新たな発見を見出すことに

ある。

日本の農家は、少ない耕作地をいかに効率的に運用し、

付加価値を創出していくことが大きな課題となる。政府に

よる食糧政策、流通業者・小売業者による加工、販売、価

格決定機能の独占、農協による生産体制の支援とその弊害

といった、第一次産業を取りまく構造的条件の下で、農業

経営者は自ら付加価値を創出することが困難な状況に陥っ

ている。 次産業化の議論は、一方で生産者が流通・加工・

販売を担うことで新たな価値を構築し得る可能性を提示し

つつ、他方では農業生産者に従来の構造を打破する企業者

へ転換を求めた議論といえる（ 今村 ）。

これらの議論の背景には、農協、流通業者、小売御者と

の関係の中で価格決定権を喪失した農業経営者が、 次産

業化を通じて既存の関係構造から脱却することで、独自の

価値を農畜産物に付与し収益を獲得し、農業そのものを活

性化させる目的がある。農協は、農薬、肥料などの農業生

産に必要な生産資材の共同購入や、農家が生産した農畜産

物の集荷、販売を行っている。農協によるこれらの事業に

より農家は、生産資材の購入先、農畜産物の販売先を探索

することなく、農畜産物の生産のみに専念することが可能

であった。特に農協が共同販売によりまとまった量の農畜

産物を扱うことで、均一の品質を市場に提供可能となり、

農家は自ら販売先を探す必要もなく市場での有利販売を可

能としてきた。しかしこの共同販売には、農家に不利な原

則が存在する。農協の共同販売には共販三原則として、「無

条件委託」、「平均販売」、「共同計算」の原則が存在する。

農家にとって特に不利な条件となるのは、「無条件委託」で

ある。農産物の価格は、出荷先、出荷時期によって大きく

変動する。市場への出荷が集中する時期に価格は低く、逆

に出荷の少ない時期には高くなる。そのため農業経営者は、

他の生産地からの出荷の少ない時期に出荷することができ

れば、より多くの利益を得ることが可能になる。しかし、

農協が定める「無条件委託」により、農業経営者は農協に

農畜産物を委託する際に価格条件、出荷先、出荷時期に対

して条件を付けることができない。いわば、農業経営者の

収入を下支えしようとする農協の事業により、農業経営者

は価格決定権を喪失し、経営機会を獲得できずにいる。こ

の日本の農業の現状に対して農業経営は、 次産業化の必

要性を議論している。我が国における農業経営は、戦後の

農地改革によって誕生した自作農の経営問題・発展プロセ

スを対象として発展してきた。自作農の出現に伴い、農業

は物的生産（農水産物の生産）と新たな価値の創造の場と

して再定義され、生産者は目的達成のために各種の生産要

素を組み合わせた組織を構築する経営者（企業者）と再定

位された。その上で農業経営学は、農業経営者が旧弊的な

価値の破壊と新たな価値を構築し、持続性を確保していく

創造的局面を捉える、実践的に支える学問領域として誕生

した（磯部・金沢 ）。

他方で、 次産業化には大きなリスクが付きまとう。既

存関係構造からの脱却が意味するところは、これまで生産

した農産物を一手に買い取ってくれていた農協との関係を

解消し、農業経営者自らが販売先を探す必要に迫られる。

その際、農業経営者らは、販売店舗の確保、販売先までの

流通システムの構築が必要になる。また、農産物の生産に

は必ず発生する規格外品を加工し、商品化するための加工

設備も必要になる。しかし、実際の農業経営者の多くは、

これらの設備にかける膨大な費用をねん出することは困難

である。当然、これらにかけた費用も、農産物が適正価格

で売れなければ回収することもできない。結局、 次産業

化が可能な農業経営者は、すでに 次産業のみで十分な収

益を上げている農家だけであり、既存関係構造の中で価格

決定権を失った農業経営者の自立を目座板 次産業かは非

常に困難な状況にある。

そこで着目されるのが、外部資源の獲得、利用である。

次産業化に関する研究において重要なのは、資源に乏しい

農業経営者らが、 次産業化を実現するうえで重要となる

のは、不足している資金、設備、技術を持つステイクホル

ダーを巻き込む過程であると言える。このような議論を先

駆的に行っているのが、外部資源の獲得のため多様なステ

イクホルダーとの連携し、構造的不利が生み出す社会的課

題を解決するソーシャル・イノベーション研究である。ソ

ーシャル・イノベーションとは、社会的課題の解決に取り

組む新しい制度の構築や再編成、新しいビジネスの仕組み

を指している（谷本 頁）。 次産業化も、農業の衰

退、農業経営者の苦境といった社会的課題の解決に取り組

むソーシャル・イノベーションの一環として捉えることが

できる。谷本（ ）や （ ）は、このような社

会企業家による社会問題を解決に導いていく過程をソーシ

ャル・イノベーション・プロセスとして①社会的課題の認

知、②社会的事業の開発・提供、③市場社会からの支持、

④社会関係や制度の変化、⑤社会的価値の広がりの 段階

で分析している（ 谷本 頁）。特に谷本（ ）

は、ソーシャル・イノベーションは単独の企業家によって

実現されるのではなく、企業家と多様なステイクホルダー

との相互作用による成果として実現されると主張する。彼

の研究では、社会的課題の解決を目的として共有すること

で、ステイクホルダーを社会的事業に巻き込み、新たなネ

ットワークを形成していく過程が分析されている

（ ）。

他方で、ソーシャル・イノベーション・プロセスをその

まま 次産業化に転用することは困難である。ソーシャ

ル・イノベーション・プロセスの第 段階では、市場との

適合が求められる。ソーシャルビジネスが社会の中で正統

性を獲得できるかは、市場においてその製品、サービスの

付加価値が認められるかに懸かっている。また、市場での

適合性は、ステイクホルダーからの資源動員にも大きく影

響する。 次産業化を目指す農業経営者らが説得しなけれ

ばいけないのは、新たな加工、販売に関わる技術、設備を

持ったステイクホルダーである。彼らの多くは、 次、

次産業者として既存の関係構造の中で利益を出している主

体であり、農業経営者らの独立という目的を共有すること

は難しい。露悪的に言えば、彼らは農業経営者から価格決

定権を奪うことで利益を得てきた主体である。彼らからす

れば農業経営者の 次産業化は、農業経営者が新たな競合

相手となり、利益を減じる恐れがあると言える。農業経営

者が、一番求めている資源を有するステイクホルダーは、

むしろ 次産業化に対して抵抗を示す可能性が高いのであ

る。ソーシャル・イノベーション・プロセスは、社会的課

題の解決を共有することでステイクホルダーを説得するた

め、このようなソーシャル・イノベーションに抵抗を示す

主体の動員には議論が向けられていない。

次産業化の議論において必要となるのは、次の 点で

あると言える。 つは、市場に適合できる付加価値の創出

である。農業経営者の独立という目的に共感しない主体を

動員するためには、彼らに 次産業化に参加することに経

済的利益を見出させなければならない。農業で利益を得る

ことが困難な状況で、如何に資源獲得をするための経済性

を担保したビジネスモデルを構築していくのか、を分析す

る必要がある。 つ目は、 次産業化に抵抗する既存関係構

造への対処である。既存の関係構造は、農業経営者に不利

な状況を作り出しつつも、安定した品質、供給量を市場に

提供することに成功しており、それにより利益を得ている

主体が多くいる。彼らからの抵抗を予想しつつ、これを如

何にコントロールするか、が 次産業化の成否に大きく影

響する。そこで本報告では、 次産業化にメリットを感じ

つつもその費用を負担することが困難な農業経営者が構造

的不利な状況から 次産業化を実現していく実践として、

既存関係構造の利用に着目する。これにより単なる農業経

営者の 次産業化ではなく、地域農家を巻き込んだ地域活

性化により 次産業化を実現していく企業家活動を明らか

にする。

事例：株式会社みやじ豚

株式会社みやじ豚（以下：みやじ豚）は、神奈川県藤沢

市で畜産業を営む養豚業者である。みやじ豚は、自身が

生産する豚を「みやじ豚」としてブランド化し、これを

加工、販売する 6次産業化を実現している。みやじ豚の
代表取締役社長である宮治勇輔氏は、「1次産業を、かっ
こよくて・感動があって・稼げる3K産業に」を目標に、
生産から顧客に届くまでの一貫したプロデュースを実践

するビジネスモデルを構築し、地元である湘南で農業と

地域の活性を同時に目指した事業を展開している。 
 
養豚業における関係構造とブランド化への動機

養豚業では、農協から飼料を買うことで、豚の全量買

い取りを引き受けてもらっている。豚を買い取った農協

が食肉加工問屋に出荷し、食肉加工問屋が豚肉を加工し、

販売先に卸していく。そのため養豚業者は、豚肉の加工

問屋との値段交渉や、販売先を探す必要はなく、農協に

豚を集荷するだけで利益を得る事ができる。しかし、農

協による全量買い取り価格は、相場によって決定される。

また、全量買い取りを条件に農協から購入する飼料の価

格も相場によって上下するため、農家の収入は安定せず、

飼料価格を買い取り額が下回れば原価割れを起こす事も

ある。 
この問題を克服する方法として、食肉の直販を農家や

農協単位で担う第六次産業化が奨励されてきた。しかし、

宮治社長の目には、それは解決策に見えなかった。豚一
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畜産業の 次産業化を起点とした地域活性 ―株式会社みやじ豚のブランド構築事例を通じて―

石黒督朗（東京経済大学 経営学部）

： 次産業化 農業経営 企業家活動

１． 次産業化が抱える課題 
本報告の目的は、畜産業における 次産業化について、

近年の企業家研究の知見に基づいた分析を行うことで、

次産業化を通じた地域活性化の新たな発見を見出すことに

ある。

日本の農家は、少ない耕作地をいかに効率的に運用し、

付加価値を創出していくことが大きな課題となる。政府に

よる食糧政策、流通業者・小売業者による加工、販売、価

格決定機能の独占、農協による生産体制の支援とその弊害

といった、第一次産業を取りまく構造的条件の下で、農業

経営者は自ら付加価値を創出することが困難な状況に陥っ

ている。 次産業化の議論は、一方で生産者が流通・加工・

販売を担うことで新たな価値を構築し得る可能性を提示し

つつ、他方では農業生産者に従来の構造を打破する企業者

へ転換を求めた議論といえる（ 今村 ）。

これらの議論の背景には、農協、流通業者、小売御者と

の関係の中で価格決定権を喪失した農業経営者が、 次産

業化を通じて既存の関係構造から脱却することで、独自の

価値を農畜産物に付与し収益を獲得し、農業そのものを活

性化させる目的がある。農協は、農薬、肥料などの農業生

産に必要な生産資材の共同購入や、農家が生産した農畜産

物の集荷、販売を行っている。農協によるこれらの事業に

より農家は、生産資材の購入先、農畜産物の販売先を探索

することなく、農畜産物の生産のみに専念することが可能

であった。特に農協が共同販売によりまとまった量の農畜

産物を扱うことで、均一の品質を市場に提供可能となり、

農家は自ら販売先を探す必要もなく市場での有利販売を可

能としてきた。しかしこの共同販売には、農家に不利な原

則が存在する。農協の共同販売には共販三原則として、「無

条件委託」、「平均販売」、「共同計算」の原則が存在する。

農家にとって特に不利な条件となるのは、「無条件委託」で

ある。農産物の価格は、出荷先、出荷時期によって大きく

変動する。市場への出荷が集中する時期に価格は低く、逆

に出荷の少ない時期には高くなる。そのため農業経営者は、

他の生産地からの出荷の少ない時期に出荷することができ

れば、より多くの利益を得ることが可能になる。しかし、

農協が定める「無条件委託」により、農業経営者は農協に

農畜産物を委託する際に価格条件、出荷先、出荷時期に対

して条件を付けることができない。いわば、農業経営者の

収入を下支えしようとする農協の事業により、農業経営者

は価格決定権を喪失し、経営機会を獲得できずにいる。こ

の日本の農業の現状に対して農業経営は、 次産業化の必

要性を議論している。我が国における農業経営は、戦後の

農地改革によって誕生した自作農の経営問題・発展プロセ

スを対象として発展してきた。自作農の出現に伴い、農業

は物的生産（農水産物の生産）と新たな価値の創造の場と

して再定義され、生産者は目的達成のために各種の生産要

素を組み合わせた組織を構築する経営者（企業者）と再定

位された。その上で農業経営学は、農業経営者が旧弊的な

価値の破壊と新たな価値を構築し、持続性を確保していく

創造的局面を捉える、実践的に支える学問領域として誕生

した（磯部・金沢 ）。

他方で、 次産業化には大きなリスクが付きまとう。既

存関係構造からの脱却が意味するところは、これまで生産

した農産物を一手に買い取ってくれていた農協との関係を

解消し、農業経営者自らが販売先を探す必要に迫られる。

その際、農業経営者らは、販売店舗の確保、販売先までの

流通システムの構築が必要になる。また、農産物の生産に

は必ず発生する規格外品を加工し、商品化するための加工

設備も必要になる。しかし、実際の農業経営者の多くは、

これらの設備にかける膨大な費用をねん出することは困難

である。当然、これらにかけた費用も、農産物が適正価格

で売れなければ回収することもできない。結局、 次産業

化が可能な農業経営者は、すでに 次産業のみで十分な収

益を上げている農家だけであり、既存関係構造の中で価格

決定権を失った農業経営者の自立を目座板 次産業かは非

常に困難な状況にある。

そこで着目されるのが、外部資源の獲得、利用である。

次産業化に関する研究において重要なのは、資源に乏しい

農業経営者らが、 次産業化を実現するうえで重要となる

のは、不足している資金、設備、技術を持つステイクホル

ダーを巻き込む過程であると言える。このような議論を先

駆的に行っているのが、外部資源の獲得のため多様なステ

イクホルダーとの連携し、構造的不利が生み出す社会的課

題を解決するソーシャル・イノベーション研究である。ソ

ーシャル・イノベーションとは、社会的課題の解決に取り

組む新しい制度の構築や再編成、新しいビジネスの仕組み

を指している（谷本 頁）。 次産業化も、農業の衰

退、農業経営者の苦境といった社会的課題の解決に取り組

むソーシャル・イノベーションの一環として捉えることが

できる。谷本（ ）や （ ）は、このような社

会企業家による社会問題を解決に導いていく過程をソーシ

ャル・イノベーション・プロセスとして①社会的課題の認

知、②社会的事業の開発・提供、③市場社会からの支持、

④社会関係や制度の変化、⑤社会的価値の広がりの 段階

で分析している（ 谷本 頁）。特に谷本（ ）

は、ソーシャル・イノベーションは単独の企業家によって

実現されるのではなく、企業家と多様なステイクホルダー

との相互作用による成果として実現されると主張する。彼

の研究では、社会的課題の解決を目的として共有すること

で、ステイクホルダーを社会的事業に巻き込み、新たなネ

ットワークを形成していく過程が分析されている

（ ）。

他方で、ソーシャル・イノベーション・プロセスをその

まま 次産業化に転用することは困難である。ソーシャ

ル・イノベーション・プロセスの第 段階では、市場との

適合が求められる。ソーシャルビジネスが社会の中で正統

性を獲得できるかは、市場においてその製品、サービスの

付加価値が認められるかに懸かっている。また、市場での

適合性は、ステイクホルダーからの資源動員にも大きく影

響する。 次産業化を目指す農業経営者らが説得しなけれ

ばいけないのは、新たな加工、販売に関わる技術、設備を

持ったステイクホルダーである。彼らの多くは、 次、

次産業者として既存の関係構造の中で利益を出している主

体であり、農業経営者らの独立という目的を共有すること

は難しい。露悪的に言えば、彼らは農業経営者から価格決

定権を奪うことで利益を得てきた主体である。彼らからす

れば農業経営者の 次産業化は、農業経営者が新たな競合

相手となり、利益を減じる恐れがあると言える。農業経営

者が、一番求めている資源を有するステイクホルダーは、

むしろ 次産業化に対して抵抗を示す可能性が高いのであ

る。ソーシャル・イノベーション・プロセスは、社会的課

題の解決を共有することでステイクホルダーを説得するた

め、このようなソーシャル・イノベーションに抵抗を示す

主体の動員には議論が向けられていない。

次産業化の議論において必要となるのは、次の 点で

あると言える。 つは、市場に適合できる付加価値の創出

である。農業経営者の独立という目的に共感しない主体を

動員するためには、彼らに 次産業化に参加することに経

済的利益を見出させなければならない。農業で利益を得る

ことが困難な状況で、如何に資源獲得をするための経済性

を担保したビジネスモデルを構築していくのか、を分析す

る必要がある。 つ目は、 次産業化に抵抗する既存関係構

造への対処である。既存の関係構造は、農業経営者に不利

な状況を作り出しつつも、安定した品質、供給量を市場に

提供することに成功しており、それにより利益を得ている

主体が多くいる。彼らからの抵抗を予想しつつ、これを如

何にコントロールするか、が 次産業化の成否に大きく影

響する。そこで本報告では、 次産業化にメリットを感じ
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的不利な状況から 次産業化を実現していく実践として、

既存関係構造の利用に着目する。これにより単なる農業経

営者の 次産業化ではなく、地域農家を巻き込んだ地域活

性化により 次産業化を実現していく企業家活動を明らか

にする。

事例：株式会社みやじ豚

株式会社みやじ豚（以下：みやじ豚）は、神奈川県藤沢

市で畜産業を営む養豚業者である。みやじ豚は、自身が

生産する豚を「みやじ豚」としてブランド化し、これを

加工、販売する 6次産業化を実現している。みやじ豚の
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生産から顧客に届くまでの一貫したプロデュースを実践

するビジネスモデルを構築し、地元である湘南で農業と
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養豚業における関係構造とブランド化への動機

養豚業では、農協から飼料を買うことで、豚の全量買

い取りを引き受けてもらっている。豚を買い取った農協

が食肉加工問屋に出荷し、食肉加工問屋が豚肉を加工し、

販売先に卸していく。そのため養豚業者は、豚肉の加工

問屋との値段交渉や、販売先を探す必要はなく、農協に

豚を集荷するだけで利益を得る事ができる。しかし、農

協による全量買い取り価格は、相場によって決定される。

また、全量買い取りを条件に農協から購入する飼料の価

格も相場によって上下するため、農家の収入は安定せず、

飼料価格を買い取り額が下回れば原価割れを起こす事も

ある。 
この問題を克服する方法として、食肉の直販を農家や

農協単位で担う第六次産業化が奨励されてきた。しかし、

宮治社長の目には、それは解決策に見えなかった。豚一
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頭の内、売価が付く部位はロース、ヒレ、バラに限られ、

全体の 4 割ほどをしめるモモ肉とウデ肉にはニーズがな

い。そのためこれらの枝肉は、ハムやソーセージに加工

して販売するのが常道であるが、加工設備と技術（資格）

に投資できる資金力を持つ養豚業や農協は非常に少ない

そのような余裕がある養豚業者、農協は、既存の関係構

造の中で既に十分な収益を上げているため、回収できる

かわからない多額の投資をする必要性はない。また、こ

れまで豚肉の流通、販売ルートの確保を担っていた加工

問屋との関係を解除すれば、養豚業者、農協が新たにこ

れらを探さなければならない。これらが確保できなけれ

ば、設備、技術への投資は当然回収できない。 
そもそも原価割れのリスクを負いながらも既存の零細

養豚業者が、農協との関係を維持しているのは、全量買

い取りにより価格のつかない枝肉を丸ごと引き取ってく

れるからである。つまり、農協が、飼料の購入と引き替

えに、枝肉の在庫リスクをある程度吸収してくれる構造

になっていた。宮治社長が目をつけたのは、この農協と

の関係構造である。つまり、農協、加工問屋との関係構

造から離脱して生産—販売の一貫体制を独自に作るので

はなく、枝肉の在庫リスクを農協—加工業者の関係に担保

させる形で、ブランド豚を売る事業構想を思いついたの

である。 
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みやじ豚ブランド確立のための既存関係の再結合

それでは、如何にしてブランド豚としてみやじ豚を確

立し、加工、販売経路を確保していったのか。まず、宮

治社長が取り組んだのは、生産体制を見直しであった。

豚の飼育数を減らし、一頭当たりの飼育面積を増やし、

腹飼い（兄弟同士で育てる）ことで、豚が受けるストレ

スを大幅に低下させる。次に、農協から購入する飼料に、

大麦の配合を高めた独自の工夫を凝らし、肉質を向上さ

せる。この生産体制の見直しにより、味の面で向上を図

り、他のブランド豚に劣らない味の豚肉の生産に成功し

た。 
その上で宮治社長は、自らが育てた豚を「みやじ豚」

として販売していくための、加工、流通、販売経路を構

築していく。まず、宮治社長が愛を運んだのは、農協と

取引している加工問屋であった。彼が依頼した内容は、

農協から加工業者に卸された宮治社長が生産した豚の肉

を買い取り、買い取った豚肉を「みやじ豚ブランド」と

して加工、流通させてもらうことであった。ここでポイ

ントとなるのは、自らが生産した豚を一度農協に出荷し、

その後で加工問屋から再度買い戻している点である。加

工問屋は、農協、ハムメーカーや小売業者と相場価格で

取引をしている。そのため養豚業者は、相場価格が低け

れば農協からの全量買い取り額が下がり、原価割れのリ

スクを常に負う。そこで宮治社長は、まず生産した豚を

農協に出荷し、枝肉を含めた全量買い取りにより相場価

格の金額を獲得した後、それを資金に自らが生産した豚

の売価がつく部位を相場価格にて買い取るのである。宮

治社長の手元には、売価のつく部位と、買い取り差額が

残る。そして自らが買い戻した豚肉を「みやじ豚」とし

てブランド価格をつけ、加工問屋に注文に応じて加工、

配送を受け持ってもらうのである（図3）。みやじ豚ブラ
ンドの価格は、相場価格の 3倍程度であるため、相場価
格との差額が利益となる。 
これにより通常であれば価格のつかない枝肉を農協に

買い取ってもらい、尚かつ買い取った豚肉は農協が卸し

た加工問屋が通常通り管理、加工、配送を行ってもらえ

る関係が構築される。小規模の出荷とは言え宮治社長の

提案は、彼自身が在庫リスクを負うこと、また販売先を

見つけることで加工問屋は在庫リスクを回避できるため、

彼の提案に協力する加工問屋があらわれたのである。 
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マーケティングによる地域農業の活性化

ここで問題となるのが、宮治社長がいかに販売先を開

拓するのか、である。販売先さえ確保できれば、協力者

となった加工問屋に農協がみやじ豚を卸すように手配す

ることで、既存関係を維持したままブランド化が成立す

る。しかし、商標（マスコット）の作成やCMなど、一
般的なマーケティグに資金をかける余裕はない。そこで

考案したのが、BBQマーケティングである。宮治社長は、
月一回、3000円で食べ放題のBBQパーティーを、近隣
の体験果樹園のBBQ会場を安価に借りて開いた。最初の
頃は、過去の職場の関係者でメーリングリストを作成し、

口コミで顧客を集めることから始めた。現在、この口コ

ミを通じてBBQパーティーに参加者だけでなく、近隣地
域の飲食店等からの注文を受けている。 
このBBQマーケティングには、二つの意味がある。第
一に、実際にみやじ豚の味を体験して貰い、口コミで認

知を高めると同時に、直接発注を増やしていく。次に、

マーケティング活動そのものが、収益源となる。一回100
人、年間12回の開催で、300万円程度の収入が得られる。
これらの収入は、加工問屋に請け負ってもらっているみ

やじ豚の管理、加工、配送コストに当てられる。BBQマ
ーケティングによって、販路拡大と原価割れのリスクを

回避するための関係構造を維持しつつ、ブランド化によ

る利益を得ているのである。 
また、BBQマーケティングは、地域農業の活性化の場

としても機能している。宮治社長がBBQパーティーに提
供できるのは豚肉だけであり、そのほかの野菜、魚介類

は藤沢市で農業、漁業を営む生産者からの提供されてい

る。彼らは、農産物の提供に対する報酬を手にするだけ

でなく、みやじ豚同様にBBQパーティーに来場した顧客
を新たな販売先として獲得する機会を得ている。これは、

地域の 1次産業者の新たな収益源の獲得に繋がり、地域
の1次産業の活性化を実現している。その結果、多くの1
次産業者の協力を取り付けつつ、より付加価値の高い

BBQパーティーを顧客に提供することが可能になり、毎
月予約の取れないほどの盛況ぶりを見せている。 
 
．新たな発見事実

事例分析により次の発見事実が得られた。小規模な畜

産業を営む宮治氏が 次産業化を実現できたのは、農協

を中心とした関係構造をリスク軽減のために利用しつつ、

地域の 次産業者を資源にブランド豚の宣伝、販売体制

を整えることができたからである。このような既存関係

構造を利用した 次産業化は、農協をはじめとする既存

関係構造から脱却し、垂直統合による独自の関係構造の

構築が重視されてきた研究に対して、既存関係構造から

の抵抗を回避しつつ、低リスク、低コストで付加価値を

提供する 次産業化を実現する戦略があることを示した。

また、宮治氏は、みやじ豚をブランド化し販売していく

うえで、地域産業を巻き込むことで、自身と地域産業が

もうかる 次産業化を実現している。このように 次産

業化の分析には、農業経営者が構築する新たな関係構造

と、地域に根付く関係構造との結合を図る企業家活動に

注目する必要がある。
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これにより通常であれば価格のつかない枝肉を農協に

買い取ってもらい、尚かつ買い取った豚肉は農協が卸し

た加工問屋が通常通り管理、加工、配送を行ってもらえ

る関係が構築される。小規模の出荷とは言え宮治社長の

提案は、彼自身が在庫リスクを負うこと、また販売先を

見つけることで加工問屋は在庫リスクを回避できるため、

彼の提案に協力する加工問屋があらわれたのである。 
 
 
 

図3 みやじ豚の企業者活動 
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マーケティングによる地域農業の活性化

ここで問題となるのが、宮治社長がいかに販売先を開

拓するのか、である。販売先さえ確保できれば、協力者

となった加工問屋に農協がみやじ豚を卸すように手配す

ることで、既存関係を維持したままブランド化が成立す

る。しかし、商標（マスコット）の作成やCMなど、一
般的なマーケティグに資金をかける余裕はない。そこで

考案したのが、BBQマーケティングである。宮治社長は、
月一回、3000円で食べ放題のBBQパーティーを、近隣
の体験果樹園のBBQ会場を安価に借りて開いた。最初の
頃は、過去の職場の関係者でメーリングリストを作成し、

口コミで顧客を集めることから始めた。現在、この口コ

ミを通じてBBQパーティーに参加者だけでなく、近隣地
域の飲食店等からの注文を受けている。 
このBBQマーケティングには、二つの意味がある。第
一に、実際にみやじ豚の味を体験して貰い、口コミで認

知を高めると同時に、直接発注を増やしていく。次に、

マーケティング活動そのものが、収益源となる。一回100
人、年間12回の開催で、300万円程度の収入が得られる。
これらの収入は、加工問屋に請け負ってもらっているみ

やじ豚の管理、加工、配送コストに当てられる。BBQマ
ーケティングによって、販路拡大と原価割れのリスクを

回避するための関係構造を維持しつつ、ブランド化によ

る利益を得ているのである。 
また、BBQマーケティングは、地域農業の活性化の場

としても機能している。宮治社長がBBQパーティーに提
供できるのは豚肉だけであり、そのほかの野菜、魚介類

は藤沢市で農業、漁業を営む生産者からの提供されてい

る。彼らは、農産物の提供に対する報酬を手にするだけ

でなく、みやじ豚同様にBBQパーティーに来場した顧客
を新たな販売先として獲得する機会を得ている。これは、

地域の 1次産業者の新たな収益源の獲得に繋がり、地域
の1次産業の活性化を実現している。その結果、多くの1
次産業者の協力を取り付けつつ、より付加価値の高い

BBQパーティーを顧客に提供することが可能になり、毎
月予約の取れないほどの盛況ぶりを見せている。 
 
．新たな発見事実

事例分析により次の発見事実が得られた。小規模な畜

産業を営む宮治氏が 次産業化を実現できたのは、農協

を中心とした関係構造をリスク軽減のために利用しつつ、

地域の 次産業者を資源にブランド豚の宣伝、販売体制

を整えることができたからである。このような既存関係

構造を利用した 次産業化は、農協をはじめとする既存

関係構造から脱却し、垂直統合による独自の関係構造の

構築が重視されてきた研究に対して、既存関係構造から

の抵抗を回避しつつ、低リスク、低コストで付加価値を

提供する 次産業化を実現する戦略があることを示した。

また、宮治氏は、みやじ豚をブランド化し販売していく

うえで、地域産業を巻き込むことで、自身と地域産業が

もうかる 次産業化を実現している。このように 次産

業化の分析には、農業経営者が構築する新たな関係構造

と、地域に根付く関係構造との結合を図る企業家活動に

注目する必要がある。
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【問題・目的・背景】 

わが国の農業就業人口は、ついに約 200万人を切ったと

いわれており、そのうち60歳以上の者の割合は77%を超え

ている。したがって、わが国の農業の担い手不足という問

題が生じている。さらに、環太平洋戦略的経済連携協定

(TPP: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement又は Trans-Pacific Partnership)への交渉参加

によって、海外の安価な輸入生産物に対抗する必要性も生

じている。  

このような担い手不足の問題に対して、「人と農地の問

題」の解決に向けた施策の推進、新規就農・経営継承総合

支援、担い手への農地集積の推進等と実施している。しか

し、このような対策が、農業就業人口の減少に歯止めが利

かない状況である。そこで、担い手不足問題の解消の打開

策として、個人事業主の任意組織を法人化することによっ

て、農業経営の大規模化及び効率化を図っている。また、

農業経営の大規模化及び効率化は、安価な輸入生産物に対

抗するための一つの術となりうる。 

しかし、現状は、未だに右肩下がりで農業就業人口は減

少し、大規模化及び効率化も上手くいっているとは言い難

い。このままでは、わが国の農業は先細りになってしまう

ことは予測される。農業経営者も一般企業の経営者なみに

経営的意識とともに会計的意識も有する必要性があるので

はなかろうか。 

研究の目的は、農業生産法人が発展するにあたって、農

業経営者が業績を伸ばしていくために、会計がどのように

関連していくべきかを、農業経営者の会計的意識の実態に

ついて俯瞰的に明確にすることである。 

【研究方法・研究内容】 

一般企業の経営者と比較して、農業経営者は会計的意識

が希薄であると予測される。したがって、農業生産法人の

発展において、農業経営者も経営的意識とともに会計的意

識を有していなければ、大規模化及び効率化を前提とした

農業経営は乗り越えていくことが難しいのではなかろうか。 

本研究は、農業経営者の経営業績と会計的意識との因果

関係を明確にしたい。そして、農業生産法人を発展させる

うえで、それ以外にどのような要因が農業経営に必要とさ

れるのかを検討する。 

そこで、本研究において定量分析及び定性分析を採用す

る。まず、農業経営者の会計的意識の実態を調査するため

に、全国の農業生産法人の経営者を対象にアンケート調査

を実施した。この結果にもとづいて、如何に、農業生産法

人の業績に、農業経営者の会計的意識が関係していくのか

を分析したい。その際、年齢と会計的知識の有無を用いて

六つに類型化して仮説を設定し、その妥当性について検証

する。次に、しばしばマスメディアにも採り上げられる、

儲ける農業を志す二人の農業経営者にも直接ヒアリングを

試みて、会計的意識の必要性、そして、それ以外に必要と

される要因について質問してみる。最後に、農業生産法人

が発展するにあたって、段階的に、農業経営者にとって必

要とされる要因について纏めてみたい。 

【研究・調査･分析結果】 

(1) アンケート調査 

 2015年 1月から4月の期間に、全国の農業生産法人の農

業経営者を対象に、アンケート調査による実態調査を実施

した。標本数は219法人で、有効回答数は106法人(有効回

答率48.4%)となっている。調査方法は、郵送調査法で、質

問票によるアンケート調査である。そして、調査内容は、

農業経営者の特徴、会計に対する考え方、会計的意識と経

営の関係、会計的意識と経営の方向性についてである。 

 そこで、農業生産法人の経営を左右する要因として、法

人の規模、利益を追求するか否か、経営者の年齢、農業従

事期間及び熟練度、経営者の経営的知識の有無、経営者の

会計的知識の有無、会計担当者の有無、経営者の会計への

関心等が考えられる。これらのなかから、経営者の年齢及

び会計的知識の有無を採り上げて、農業経営者を六つに類

型化してみた。〔図表1〕は、農業経営者を六つに類型化し

たものである。 

 年齢の区分は、青年就農給付金の条件として、45歳未満

となっていることから、45歳未満を若年層のⅠ型及びⅡ型

としている。一方、行政の統計として65歳以上という表記

が多いため、65 歳以上を高年層のⅤ型及びⅥとしている。

そして、45 歳以上 65 歳未満を中堅層のⅢ型及びⅣ型とし

ている。そして、会計的知識の有無は、当初、資格の有無

で区分する予定であったが、資格取得者が少なかったため、

財務に関する科目の学習経験にもとづいて類型化した。 

〔図表1〕農業経営者の類型化 

 年齢 会計的知識の有無 法人数 

Ⅰ型 ～44歳 会計的知識有り 5(4.7%) 

Ⅱ型 ～44歳 会計的知識無し 8(7.6%) 

Ⅲ型 45歳～64歳 会計的知識有り 15(14.2%) 

Ⅳ型 45歳～64歳 会計的知識無し 54(51.4%) 

Ⅴ型 65歳～ 会計的知識有り 7(6.6%) 

Ⅵ型 65歳～ 会計的知識無し 16(15.2%) 

〔出所〕著者作成。 

この類型化にもとづいて、経営知識、財務への関心、財

務状況、財務状況の予測、規模の拡大、六次産業化につい

て仮説をたててみた。〔図表2〕は、農業経営者の類型化に

よる仮説である。 

〔図表2〕農業経営者の類型化による仮説 

 経営的

知識 

財務へ

の関心 

財務 

状況 

財務状況

の予測 

規模の

拡大 

六次 

産業化 

Ⅰ型 高い 高い 不安定 上昇 積極的 積極的 

Ⅱ型 低い 低い 不安定 横這い 消極的 積極的 

Ⅲ型 高い 高い 安定 上昇 積極的 積極的 

Ⅳ型 低い 低い 現状維持 横這い 消極的 消極的 

Ⅴ型 高い 低い 現状維持 横這い 消極的 積極的 

Ⅵ型 低い 低い 現状維持 下降 消極的 消極的 

〔出所〕著者作成。 

Ⅰ型及びⅢ型は会計的知識を有しており、経営に対して

も積極的であり、ビジネスとして捉えていると予測される。

Ⅱ型は農業を生業として生産のプロフェッショナルを目指

していると考えられる。V型は大規模な農業経営者が多く、

成熟していると予測している。Ⅳ型及びⅥ型は小規模な農

業経営者で、すべての面で消極的であり現状維持と予測し

ている。 

 アンケート調査の結果から、〔図表3〕は、経営者の特徴

を示したものである。全国の代表取締役の平均年齢が59.2

歳ということを考慮すれば、比較的若い農業経営者が回答

してくれた。 

 財務科目の学習経験については、Ⅰ型が当然高く、4.2

科目となっている。これは高等教育機関への進学率が高く

なったこととも予想される。しかし、Ⅲ型は2.80科目、Ⅴ

型は3.14科目となっており、中堅層を高齢層が上回ってい

る状況である。これは、高齢層は必要性を感じて学習した

と予想される。 

〔図表3〕農業経営者の特徴 

代表者の性別 男性99人 女性6人 

代表者の年齢 平均56.7歳 

企業形態 
株式会社21法人 合同会社0法人 合名会社0法

人、有限会社71法人 農事組合法人17法人 

資本金 平均1,928万円 

出資戸数 平均4.3戸 

役員数 平均3.4人 

生産物 

稲40法人 麦・芋・豆23法人 野菜38法人 果

樹 15法人 卉花 17法人 酪農 4法人 肉用牛 6

法人 養豚8法人 養鶏6法人 ブロイラー1法人  

〔出所〕著者作成。 

経営科目の学習経験については、Ⅰ型が3.60科目、Ⅲ型

が 3.06科目、Ⅴ型が 2.14科目となっている。これは、年

齢が高くなるとともに科目数は低くなり、財務科目の学習

経験とは異なる。 

財務への関心については、ほぼ全部の農業生産法人が、

「気になる」又は「常に気になる」と回答している。しか

し、4 法人が「気にならない」と回答しているが、会計的

知識を有しないⅣ型及びⅥ型である。このことは、良い生

産物を生産すれば、市場での需要が必然的に増加するので、

財務諸表の数字等は気にしなくてもよいという考えであろ

う。 

財務状況については、21 法人が、「マイナス」と回答し

ており、おそらく、経営的に不安定なのかもしれない。そ

して、「プラス」と回答している割合で考えれば、Ⅰ型及び

Ⅴ型が多く占めているようである。しかし、Ⅲ型の割合は

50%を割っており、決して高いとはいえない。一方、Ⅳ型及

びⅥ型の割合は50%以上である。 

財務状況の予測については、5 年後の将来的な売上高の

予測については、14 法人が、「かなり減少する」又は「減

少する」と回答した。そのうち、「かなり減少する」という

法人は僅か 2法人であった。一方、65法人が、「かなり増

加する」又は「増加する」と回答した。そのうち、「かなり

増加する」と回答した法人は 9法人であった。このことか

ら、農業生産法人の経営者は、楽観的に将来の売上高の予

測を捉えているようである。 

規模の拡大については、12法人が、「増資を考えている」

と回答した。ここには、会計的知識の有無はあまり関係な

いようだが、「従業員を増やそうと考えている」、「生産量の

増加を考えている」、「設備投資を考えている」と回答した

法人は、Ⅰ型、Ⅲ型及びⅤ型の経営者が積極的に検討して

いる。 

六次産業化については、41 法人が、「関心がある」と回
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【問題・目的・背景】 

わが国の農業就業人口は、ついに約 200万人を切ったと

いわれており、そのうち60歳以上の者の割合は77%を超え

ている。したがって、わが国の農業の担い手不足という問

題が生じている。さらに、環太平洋戦略的経済連携協定

(TPP: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement又は Trans-Pacific Partnership)への交渉参加

によって、海外の安価な輸入生産物に対抗する必要性も生

じている。  

このような担い手不足の問題に対して、「人と農地の問

題」の解決に向けた施策の推進、新規就農・経営継承総合

支援、担い手への農地集積の推進等と実施している。しか

し、このような対策が、農業就業人口の減少に歯止めが利

かない状況である。そこで、担い手不足問題の解消の打開

策として、個人事業主の任意組織を法人化することによっ

て、農業経営の大規模化及び効率化を図っている。また、

農業経営の大規模化及び効率化は、安価な輸入生産物に対

抗するための一つの術となりうる。 

しかし、現状は、未だに右肩下がりで農業就業人口は減

少し、大規模化及び効率化も上手くいっているとは言い難

い。このままでは、わが国の農業は先細りになってしまう

ことは予測される。農業経営者も一般企業の経営者なみに

経営的意識とともに会計的意識も有する必要性があるので

はなかろうか。 

研究の目的は、農業生産法人が発展するにあたって、農

業経営者が業績を伸ばしていくために、会計がどのように

関連していくべきかを、農業経営者の会計的意識の実態に

ついて俯瞰的に明確にすることである。 

【研究方法・研究内容】 

一般企業の経営者と比較して、農業経営者は会計的意識

が希薄であると予測される。したがって、農業生産法人の

発展において、農業経営者も経営的意識とともに会計的意

識を有していなければ、大規模化及び効率化を前提とした

農業経営は乗り越えていくことが難しいのではなかろうか。 

本研究は、農業経営者の経営業績と会計的意識との因果

関係を明確にしたい。そして、農業生産法人を発展させる

うえで、それ以外にどのような要因が農業経営に必要とさ

れるのかを検討する。 

そこで、本研究において定量分析及び定性分析を採用す

る。まず、農業経営者の会計的意識の実態を調査するため

に、全国の農業生産法人の経営者を対象にアンケート調査

を実施した。この結果にもとづいて、如何に、農業生産法

人の業績に、農業経営者の会計的意識が関係していくのか

を分析したい。その際、年齢と会計的知識の有無を用いて

六つに類型化して仮説を設定し、その妥当性について検証

する。次に、しばしばマスメディアにも採り上げられる、

儲ける農業を志す二人の農業経営者にも直接ヒアリングを

試みて、会計的意識の必要性、そして、それ以外に必要と

される要因について質問してみる。最後に、農業生産法人

が発展するにあたって、段階的に、農業経営者にとって必

要とされる要因について纏めてみたい。 

【研究・調査･分析結果】 

(1) アンケート調査 

 2015年 1月から4月の期間に、全国の農業生産法人の農

業経営者を対象に、アンケート調査による実態調査を実施

した。標本数は219法人で、有効回答数は106法人(有効回

答率48.4%)となっている。調査方法は、郵送調査法で、質

問票によるアンケート調査である。そして、調査内容は、

農業経営者の特徴、会計に対する考え方、会計的意識と経

営の関係、会計的意識と経営の方向性についてである。 

 そこで、農業生産法人の経営を左右する要因として、法

人の規模、利益を追求するか否か、経営者の年齢、農業従

事期間及び熟練度、経営者の経営的知識の有無、経営者の

会計的知識の有無、会計担当者の有無、経営者の会計への

関心等が考えられる。これらのなかから、経営者の年齢及

び会計的知識の有無を採り上げて、農業経営者を六つに類

型化してみた。〔図表1〕は、農業経営者を六つに類型化し

たものである。 

 年齢の区分は、青年就農給付金の条件として、45歳未満

となっていることから、45歳未満を若年層のⅠ型及びⅡ型

としている。一方、行政の統計として65歳以上という表記

が多いため、65 歳以上を高年層のⅤ型及びⅥとしている。

そして、45 歳以上 65 歳未満を中堅層のⅢ型及びⅣ型とし

ている。そして、会計的知識の有無は、当初、資格の有無

で区分する予定であったが、資格取得者が少なかったため、

財務に関する科目の学習経験にもとづいて類型化した。 

〔図表1〕農業経営者の類型化 

 年齢 会計的知識の有無 法人数 

Ⅰ型 ～44歳 会計的知識有り 5(4.7%) 

Ⅱ型 ～44歳 会計的知識無し 8(7.6%) 

Ⅲ型 45歳～64歳 会計的知識有り 15(14.2%) 

Ⅳ型 45歳～64歳 会計的知識無し 54(51.4%) 

Ⅴ型 65歳～ 会計的知識有り 7(6.6%) 

Ⅵ型 65歳～ 会計的知識無し 16(15.2%) 

〔出所〕著者作成。 

この類型化にもとづいて、経営知識、財務への関心、財

務状況、財務状況の予測、規模の拡大、六次産業化につい

て仮説をたててみた。〔図表2〕は、農業経営者の類型化に

よる仮説である。 

〔図表2〕農業経営者の類型化による仮説 

 経営的

知識 

財務へ

の関心 

財務 

状況 

財務状況

の予測 

規模の

拡大 

六次 

産業化 

Ⅰ型 高い 高い 不安定 上昇 積極的 積極的 

Ⅱ型 低い 低い 不安定 横這い 消極的 積極的 

Ⅲ型 高い 高い 安定 上昇 積極的 積極的 

Ⅳ型 低い 低い 現状維持 横這い 消極的 消極的 

Ⅴ型 高い 低い 現状維持 横這い 消極的 積極的 

Ⅵ型 低い 低い 現状維持 下降 消極的 消極的 

〔出所〕著者作成。 

Ⅰ型及びⅢ型は会計的知識を有しており、経営に対して

も積極的であり、ビジネスとして捉えていると予測される。

Ⅱ型は農業を生業として生産のプロフェッショナルを目指

していると考えられる。V型は大規模な農業経営者が多く、

成熟していると予測している。Ⅳ型及びⅥ型は小規模な農

業経営者で、すべての面で消極的であり現状維持と予測し

ている。 

 アンケート調査の結果から、〔図表3〕は、経営者の特徴

を示したものである。全国の代表取締役の平均年齢が59.2

歳ということを考慮すれば、比較的若い農業経営者が回答

してくれた。 

 財務科目の学習経験については、Ⅰ型が当然高く、4.2

科目となっている。これは高等教育機関への進学率が高く

なったこととも予想される。しかし、Ⅲ型は2.80科目、Ⅴ

型は3.14科目となっており、中堅層を高齢層が上回ってい

る状況である。これは、高齢層は必要性を感じて学習した

と予想される。 

〔図表3〕農業経営者の特徴 

代表者の性別 男性99人 女性6人 

代表者の年齢 平均56.7歳 

企業形態 
株式会社21法人 合同会社0法人 合名会社0法

人、有限会社71法人 農事組合法人17法人 

資本金 平均1,928万円 

出資戸数 平均4.3戸 

役員数 平均3.4人 

生産物 

稲40法人 麦・芋・豆23法人 野菜38法人 果

樹 15法人 卉花 17法人 酪農 4法人 肉用牛 6

法人 養豚8法人 養鶏6法人 ブロイラー1法人  

〔出所〕著者作成。 

経営科目の学習経験については、Ⅰ型が3.60科目、Ⅲ型

が 3.06科目、Ⅴ型が 2.14科目となっている。これは、年

齢が高くなるとともに科目数は低くなり、財務科目の学習

経験とは異なる。 

財務への関心については、ほぼ全部の農業生産法人が、

「気になる」又は「常に気になる」と回答している。しか

し、4 法人が「気にならない」と回答しているが、会計的

知識を有しないⅣ型及びⅥ型である。このことは、良い生

産物を生産すれば、市場での需要が必然的に増加するので、

財務諸表の数字等は気にしなくてもよいという考えであろ

う。 

財務状況については、21 法人が、「マイナス」と回答し

ており、おそらく、経営的に不安定なのかもしれない。そ

して、「プラス」と回答している割合で考えれば、Ⅰ型及び

Ⅴ型が多く占めているようである。しかし、Ⅲ型の割合は

50%を割っており、決して高いとはいえない。一方、Ⅳ型及

びⅥ型の割合は50%以上である。 

財務状況の予測については、5 年後の将来的な売上高の

予測については、14 法人が、「かなり減少する」又は「減

少する」と回答した。そのうち、「かなり減少する」という

法人は僅か 2法人であった。一方、65法人が、「かなり増

加する」又は「増加する」と回答した。そのうち、「かなり

増加する」と回答した法人は 9法人であった。このことか

ら、農業生産法人の経営者は、楽観的に将来の売上高の予

測を捉えているようである。 

規模の拡大については、12法人が、「増資を考えている」

と回答した。ここには、会計的知識の有無はあまり関係な

いようだが、「従業員を増やそうと考えている」、「生産量の

増加を考えている」、「設備投資を考えている」と回答した

法人は、Ⅰ型、Ⅲ型及びⅤ型の経営者が積極的に検討して

いる。 

六次産業化については、41 法人が、「関心がある」と回
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答し、13 法人が「関心がない」と回答した。そして、43

法人が、既に「六次産業化を試みている」と回答している。

Ⅲ型及びⅥ型には積極性が見受けられる。 

(2) 事例研究 

① 有限会社トップリバー 

 1988年に、株式会社ブルボンを退職した嶋崎氏は、佐久

青果出荷組合に入社したわけだが、農業は一般企業のビジ

ネス感覚と乖離していると述べている。例えば、天候によ

って左右される生産物の生産は完全な成行き生産であって、

「お天道様に聞いてくれ」と生産者自体が言う始末である。

これでは納品の見通しが立たない。 

そこで、2000年に、トップリバーを設立して、産地直送

及び契約栽培によって販路を拡大していった。嶋崎氏は株

式会社ブルボンで営業を中心に業務を行っていた。そのた

め、営業及び販売の重要性を説いている。生産の二倍の力

を注がないと結果は出ないとし、嶋崎氏は農作業には一切

携わらず、営業のみに専念しているということである。 

販売先が確保されれば、確実な収穫量を確保しなければ

ならない。本来、トップリバーで生産物を生産して販売す

ればよいのだが、販売量の増加に収穫量が追いつかないと

いう理由と確実な納品の確保という理由から、契約農家及

び農協等との契約栽培がなされている。 

 そして、儲かる農業を実践して、その農業生産技術及び

ビジネスのノウハウを指導し、将来の農業経営者を育成す

る研修プログラムを実施する。トップリバーが、全面的に

独立支援をするわけである。独立後も独立者が協力農家を

希望すれば、トップリバーと提携し、資金繰り、農機具の

レンタル、技術面等において支援する。したがって、トッ

プリバーと独立者は親子のような関係である。さらに、実

力をつけた独立者は、トップリバーの傘下から離脱して、

儲かる農業のノウハウ等を次の独立希望者に伝授していく

ことになる。 

ここには、トップリバー自体が大規模化するにあたって、

人材不足という問題に直面したのではないかとも考えられ

る。販売量が増加すれば、大規模化及び効率化を図ること

は必然的になる。当然、労働力も必要となるため、人材を

確保しなければならない。しかし、担い手不足という問題

もあるため、若年層の人材を確保することは困難である。

そこで、人材不足の問題の打開策として、研修プログラム

は、農業で独立を志す優秀な人材を一時的に確保すること

が可能なシステムではなかろうか。 

 研修プログラム修了後、実際に独立した社員は何人も存

在する。独立後、トップリバーの傘下に残るか否かは自由

であり、引続きトップリバーと何等かの提携をしている独

立者も多くいる。このように、トップリバーと独立者との

関係は、出資がなければ会社法で縛られる親子会社の関係

ではないが、ある意味グループとして経営が安定すること

になる。しかし、提携する独立者が増加しなければ、トッ

プリバーのさらなる発展は望めない。 

 そこで、トップリバーのさらなる発展として、現在、富

士見みらいプロジェクトが実施されている。これは嶋崎氏

が儲かる農業が地域活性化に繋がると説いているように、

トップリバーの本格的な地域活性化を目指した一大プロジ

ェクトである。富士見町及びJA信州諏訪と提携して、担い

手不足という問題から、富士見町で高原野菜による作付面

積 100haを目指した地域活性化プロジェクトである。 

② グリンリーフ株式会社 

 高校卒業後、澤浦氏が実家を手伝い就農することから、

コンニャク芋の加工に携わり、本格的に農業経営に係って

いくことになる。そして、1992年に、無農薬栽培の野菜を

直接販売することで、三人の仲間とともに野菜くらぶが設

立された。その後、1994年に、沢浦農園をグリンリーフに

法人化した。さらに、1996年に、17人の出資者によって、

野菜くらぶが法人化された。 

この頃、モスフードサービスに野菜を納品することとな

り、一つの転機となっている。その際、モスフードサービ

スの長距離輸送でも鮮度を維持するという要望に対応する

ために、真空冷却機を独自開発した。この真空冷却機の独

自開発によって、パルシステム等に販路が拡大していくこ

とになる。 

澤浦氏には、安定供給という考えがあり、どのような状

況でも相場とは関係なく契約価格で提供することとしてい

る。しかし、台風等の天災によって、野菜の相場は大きく

変動し、契約交渉をせずに、契約価格のままで取引をすれ

ば、野菜くらぶ又はグリンリーフが損失を被ることになる。

そこで、2004年に、野菜高騰で計画的に仕入れることがで

きなかったモスフードサービスから、トマトの安定供給の

目的ために、投資を受けることになった。そして、2006年

に、トマトの生産に特化したサングレイスを設立した。 

 その後、有機小松菜及びほうれん草等の生産に特化した

四季彩を設立し、メガソーラーの発電事業及びバイオマス

燃料の生産を中心としたビオエナジーを設立した。さらに、

社会福祉法人まほろ学園とは、学園生による生産物の生産

及び包装作業を委託し、学園運営のサニーズマーケットで

生産物の直売もしている。その他、赤城自然栽培組合、サ

ニタスガーデン、グリーンマイスター、やさいの樹、ソイ

ルパッション、グリーンベアとも関連会社として提携して

いる。このように、生産物の生産だけではなく、加工又は

流通に特化した法人へと事業を分社化していき大規模化を

図っていった。 

 そして、グリンリーフの関連会社である野菜くらぶでは、

就農希望者に対して、農業技術から独立まで全面的に支援

するプログラムを実施している。自治体は補助金を活用し

て、経験も技術もない若者に就農を推進するが、これが成

功するとは考えられない。農業を続けるには、栽培から販

売までの一貫したマネジメントサイクルの確立が不可欠な

のである。そこで、安定供給と独立だけではなく、生産物

の生産にあたって、適地適作ということを考慮した独立支

援を実施することになったのである。要は、野菜くらぶで

土地を探して、栽培敵地で生産物を生産してもらうという

ことである。 

【考察・今後の展開】 

 (1) アンケート調査からの検討 

 前述したように、農業経営者を六つに類型化して仮説を

たててみた。そして、アンケート調査を実施して、その結

果を検討してみると、〔図表4〕に示したようになる。 

〔図表4〕農業経営者の類型化による結果 

 経営的

知識 

財務へ

の関心 

財務 

状況 

財務状況

の予測 

規模の

拡大 

六次 

産業化 

Ⅰ型 高い 低い 安定 上昇 積極的 消極的 

Ⅱ型 低い 低い 不安定 横這い 積極的 消極的 

Ⅲ型 高い 高い 現状維持 横這い 積極的 積極的 

Ⅳ型 低い 普通 安定 横這い 普通 積極的 

Ⅴ型 高い 高い 安定 横這い 積極的 積極的 

Ⅵ型 低い 普通 安定 横這い 消極的 積極的 

〔出所〕著者作成。  

〔図表 2〕と比較すれば、若干の差異が生じていること

が解る。特に、高齢層は予測したよりも、様々なことに消

極的ではないことが解った。  

(2) 農業経営者の会計的意識 

仮説のとおりに、若年層ほど会計的知識は高い。ただ、

予測よりも高齢層にも会計的知識を有する農業経営者は存

在した。会計的知識を有しない農業経営者は、ほぼ学習経

験がなく、約 75%が学習経験がほぼない。しかし、具体的

な数字への関心は若年層よりも中堅層及び高齢層のほうが

高く、若年層の会計的知識の有無は関係ないようである。 

若年層及び高齢層は会計的知識が高いほど代表に選ばれ

ている。しかし、中堅層は会計的知識が高いほど代表の年

数が低いということは、世代交代を意味していると考えら

れる。したがって、会計的知識が代表には必要である。 

会計的知識が高ければ、会計的意識は高くなる。しかし、

年齢層が高くなれば会計的意識も高い。ただし、若年層は

会計的意識に対して希薄である。 

(3) 利益を追求する農業経営者の会計的意識 

 事例研究で説明した農業経営者は、嶋崎氏及び澤浦氏と

もに会計は重要と述べている。嶋崎氏は、数字に対する感

覚は必要とし、特に利益率に関しては着目しているという。

ただし、「100点（生産）＋200点（営業・販売）」理論とい

う独自の考え方も説いている。一方、澤浦氏は複式簿記の

重要性を本人の著書でも説明し、税理士から渡される資料

から在庫に着目して融資のタイミングも澤浦氏が決めてい

る。 

(4) 農業生産法人の発展による農業経営者の意識 

農業生産法人が大規模化及び効率化するには、生産物が農

作物であるため一定の期間がかかるようである。ただ、農

業生産法人の発展の経緯と農業経営者の意識には段階的に

関係があるようである。 

 生産技術については、成熟期に六次産業化を検討するが、

その製品に適応した生産技術も必要となる。販路について

は、積極的な販路の拡大を農業経営者は考えていかなけれ

ばならない。生産量の増量には、設備投資における意思決

定を要することになる。そして、規模の拡大とともに経営

者は強いリーダーシップを要し、会計的意識も必要となる。

【引用・参考文献】 

・生源寺眞一(2013)『日本の農業の真実』ちくま新書． 
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答し、13 法人が「関心がない」と回答した。そして、43

法人が、既に「六次産業化を試みている」と回答している。

Ⅲ型及びⅥ型には積極性が見受けられる。 

(2) 事例研究 

① 有限会社トップリバー 

 1988年に、株式会社ブルボンを退職した嶋崎氏は、佐久

青果出荷組合に入社したわけだが、農業は一般企業のビジ

ネス感覚と乖離していると述べている。例えば、天候によ

って左右される生産物の生産は完全な成行き生産であって、

「お天道様に聞いてくれ」と生産者自体が言う始末である。

これでは納品の見通しが立たない。 

そこで、2000年に、トップリバーを設立して、産地直送

及び契約栽培によって販路を拡大していった。嶋崎氏は株

式会社ブルボンで営業を中心に業務を行っていた。そのた

め、営業及び販売の重要性を説いている。生産の二倍の力

を注がないと結果は出ないとし、嶋崎氏は農作業には一切

携わらず、営業のみに専念しているということである。 

販売先が確保されれば、確実な収穫量を確保しなければ

ならない。本来、トップリバーで生産物を生産して販売す

ればよいのだが、販売量の増加に収穫量が追いつかないと

いう理由と確実な納品の確保という理由から、契約農家及

び農協等との契約栽培がなされている。 

 そして、儲かる農業を実践して、その農業生産技術及び

ビジネスのノウハウを指導し、将来の農業経営者を育成す

る研修プログラムを実施する。トップリバーが、全面的に

独立支援をするわけである。独立後も独立者が協力農家を

希望すれば、トップリバーと提携し、資金繰り、農機具の

レンタル、技術面等において支援する。したがって、トッ

プリバーと独立者は親子のような関係である。さらに、実

力をつけた独立者は、トップリバーの傘下から離脱して、

儲かる農業のノウハウ等を次の独立希望者に伝授していく

ことになる。 

ここには、トップリバー自体が大規模化するにあたって、

人材不足という問題に直面したのではないかとも考えられ

る。販売量が増加すれば、大規模化及び効率化を図ること

は必然的になる。当然、労働力も必要となるため、人材を

確保しなければならない。しかし、担い手不足という問題

もあるため、若年層の人材を確保することは困難である。

そこで、人材不足の問題の打開策として、研修プログラム

は、農業で独立を志す優秀な人材を一時的に確保すること

が可能なシステムではなかろうか。 

 研修プログラム修了後、実際に独立した社員は何人も存

在する。独立後、トップリバーの傘下に残るか否かは自由

であり、引続きトップリバーと何等かの提携をしている独

立者も多くいる。このように、トップリバーと独立者との

関係は、出資がなければ会社法で縛られる親子会社の関係

ではないが、ある意味グループとして経営が安定すること

になる。しかし、提携する独立者が増加しなければ、トッ

プリバーのさらなる発展は望めない。 

 そこで、トップリバーのさらなる発展として、現在、富

士見みらいプロジェクトが実施されている。これは嶋崎氏

が儲かる農業が地域活性化に繋がると説いているように、

トップリバーの本格的な地域活性化を目指した一大プロジ

ェクトである。富士見町及びJA信州諏訪と提携して、担い

手不足という問題から、富士見町で高原野菜による作付面

積 100haを目指した地域活性化プロジェクトである。 

② グリンリーフ株式会社 

 高校卒業後、澤浦氏が実家を手伝い就農することから、

コンニャク芋の加工に携わり、本格的に農業経営に係って

いくことになる。そして、1992年に、無農薬栽培の野菜を

直接販売することで、三人の仲間とともに野菜くらぶが設

立された。その後、1994年に、沢浦農園をグリンリーフに

法人化した。さらに、1996年に、17人の出資者によって、

野菜くらぶが法人化された。 

この頃、モスフードサービスに野菜を納品することとな

り、一つの転機となっている。その際、モスフードサービ

スの長距離輸送でも鮮度を維持するという要望に対応する

ために、真空冷却機を独自開発した。この真空冷却機の独

自開発によって、パルシステム等に販路が拡大していくこ

とになる。 

澤浦氏には、安定供給という考えがあり、どのような状

況でも相場とは関係なく契約価格で提供することとしてい

る。しかし、台風等の天災によって、野菜の相場は大きく

変動し、契約交渉をせずに、契約価格のままで取引をすれ

ば、野菜くらぶ又はグリンリーフが損失を被ることになる。

そこで、2004年に、野菜高騰で計画的に仕入れることがで

きなかったモスフードサービスから、トマトの安定供給の

目的ために、投資を受けることになった。そして、2006年

に、トマトの生産に特化したサングレイスを設立した。 

 その後、有機小松菜及びほうれん草等の生産に特化した

四季彩を設立し、メガソーラーの発電事業及びバイオマス

燃料の生産を中心としたビオエナジーを設立した。さらに、

社会福祉法人まほろ学園とは、学園生による生産物の生産

及び包装作業を委託し、学園運営のサニーズマーケットで

生産物の直売もしている。その他、赤城自然栽培組合、サ

ニタスガーデン、グリーンマイスター、やさいの樹、ソイ

ルパッション、グリーンベアとも関連会社として提携して

いる。このように、生産物の生産だけではなく、加工又は

流通に特化した法人へと事業を分社化していき大規模化を

図っていった。 

 そして、グリンリーフの関連会社である野菜くらぶでは、

就農希望者に対して、農業技術から独立まで全面的に支援

するプログラムを実施している。自治体は補助金を活用し

て、経験も技術もない若者に就農を推進するが、これが成

功するとは考えられない。農業を続けるには、栽培から販

売までの一貫したマネジメントサイクルの確立が不可欠な

のである。そこで、安定供給と独立だけではなく、生産物

の生産にあたって、適地適作ということを考慮した独立支

援を実施することになったのである。要は、野菜くらぶで

土地を探して、栽培敵地で生産物を生産してもらうという

ことである。 

【考察・今後の展開】 

 (1) アンケート調査からの検討 

 前述したように、農業経営者を六つに類型化して仮説を

たててみた。そして、アンケート調査を実施して、その結

果を検討してみると、〔図表4〕に示したようになる。 

〔図表4〕農業経営者の類型化による結果 

 経営的

知識 

財務へ

の関心 

財務 

状況 

財務状況

の予測 

規模の

拡大 

六次 

産業化 

Ⅰ型 高い 低い 安定 上昇 積極的 消極的 

Ⅱ型 低い 低い 不安定 横這い 積極的 消極的 

Ⅲ型 高い 高い 現状維持 横這い 積極的 積極的 

Ⅳ型 低い 普通 安定 横這い 普通 積極的 

Ⅴ型 高い 高い 安定 横這い 積極的 積極的 

Ⅵ型 低い 普通 安定 横這い 消極的 積極的 

〔出所〕著者作成。  

〔図表 2〕と比較すれば、若干の差異が生じていること

が解る。特に、高齢層は予測したよりも、様々なことに消

極的ではないことが解った。  

(2) 農業経営者の会計的意識 

仮説のとおりに、若年層ほど会計的知識は高い。ただ、

予測よりも高齢層にも会計的知識を有する農業経営者は存

在した。会計的知識を有しない農業経営者は、ほぼ学習経

験がなく、約 75%が学習経験がほぼない。しかし、具体的

な数字への関心は若年層よりも中堅層及び高齢層のほうが

高く、若年層の会計的知識の有無は関係ないようである。 

若年層及び高齢層は会計的知識が高いほど代表に選ばれ

ている。しかし、中堅層は会計的知識が高いほど代表の年

数が低いということは、世代交代を意味していると考えら

れる。したがって、会計的知識が代表には必要である。 

会計的知識が高ければ、会計的意識は高くなる。しかし、

年齢層が高くなれば会計的意識も高い。ただし、若年層は

会計的意識に対して希薄である。 

(3) 利益を追求する農業経営者の会計的意識 

 事例研究で説明した農業経営者は、嶋崎氏及び澤浦氏と

もに会計は重要と述べている。嶋崎氏は、数字に対する感

覚は必要とし、特に利益率に関しては着目しているという。

ただし、「100点（生産）＋200点（営業・販売）」理論とい

う独自の考え方も説いている。一方、澤浦氏は複式簿記の

重要性を本人の著書でも説明し、税理士から渡される資料

から在庫に着目して融資のタイミングも澤浦氏が決めてい

る。 

(4) 農業生産法人の発展による農業経営者の意識 

農業生産法人が大規模化及び効率化するには、生産物が農

作物であるため一定の期間がかかるようである。ただ、農

業生産法人の発展の経緯と農業経営者の意識には段階的に

関係があるようである。 

 生産技術については、成熟期に六次産業化を検討するが、

その製品に適応した生産技術も必要となる。販路について

は、積極的な販路の拡大を農業経営者は考えていかなけれ

ばならない。生産量の増量には、設備投資における意思決

定を要することになる。そして、規模の拡大とともに経営

者は強いリーダーシップを要し、会計的意識も必要となる。
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 空心菜栽培による地域貢献・復興支援活動 

                              森本達雄（岐阜県立恵那農業高等学校）

Keyword：空心菜栽培、水質浄化、塩分吸収

【はじめに】 

 本校は、1997年より恵那市の中心を流れる阿木川で

定点調査（阿木川ダムの上流約３ｋｍの北谷、下流約

2ｋｍの東野大橋）を行い、水生生物調査と簡易水質調

査に取り組んできた」。上流部ではカワゲラやサワガ

ニなど、下流部ではヒラタドロムシなどを確認し、水

性生物調査により上流部は「水質階級Ⅰ」、下流部で

「水質階級Ⅱ」と評価してきた。上流観測地点は民家

や農地もほとんど無く水質は良いが、下流地点付近に

は民家や田畑があり、生活排水や農業排水が流入する

ために、水質がやや低下することを確認してきた。そ

の２地点の間にある阿木川ダム湖において 2002 年 9
月、2003年8月、大量のアオコ発生を確認した。アオ

コは景観を損ねるだけではなく、一部人体への影響が

ある種類も発生し、水道水への影響も心配された。そ

こで市・水資源機構阿木川ダム管理所・本校が協力し、

アオコの発生を防ぐことを目的に 2004 年より水質浄

化に取り組むことになった。 

水質浄化方法は、自然に負荷が少なく経費のかから

ない方法として、浮島で野菜栽培を考案し、ダム湖の

栄養分を野菜により吸収させる活動を始めた。活動を

開始後 13年の間に、名古屋市の堀川での水質浄化や、

宮城県での空心菜栽培による復興支援活動などにも

取り組み成果を残してきた。地域の方々との協働活動

をとおして生徒は実践力を身につけ、社会貢献の意識

を向上させている。 

 

【研究内容】 

（１）空心菜            

水質浄化実験には、暑

さに強く水をよく吸い、

食用が可能な中国野菜の

「空心菜」を用いること

とした。ヒルガオ科の多      空心菜 

年生植物で茎が空洞である。暑さに強く水分の多い場

所で栽培できる。恵那では路地やハウスで栽培しても

種はつかないことや、寒さには弱く霜に当たると茎も

根も枯れることを確認し、地域の生態系に影響を与え

ないことが分かった。  

 

（２）フロート浮島への空心菜苗の移植 

 植物が栽培できる浮島を作るにあたり、人が乗って

も安心して作業できる浮力が必要と考えた。そこでダ

ム湖の船着き場などに利用されるフロート（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

製、50×50×高40cm）で作製することにし、フロー

トの浮力実験などを校内プールで実施した。安全を確

認した上で木枠やコンテナでの野菜栽培について取組

み始めた。浮島に作った１m 四方のすき間に同じ寸

法の木枠を設置し、そこへコンテナ（三甲㈱ 網目ｻ

ﾝﾃﾅｰ A#80 型 外寸 664×468×高 333mm 容量

75.2L）を落とし込み設置するという方法をとった。 
苗を固定させるためにコンテナの底に網戸用の網

（１m×１m）を付け、その上に培養土を厚さ 10ｃ
ｍ程度入れ空心菜の苗を移植した。初年度はコンテ

ナ16個に空心菜を計64本(1 ｺﾝﾃﾅに4本)移植した。

現在は、フロート 332 個で作成した 9×13m の浮島

にコンテ

ナ 96 個を

設置し、空

心菜を計

1152 本(１
ｺﾝﾃﾅに 12
本)移植し

ている。              
フロート間にコンテナを設置し苗を移植(2004.7) 

（３）浮島での空心菜栽培と収穫活動 

 浮島の設置場所については、市民に活動を知っても

らうために通行量の多い国道から見える場所とし、湯

壺川合流

地点付近

とした。

苗の移植

作業は、

工事用取

り付け道

路で行っ

ている。 
332個のフロートで作成した浮島(2008.6) 

移植活動には、恵那市、阿木川ダム管理所、NPO法人

ふれんどりー（ダム湖畔の販売所）の方々と本校生徒、

計30名程度で毎年行っている。 
 移植１ケ月後から空心菜の生長がほぼ止まる 10 月

中旬までの間に4～5回、収穫活動や浮島に集まる生物

の調査を行っている。空心菜の収穫量は、毎年約 500kg
程度収穫している。2008年の調査では、11月に浮島の

空心菜撤去時の根や茎の重量と収穫量を合わせた総重

量は1222kg、空心菜の成分分析（日本食品分析センタ

ー）の結果、リン

含有量14.2mg/100
ｇ、ダム湖の年平

均 リ ン 濃 度

（0.0159mg/Ｌ）よ

り 試 算 し 、 約

11000ｍ３の湖水

からリンを吸収し

たことが分かった。 
この値から収穫し

た 空 心 菜 １ 束

（100g）を販売す    大きく成長した空心菜(2004.9) 

るとバケツ１杯（約10 ﾘｯﾄﾙ）の水を綺麗にしているこ

とになる。これを「空心菜マイレージ」と名付けた。 
ダム湖に流入する水量は１億ｍ３／年であり、リン

を吸収した水量は全体の水量と比較すると１万分の１

程度であるが、定量化できたことは収穫であった。 
阿木川ダム湖の水質の悪化の原因については、 

①生活排水の影響（ダム湖流域 約 6000人の浄化施設

排水の栄養塩の蓄積） 
②農業排水の影響（ダム湖流域の農地面積は約 351ha
（稲と飼料作物でほぼ9割）） 
③自然界からの栄養塩類の流入と蓄積（落ち葉などの

流入と分解による汚泥の堆積） 
などが考えられる。浮島での空心菜栽培によりダム湖 
の水質改善が画期的に進んだとは考えられないものの、 
浮島の設置以降、大量のアオコは発生していない。 
 
（４）空心菜の販売・加工品開発・レシピ作成    

  収穫した空心菜の販売は、ダム湖畔にある販売所で

2006年より始め、毎年完売している。また空心菜の消

費を増やすため、販売に適さない太い茎を乾燥させ「空

心菜茶」を開発した。ほうじ茶のような風味で、煎茶

と比較すると、カルシウムは約4倍、カリウムは約 2.5

倍含まれ、カフェインは含まれないことも分かった（分

析機関：ｶｽｼｳﾑ・ｶﾘｳﾑは岐阜県公衆衛生検査ｾﾝﾀｰ、ｶﾌｪ

ｲﾝﾊはﾋﾞｼﾞｮﾝﾊﾞｲｵ（株））。学校での販売には至ってい

ないが、恵那市が毎年開催知る環境フェアで試飲をし

ていただいており、「おいしい。」「体によい感じ。」

など、好評をいたただくことができた。 
また家庭科の協力のもと空心菜レシピ集を開発し、

イベントなどで配布している。 
 

（５）ペットボトルミニ浮島の作成 

 流域の子供達にも水質浄化活動を体験してもらうこ

とも重要であると考え、小学校などの池で簡単な水質

浄浄化実験ができるよう、小さな浮島づくりにチャレ

ンジした。カゴやペットボトルを利用して様々な試作

品を作成した結果、育苗に使用するポットトレイとペ

ットボトルを利用し、「ミニ浮島」を考案した。ビニ

ール被服のハリガネを使用し、子供が怪我をしないよ

うに工夫し説明書を作成し配布したところ、市内の小

中学校の池や会社

の貯水池など、た

くさんの場所でミ

ニ浮島での空心菜

栽培による水質浄

化活動が行われる

ようになった。こ

のミニ浮島は、名

古屋市の堀川で水

質浄化活動に利用

され、その後、宮

城県での活動に繋が   開発したペットボトルミニ浮島（2009.7） 

ることとなった。 
（６）名古屋市堀川での水質浄化活動 
  2010年7月、堀川の水質浄化を目的に活動する名古

屋堀川ライオンズクラブと協力し、町の中心を流れる

堀川にミニ浮島を設置した。堀川は、江戸時代に伊勢

湾から名古屋城まで、物資の水路運搬を目的に掘られ

た堀で、河川からの淡水の流入がほとんどなく、伊勢

湾の海水と雨水などが混ざる汽水域となっている。 

 ミニ浮島の設置前に塩水での空心菜栽培実験を行っ

たの結果、海水と同等の塩分 3％では萎れたが、塩分 

１％区は生長が確認でき、堀川での栽培は可能である

と考えた。 
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 空心菜栽培による地域貢献・復興支援活動 

                              森本達雄（岐阜県立恵那農業高等学校）

Keyword：空心菜栽培、水質浄化、塩分吸収

【はじめに】 

 本校は、1997年より恵那市の中心を流れる阿木川で

定点調査（阿木川ダムの上流約３ｋｍの北谷、下流約

2ｋｍの東野大橋）を行い、水生生物調査と簡易水質調

査に取り組んできた」。上流部ではカワゲラやサワガ

ニなど、下流部ではヒラタドロムシなどを確認し、水

性生物調査により上流部は「水質階級Ⅰ」、下流部で

「水質階級Ⅱ」と評価してきた。上流観測地点は民家

や農地もほとんど無く水質は良いが、下流地点付近に

は民家や田畑があり、生活排水や農業排水が流入する

ために、水質がやや低下することを確認してきた。そ

の２地点の間にある阿木川ダム湖において 2002 年 9
月、2003年8月、大量のアオコ発生を確認した。アオ

コは景観を損ねるだけではなく、一部人体への影響が

ある種類も発生し、水道水への影響も心配された。そ

こで市・水資源機構阿木川ダム管理所・本校が協力し、

アオコの発生を防ぐことを目的に 2004 年より水質浄

化に取り組むことになった。 

水質浄化方法は、自然に負荷が少なく経費のかから

ない方法として、浮島で野菜栽培を考案し、ダム湖の

栄養分を野菜により吸収させる活動を始めた。活動を

開始後13年の間に、名古屋市の堀川での水質浄化や、

宮城県での空心菜栽培による復興支援活動などにも

取り組み成果を残してきた。地域の方々との協働活動

をとおして生徒は実践力を身につけ、社会貢献の意識

を向上させている。 

 

【研究内容】 

（１）空心菜            

水質浄化実験には、暑

さに強く水をよく吸い、

食用が可能な中国野菜の

「空心菜」を用いること

とした。ヒルガオ科の多      空心菜 

年生植物で茎が空洞である。暑さに強く水分の多い場

所で栽培できる。恵那では路地やハウスで栽培しても

種はつかないことや、寒さには弱く霜に当たると茎も

根も枯れることを確認し、地域の生態系に影響を与え

ないことが分かった。  

 

（２）フロート浮島への空心菜苗の移植 

 植物が栽培できる浮島を作るにあたり、人が乗って

も安心して作業できる浮力が必要と考えた。そこでダ

ム湖の船着き場などに利用されるフロート（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

製、50×50×高40cm）で作製することにし、フロー

トの浮力実験などを校内プールで実施した。安全を確

認した上で木枠やコンテナでの野菜栽培について取組

み始めた。浮島に作った１m 四方のすき間に同じ寸

法の木枠を設置し、そこへコンテナ（三甲㈱ 網目ｻ

ﾝﾃﾅｰ A#80 型 外寸 664×468×高 333mm 容量

75.2L）を落とし込み設置するという方法をとった。 
苗を固定させるためにコンテナの底に網戸用の網

（１m×１m）を付け、その上に培養土を厚さ 10ｃ
ｍ程度入れ空心菜の苗を移植した。初年度はコンテ

ナ16個に空心菜を計64本(1 ｺﾝﾃﾅに4本)移植した。

現在は、フロート 332 個で作成した 9×13m の浮島

にコンテ

ナ 96 個を

設置し、空

心菜を計

1152 本(１
ｺﾝﾃﾅに 12
本)移植し

ている。              
フロート間にコンテナを設置し苗を移植(2004.7) 

（３）浮島での空心菜栽培と収穫活動 

 浮島の設置場所については、市民に活動を知っても

らうために通行量の多い国道から見える場所とし、湯

壺川合流

地点付近

とした。

苗の移植

作業は、

工事用取

り付け道

路で行っ

ている。 
332個のフロートで作成した浮島(2008.6) 

移植活動には、恵那市、阿木川ダム管理所、NPO法人

ふれんどりー（ダム湖畔の販売所）の方々と本校生徒、

計30名程度で毎年行っている。 
 移植１ケ月後から空心菜の生長がほぼ止まる 10 月

中旬までの間に 4～5回、収穫活動や浮島に集まる生物

の調査を行っている。空心菜の収穫量は、毎年約 500kg
程度収穫している。2008年の調査では、11月に浮島の

空心菜撤去時の根や茎の重量と収穫量を合わせた総重

量は 1222kg、空心菜の成分分析（日本食品分析センタ

ー）の結果、リン

含有量14.2mg/100
ｇ、ダム湖の年平

均 リ ン 濃 度

（0.0159mg/Ｌ）よ

り 試 算 し 、 約

11000ｍ３の湖水

からリンを吸収し

たことが分かった。 
この値から収穫し

た 空 心 菜 １ 束

（100g）を販売す    大きく成長した空心菜(2004.9) 

るとバケツ１杯（約10 ﾘｯﾄﾙ）の水を綺麗にしているこ

とになる。これを「空心菜マイレージ」と名付けた。 
ダム湖に流入する水量は１億ｍ３／年であり、リン

を吸収した水量は全体の水量と比較すると１万分の１

程度であるが、定量化できたことは収穫であった。 
阿木川ダム湖の水質の悪化の原因については、 

①生活排水の影響（ダム湖流域 約 6000人の浄化施設

排水の栄養塩の蓄積） 
②農業排水の影響（ダム湖流域の農地面積は約 351ha
（稲と飼料作物でほぼ9割）） 
③自然界からの栄養塩類の流入と蓄積（落ち葉などの

流入と分解による汚泥の堆積） 
などが考えられる。浮島での空心菜栽培によりダム湖 
の水質改善が画期的に進んだとは考えられないものの、 
浮島の設置以降、大量のアオコは発生していない。 
 
（４）空心菜の販売・加工品開発・レシピ作成    

  収穫した空心菜の販売は、ダム湖畔にある販売所で

2006年より始め、毎年完売している。また空心菜の消

費を増やすため、販売に適さない太い茎を乾燥させ「空

心菜茶」を開発した。ほうじ茶のような風味で、煎茶

と比較すると、カルシウムは約4倍、カリウムは約 2.5

倍含まれ、カフェインは含まれないことも分かった（分

析機関：ｶｽｼｳﾑ・ｶﾘｳﾑは岐阜県公衆衛生検査ｾﾝﾀｰ、ｶﾌｪ

ｲﾝﾊはﾋﾞｼﾞｮﾝﾊﾞｲｵ（株））。学校での販売には至ってい

ないが、恵那市が毎年開催知る環境フェアで試飲をし

ていただいており、「おいしい。」「体によい感じ。」

など、好評をいたただくことができた。 
また家庭科の協力のもと空心菜レシピ集を開発し、

イベントなどで配布している。 
 

（５）ペットボトルミニ浮島の作成 

 流域の子供達にも水質浄化活動を体験してもらうこ

とも重要であると考え、小学校などの池で簡単な水質

浄浄化実験ができるよう、小さな浮島づくりにチャレ

ンジした。カゴやペットボトルを利用して様々な試作

品を作成した結果、育苗に使用するポットトレイとペ

ットボトルを利用し、「ミニ浮島」を考案した。ビニ

ール被服のハリガネを使用し、子供が怪我をしないよ

うに工夫し説明書を作成し配布したところ、市内の小

中学校の池や会社

の貯水池など、た

くさんの場所でミ

ニ浮島での空心菜

栽培による水質浄

化活動が行われる

ようになった。こ

のミニ浮島は、名

古屋市の堀川で水

質浄化活動に利用

され、その後、宮

城県での活動に繋が   開発したペットボトルミニ浮島（2009.7） 

ることとなった。 
（６）名古屋市堀川での水質浄化活動 
  2010年7月、堀川の水質浄化を目的に活動する名古

屋堀川ライオンズクラブと協力し、町の中心を流れる

堀川にミニ浮島を設置した。堀川は、江戸時代に伊勢

湾から名古屋城まで、物資の水路運搬を目的に掘られ

た堀で、河川からの淡水の流入がほとんどなく、伊勢

湾の海水と雨水などが混ざる汽水域となっている。 

 ミニ浮島の設置前に塩水での空心菜栽培実験を行っ

たの結果、海水と同等の塩分 3％では萎れたが、塩分 

１％区は生長が確認でき、堀川での栽培は可能である

と考えた。 
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5 基のミニ浮

島に空心菜

20 本を設置

した。3 ケ月

後、野菜の生

長量を設置時

と比較したと

ころ、重量比

で1650倍とな    堀川に設置したミニ浮島（2010.7） 

り、汽水域でも

空心菜が一定量

生長することが

確認できた。成

長した空心菜を

生で食べてみた

ところ、ほどよ

い塩気を感じた。  3ケ月後大きく成長した空心菜（2010.10） 

岐阜県公衆衛生検査センターでの成分分析の結果、ナ

トリウム 200mg/100gを確認した。撤去作業時の野菜重

量330ｋｇより計算し、成長した空心菜全体で 1600ｇ
の塩分吸収が確認できた。この実験により淡水の河川

の他に、河口付近の汽水域でも、空心菜の栽培が可能

であると分かった。 

また、ミニ浮島で１３種類（アベハゼ、アオモンイ

トトンボ、イチモンジセセリ、カニなど）の生物も確

認でき 生物の新たな住処となることも確認できた。 

 
（７）宮城県での空心菜栽培による復興支援活動 

2011年3月に発生した東日本大震災は、太平洋沿岸

の農業にも大きな被害を及ぼし、津波による水路施設

の損害は大きく、農地の瓦礫撤去とともに、塩分除去

も大きな課題となっていた。名古屋市堀川での空心菜

栽培実験により、汽水域で空心菜が生長し、一定量の

塩分吸収を確認したことから、津波の流入した水田で

の栽培により塩分吸収に役立てることができないかと

考えた。塩害

が予想される

水田で稲作に

挑戦する鈴木

英俊さんをテ

レビで拝見

し、本校から

空心菜による  津波被害を受けた水田での空心菜栽培（2011.6） 

塩分吸収実験を申し込み、水田に設置させていただい

た。農業用水が利用できないことから、鈴木さんは自

前で井戸を掘り稲作を行っている。井戸水の塩分濃度

は0.04％、水田の塩分濃度は0.13％であった。        

 空心菜を塩分に慣れさせるために、育苗段階に

0.5％、1.5％の塩水を３週間かん水した。2011 年 6 月

水田に空心菜をミニ浮島により設置し、8月27日（移

植後77日目）に重量比較したところ、対象区（100）
に対して塩水0.5％区が127､塩水1.5%区が111となり、

塩水かん水の効果が確認できた。また、成分分析の結

果、ナトリウム量 300ｍｇ/100ｇ（食品成分表

26mg/100gの11.5倍）となり塩分当量は 762mg/100g、
空心菜(12 株）の重量 3.21ｋｇより算出すると 24.6ｇ
の塩分

吸収。

１株あ

たり約

２ｇの

塩分吸

収を確

認でき

た。 
                津波被災した水田での塩分吸収を確認 

2012年以降、仙台市宮城野区や東松島市の仮設住宅

において空心菜苗の配布や農地での空心菜移植活動を

行った。仙台市宮城野区の津波被災農地で空心菜を栽

培し以下の内容が分かった。2012 年 8月 19 日～8月

31日まで降雨は無く､13日連続で気温は30度以上であ

った。水やりは全く無い状態でも空心菜は大きく生長

し、空心菜は乾燥にも強いことが分かった。根を掘り

上げてみると、地中 30cm程度までたくさんの細い根が

張り、乾燥した農地でも水分を吸収していることが分

かった。成長した空心菜を食べてみると塩気も感じら

れた。成分調査の結

果、100ｇ当たりﾅﾄﾘ

ｳﾑ 310mｇ（成分表の

空心菜 28mg と比較

すると約 11倍）含む

ことが確認でき、農

業用水の確保できな

い津波被災農地にお

いても空心菜の栽  東松島市津波災農地での移植活動（2013.7） 

培は十分可能であることがわかった。 

活動２年目からは生徒とともに宮城を訪れ、仮設住

宅の方々や

地元高校生

との交流も

行っている。

仮設住宅で

は苗の配布

とともに、

試食を配布

しながら調   仮設住宅で空心菜苗と試食を配布（2015.7） 

理方法について説明した。 

配布した空心菜の苗は、プランタに植え栽培利用さ

れていたが、水やりが不足すると茎が堅くなってしま

い食べにく

いとの感想

を確認した。

そこで、恵

那市の会社

より廃棄す

るコンテナ

をいただき、

洗った容器     仮設住宅でコンテナでの栽培を説明（2015.7） 

に空心菜苗を置き、水を入れることにより水やりの手

間が省くことができ、茎も柔らかくなり食べやすくな

ることがわ

かった。昨

年、東松島

市の仮設住

宅で配布し、

たくさんの

方に栽培利

用していた

だくことが    仮設住宅で「コンテナドボン栽培」（2015.8） 

できた。生徒はこの栽培方法を「コンテナドボン栽培」

と名付け、イベントなどで宣伝を行っている。容器と

苗があればどこでも栽培が可能で、農地の無い一般家

庭、アパートのベランダ、大型船の甲板など、いろい

ろな場所での利用が可能である。 

今年は、東松島市の農家に空心菜苗を700本栽培し

ていただいた。その農家は本校が配布した空心菜苗を

栽培し、一昨年より市場出荷を行っている。これによ

り現地での苗の生産から栽培流通までの形を作り上げ

ることが出来たと考えている。 

【生徒の感想より】  

「ダム班では多くの人と関わることができました。市

役所の人やダム管理所の人などたくさんの人と関わる

ことができ、コミュニケーション能力が身に付きまし

た。身の回りの水について、普段あまり考えてこなか

ったけど、自分達の生活が水質に影響を及ぼしている

ことを学んだ。人以外の生き物にとっても重要な水を、

大切にしていかなければいけないと思った。」 

「宮城での活動を通して、たくさんのことを知り学ぶ

ことが出来た。宮城で活動（2013年）するまで、テレ

ビであまり放送されなく無かったこともあり、殆ど復

旧は終わっていると思っていた。現地には津波で基礎

だけが残った住宅団地があったり、津波で破壊された

ままの民家が残っていたりするのを見て、驚いた。仮

設住宅の方々は皆さん大変優しく、私たちが元気をも

らって帰ってきたように感じた。農地に空心菜を植え

付けたが、土の中からサンダルや手鏡が出てきた時に、

初めて津波の怖さを実感した。ここで見たことや考え

たことを、これからたくさんの人に話し伝えなければ

いけないと思った。」 

 

【今後の展開】 

 今後も阿木川ダム湖での水質浄化に継続的に取り組

み、アオコ発生を防ぎ水環境の保全に貢献してゆきた

い。また県内外、海外の河川や湖沼、河口部などにお

いても、水質保全に役立てていただけるよう情報提供

を進めてゆきたい。 

それにより、「汚れた水」という「負の価値」を、

「栄養分の豊富な水」という「正の価値」への意識転

換が図られれば、一層の貢献ができると期待できる。 

 
【各種表彰】   

・内閣府主催「地方シンクタンクによる政策コンペ」 

 審査委員長特別賞（2007.12） 

・日本河川協会「河川功労者表彰」（2010.5） 

・第１２回日本水大賞 奨励賞（2010.7） 

・国土交通省「手づくり郷土賞（一般部門）」（2011.1） 
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5 基のミニ浮

島に空心菜

20 本を設置

した。3 ケ月

後、野菜の生

長量を設置時

と比較したと

ころ、重量比

で1650倍とな    堀川に設置したミニ浮島（2010.7） 

り、汽水域でも

空心菜が一定量

生長することが

確認できた。成

長した空心菜を

生で食べてみた

ところ、ほどよ

い塩気を感じた。  3ケ月後大きく成長した空心菜（2010.10） 

岐阜県公衆衛生検査センターでの成分分析の結果、ナ

トリウム 200mg/100gを確認した。撤去作業時の野菜重

量330ｋｇより計算し、成長した空心菜全体で 1600ｇ
の塩分吸収が確認できた。この実験により淡水の河川

の他に、河口付近の汽水域でも、空心菜の栽培が可能

であると分かった。 

また、ミニ浮島で１３種類（アベハゼ、アオモンイ

トトンボ、イチモンジセセリ、カニなど）の生物も確

認でき 生物の新たな住処となることも確認できた。 

 
（７）宮城県での空心菜栽培による復興支援活動 

2011年3月に発生した東日本大震災は、太平洋沿岸

の農業にも大きな被害を及ぼし、津波による水路施設

の損害は大きく、農地の瓦礫撤去とともに、塩分除去

も大きな課題となっていた。名古屋市堀川での空心菜

栽培実験により、汽水域で空心菜が生長し、一定量の

塩分吸収を確認したことから、津波の流入した水田で

の栽培により塩分吸収に役立てることができないかと

考えた。塩害

が予想される

水田で稲作に

挑戦する鈴木

英俊さんをテ

レビで拝見

し、本校から

空心菜による  津波被害を受けた水田での空心菜栽培（2011.6） 

塩分吸収実験を申し込み、水田に設置させていただい

た。農業用水が利用できないことから、鈴木さんは自

前で井戸を掘り稲作を行っている。井戸水の塩分濃度

は0.04％、水田の塩分濃度は0.13％であった。        

 空心菜を塩分に慣れさせるために、育苗段階に

0.5％、1.5％の塩水を３週間かん水した。2011 年 6 月

水田に空心菜をミニ浮島により設置し、8月27日（移

植後77日目）に重量比較したところ、対象区（100）
に対して塩水0.5％区が127､塩水1.5%区が111となり、

塩水かん水の効果が確認できた。また、成分分析の結

果、ナトリウム量 300ｍｇ/100ｇ（食品成分表

26mg/100gの11.5倍）となり塩分当量は 762mg/100g、
空心菜(12 株）の重量 3.21ｋｇより算出すると 24.6ｇ
の塩分

吸収。

１株あ

たり約

２ｇの

塩分吸

収を確

認でき

た。 
                津波被災した水田での塩分吸収を確認 

2012年以降、仙台市宮城野区や東松島市の仮設住宅

において空心菜苗の配布や農地での空心菜移植活動を

行った。仙台市宮城野区の津波被災農地で空心菜を栽

培し以下の内容が分かった。2012 年 8月 19 日～8月

31日まで降雨は無く､13日連続で気温は30度以上であ

った。水やりは全く無い状態でも空心菜は大きく生長

し、空心菜は乾燥にも強いことが分かった。根を掘り

上げてみると、地中30cm程度までたくさんの細い根が

張り、乾燥した農地でも水分を吸収していることが分

かった。成長した空心菜を食べてみると塩気も感じら

れた。成分調査の結

果、100ｇ当たりﾅﾄﾘ

ｳﾑ 310mｇ（成分表の

空心菜 28mg と比較

すると約11倍）含む

ことが確認でき、農

業用水の確保できな

い津波被災農地にお

いても空心菜の栽  東松島市津波災農地での移植活動（2013.7） 

培は十分可能であることがわかった。 

活動２年目からは生徒とともに宮城を訪れ、仮設住

宅の方々や

地元高校生

との交流も

行っている。

仮設住宅で

は苗の配布

とともに、

試食を配布

しながら調   仮設住宅で空心菜苗と試食を配布（2015.7） 

理方法について説明した。 

配布した空心菜の苗は、プランタに植え栽培利用さ

れていたが、水やりが不足すると茎が堅くなってしま

い食べにく

いとの感想

を確認した。

そこで、恵

那市の会社

より廃棄す

るコンテナ

をいただき、

洗った容器     仮設住宅でコンテナでの栽培を説明（2015.7） 

に空心菜苗を置き、水を入れることにより水やりの手

間が省くことができ、茎も柔らかくなり食べやすくな

ることがわ

かった。昨

年、東松島

市の仮設住

宅で配布し、

たくさんの

方に栽培利

用していた

だくことが    仮設住宅で「コンテナドボン栽培」（2015.8） 

できた。生徒はこの栽培方法を「コンテナドボン栽培」

と名付け、イベントなどで宣伝を行っている。容器と

苗があればどこでも栽培が可能で、農地の無い一般家

庭、アパートのベランダ、大型船の甲板など、いろい

ろな場所での利用が可能である。 

今年は、東松島市の農家に空心菜苗を700本栽培し

ていただいた。その農家は本校が配布した空心菜苗を

栽培し、一昨年より市場出荷を行っている。これによ

り現地での苗の生産から栽培流通までの形を作り上げ

ることが出来たと考えている。 

【生徒の感想より】  

「ダム班では多くの人と関わることができました。市

役所の人やダム管理所の人などたくさんの人と関わる

ことができ、コミュニケーション能力が身に付きまし

た。身の回りの水について、普段あまり考えてこなか

ったけど、自分達の生活が水質に影響を及ぼしている

ことを学んだ。人以外の生き物にとっても重要な水を、

大切にしていかなければいけないと思った。」 

「宮城での活動を通して、たくさんのことを知り学ぶ

ことが出来た。宮城で活動（2013年）するまで、テレ

ビであまり放送されなく無かったこともあり、殆ど復

旧は終わっていると思っていた。現地には津波で基礎

だけが残った住宅団地があったり、津波で破壊された

ままの民家が残っていたりするのを見て、驚いた。仮

設住宅の方々は皆さん大変優しく、私たちが元気をも

らって帰ってきたように感じた。農地に空心菜を植え

付けたが、土の中からサンダルや手鏡が出てきた時に、

初めて津波の怖さを実感した。ここで見たことや考え

たことを、これからたくさんの人に話し伝えなければ

いけないと思った。」 

 

【今後の展開】 

 今後も阿木川ダム湖での水質浄化に継続的に取り組

み、アオコ発生を防ぎ水環境の保全に貢献してゆきた

い。また県内外、海外の河川や湖沼、河口部などにお

いても、水質保全に役立てていただけるよう情報提供

を進めてゆきたい。 

それにより、「汚れた水」という「負の価値」を、

「栄養分の豊富な水」という「正の価値」への意識転

換が図られれば、一層の貢献ができると期待できる。 

 
【各種表彰】   

・内閣府主催「地方シンクタンクによる政策コンペ」 
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 タイトル 地域におけるフードバンク活動の現状と今後の課題 

氏名（所属）難波江 任（愛媛大学大学院） 

Keyword： フードバンク 食品ロス 生活困窮者 

 

【問題・目的・背景】 
我が国では年間約 2,801万トンの食品由来の廃棄物が

発生しており、食用仕向け量（約 8,464万トン）のおよ

そ 3分の 1にあたる。その食品廃棄物のうち約642万ト

ンは、まだ食用として活用できるものであるという現状

が発表されている（農林水産省 2012年度推計）。 

現在、この食品のロスと廃棄をめぐる状況は、世界的

にも深刻化しており、環境への負荷も大きな社会問題に

なっている。とりわけ、食料の多くを輸入に依存し、そ

の依存度を政策的に軽減しようとしている我が国が、一

方では、大量の食品をロスし廃棄することは深刻度合い

が大きい問題といえる。 

この食品ロス削減や生活困窮者支援などの社会的課題

解決を目的として、2000年に東京で事業を開始したセカ

ンドハーベスト・ジャパン（以下、2HJ）をはじめ、近年、

国内各地でフードバンク（以下、FB）団体の活動が顕著

になっている。 

国内のFB活動状況についての研究は、これまでに2HJ

に関する事例や国内の FB の動向などの報告事例がある

が、近年のFB運営上の課題報告事例は少なく、昨年度よ

り開始された「生活困窮者自立支援制度」との連携や活

用に関する研究事例はまだない。 

【研究方法・研究内容】 

先ず、我が国の各地の FB 活動の状況と、FB による食

品ロス削減の実態について調査を実施した。合わせて、

アンケートにより FB の認知度や食品ロスに関する意識

調査を行った。また、国内各地の生活困窮者自立支援制

度との連携状況、生活困窮者自立支援事業でのFBの活用

状況を調査し、その結果をまとめた。 

さらに、筆者の活動地域におけるFBと生活困窮者支援

団体の具体的連携事例や FB を活用した生活困窮者の状

況、FBのこども食堂との連携状況などを調査した。 

【研究・調査･分析結果】 

我が国で食品ロス削減のために取り組まれている活動

の中で、民間が主体となっている活動では、FBが最も古

い事業ではないだろうか。 

食品ロス削減を進めている組織としては、国、食品関

連事業者、消費者及び消費者団体などがあげられるが、

そのどの分野とも違う趣旨で食品ロス削減に関わってき

たのがFBである。 

それは、FBが食品事業者から提供される未利用食品を

活用して、生活困窮者の支援や福祉施設の支援を行う他、

様々な地域貢献を並行して行っている団体だからである。 

本論では、FBが食品ロス削減や生活困窮者支援などに

取り組んでいる事例を調査した結果及びその調査を踏ま

えた政策提言について述べる。 

１）FBについて 

FBとは、図表1のNo.3から16に示すような、食品と

して品質上問題はないが、販売することが困難な食品を、

食品メーカーや小売店（食品提供団体）から無償で引き

取り、生活困窮者やホームレスなど（受益者）を支援す

る団体（食品配布先団体）をつうじて食品を必要とする

人たちに無償で配布する活動のことである（図表2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1 加工食品の食品ロス発生原因（フードバンク関係者、

食品事業者などからの情報をもとに筆者作成） 

    

 

 

 

 

 

 

 

図表２ フードバンク事業のフロー（筆者作成） 

FB は、米国のアリゾナ州で 1967 年に始められた未利

食品提供 
団体 

食品配布先 
団体 

無償配布

障がい者支援施設

愛媛みかん

食品ロスの発生箇所

製造 流通 販売 消費

◯ ◯ ◯ 1 食品への異物混入
ゴミや不純物の混入などにより健康に影響をおよぼす可能性が
ある場合

◯ ◯ 2 賞味期限切れ 店頭・自宅で売れ残り賞味期限が過ぎた

問題なし

食品品質の
問題の有無

No. 項　　　目 内　　　　　容

問題あり

◯ 3
パッケージなどの表示・印
刷ミス

賞味期限の印字不備、法律で定められた表記の誤り

◯ 4 形状が不良のもの
品質に問題ないが、規格外の形状・質量・色のものや、包装不
良（包装状態に問題はないが形状が不良）のもの

◯ 5 余剰食材
食材の一部を利用し、残った部分の食材（型抜き野菜の残り、
加工食品の切れ端など）

◯ 6 品質検査の抜き取り商品 一部のみ検査を行い、一緒にサンプリングしたもの

◯ ◯ ◯ 7 包装状況・容器の問題
缶詰のへこみ、段ボール箱の破損、ビン入り食品・飲料のビン
割れ商品発生時の同梱包品や同パレット品など

◯ ◯ ◯ 8
食品業界の「3分の1ルー
ル」

食品流通業界などで決められた「3分の1ルール」により販売
できないもの

◯ ◯ 9 期間限定商品の在庫 季節商品やキャンペーンなどの特別商品の売れ残り

◯ ◯ 10 特売品の在庫 特売や催事の終了により、在庫となってしまった商品

◯ ◯ 11 店頭商品の賞味期限が近い 商品の回転が遅く、賞味期限が迫ってきたもの

◯ ◯ 12 店頭商品の発売終了
商品が終売となり、定番からカットされ店頭に並べられない商
品

◯ ◯ 13 定番商品の在庫 倉庫に在庫を抱え過ぎて、賞味期限が迫ってきた商品

◯ ◯ 14 予定外の生産
販売計画・生産計画などの甘さにより過剰製造してしまった商
品

◯ ◯ ◯ 15 催事用食品
展示会・イベント・試食・サンプリング・スポーツ大会等で
余った食品

◯ 16 防災備蓄品の賞味期限 賞味期限が迫った防災備蓄食料

問題なし

用食品の有効活用と生活困窮者の支援目的の活動が起源

とされている。現在では米国内に200団体以上のFBがあ

り、最大のFBと言われるFeeding Americaは、会員200

以上であり、寄付される食品は金額にして年間 2,500万

ドルにのぼる。 

米国でFBが開始されて以降、ヨーロッパ、アジアにも

その活動は広がり、我が国では、2000年に2HJが活動を

開始し、現在では国内最大のFB団体となっている。 

2HJの活動は、国内の他のFBや食品ロス削減活動、生

活困窮者支援活動と連携しながら、リーダーシップ的な

団体として活動基盤の整備も進めている。2HJ が活動を

開始した以降、活動状況がメディアでも取り上げられ、

FBの認知度が上がり、同様の活動が広がりをみせた。現

在、我が国では図表3のとおり 50以上の団体が活動して

いるとみられる（2016年 7月調査時点）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3 我が国のFB団体の状況（農林水産省HP「フードバンクの

紹介」、埼玉県HP、セカンドハーベストジャパンHP、筆者によるフード

バンク団体へのヒアリングをもとに筆者作成） 

FBは、その活動形態が特有であるため、他の様々な団

体とつながりが形成され、その連携によって活動意義の

高まる事業だと考えられる。図表4に FBとその他の社会

問題との相関図を示す。 

この図のとおり、FBという活動は、食品のロス・廃棄

を削減する機能を持っているが、その食品のロス・廃棄

には様々な社会問題が絡み合っている。 

また、寄付された食品は、FBをとおして生活困窮者に

提供されるが、生活困窮者には、DV被害者や母子家庭、

ニート・引きこもり、生活保護受給者、自立援助ホーム

の利用者、障害者など、様々な困難を抱える人達の生活

がある。さらに、食料自給率が低い我が国にあって、そ

の底上げをするための効果はまだ少ない(年間約4,202ト

ン)が、販売できずに廃棄される食品の有効利用に貢献し

ていると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図表4 FB取り巻く社会問題の相関図（筆者作成） 

２）生活困窮者自立支援制度との連携運用 

FBの機能の中で、特に注目したいのが「生活困窮者支

援」であり、2015年度より厚生労働省が開始した第 2の

セーフティネットと呼ばれる「生活困窮者自立支援制度」

で FBを活用する事例が増加している。 

この制度は、生活困窮者の包括的・継続的な支援を行

い、生活困窮状態から脱却するため、相談窓口やアセス

メント・自立生活プラン作成などの相談支援事業と、就

労準備支援・中間的就労支援・居住確保支援・家計相談

支援・子どもの学習支援などの様々な支援を組み合わせ

て実施する事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表5 生活困窮者自立支援でのFB活用例（筆者作成） 

この制度の「一時生活支援」で FB を活用する事例が、

増加しており、愛媛県内の生活困窮者自立支援相談窓口

No. 県名 団体数
取扱量

（ｔ/年）
No. 県名 団体数

取扱量
（ｔ/年）

1 北海道 5 165.0 23 大阪府 1 39.5

2 青森県 1 3.5 24 兵庫県 1 175.0

3 岩手県 1 10.1 25 京都府 1 －

4 宮城県 2 138.9 26 滋賀県 1 2.0

5 山形県 1 15.0 27 三重県 1 30.0

6 秋田県 1 － 28 和歌山県 1 －

7 福島県 1 100.0 29 鳥取県 1 20.0

8 東京都 2 2,068.0 30 島根県 1 4.0

9 神奈川県 1 59.0 31 岡山県 1 22.0

10 埼玉県 1 20.0 32 広島県 2 18.8

11 千葉県 1 19.1 33 山口県 1 1.7

12 茨城県 1 28.9 34 徳島県 1 1.9

13 栃木県 2 32.6 35 香川県 2 1.3

14 群馬県 1 135.0 36 愛媛県 1 12.0

15 山梨県 1 90.2 37 高知県 1 45.0

16 新潟県 2 3.1 38 福岡県 1 26.0

17 長野県 1 － 39 大分県 1 少量

18 富山県 1 5.6 40 宮崎県 1 6.0

19 石川県 1 16.0 41 鹿児島県 1 320.0

20 愛知県 2 526.1 42 沖縄県 1 33.0

21 静岡県 2 8.0 53 4,202.3

22 岐阜県 1 －

合計

No. 事例内容 時期 食糧支援状況 支援後の状況

事例１

50歳代女性。夫と子ども３人の５人家族。２年前までは祖母が同居していて家事や子
どもの面倒をみていた。夫は長距離運転手、本人は菓子工場のパート勤務。祖母が介
護老人保健施設へ入所後から家の中は片付かず、家計管理も十分にできず負債を抱え
ていた。祖母の施設利用料も滞納していた。校納金滞納もあり、養育全般に学校関係
者は不安を感じていた。電気が止まり困っていたのを民生委員が知り、社協の小口貸
付金（１万円）借入相談に本人と一緒に自立相談に行った。
その後、祖母の年金等は市長申立をすることで、後見人による管理へ。本人とは負債
の状況や収支を把握する相談を続けていた。自己破産の相談へも相談員が同行した
が、自己破産の決心には至らず。
その中で、この8月に夫が仕事を辞めて、収入が本人のパート収入のみとなった。夫も
相談支援を受けることとなった。
次の賃金支給日まで10日、手持ちが２千円程度となり、子どもたちはご飯を食べずに
登校する日も出てきた。水道代の支払いも迫っており、支給日までのつなぎとして社
協の小口資金（1万円）貸付と食糧支援を行った。

2015年8月
米5Kgを2回支
給。

妻のみ自己破産の手続
き中。夫は試用で仕事
に就いた。

事例２

50歳代・40歳代の男性2人兄弟。兄は早朝の新聞配達の仕事はしているものの、日
中・夜間は家にこもることが多く、他者に関わるのが苦手で、収入は月１万円程度。
弟はみかん関係の仕事についているが、７・８月は仕事が休みになり、一時期収入が
なくなるため、収支バランスがとれずにいた。借金や税金滞納もあった。手持ちもな
くなり、食べる物がないと困っており、仕事が再開するまでのつなぎとして支援し
た。

2015年8月
米2Kgを1回支
給。

税金返済や負担軽減の
相談を行い、生計の立
て直しをしている。

事例３
30歳代男性。生活保護申請を提出しているが、承認までに２週間程度かかり、所持金
も数百円のため、それまで食事ができない。生活保護受給までのつなぎとして食料を
提供した。

2015年9月
米と野菜を数回
に分けて支給。

生活保護受給、その後
自立支援プログラムを
実施中。

事例４
30歳代男性。派遣会社で雇用され、派遣会社からウィークリーマンションを提供して
もらっていたが、突然の雇い止めのため、マンションをでなければならず、手持ちの
金銭もないため、食料を援助。

2015年9月
米5Kgを3回支
給。

他市にて就職。現在就
労中。

事例５
後期高齢者。年金支給までに手持ちの金銭がなくなり、年金がおりるまでのつなぎと
して食料を援助。

2015年9月
米と野菜を数回
支給。

高齢者のため、自立は
困難であった。

事例６

40歳代女性。子ども6人と賃貸住宅に同居のシングルマザー。職を失い、手持ち資金
が数千円になった。市の子育て支援の担当課に相談に訪れ、生活保護受給の申請を行
うことになった。
しかしながら、生活保護受給までに2週間を要するため、それまでの食糧援助を実施。
子ども6人のうち1人は乳児であったが、ミルクなど乳児用食料は保管が無く、支給で
きなかった。

2016年6月

米30kgと菓子
類、ふりかけ、
インスタント食
品などを支給。

生活保護受給

事例７

79歳の夫婦。年金生活をしているが、支給された年金は即座に使い果たし、約1ヶ月
先の8月15日支給まで手持ち残金が45円となった。米はあるが、おかずになるものが
無い状況であった。年金を2ヶ月で計画的に使うことができない。夫は身体が不自由
で、妻は初期の認知症。年金は使うだけ使って、冷蔵庫をいっぱいにして、食品を腐
らせてしまっている。

2016年7月

野菜2kg、レト
ルト・缶詰・緊
急食糧など9.5
ｋｇを支給。

自分の金銭を他人に預
けることが嫌だった
が、来月より支援窓口
に預け、管理を委託す
る。

フードバンク

システム

食品・食料の

ロス・廃棄削減
・農漁業での廃棄（生産者廃棄）

・食品事業者での廃棄(中食・外食）

・家庭での廃棄（内食）

食料自給率向上
・第一次産業担い手不足

・農業政策

・地産地消

・食生活の変化

生活困窮者自立支援
・食生活の変化

・ニート・引きこもり

・母子家庭

・DV・虐待

環境問題の改善
・フードマイレージ

・肥料化・飼料化

・廃棄物焼却（温暖化ガス）、

ごみ収集の減少

食育推進
・食生活改善

・こども食堂の運営

・もったいないの継承

・イートシフト

災害支援
・災害時の緊急食料支援

・被災者の継続支援

・食料備蓄先としての機能

企業活動意義向上
・産廃処理量・コスト削減

・ＣＳＲ活動・イメージ向上

・社員のモラール向上
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 タイトル 地域におけるフードバンク活動の現状と今後の課題 

氏名（所属）難波江 任（愛媛大学大学院） 

Keyword： フードバンク 食品ロス 生活困窮者 

 

【問題・目的・背景】 
我が国では年間約 2,801万トンの食品由来の廃棄物が

発生しており、食用仕向け量（約 8,464万トン）のおよ

そ 3分の 1にあたる。その食品廃棄物のうち約642万ト

ンは、まだ食用として活用できるものであるという現状

が発表されている（農林水産省 2012年度推計）。 

現在、この食品のロスと廃棄をめぐる状況は、世界的

にも深刻化しており、環境への負荷も大きな社会問題に

なっている。とりわけ、食料の多くを輸入に依存し、そ

の依存度を政策的に軽減しようとしている我が国が、一

方では、大量の食品をロスし廃棄することは深刻度合い

が大きい問題といえる。 

この食品ロス削減や生活困窮者支援などの社会的課題

解決を目的として、2000年に東京で事業を開始したセカ

ンドハーベスト・ジャパン（以下、2HJ）をはじめ、近年、

国内各地でフードバンク（以下、FB）団体の活動が顕著

になっている。 

国内のFB活動状況についての研究は、これまでに2HJ

に関する事例や国内の FB の動向などの報告事例がある

が、近年のFB運営上の課題報告事例は少なく、昨年度よ

り開始された「生活困窮者自立支援制度」との連携や活

用に関する研究事例はまだない。 

【研究方法・研究内容】 

先ず、我が国の各地の FB 活動の状況と、FB による食

品ロス削減の実態について調査を実施した。合わせて、

アンケートにより FB の認知度や食品ロスに関する意識

調査を行った。また、国内各地の生活困窮者自立支援制

度との連携状況、生活困窮者自立支援事業でのFBの活用

状況を調査し、その結果をまとめた。 

さらに、筆者の活動地域におけるFBと生活困窮者支援

団体の具体的連携事例や FB を活用した生活困窮者の状

況、FBのこども食堂との連携状況などを調査した。 

【研究・調査･分析結果】 

我が国で食品ロス削減のために取り組まれている活動

の中で、民間が主体となっている活動では、FBが最も古

い事業ではないだろうか。 

食品ロス削減を進めている組織としては、国、食品関

連事業者、消費者及び消費者団体などがあげられるが、

そのどの分野とも違う趣旨で食品ロス削減に関わってき

たのがFBである。 

それは、FBが食品事業者から提供される未利用食品を

活用して、生活困窮者の支援や福祉施設の支援を行う他、

様々な地域貢献を並行して行っている団体だからである。 

本論では、FBが食品ロス削減や生活困窮者支援などに

取り組んでいる事例を調査した結果及びその調査を踏ま

えた政策提言について述べる。 

１）FBについて 

FBとは、図表1のNo.3から16に示すような、食品と

して品質上問題はないが、販売することが困難な食品を、

食品メーカーや小売店（食品提供団体）から無償で引き

取り、生活困窮者やホームレスなど（受益者）を支援す

る団体（食品配布先団体）をつうじて食品を必要とする

人たちに無償で配布する活動のことである（図表2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1 加工食品の食品ロス発生原因（フードバンク関係者、

食品事業者などからの情報をもとに筆者作成） 

    

 

 

 

 

 

 

 

図表２ フードバンク事業のフロー（筆者作成） 

FB は、米国のアリゾナ州で 1967 年に始められた未利

食品提供 
団体 

食品配布先 
団体 

無償配布

障がい者支援施設

愛媛みかん

食品ロスの発生箇所

製造 流通 販売 消費

◯ ◯ ◯ 1 食品への異物混入
ゴミや不純物の混入などにより健康に影響をおよぼす可能性が
ある場合

◯ ◯ 2 賞味期限切れ 店頭・自宅で売れ残り賞味期限が過ぎた

問題なし

食品品質の
問題の有無

No. 項　　　目 内　　　　　容

問題あり

◯ 3
パッケージなどの表示・印
刷ミス

賞味期限の印字不備、法律で定められた表記の誤り

◯ 4 形状が不良のもの
品質に問題ないが、規格外の形状・質量・色のものや、包装不
良（包装状態に問題はないが形状が不良）のもの

◯ 5 余剰食材
食材の一部を利用し、残った部分の食材（型抜き野菜の残り、
加工食品の切れ端など）

◯ 6 品質検査の抜き取り商品 一部のみ検査を行い、一緒にサンプリングしたもの

◯ ◯ ◯ 7 包装状況・容器の問題
缶詰のへこみ、段ボール箱の破損、ビン入り食品・飲料のビン
割れ商品発生時の同梱包品や同パレット品など

◯ ◯ ◯ 8
食品業界の「3分の1ルー
ル」

食品流通業界などで決められた「3分の1ルール」により販売
できないもの

◯ ◯ 9 期間限定商品の在庫 季節商品やキャンペーンなどの特別商品の売れ残り

◯ ◯ 10 特売品の在庫 特売や催事の終了により、在庫となってしまった商品

◯ ◯ 11 店頭商品の賞味期限が近い 商品の回転が遅く、賞味期限が迫ってきたもの

◯ ◯ 12 店頭商品の発売終了
商品が終売となり、定番からカットされ店頭に並べられない商
品

◯ ◯ 13 定番商品の在庫 倉庫に在庫を抱え過ぎて、賞味期限が迫ってきた商品

◯ ◯ 14 予定外の生産
販売計画・生産計画などの甘さにより過剰製造してしまった商
品

◯ ◯ ◯ 15 催事用食品
展示会・イベント・試食・サンプリング・スポーツ大会等で
余った食品

◯ 16 防災備蓄品の賞味期限 賞味期限が迫った防災備蓄食料

問題なし

用食品の有効活用と生活困窮者の支援目的の活動が起源

とされている。現在では米国内に200団体以上のFBがあ

り、最大のFBと言われるFeeding Americaは、会員200

以上であり、寄付される食品は金額にして年間 2,500万

ドルにのぼる。 

米国でFBが開始されて以降、ヨーロッパ、アジアにも

その活動は広がり、我が国では、2000年に2HJが活動を

開始し、現在では国内最大のFB団体となっている。 

2HJの活動は、国内の他のFBや食品ロス削減活動、生

活困窮者支援活動と連携しながら、リーダーシップ的な

団体として活動基盤の整備も進めている。2HJ が活動を

開始した以降、活動状況がメディアでも取り上げられ、

FBの認知度が上がり、同様の活動が広がりをみせた。現

在、我が国では図表3のとおり 50以上の団体が活動して

いるとみられる（2016年 7月調査時点）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3 我が国のFB団体の状況（農林水産省HP「フードバンクの

紹介」、埼玉県HP、セカンドハーベストジャパンHP、筆者によるフード

バンク団体へのヒアリングをもとに筆者作成） 

FBは、その活動形態が特有であるため、他の様々な団

体とつながりが形成され、その連携によって活動意義の

高まる事業だと考えられる。図表4に FBとその他の社会

問題との相関図を示す。 

この図のとおり、FBという活動は、食品のロス・廃棄

を削減する機能を持っているが、その食品のロス・廃棄

には様々な社会問題が絡み合っている。 

また、寄付された食品は、FBをとおして生活困窮者に

提供されるが、生活困窮者には、DV被害者や母子家庭、

ニート・引きこもり、生活保護受給者、自立援助ホーム

の利用者、障害者など、様々な困難を抱える人達の生活

がある。さらに、食料自給率が低い我が国にあって、そ

の底上げをするための効果はまだ少ない(年間約4,202ト

ン)が、販売できずに廃棄される食品の有効利用に貢献し

ていると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図表4 FB取り巻く社会問題の相関図（筆者作成） 

２）生活困窮者自立支援制度との連携運用 

FBの機能の中で、特に注目したいのが「生活困窮者支

援」であり、2015年度より厚生労働省が開始した第 2の

セーフティネットと呼ばれる「生活困窮者自立支援制度」

で FBを活用する事例が増加している。 

この制度は、生活困窮者の包括的・継続的な支援を行

い、生活困窮状態から脱却するため、相談窓口やアセス

メント・自立生活プラン作成などの相談支援事業と、就

労準備支援・中間的就労支援・居住確保支援・家計相談

支援・子どもの学習支援などの様々な支援を組み合わせ

て実施する事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表5 生活困窮者自立支援でのFB活用例（筆者作成） 

この制度の「一時生活支援」で FB を活用する事例が、

増加しており、愛媛県内の生活困窮者自立支援相談窓口

No. 県名 団体数
取扱量

（ｔ/年）
No. 県名 団体数

取扱量
（ｔ/年）

1 北海道 5 165.0 23 大阪府 1 39.5

2 青森県 1 3.5 24 兵庫県 1 175.0

3 岩手県 1 10.1 25 京都府 1 －

4 宮城県 2 138.9 26 滋賀県 1 2.0

5 山形県 1 15.0 27 三重県 1 30.0

6 秋田県 1 － 28 和歌山県 1 －

7 福島県 1 100.0 29 鳥取県 1 20.0

8 東京都 2 2,068.0 30 島根県 1 4.0

9 神奈川県 1 59.0 31 岡山県 1 22.0

10 埼玉県 1 20.0 32 広島県 2 18.8

11 千葉県 1 19.1 33 山口県 1 1.7

12 茨城県 1 28.9 34 徳島県 1 1.9

13 栃木県 2 32.6 35 香川県 2 1.3

14 群馬県 1 135.0 36 愛媛県 1 12.0

15 山梨県 1 90.2 37 高知県 1 45.0

16 新潟県 2 3.1 38 福岡県 1 26.0

17 長野県 1 － 39 大分県 1 少量

18 富山県 1 5.6 40 宮崎県 1 6.0

19 石川県 1 16.0 41 鹿児島県 1 320.0

20 愛知県 2 526.1 42 沖縄県 1 33.0

21 静岡県 2 8.0 53 4,202.3

22 岐阜県 1 －

合計

No. 事例内容 時期 食糧支援状況 支援後の状況

事例１

50歳代女性。夫と子ども３人の５人家族。２年前までは祖母が同居していて家事や子
どもの面倒をみていた。夫は長距離運転手、本人は菓子工場のパート勤務。祖母が介
護老人保健施設へ入所後から家の中は片付かず、家計管理も十分にできず負債を抱え
ていた。祖母の施設利用料も滞納していた。校納金滞納もあり、養育全般に学校関係
者は不安を感じていた。電気が止まり困っていたのを民生委員が知り、社協の小口貸
付金（１万円）借入相談に本人と一緒に自立相談に行った。
その後、祖母の年金等は市長申立をすることで、後見人による管理へ。本人とは負債
の状況や収支を把握する相談を続けていた。自己破産の相談へも相談員が同行した
が、自己破産の決心には至らず。
その中で、この8月に夫が仕事を辞めて、収入が本人のパート収入のみとなった。夫も
相談支援を受けることとなった。
次の賃金支給日まで10日、手持ちが２千円程度となり、子どもたちはご飯を食べずに
登校する日も出てきた。水道代の支払いも迫っており、支給日までのつなぎとして社
協の小口資金（1万円）貸付と食糧支援を行った。

2015年8月
米5Kgを2回支
給。

妻のみ自己破産の手続
き中。夫は試用で仕事
に就いた。

事例２

50歳代・40歳代の男性2人兄弟。兄は早朝の新聞配達の仕事はしているものの、日
中・夜間は家にこもることが多く、他者に関わるのが苦手で、収入は月１万円程度。
弟はみかん関係の仕事についているが、７・８月は仕事が休みになり、一時期収入が
なくなるため、収支バランスがとれずにいた。借金や税金滞納もあった。手持ちもな
くなり、食べる物がないと困っており、仕事が再開するまでのつなぎとして支援し
た。

2015年8月
米2Kgを1回支
給。

税金返済や負担軽減の
相談を行い、生計の立
て直しをしている。

事例３
30歳代男性。生活保護申請を提出しているが、承認までに２週間程度かかり、所持金
も数百円のため、それまで食事ができない。生活保護受給までのつなぎとして食料を
提供した。

2015年9月
米と野菜を数回
に分けて支給。

生活保護受給、その後
自立支援プログラムを
実施中。

事例４
30歳代男性。派遣会社で雇用され、派遣会社からウィークリーマンションを提供して
もらっていたが、突然の雇い止めのため、マンションをでなければならず、手持ちの
金銭もないため、食料を援助。

2015年9月
米5Kgを3回支
給。

他市にて就職。現在就
労中。

事例５
後期高齢者。年金支給までに手持ちの金銭がなくなり、年金がおりるまでのつなぎと
して食料を援助。

2015年9月
米と野菜を数回
支給。

高齢者のため、自立は
困難であった。

事例６

40歳代女性。子ども6人と賃貸住宅に同居のシングルマザー。職を失い、手持ち資金
が数千円になった。市の子育て支援の担当課に相談に訪れ、生活保護受給の申請を行
うことになった。
しかしながら、生活保護受給までに2週間を要するため、それまでの食糧援助を実施。
子ども6人のうち1人は乳児であったが、ミルクなど乳児用食料は保管が無く、支給で
きなかった。

2016年6月

米30kgと菓子
類、ふりかけ、
インスタント食
品などを支給。

生活保護受給

事例７

79歳の夫婦。年金生活をしているが、支給された年金は即座に使い果たし、約1ヶ月
先の8月15日支給まで手持ち残金が45円となった。米はあるが、おかずになるものが
無い状況であった。年金を2ヶ月で計画的に使うことができない。夫は身体が不自由
で、妻は初期の認知症。年金は使うだけ使って、冷蔵庫をいっぱいにして、食品を腐
らせてしまっている。

2016年7月

野菜2kg、レト
ルト・缶詰・緊
急食糧など9.5
ｋｇを支給。

自分の金銭を他人に預
けることが嫌だった
が、来月より支援窓口
に預け、管理を委託す
る。

フードバンク

システム

食品・食料の

ロス・廃棄削減
・農漁業での廃棄（生産者廃棄）

・食品事業者での廃棄(中食・外食）

・家庭での廃棄（内食）

食料自給率向上
・第一次産業担い手不足

・農業政策

・地産地消

・食生活の変化

生活困窮者自立支援
・食生活の変化

・ニート・引きこもり

・母子家庭

・DV・虐待

環境問題の改善
・フードマイレージ

・肥料化・飼料化

・廃棄物焼却（温暖化ガス）、

ごみ収集の減少

食育推進
・食生活改善

・こども食堂の運営

・もったいないの継承

・イートシフト

災害支援
・災害時の緊急食料支援

・被災者の継続支援

・食料備蓄先としての機能

企業活動意義向上
・産廃処理量・コスト削減

・ＣＳＲ活動・イメージ向上

・社員のモラール向上
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が FBを活用した事例（抜粋）が図表5である。いずれも、

所持金が極めて少なく、食事の機会が与えられていない

緊急的な状況下での活用であることがわかる。 

 生活困窮者自立支援制度の開始とともに、緊急的な食

料支援の必要者が明るみに出てきたことが、図表 5 のよ

うな事例の増加につながったと考えられる。 

事例は、図表 5 の調査地域である愛媛県以外の地域で

も増加しており、自治体とFBの積極的な連携や、自治体

が FB事業を行うなどの取り組みが始まっている。 

 図表6に FBと国内各自治体などの連携事例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表6 FBと自治体との連携事例（2016年7月時点） 

３）FBと「こども食堂」の連携 

 一方、FBが行う生活困窮者支援への動きは、近年、国

内で広がりを見せる「こども食堂」への協力にも見るこ

とができる。 

 こども食堂とは、無料や廉価で地域の子供たちに食事

を提供する活動のことである。これに類似した地域での

支え合い活動は、旧来から様々な形で行われてきたが、

2012年、東京都の青果店が始めた「こども食堂」という

名称の活動と、2013年に施行された子どもの貧困対策法

や 2014年に発表された子どもの貧困率、昨年施行された

生活困窮者自立支援事業などの影響もあり、近年急速に

全国に広まった活動である。現在では、全国 300 箇所以

上でこども食堂の活動が行われており、この趣旨に賛同

するFBが食品提供を行うケースも出てきている。 

本年8月 26日、愛媛県新居浜市で初のこども食堂がオ

ープンし、1ヶ月に 1回継続実施していく方針であるが、

この「新居浜子ども食堂中村松木店」の準備段階から FB

運営者が関わってきた。また、本年 7月15日に、香川県

高松市でオープンしたこども食堂は、NPOフードバンク高

松の運営者自身が準備・運営を行うものである。 

このように、生活困窮者の支援のため、様々な形で、

自治体や支援団体と連携してFBが提供する未利用食品の

有効活用が広がっている。 

４）FB事業の運営上の課題 

FB の活用事例が全国で広がっていることは FB の存在

を評価できるものであるが、FBの運営には課題も多くみ

られる。この課題の中でも、FBの運営資金の問題は大き

い課題の一つである。 

FBは、食品提供団体から寄付された食品を、それを必

要とする食品配布先団体に渡すのみであり、この事業フ

ローには金銭が介在せず、収益というものが無い。しか

しながら、この事業には、食品の引取り、保管、運送な

どに労力と場所、冷蔵庫や車両などの設備が必要である。

つまり、この事業を行う団体には、収益がなく経費だけ

が負担となっている場合が多い。 

図表 7は、国内の FB 10団体の決算状況の事例である

が、どの組織も潤沢な資金があり、財務的に健全な運営

ができているとは言いがたい。赤字の団体が多く、ほと

んどの団体が人件費を計上していない。 

人件費を計上している団体もあるが、これは、その多

くが国や自治体から失業者の雇用目的の事業を受託して

いるためである。この場合、人件費割合も大きいが、ほ

とんどの団体が、実働はボランティアに頼っている。 

 

 

 

 

 

 

 

図表7 国内FBの決算事例（FB団体の事業報告をもとに筆者作成） 

また、多くの FBの収益の 90％以上が寄付金、助成金、

会費でまかなわれていることもわかる。 

中四国のFB団体の状況を見てみると、岡山、福山（広

島）、山口、徳島、高知、愛媛のフードバンクは、地域の

少額助成金を受けるなどして活動資金の一部にはしてい

るが、ほとんどは事業者の持ち出し資金による運営とな

っている。これら、FB団体の運営者の多くは、食品の受

け入れ数量や提供団体、配布先団体を増やしたいとは考

えているが、保管場所や受け取り、仕分け、配達などを

行う労働力と設備資金がないため、現状より取扱量を一

挙には増やすことが安易にできていない団体が多い。 

これらの状況を見ても分かるとおり、FB事業を継続さ

せるには、資金的問題が大きいと言える。食品提供団体

や企業からの寄付、地域の諸団体からの援助、自治体で

収入（千円） 支出（千円）

会費 寄付 助成・補助 計 （％）

1 Ａ 2014 33 113,321 0 113,354 (92.2) 9,628 122,982 73,711 59,399 133,110 ▲ 10,128

2 Ｂ 2014 1,240 9,110 50,315 60,665 (98.8) 741 61,406 26,279 26,326 52,605 8,801

3 Ｃ 2013 435 9,347 3,207 12,989 (97.2) 372 13,361 7,696 7,806 15,502 ▲ 2,141

4 Ｄ 2013 2,841 3,533 723 7,097 (64.5) 3,901 10,998 1,611 9,781 11,392 ▲ 394

5 Ｅ 2013 2,519 3,013 1,514 7,046 (97.2) 201 7,247 0 7,571 7,571 ▲ 325

6 Ｆ 2015 360 5,200 300 5,860 (91.8) 521 6,381 2,250 3,780 6,030 351 予算値

7 Ｇ 2013 162 1,045 3,182 4,389 (93.6) 301 4,690 134 4,427 4,561 129

8 Ｈ 2012 400 1,560 0 1,960 (62.0) 1,200 3,160 1,350 1,810 3,160 0 予算値

9 Ｉ 2014 510 616 0 1,126 (52.6) 1,016 2,142 0 1,567 1,567 575

10 Ｊ 2014 73 9 166 248 (99.9) 0 248 0 145 145 103

経常利益
（千円）

備　考
その他 計 人件費 その他 計

No. 団体名 会計年度

No. 団体名 地域 項目 概要 開始時期 備考

1 フードバンクだいち
青森県
青森市

青森県社協内にも事
務局

フードバンクだいちと社協は別組織ではある
が、協働性の高い取り組みをしており、県社協
内にも事務局がある。

2008年 筆者訪問し聴取

2
島根県パーソナルサポー
トセンター

島根県
松江市

島根県社協が中心と
なり設立

初の社協主体のフードバンクとして、パーソナ
ルサポートセンターが核となり2012年に事業
を開始。

2012年
筆者がセミナーで
同席し聴取

3 境港市社会福祉協議会
鳥取県
境港市

フードドライブの定
期実施

「フードエード」という名称で、家庭で余剰に
なっている食品・食料を受け付けている。

2014年4月
FB鳥取より聴取
境港市社協だより

4 フードバンク香川
香川県
高松市

香川県社協がFBを
設立

香川県社会福祉協議会が、2013年設立準備会
を立ち上げ、2014年7月FB（NPO法人）を
設立。

2014年7月
筆者が検討会の委
員

5
宮城県内15社会福祉協
議会

宮城県
コープフードバンク
と連携協定締結

宮城県内の社協は、あいついでコープフードバ
ンクと連携協定を締結

2015年～
河北新報（2016
年3月31日）

6 美里町社会福祉協議会
宮城県
美里町

美里町社協がFB事
業開始

美里町社協がみやぎ生協コープフードバンクと
連携して事業を開始。

2015年1月
河北新報（2015
年1月8日）

7 フードバンク札幌
北海道
札幌市

札幌市社協内の事業
委託先にFBを設立

生活困窮者自立支援事業を行う札幌市福祉生活
支援センターの事業として行っている。

2015年4月 FB札幌より聴取

8 石巻市社会福祉協議会
宮城県
石巻市

石巻市社協がFB事
業開始

石巻市社協がコープ東北サンネット事業連合と
連携して事業を開始。

2015年8月 石巻社協HP

9 フードバンク信州
長野県
松本市

10月7日、フードバ
ンク設立

長野県NPOセンター、長野県労働者福祉協議
会、長野市社会事業協会、ワーカーズコープ松
本事務所、労協ながの、長野県社会福祉協会な
どが中心に設立。

2015年10月
信州毎日新聞
（2015年10月8
日付）

10 浜田市社会福祉協議会
島根県
浜田市

浜田市社協がFB事
業を開始

浜田市社協内に窓口をもうけ、市民に呼びかけ
食料の受付を実施。

2015年12月 浜田市社協HP

11 太田市
群馬県
太田市

フードバンク設立
（フードバンク北関
東と連携）

太田市が市の事業としてフードバンク設立を準
備中。
３月にプレオープン。８月本格開始予定。

2016年3月
FB北関東より聴
取、産経新聞（３
月24日）

の事業予算化など、FB事業を継続させるためには、資金

面での施策が必要だと考える。 

一方、最近、増えてきているFBの形態では、図表6に

示したとおり、社会福祉協議会が、独自にFB事業を行う

事例があげられる。島根県、札幌市のFBがその形態であ

り、香川県社会福祉協議会は、社協が中心になって 2014

年 7月に NPO法人フードバンクかがわを設立した。この

ような形態でFBを運営することは、安定して地域に密着

できる好例であると言える。 

また、フードバンク広島は、寄付された食品を活用し

て高齢者を対象とした廉価食堂を運営し、その収益を不

足食品の購入資金や光熱費の一部に充てている。これも

事業維持のための好例の一つだと言える。 

５）FBの国内認知度 

FBに関する認知度などのアンケート調査を 2014年 11

月から 12月までに行った結果が図表 8である。これは、

愛媛県内各地で行われたイベント会場で、アンケート回

答用のブースを作り、来場者を対象に行なったものであ

る。これらのアンケート結果から、まだ一般的には我が

国内での食品ロスの状況やFBについての認知度は低いが、

食品ロスの削減には取り組む意志があるという状況がう

かがえる。 

 

 

 

 

図表8 アンケート結果（筆者作成） 

【考察・今後の展開】 

調査の結果、現在、我が国内には 50以上の FB団体が

あり、それぞれのFB団体が、地域の様々なニーズを背景

に活動を開始し、その活動内容や地域の状況、その団体

の事情に応じて、他の団体と連携をとりながら活動を継

続・拡大していることが分かった。 

また、自治体が生活困窮者自立支援制度にFBを積極的

に活用しようとする動きや、FBのこども食堂への協力が

始まっており、自治体や社会福祉協議会など、生活困窮

者支援を進める窓口担当者には FB 活動への認知度が向

上していることが判断できた。 

このことから、FB活動をより効果的に進めるには、単

独の団体や個人ではなく、地域で活動を行う組織・個人

が意識を持って連携・協力する必要があると考えられる。

さらに、FB活動により食品ロス削減と生活困窮者自立支

援の効率を向上させるには、ロスになるおそれのある食

品を地域内で有効活用させる「未利用食品の地産地消」

なども今後は必要になってくると考えられる。 

以上を踏まえ、行政・民間が行うべき施策をまとめた。 

行政が進めるべき政策の提言は次のとおりである。 

①行政が生活困窮者支援でのFB活用を奨励（マニュア

ル化など） 

②（①の前提として）FB活動への資金助成の制度化や

民間企業からFBへの寄付促進（FBの認定NPO化緩和

措置など）  

③自治体や生活困窮者自立支援の相談窓口にFB機能を

持たせる 

④自治体や生活困窮者自立支援相談窓口とFBが連携し

たフードドライブ（家庭食品の有効利用）実施 

⑤食品関連企業へのFB活用（食品寄贈）の奨励 など 

民間で取り組むべき事項は、次のとおりである。 

①民間でのFB活動の認知度向上による国民の意識高揚 

②民間企業のFBの有効活用（未利用食品の活用促進の

努力目標策定など） 

③FB活動への積極的ボランティア参加 

④こども食堂普及による未利用食品の活用促進 など 

我が国は、近い将来、人口が減少し消滅の危機にある

地域が増加するという予想が発表されたが、世界の人口

は、発展途上国を中心として増加し続ける見込みである。 

今、我が国は、本気になって食料自給率を向上させる

ことが必要なのではないだろうか。将来の食の生産者を

育て、耕作放棄地を活用し、フードサプライチェーンの

なかで発生する食品のロスや廃棄を減少させること。こ

れは、我が国を守る重要な政策だと思う。 

戦中戦後の「生きるために食べる」時代からバブル経

済期の「楽しむために食べる」時代、そして「地域と人

をささえるための『食べる』」時代へと変わっていくイー

トシフト（食の価値観の変化）。適正なイートシフト形成

が、人類を食の危機から守るのではないだろうか。 

【引用・参考文献】 

大原悦子（2008/岩波書店）「フードバンクという挑戦」、

三菱総合研究所（2010）「平成 21年度フードバンク活動

実態調査報告書」、小林富雄（2015/農林統計出版）「食品

ロスの経済学」）、農林水産省（2014）「平成 24年度食料

需給表」、農林水産省（2014）「食品ロス削減に向けて～

もったいないを取り戻そう～」、FAO（国際連合食料農業

機関/2011）「世界の食品ロスと食料廃棄」、社会福祉法人 

全国社会福祉協議会（2013）「平成25年度 都道府県・指

定都市社会福祉協議会 部・課・所長会議資料」 
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が FBを活用した事例（抜粋）が図表5である。いずれも、

所持金が極めて少なく、食事の機会が与えられていない

緊急的な状況下での活用であることがわかる。 

 生活困窮者自立支援制度の開始とともに、緊急的な食

料支援の必要者が明るみに出てきたことが、図表 5 のよ

うな事例の増加につながったと考えられる。 

事例は、図表 5 の調査地域である愛媛県以外の地域で

も増加しており、自治体とFBの積極的な連携や、自治体

が FB事業を行うなどの取り組みが始まっている。 

 図表6に FBと国内各自治体などの連携事例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表6 FBと自治体との連携事例（2016年7月時点） 

３）FBと「こども食堂」の連携 

 一方、FBが行う生活困窮者支援への動きは、近年、国

内で広がりを見せる「こども食堂」への協力にも見るこ

とができる。 

 こども食堂とは、無料や廉価で地域の子供たちに食事

を提供する活動のことである。これに類似した地域での

支え合い活動は、旧来から様々な形で行われてきたが、

2012年、東京都の青果店が始めた「こども食堂」という

名称の活動と、2013年に施行された子どもの貧困対策法

や 2014年に発表された子どもの貧困率、昨年施行された

生活困窮者自立支援事業などの影響もあり、近年急速に

全国に広まった活動である。現在では、全国 300 箇所以

上でこども食堂の活動が行われており、この趣旨に賛同

するFBが食品提供を行うケースも出てきている。 

本年8月 26日、愛媛県新居浜市で初のこども食堂がオ

ープンし、1ヶ月に 1回継続実施していく方針であるが、

この「新居浜子ども食堂中村松木店」の準備段階から FB

運営者が関わってきた。また、本年 7月15日に、香川県

高松市でオープンしたこども食堂は、NPOフードバンク高

松の運営者自身が準備・運営を行うものである。 

このように、生活困窮者の支援のため、様々な形で、

自治体や支援団体と連携してFBが提供する未利用食品の

有効活用が広がっている。 

４）FB事業の運営上の課題 

FB の活用事例が全国で広がっていることは FB の存在

を評価できるものであるが、FBの運営には課題も多くみ

られる。この課題の中でも、FBの運営資金の問題は大き

い課題の一つである。 

FBは、食品提供団体から寄付された食品を、それを必

要とする食品配布先団体に渡すのみであり、この事業フ

ローには金銭が介在せず、収益というものが無い。しか

しながら、この事業には、食品の引取り、保管、運送な

どに労力と場所、冷蔵庫や車両などの設備が必要である。

つまり、この事業を行う団体には、収益がなく経費だけ

が負担となっている場合が多い。 

図表 7は、国内の FB 10団体の決算状況の事例である

が、どの組織も潤沢な資金があり、財務的に健全な運営

ができているとは言いがたい。赤字の団体が多く、ほと

んどの団体が人件費を計上していない。 

人件費を計上している団体もあるが、これは、その多

くが国や自治体から失業者の雇用目的の事業を受託して

いるためである。この場合、人件費割合も大きいが、ほ

とんどの団体が、実働はボランティアに頼っている。 

 

 

 

 

 

 

 

図表7 国内FBの決算事例（FB団体の事業報告をもとに筆者作成） 

また、多くの FBの収益の 90％以上が寄付金、助成金、

会費でまかなわれていることもわかる。 

中四国のFB団体の状況を見てみると、岡山、福山（広

島）、山口、徳島、高知、愛媛のフードバンクは、地域の

少額助成金を受けるなどして活動資金の一部にはしてい

るが、ほとんどは事業者の持ち出し資金による運営とな

っている。これら、FB団体の運営者の多くは、食品の受

け入れ数量や提供団体、配布先団体を増やしたいとは考

えているが、保管場所や受け取り、仕分け、配達などを

行う労働力と設備資金がないため、現状より取扱量を一

挙には増やすことが安易にできていない団体が多い。 

これらの状況を見ても分かるとおり、FB事業を継続さ

せるには、資金的問題が大きいと言える。食品提供団体

や企業からの寄付、地域の諸団体からの援助、自治体で

収入（千円） 支出（千円）

会費 寄付 助成・補助 計 （％）

1 Ａ 2014 33 113,321 0 113,354 (92.2) 9,628 122,982 73,711 59,399 133,110 ▲ 10,128

2 Ｂ 2014 1,240 9,110 50,315 60,665 (98.8) 741 61,406 26,279 26,326 52,605 8,801

3 Ｃ 2013 435 9,347 3,207 12,989 (97.2) 372 13,361 7,696 7,806 15,502 ▲ 2,141

4 Ｄ 2013 2,841 3,533 723 7,097 (64.5) 3,901 10,998 1,611 9,781 11,392 ▲ 394

5 Ｅ 2013 2,519 3,013 1,514 7,046 (97.2) 201 7,247 0 7,571 7,571 ▲ 325

6 Ｆ 2015 360 5,200 300 5,860 (91.8) 521 6,381 2,250 3,780 6,030 351 予算値

7 Ｇ 2013 162 1,045 3,182 4,389 (93.6) 301 4,690 134 4,427 4,561 129

8 Ｈ 2012 400 1,560 0 1,960 (62.0) 1,200 3,160 1,350 1,810 3,160 0 予算値

9 Ｉ 2014 510 616 0 1,126 (52.6) 1,016 2,142 0 1,567 1,567 575

10 Ｊ 2014 73 9 166 248 (99.9) 0 248 0 145 145 103

経常利益
（千円）

備　考
その他 計 人件費 その他 計

No. 団体名 会計年度

No. 団体名 地域 項目 概要 開始時期 備考

1 フードバンクだいち
青森県
青森市

青森県社協内にも事
務局

フードバンクだいちと社協は別組織ではある
が、協働性の高い取り組みをしており、県社協
内にも事務局がある。

2008年 筆者訪問し聴取

2
島根県パーソナルサポー
トセンター

島根県
松江市

島根県社協が中心と
なり設立

初の社協主体のフードバンクとして、パーソナ
ルサポートセンターが核となり2012年に事業
を開始。

2012年
筆者がセミナーで
同席し聴取

3 境港市社会福祉協議会
鳥取県
境港市

フードドライブの定
期実施

「フードエード」という名称で、家庭で余剰に
なっている食品・食料を受け付けている。

2014年4月
FB鳥取より聴取
境港市社協だより

4 フードバンク香川
香川県
高松市

香川県社協がFBを
設立

香川県社会福祉協議会が、2013年設立準備会
を立ち上げ、2014年7月FB（NPO法人）を
設立。

2014年7月
筆者が検討会の委
員

5
宮城県内15社会福祉協
議会

宮城県
コープフードバンク
と連携協定締結

宮城県内の社協は、あいついでコープフードバ
ンクと連携協定を締結

2015年～
河北新報（2016
年3月31日）

6 美里町社会福祉協議会
宮城県
美里町

美里町社協がFB事
業開始

美里町社協がみやぎ生協コープフードバンクと
連携して事業を開始。

2015年1月
河北新報（2015
年1月8日）

7 フードバンク札幌
北海道
札幌市

札幌市社協内の事業
委託先にFBを設立

生活困窮者自立支援事業を行う札幌市福祉生活
支援センターの事業として行っている。

2015年4月 FB札幌より聴取

8 石巻市社会福祉協議会
宮城県
石巻市

石巻市社協がFB事
業開始

石巻市社協がコープ東北サンネット事業連合と
連携して事業を開始。

2015年8月 石巻社協HP

9 フードバンク信州
長野県
松本市

10月7日、フードバ
ンク設立

長野県NPOセンター、長野県労働者福祉協議
会、長野市社会事業協会、ワーカーズコープ松
本事務所、労協ながの、長野県社会福祉協会な
どが中心に設立。

2015年10月
信州毎日新聞
（2015年10月8
日付）

10 浜田市社会福祉協議会
島根県
浜田市

浜田市社協がFB事
業を開始

浜田市社協内に窓口をもうけ、市民に呼びかけ
食料の受付を実施。

2015年12月 浜田市社協HP

11 太田市
群馬県
太田市

フードバンク設立
（フードバンク北関
東と連携）

太田市が市の事業としてフードバンク設立を準
備中。
３月にプレオープン。８月本格開始予定。

2016年3月
FB北関東より聴
取、産経新聞（３
月24日）

の事業予算化など、FB事業を継続させるためには、資金

面での施策が必要だと考える。 

一方、最近、増えてきているFBの形態では、図表6に

示したとおり、社会福祉協議会が、独自にFB事業を行う

事例があげられる。島根県、札幌市のFBがその形態であ

り、香川県社会福祉協議会は、社協が中心になって 2014

年 7月に NPO法人フードバンクかがわを設立した。この

ような形態でFBを運営することは、安定して地域に密着

できる好例であると言える。 

また、フードバンク広島は、寄付された食品を活用し

て高齢者を対象とした廉価食堂を運営し、その収益を不

足食品の購入資金や光熱費の一部に充てている。これも

事業維持のための好例の一つだと言える。 

５）FBの国内認知度 

FBに関する認知度などのアンケート調査を 2014年 11

月から 12月までに行った結果が図表 8である。これは、

愛媛県内各地で行われたイベント会場で、アンケート回

答用のブースを作り、来場者を対象に行なったものであ

る。これらのアンケート結果から、まだ一般的には我が

国内での食品ロスの状況やFBについての認知度は低いが、

食品ロスの削減には取り組む意志があるという状況がう

かがえる。 

 

 

 

 

図表8 アンケート結果（筆者作成） 

【考察・今後の展開】 

調査の結果、現在、我が国内には 50以上の FB団体が

あり、それぞれのFB団体が、地域の様々なニーズを背景

に活動を開始し、その活動内容や地域の状況、その団体

の事情に応じて、他の団体と連携をとりながら活動を継

続・拡大していることが分かった。 

また、自治体が生活困窮者自立支援制度にFBを積極的

に活用しようとする動きや、FBのこども食堂への協力が

始まっており、自治体や社会福祉協議会など、生活困窮

者支援を進める窓口担当者には FB 活動への認知度が向

上していることが判断できた。 

このことから、FB活動をより効果的に進めるには、単

独の団体や個人ではなく、地域で活動を行う組織・個人

が意識を持って連携・協力する必要があると考えられる。

さらに、FB活動により食品ロス削減と生活困窮者自立支

援の効率を向上させるには、ロスになるおそれのある食

品を地域内で有効活用させる「未利用食品の地産地消」

なども今後は必要になってくると考えられる。 

以上を踏まえ、行政・民間が行うべき施策をまとめた。 

行政が進めるべき政策の提言は次のとおりである。 

①行政が生活困窮者支援でのFB活用を奨励（マニュア

ル化など） 

②（①の前提として）FB活動への資金助成の制度化や

民間企業からFBへの寄付促進（FBの認定NPO化緩和

措置など）  

③自治体や生活困窮者自立支援の相談窓口にFB機能を

持たせる 

④自治体や生活困窮者自立支援相談窓口とFBが連携し

たフードドライブ（家庭食品の有効利用）実施 

⑤食品関連企業へのFB活用（食品寄贈）の奨励 など 

民間で取り組むべき事項は、次のとおりである。 

①民間でのFB活動の認知度向上による国民の意識高揚 

②民間企業のFBの有効活用（未利用食品の活用促進の

努力目標策定など） 

③FB活動への積極的ボランティア参加 

④こども食堂普及による未利用食品の活用促進 など 

我が国は、近い将来、人口が減少し消滅の危機にある

地域が増加するという予想が発表されたが、世界の人口

は、発展途上国を中心として増加し続ける見込みである。 

今、我が国は、本気になって食料自給率を向上させる

ことが必要なのではないだろうか。将来の食の生産者を

育て、耕作放棄地を活用し、フードサプライチェーンの

なかで発生する食品のロスや廃棄を減少させること。こ

れは、我が国を守る重要な政策だと思う。 

戦中戦後の「生きるために食べる」時代からバブル経

済期の「楽しむために食べる」時代、そして「地域と人

をささえるための『食べる』」時代へと変わっていくイー

トシフト（食の価値観の変化）。適正なイートシフト形成

が、人類を食の危機から守るのではないだろうか。 

【引用・参考文献】 

大原悦子（2008/岩波書店）「フードバンクという挑戦」、

三菱総合研究所（2010）「平成 21年度フードバンク活動

実態調査報告書」、小林富雄（2015/農林統計出版）「食品

ロスの経済学」）、農林水産省（2014）「平成 24年度食料

需給表」、農林水産省（2014）「食品ロス削減に向けて～

もったいないを取り戻そう～」、FAO（国際連合食料農業

機関/2011）「世界の食品ロスと食料廃棄」、社会福祉法人 

全国社会福祉協議会（2013）「平成25年度 都道府県・指

定都市社会福祉協議会 部・課・所長会議資料」 
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 地域経済構造分析ＤＢについて－埼玉県川越市と所沢市の比較分析事例－ 

加藤讓（一般財団法人日本立地センター） 

Keyword： RESAS、国勢調査、経済センサス、地域経済構造分析ＤＢ、川越市、所沢市 

 

【問題・目的・背景】 
 我が国は本格的な人口減少社会に突入し、各市町村にお

いても人口を増やし続けることが年々困難になっている。

人口減少社会においては、各地域は自らの強みと弱みを見

極め、戦略的な視点を持って他地域と差別化を図ることで

持続的発展を実現する必要がある。 

 まち・ひと・しごと創生本部においては、地方創生の実

現に向けて、各都道府県・市区町村が客観的なデータに基

づき、自らの地域の現状と課題を把握し、その特性に即し

た地域課題を抽出して「地方版総合戦略」を立案すること

が重要であるとの考えから、「地域経済分析システム

(Regional Economy and Society Analyzing System)」通称

RESASを 2015年から開発している。 

 一方、(一財)日本立地センターでは2012年度より「地域

経済構造分析ＤＢ」を作成している。人口減少社会におい

て地域経済を分析するためには、地域における経済活動の

結果である人に着目する必要があり、またこれからの地域

の持続的発展を実現するためには、人的資本形成の面から

も人に着目する必要がある。以上のことから、地域経済構

造分析ＤＢでは、人に着目して地域の経済構造を分析する

ことで、地域の現状である強みや弱みを明らかにし、今後

の地域の方向性が地方自治体等において戦略的に考察され

ることを目的としている(加藤 2015)。 

【研究方法・研究内容】 

１．地域経済構造分析DBとは 
地域経済構造分析ＤＢは、人の一生、つまりライフサ

イクルについて大きく以下の 5つの視点及び段階の 120
以上のデータから構成され、全国1741市町村をカバーし
ている。 

5つの視点及び段階には、それぞれに密接に関連した市
区町村の「結果データ」の推移と全国順位を明らかにし、

さらに「結果データ」に関係を及ぼす可能性のある「政

策関連データ」についても推移と順位を示すことで行政

におけるライフサイクルの各段階における取組み状況や

関連性を明らかにしている。 
①人の誕生(少子化支援) 
 人の誕生、つまり乳幼児に関する出生等のデータと乳

幼児に関係する医療福祉等の政策関連データが含まれる。 

結果データ：合計特殊出生率 他4指標 
政策関連データ：保育所待機児童数 他19指標 
②人の成長(学習支援) 
 主に、小学校から高等学校(一部大学などを含む)に至る
人生における学校等のデータが含まれる。 
結果データ：15歳以上通学比率 他1指標 
政策関連データ：小学校教員当たり児童数 他11指標 
③社会にでる(雇用状況) 
 学校卒業後の雇用に関する状況として、雇用量等のデ

ータや雇用に関する広い意味で人の動きに関するデータ

と課税対象所得や産業に関する各種データが含まれる。 
結果データ：昼夜間人口比率 他4指標 
民間関連データ：課税対象所得額、民営従業者数  

他16指標 
④家庭を持つ(生活支援) 
 生活に関する状況として、住宅や未婚率等に関するデ

ータや病院や店舗、公共事業費等に関する政策関連デー

タが含まれる。 
結果データ：男女別年代別未婚率 他8指標 
政策関連データ：人口あたり公共事業費 他14指標 
⑤死亡(高齢者福祉支援) 
 高齢者を取り巻く状況として、平均寿命等のデータや

医療福祉施設等に関する政策関連データが含まれる。 
結果データ：平均寿命 他3指標 
政策関連データ：65歳以上人口千人あたり老人福祉・介 
        護事業従業者数 他16指標 
２．クラスター分析について 
地域経済構造分析DBでは、全国 1741市町村の 5歳
年齢別人口が各々の市町村の人口合計に占める割合につ

いて、クラスター分析を行い、各市町村を 7つのタイプ
に分類している。うち、対象となる市町村数が少なく、

レアケースである 2つのタイプを除き以下の 5タイプに
分類している。 
①タイプⅠ 
 特徴は、団塊ジュニア層が他の年齢層に比べて最も多

いことである。このタイプに属する市町村は、様々な理

由から市町村外から大量の人口流入がある。タイプⅠに

は、仙台市など政令指定都市のほか23区などが含まれる。 

タイプⅠ（岡崎市） タイプⅡ（前橋市）

タイプⅢ（新城市） タイプⅣ（豊後高田市）

タイプⅤ（津和野町）
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②タイプⅡ 
 特徴は団塊世代の割合が最も高いが団塊ジュニアの割

合も全国平均に比べて高いことである。団塊ジュニアの

層も多少の流入があることを示している。タイプⅡには、

前橋市など県庁所在都市なども多く含まれる。 
③タイプⅢ 
 特徴は、団塊の世代の割合が極めて多いことである。

団塊ジュニアの層が占める割合はタイプⅡに比べてあま

り高くはないが、タイプⅣに比べて高齢化はそれほど進

んでいない。タイプⅢには、兵庫県篠山市など地方都市

の中でも比較的地域の中心的な役割を果たす都市が含ま

れる。 
④タイプⅣ 
 特徴は、団塊の世代が極めて多いが、タイプⅢに比べ

て団塊ジュニアの層は少なく高齢化が進んでいることで

ある。タイプⅣでは、団塊ジュニア層が流出しているこ

とを示している。タイプⅣには、地方都市の他、長野県

木曽町などの町村が含まれる。 
⑤タイプⅤ 
 特徴は、団塊の世代及び団塊の世代以上の年齢層の割

合が高く、タイプⅠからタイプⅤの中では最も高齢化が

進んでいることである。団塊ジュニア層だけでなく、団

塊世代も既に流出しており過疎化が早くから進んだ可能

性があることを示している。タイプⅤには、既に過疎化

が進んだ町村部などが多く含まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              細線は全国平均 

                ( )内の市町村はタイプ内   

                の代表的市町村名 

資料：地域経済構造分析DBより作成 

図1 クラスタータイプ別の年齢別人口比率の特徴 

 タイプ別に市町村数をみると、タイプⅢに属する市町

村が最も多く 495市町村で 3割近くを占め、次いでタイ
プⅡに属する市町村が456市町村で1/4強を占めている。 
３．これまでの活用例 
 同ＤＢは、これまで関東経済産業局「地域産業振興講

座」、福島県「ビッグデータを活用できる人材育成支援研

修」、福島大学「連携研究員及び地域創造支援センター連

携コーディネーター連絡会議」、山梨県「商店街人材育成

セミナー」等で活用され、地方自治体等の職員の分析能

力向上に役立っている。 
 
【研究・調査･分析結果】 

１．川越市と所沢市について 

 我が国全体の人口減少が加速度的に進む中で、これま

で人口が増加してきた首都圏の市町村でも優勝劣敗が明

らかになりつつある。 

 埼玉県川越市と所沢市は、都市の成り立ちは異なるが

これまで県南東部を代表する都市として発展を続けてき

た。特に人口規模をみると、両市は長年にわたり同程度

の水準にあり増加を続けてきたが、2016年 2月に公表さ

れた「平成 27 年国勢調査速報」では、川越市の人口は

350,327人で5年前と比較して約8千人弱の増加に対して、

所沢市の人口は335,875人で約 6千人の減少であり、1.4

万人以上の差が生じた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」より作成 

図2 川越市と所沢市の人口推移 

 

本研究では、地域経済構造分析ＤＢを活用して両市の

比較分析を行うことで地域経済構造を明らかにし、今後

の方向性について検討を行う。 

 

２．地域経済構造分析DBを活用した分析結果 

 両市の分析結果として特徴となる点は以下の通りであ

る。 
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 地域経済構造分析ＤＢについて－埼玉県川越市と所沢市の比較分析事例－ 

加藤讓（一般財団法人日本立地センター） 

Keyword： RESAS、国勢調査、経済センサス、地域経済構造分析ＤＢ、川越市、所沢市 

 

【問題・目的・背景】 
 我が国は本格的な人口減少社会に突入し、各市町村にお

いても人口を増やし続けることが年々困難になっている。

人口減少社会においては、各地域は自らの強みと弱みを見

極め、戦略的な視点を持って他地域と差別化を図ることで

持続的発展を実現する必要がある。 

 まち・ひと・しごと創生本部においては、地方創生の実

現に向けて、各都道府県・市区町村が客観的なデータに基

づき、自らの地域の現状と課題を把握し、その特性に即し

た地域課題を抽出して「地方版総合戦略」を立案すること

が重要であるとの考えから、「地域経済分析システム

(Regional Economy and Society Analyzing System)」通称

RESASを 2015年から開発している。 

 一方、(一財)日本立地センターでは2012年度より「地域

経済構造分析ＤＢ」を作成している。人口減少社会におい

て地域経済を分析するためには、地域における経済活動の

結果である人に着目する必要があり、またこれからの地域

の持続的発展を実現するためには、人的資本形成の面から

も人に着目する必要がある。以上のことから、地域経済構

造分析ＤＢでは、人に着目して地域の経済構造を分析する

ことで、地域の現状である強みや弱みを明らかにし、今後

の地域の方向性が地方自治体等において戦略的に考察され

ることを目的としている(加藤 2015)。 

【研究方法・研究内容】 

１．地域経済構造分析DBとは 
地域経済構造分析ＤＢは、人の一生、つまりライフサ

イクルについて大きく以下の 5つの視点及び段階の 120
以上のデータから構成され、全国1741市町村をカバーし
ている。 

5つの視点及び段階には、それぞれに密接に関連した市
区町村の「結果データ」の推移と全国順位を明らかにし、

さらに「結果データ」に関係を及ぼす可能性のある「政

策関連データ」についても推移と順位を示すことで行政

におけるライフサイクルの各段階における取組み状況や

関連性を明らかにしている。 
①人の誕生(少子化支援) 
 人の誕生、つまり乳幼児に関する出生等のデータと乳

幼児に関係する医療福祉等の政策関連データが含まれる。 

結果データ：合計特殊出生率 他4指標 
政策関連データ：保育所待機児童数 他19指標 
②人の成長(学習支援) 
 主に、小学校から高等学校(一部大学などを含む)に至る
人生における学校等のデータが含まれる。 
結果データ：15歳以上通学比率 他1指標 
政策関連データ：小学校教員当たり児童数 他11指標 
③社会にでる(雇用状況) 
 学校卒業後の雇用に関する状況として、雇用量等のデ

ータや雇用に関する広い意味で人の動きに関するデータ

と課税対象所得や産業に関する各種データが含まれる。 
結果データ：昼夜間人口比率 他4指標 
民間関連データ：課税対象所得額、民営従業者数  

他16指標 
④家庭を持つ(生活支援) 
 生活に関する状況として、住宅や未婚率等に関するデ

ータや病院や店舗、公共事業費等に関する政策関連デー

タが含まれる。 
結果データ：男女別年代別未婚率 他8指標 
政策関連データ：人口あたり公共事業費 他14指標 
⑤死亡(高齢者福祉支援) 
 高齢者を取り巻く状況として、平均寿命等のデータや

医療福祉施設等に関する政策関連データが含まれる。 
結果データ：平均寿命 他3指標 
政策関連データ：65歳以上人口千人あたり老人福祉・介 
        護事業従業者数 他16指標 
２．クラスター分析について 
地域経済構造分析DBでは、全国 1741市町村の 5歳
年齢別人口が各々の市町村の人口合計に占める割合につ

いて、クラスター分析を行い、各市町村を 7つのタイプ
に分類している。うち、対象となる市町村数が少なく、

レアケースである 2つのタイプを除き以下の 5タイプに
分類している。 
①タイプⅠ 
 特徴は、団塊ジュニア層が他の年齢層に比べて最も多

いことである。このタイプに属する市町村は、様々な理

由から市町村外から大量の人口流入がある。タイプⅠに

は、仙台市など政令指定都市のほか23区などが含まれる。 

タイプⅠ（岡崎市） タイプⅡ（前橋市）

タイプⅢ（新城市） タイプⅣ（豊後高田市）

タイプⅤ（津和野町）
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②タイプⅡ 
 特徴は団塊世代の割合が最も高いが団塊ジュニアの割

合も全国平均に比べて高いことである。団塊ジュニアの

層も多少の流入があることを示している。タイプⅡには、

前橋市など県庁所在都市なども多く含まれる。 
③タイプⅢ 
 特徴は、団塊の世代の割合が極めて多いことである。

団塊ジュニアの層が占める割合はタイプⅡに比べてあま

り高くはないが、タイプⅣに比べて高齢化はそれほど進

んでいない。タイプⅢには、兵庫県篠山市など地方都市

の中でも比較的地域の中心的な役割を果たす都市が含ま

れる。 
④タイプⅣ 
 特徴は、団塊の世代が極めて多いが、タイプⅢに比べ

て団塊ジュニアの層は少なく高齢化が進んでいることで

ある。タイプⅣでは、団塊ジュニア層が流出しているこ

とを示している。タイプⅣには、地方都市の他、長野県

木曽町などの町村が含まれる。 
⑤タイプⅤ 
 特徴は、団塊の世代及び団塊の世代以上の年齢層の割

合が高く、タイプⅠからタイプⅤの中では最も高齢化が

進んでいることである。団塊ジュニア層だけでなく、団

塊世代も既に流出しており過疎化が早くから進んだ可能

性があることを示している。タイプⅤには、既に過疎化

が進んだ町村部などが多く含まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              細線は全国平均 

                ( )内の市町村はタイプ内   

                の代表的市町村名 

資料：地域経済構造分析DBより作成 

図1 クラスタータイプ別の年齢別人口比率の特徴 

 タイプ別に市町村数をみると、タイプⅢに属する市町

村が最も多く 495市町村で 3割近くを占め、次いでタイ
プⅡに属する市町村が456市町村で1/4強を占めている。 
３．これまでの活用例 
 同ＤＢは、これまで関東経済産業局「地域産業振興講

座」、福島県「ビッグデータを活用できる人材育成支援研

修」、福島大学「連携研究員及び地域創造支援センター連

携コーディネーター連絡会議」、山梨県「商店街人材育成

セミナー」等で活用され、地方自治体等の職員の分析能

力向上に役立っている。 
 
【研究・調査･分析結果】 

１．川越市と所沢市について 

 我が国全体の人口減少が加速度的に進む中で、これま

で人口が増加してきた首都圏の市町村でも優勝劣敗が明

らかになりつつある。 

 埼玉県川越市と所沢市は、都市の成り立ちは異なるが

これまで県南東部を代表する都市として発展を続けてき

た。特に人口規模をみると、両市は長年にわたり同程度

の水準にあり増加を続けてきたが、2016年 2月に公表さ

れた「平成 27 年国勢調査速報」では、川越市の人口は

350,327人で5年前と比較して約8千人弱の増加に対して、

所沢市の人口は335,875人で約 6千人の減少であり、1.4

万人以上の差が生じた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」より作成 

図2 川越市と所沢市の人口推移 

 

本研究では、地域経済構造分析ＤＢを活用して両市の

比較分析を行うことで地域経済構造を明らかにし、今後

の方向性について検討を行う。 

 

２．地域経済構造分析DBを活用した分析結果 

 両市の分析結果として特徴となる点は以下の通りであ

る。 
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①人口動向 

 転入転出先の市町村は、川越市は周辺市町が中心だが

所沢市は 23区が含まれる。また、所沢市は 23区が市民

の就業先のトップ３を占め23区との関係が強いが、川越

市はトップ３が全て周辺市であり、周辺地域との関係が

強い地方の中心都市の性格が強いことを示している。 

 また、自然人口と社会人口の推移をみると、両市はと

もに自然人口はプラスを維持するが死亡者数の増加によ

り年々大きく減少しているのに対して、社会人口は流出

が続いていた川越市が2010年に増加に転じ、プラス幅は 

所沢市を大きく上回っていることがわかる。 

②学習状況 

 通学に関する流出入を通学比率として、100を上回ると

市外から流入する通学者が多いとすると、川越市は15歳

以上の通学比率が 2010年において 129.2であり 73.0の

所沢市を大きく上回っている。 

川越市は東洋大学理工学部(川越キャンパス)など男子

学生の割合が多い高等教育機関が多く立地している。同

じ時期に生まれた世代の 5 年前と現在を比較した年齢別

男女別人口コーホート分析を行うと、川越市では 25～29

歳の人口について 5 年前と比較した人口が大きく減少し

ており、卒業後に市外へ流出している可能性があること

を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域経済構造分析DB」より作成 

図3 川越市における男女別年齢別コーホート分析 

③雇用状況 

 川越市の2010年の昼夜間人口比率は97.1、個人所得は

1470千円に対して、所沢市はそれぞれ86.5、1599千円で

ある。所沢市は所得は高いが、23区など東京との関係が

強いことを示している。 

 また、両市の産業について総務省「経済センサス活動

調査」を活用して、雇用割合、付加価値割合、競争力(従

事者あたり付加価値額)を比較すると、所沢市が運輸業な

どの雇用割合が比較的高く、競争力が高いのに対して、

川越市は製造業の雇用割合や競争力の高さが目立ち、産

業集積に厚みがあることを示すなど工場等の産業構造が

大きく異なることを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域経済構造分析DB」より作成 

図4 川越市の産業別影響力(雇用、付加価値)と競争力(生産性) 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域経済構造分析DB」より作成 

図5 所沢市の産業別影響力(雇用、付加価値)と競争力(生産性) 

 

 製造品出荷額等の推移について川越市と所沢市に隣接

する狭山市を加えた県内 3 市の比較を行うと、所沢市は

1990年の県内12位から2014年に26位に下落しているの

に対して、川越市は 1990年の県内 4位から 2014年には

狭山市を上回り県内 1 位になっている。川越市の製造品

出荷額等は1990年を上回るなど製造業が高い競争力を持

つことを裏付けている。 

 

 

 

 

 

 

注：（ ）内の数値は埼玉県内の順位  

資料：経済産業省「工業統計」より作成 

図6 県内3市の製造品出荷額等の推移 

 両市の職業別人口について比較すると、所沢市は過去

10年の間、事務が最も割合が高いが、川越市は一貫して

所沢市よりも生産・労務(生産)の割合が高い。所沢市は
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川越市と比べてホワイトカラー系の職業に従事する人が

多いことを示している。 

④生活状況 

 川越市の小売吸引力をみると過去 10年の間一貫して 1

を上回っているのに対して、所沢市は一貫して 1 を下回

っている。所沢市の所得は高いが、消費については市外

へ流出する傾向にあることを示している。 

 また、両市の近年における大型店の動向をみると、川

越市が店舗数、面積ともに大きく増加しているのに比べ、

所沢市の店舗数は微増だが面積が減少し、所沢市の商業

活動は川越市と比較して伸び悩んでいる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東洋経済新報社：「大型小売店総覧」より作成 

()内の数値は2009年と比較した伸び率 

図7 両市の大型店比較 

⑤両市の分析結果のまとめ 

 これまで分析した上記の点に加えて、地域経済構造分

析 DBから得られる新たな分析のポイントも加えて、両市

の分析結果のまとめを行う。 

 所沢市は、川越市と比較して所得水準が高く、東京の

ベッドタウンとしての性格が強い都市であった。また所

沢市は、製造業に代表される産業の集積が不十分であっ

たために、団塊の世代が定年退職を迎える中で地域の雇

用の場は十分に形成されていなかった。一方で、川越市

は過去10年で観光客入込客数が200万人以上増えるなど

交流人口の増加とブランド力を高めており、所沢市が商

業や同時期に経営が混乱した鉄道会社を含め産業活動全

般において劣勢であったことも、新たな人口の流入を抑

制し人口減少を招いた可能性がある。 

 

３．所沢市の今後の方向性 

 今回人口が減少した所沢市の今後の方向性は、雇用の

場の創出とブランド力の向上によって、所沢で働いたり、

訪れたりする人を増やすことである。 

 現在、所沢市では以下の取組みが進められている。今

後これらの取組みが着実に実行されることで、社会人口

の増加につながり、市全体の人口の増加に転じる可能性

は十分にあると考えられる。 

 但し、川越市において市の発展の原動力になったのは、

自分の住むまちに対する愛着や誇りであった。所沢市は

昼夜間人口比率に代表されるように川越市に比べて東京

など市外で働く人が多い。団塊の世代が地域に戻る中で、

企業と地域住民が連携して発展の原動力を作る仕組みづ

くりが所沢の今後の持続的発展を実現するためには必要

である。 

・COOLJAPANFOREST構想 

 所沢市と㈱KADOKAWAによる新たな地域づくりを目指す 

共同プロジェクト。 

・(仮称)ところざわサクラタウン 

・日本光電工業㈱総合技術開発センタの誘致 

(従業者数1000人) 

・所沢駅東口駅ビル計画(120店舗) 

・所沢駅西口土地区画整理事業(車両工場跡地の再開発) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：http://tokorozawa-sakuratown.jp/images/pdf01.pdf 

図8 COOLJAPANFOREST構想 

【考察・今後の展開】 

 平成 27年国勢調査は、2015年 10月に実施されたもの

であるが、同年におけるその他の統計データは、現時点

で十分に揃っておらず、古い統計データも多い。正確な

分析を行うためには今後新たな統計データの取得を進め、

さらに正確な分析を行えるよう整備を進めるべきである。 

【引用・参考文献】 

加藤讓(2013)「地域経済構造分析ツールの開発」,『産業

立地』52(6),pp.47-51,(一財)日本立地センター 

加藤讓(2015)「地域経済構造分析ツールの開発」,『産業

立地』54 (4),pp.23-32,(一財)日本立地センター 

 内閣府地域経済分析システム(https://resas.go.jp/) 
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図3 川越市における男女別年齢別コーホート分析 
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資料：「地域経済構造分析DB」より作成 

図4 川越市の産業別影響力(雇用、付加価値)と競争力(生産性) 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域経済構造分析DB」より作成 

図5 所沢市の産業別影響力(雇用、付加価値)と競争力(生産性) 
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資料：経済産業省「工業統計」より作成 

図6 県内3市の製造品出荷額等の推移 
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川越市と比べてホワイトカラー系の職業に従事する人が

多いことを示している。 
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資料：東洋経済新報社：「大型小売店総覧」より作成 
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図7 両市の大型店比較 
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業や同時期に経営が混乱した鉄道会社を含め産業活動全

般において劣勢であったことも、新たな人口の流入を抑

制し人口減少を招いた可能性がある。 
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図8 COOLJAPANFOREST構想 

【考察・今後の展開】 

 平成 27年国勢調査は、2015年 10月に実施されたもの

であるが、同年におけるその他の統計データは、現時点
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会津大学のデータサイエンス講座を通じての地域課題への取組み会津大学のデータサイエンス講座を通じての地域課題への取組み会津大学のデータサイエンス講座を通じての地域課題への取組み会津大学のデータサイエンス講座を通じての地域課題への取組み    
石橋史朗（会津大学） 

Keyword： 地域課題・産学官連携・データ分析 
 
【問題・目的・背景】 
１．データサイエンス講座の背景 
地域の課題解決に関して、昨今ではデータ分析手法を

用いた定量的かつ客観的なアプローチも増えてきている。
福島県の公立大学である会津大学においても、コンピュ
ータ理工学専門の特徴を活かし、データサイエンス関連
の人材育成に取組んでいる。このような教育の一環とし
て、平成24年度より地域の課題解決をテーマとしたデー
タ分析の演習授業である「データサイエンス講座」を開
講している。本授業においては、コンサルティング分野
では世界有数のアクセンチュア株式会社の協力を得て、
実践的な課題解決手法を指導頂いている。また地元の会
津若松市には、行政関連データの提供に関して便宜を図
って頂き、現実に則したデータ分析が可能となっている。
このように本授業は、文字通りの産学官連携体制で進め
ているのが特徴である。 
 本授業は、「会津 IT 日新館ベンチャー体験工房」と呼
ばれるカリキュラムの１コースとして開講されている。
本カリキュラムは、平成19年度に文部科学省の「現代的
教育ニーズ取組支援プログラム」に採択され創設された
もので、その後大学の自主運営カリキュラムとして現在
に至っている。本カリキュラムでは、学生のベンチャー
精神の養成を目的とし、各コースの目標に沿って学生が
自らテーマ選定から課題解決までを進めていく。いわゆ
るPBL（Project Based Learning）と呼ばれる、主体的か
つ体験的な授業形態となっている。今回紹介する「デー
タサイエンス講座」以外にも多様なコースが開講されて
おり、それぞれ学生が達成目標を決めて、半期ないしは
１年間の取組みを進めている。「データサイエンス講座」
は、半期で10名前後の学生が受講しているが、中には期
を越えて継続して受講する学生もおり、地域の課題解決
に対して意識の高い学生も多く参加している。 
ここでは直近の授業で取り扱った課題テーマをいくつ

か具体例として挙げつつ、産学官による地域課題解決に
向けての１つの取組み事例について紹介する。 
 
【研究方法・研究内容】 

２．データサイエンス講座の流れ 
 本授業は半期 15 回の中で、課題設定からデータ分析、
課題解決に向けての提言作成までを、学生がグループに
分かれて行う。中にはデータ分析に関しては初めての学
生もおり、基礎的な統計量の学習から始めている。これ
と並行して、地域の課題に関する情報収集も進めていく。
この過程では、学生の各グループが、会津若松市役所の
情報政策課、ならびに関連各部署の職員の方にヒアリン
グを実施するところからスタートする。市役所の方から、
現状の市の課題について話して頂くと同時に、定量的な
データ分析を行うために利用可能なデータについても情
報収集を行っていく。普段、行政に携わる方々から現場
の声を聴く機会がない学生にとっては、このヒアリング
自体が非常に新鮮かつ貴重な体験となる。また市役所の
方にとっても、若い世代が市の課題に興味を持つ絶好の
機会となるため、積極的な支援を頂いている。 
 このようなヒアリングと情報収集を経て、入手したデ
ータを使った現状分析、さらには分析結果に基づく課題
解決のための施策検討が行われる。この段階では、分析
の視点や手法に関して豊富な経験を有するアクセンチュ
ア株式会社のコンサルタントの方から適時アドバイスを
頂きながら進められる。そして最終的には検討結果を提
言としてまとめ、成果報告会において市役所職員の方へ
のプレゼンテーションを行う。 
 
【研究・調査･分析結果】 
３．平成27年度後期の事例紹介 
 平成27年度後期の授業では、計4グループがそれぞれ、
「市内の健康調査データ分析」「会津若松市の観光活性化」
「高齢者のニーズ調査アンケート分析」「鶴ヶ城マラソン
の活性化」の各テーマを設定して分析を実施した。以下
それぞれのグループで扱ったテーマの概要、ならびにデ
ータ分析の結果得られた知見等について紹介する。 
 
３．１ 市内の健康調査データ分析 
 福島県の高血圧患者数は全国一となっている。今回、
高血圧患者とそれ以外の人のデータを統計的に比較する

ことにより、高血圧に至る原因を究明することを目的に
分析を行った。使用したデータは、平成25年に会津若松
市において実施された特定健康診査結果の匿名データ約
10,000件である。高血圧患者と高血圧患者以外の検診デ
ータに関して、その平均値の差が有意かどうかを「カイ
二乗検定」によって検証することで、高血圧に結びつく
要因の抽出を試みた。分析の結果、両者で平均値の差が
有意であるもの、また有意でないものとして、以下の項
目が挙げられた。 
 
差が有意な項目 中性脂肪、20歳からの体重変化、夜食

や早食いの習慣、喫煙習慣、睡眠時間 
差が有意でない項目 歩行速度、コレステロール量 

 
今回抽出された項目自体は、さほど目新しいものでは

ないが、地元の健診データから実際に差異が検証できた
意義は大きい。授業最終回の成果報告会においても、本
結果を踏まえて、高血圧予防策に関して何かしらの提言
ができるかどうかについて、活発な議論が行われた。 
 
３．２ 会津若松市の観光活性化 
 会津若松市を訪れる観光客数は、平成20年頃には 350
万人前後を推移していたが、平成 23 年の震災の年には
250万人に落ち込んだ。その後、平成25年には NHK大河
ドラマ「八重の桜」の影響もあって 400 万人近くまで盛
り返したが、翌年には再び減少し、震災前の人数に回復
するには至っていない。今回の分析では、会津若松市の
観光の活性化を目指して、観光客の特性をデータから明
らかにすることを目的とした。使用したデータは、平成
25年度の「極上の会津読者アンケート」の1418人分の回
答データである。本アンケートは、「極上の会津ガイドブ
ック」に折り込まれているもので、観光客が駅やサービ
スエリア、旅館などで入手し回答したものとなっている。 
 今回の分析では、アンケート項目の中の「旅行回数」
と「旅行目的」に着目し、これらのデータと観光客の「年
代」等を組合せた「クロス統計」の手法を採用した。こ
れにより、会津を訪れる観光客の特性が明らかになれば、
これをもとに観光活性化に向けての施策が検討できるの
ではないかと考えた。 
 最初に「旅行回数」に関して、今まで会津を訪れた回
数として「0回」「1回」「2回」「3～5回」「6回以上」の
選択肢の中では、「6回以上」が最も多く、また 3回以上
訪れたことがある観光客が全体の 6 割を越えていた。す
なわちリピータが半数以上という大きな特徴が見られる。

またこのリピート率を年代別に見てみると、50 代以上の
世代でリピート率が高いことも分かった。 

 次に「旅行目的」に関しては、アンケート回答数の多
い順に、温泉、歴史、食べ物、自然となっている。この
「旅行目的」を年代別に比率として見てみると、温泉や
歴史は各世代ともに一定の割合を占めているのに対して、
食べ物は10 代から20 代の若い世代において圧倒的に比
率が高いことが読み取れる。 

この傾向を最初の旅行回数と合わせて考えると、今後の
リピート率向上が期待される10 代や 20 代の若い世代が
旅行目的とする「食べ物」の魅力をアピールしていくこ
とが、観光活性化に向けての１つの施策になるものと考
えられる。このあたりを深堀するために、若い世代に浸
透しているTwitter データの分析も試みた。「会津若松」
をキーワードとしてデータ抽出を行い、Tweetを行ってい
る場所を地図上にプロットした。すると会津若松駅に次
いで、ラーメン店でのつぶやきが多いことなどもわかっ
た。今回は時間的な制約もあり、さらに詳細な分析まで
には至らなかったが、今後、観光活性化の施策検討を進
めていく際の１つの切り口になるものと考えられる。 
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Keyword： 地域課題・産学官連携・データ分析 
 
【問題・目的・背景】 
１．データサイエンス講座の背景 
地域の課題解決に関して、昨今ではデータ分析手法を

用いた定量的かつ客観的なアプローチも増えてきている。
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て、平成24年度より地域の課題解決をテーマとしたデー
タ分析の演習授業である「データサイエンス講座」を開
講している。本授業においては、コンサルティング分野
では世界有数のアクセンチュア株式会社の協力を得て、
実践的な課題解決手法を指導頂いている。また地元の会
津若松市には、行政関連データの提供に関して便宜を図
って頂き、現実に則したデータ分析が可能となっている。
このように本授業は、文字通りの産学官連携体制で進め
ているのが特徴である。 
 本授業は、「会津 IT 日新館ベンチャー体験工房」と呼
ばれるカリキュラムの１コースとして開講されている。
本カリキュラムは、平成19年度に文部科学省の「現代的
教育ニーズ取組支援プログラム」に採択され創設された
もので、その後大学の自主運営カリキュラムとして現在
に至っている。本カリキュラムでは、学生のベンチャー
精神の養成を目的とし、各コースの目標に沿って学生が
自らテーマ選定から課題解決までを進めていく。いわゆ
るPBL（Project Based Learning）と呼ばれる、主体的か
つ体験的な授業形態となっている。今回紹介する「デー
タサイエンス講座」以外にも多様なコースが開講されて
おり、それぞれ学生が達成目標を決めて、半期ないしは
１年間の取組みを進めている。「データサイエンス講座」
は、半期で10名前後の学生が受講しているが、中には期
を越えて継続して受講する学生もおり、地域の課題解決
に対して意識の高い学生も多く参加している。 
ここでは直近の授業で取り扱った課題テーマをいくつ

か具体例として挙げつつ、産学官による地域課題解決に
向けての１つの取組み事例について紹介する。 
 
【研究方法・研究内容】 

２．データサイエンス講座の流れ 
 本授業は半期 15 回の中で、課題設定からデータ分析、
課題解決に向けての提言作成までを、学生がグループに
分かれて行う。中にはデータ分析に関しては初めての学
生もおり、基礎的な統計量の学習から始めている。これ
と並行して、地域の課題に関する情報収集も進めていく。
この過程では、学生の各グループが、会津若松市役所の
情報政策課、ならびに関連各部署の職員の方にヒアリン
グを実施するところからスタートする。市役所の方から、
現状の市の課題について話して頂くと同時に、定量的な
データ分析を行うために利用可能なデータについても情
報収集を行っていく。普段、行政に携わる方々から現場
の声を聴く機会がない学生にとっては、このヒアリング
自体が非常に新鮮かつ貴重な体験となる。また市役所の
方にとっても、若い世代が市の課題に興味を持つ絶好の
機会となるため、積極的な支援を頂いている。 
 このようなヒアリングと情報収集を経て、入手したデ
ータを使った現状分析、さらには分析結果に基づく課題
解決のための施策検討が行われる。この段階では、分析
の視点や手法に関して豊富な経験を有するアクセンチュ
ア株式会社のコンサルタントの方から適時アドバイスを
頂きながら進められる。そして最終的には検討結果を提
言としてまとめ、成果報告会において市役所職員の方へ
のプレゼンテーションを行う。 
 
【研究・調査･分析結果】 
３．平成27年度後期の事例紹介 
 平成27年度後期の授業では、計4グループがそれぞれ、
「市内の健康調査データ分析」「会津若松市の観光活性化」
「高齢者のニーズ調査アンケート分析」「鶴ヶ城マラソン
の活性化」の各テーマを設定して分析を実施した。以下
それぞれのグループで扱ったテーマの概要、ならびにデ
ータ分析の結果得られた知見等について紹介する。 
 
３．１ 市内の健康調査データ分析 
 福島県の高血圧患者数は全国一となっている。今回、
高血圧患者とそれ以外の人のデータを統計的に比較する

ことにより、高血圧に至る原因を究明することを目的に
分析を行った。使用したデータは、平成25年に会津若松
市において実施された特定健康診査結果の匿名データ約
10,000件である。高血圧患者と高血圧患者以外の検診デ
ータに関して、その平均値の差が有意かどうかを「カイ
二乗検定」によって検証することで、高血圧に結びつく
要因の抽出を試みた。分析の結果、両者で平均値の差が
有意であるもの、また有意でないものとして、以下の項
目が挙げられた。 
 
差が有意な項目 中性脂肪、20歳からの体重変化、夜食

や早食いの習慣、喫煙習慣、睡眠時間 
差が有意でない項目 歩行速度、コレステロール量 

 
今回抽出された項目自体は、さほど目新しいものでは

ないが、地元の健診データから実際に差異が検証できた
意義は大きい。授業最終回の成果報告会においても、本
結果を踏まえて、高血圧予防策に関して何かしらの提言
ができるかどうかについて、活発な議論が行われた。 
 
３．２ 会津若松市の観光活性化 
 会津若松市を訪れる観光客数は、平成20年頃には 350
万人前後を推移していたが、平成 23 年の震災の年には
250万人に落ち込んだ。その後、平成25年には NHK大河
ドラマ「八重の桜」の影響もあって 400 万人近くまで盛
り返したが、翌年には再び減少し、震災前の人数に回復
するには至っていない。今回の分析では、会津若松市の
観光の活性化を目指して、観光客の特性をデータから明
らかにすることを目的とした。使用したデータは、平成
25年度の「極上の会津読者アンケート」の1418人分の回
答データである。本アンケートは、「極上の会津ガイドブ
ック」に折り込まれているもので、観光客が駅やサービ
スエリア、旅館などで入手し回答したものとなっている。 
 今回の分析では、アンケート項目の中の「旅行回数」
と「旅行目的」に着目し、これらのデータと観光客の「年
代」等を組合せた「クロス統計」の手法を採用した。こ
れにより、会津を訪れる観光客の特性が明らかになれば、
これをもとに観光活性化に向けての施策が検討できるの
ではないかと考えた。 
 最初に「旅行回数」に関して、今まで会津を訪れた回
数として「0回」「1回」「2回」「3～5回」「6回以上」の
選択肢の中では、「6回以上」が最も多く、また 3回以上
訪れたことがある観光客が全体の 6 割を越えていた。す
なわちリピータが半数以上という大きな特徴が見られる。

またこのリピート率を年代別に見てみると、50 代以上の
世代でリピート率が高いことも分かった。 

 次に「旅行目的」に関しては、アンケート回答数の多
い順に、温泉、歴史、食べ物、自然となっている。この
「旅行目的」を年代別に比率として見てみると、温泉や
歴史は各世代ともに一定の割合を占めているのに対して、
食べ物は10 代から20 代の若い世代において圧倒的に比
率が高いことが読み取れる。 

この傾向を最初の旅行回数と合わせて考えると、今後の
リピート率向上が期待される10 代や 20 代の若い世代が
旅行目的とする「食べ物」の魅力をアピールしていくこ
とが、観光活性化に向けての１つの施策になるものと考
えられる。このあたりを深堀するために、若い世代に浸
透しているTwitter データの分析も試みた。「会津若松」
をキーワードとしてデータ抽出を行い、Tweetを行ってい
る場所を地図上にプロットした。すると会津若松駅に次
いで、ラーメン店でのつぶやきが多いことなどもわかっ
た。今回は時間的な制約もあり、さらに詳細な分析まで
には至らなかったが、今後、観光活性化の施策検討を進
めていく際の１つの切り口になるものと考えられる。 
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３．３ 高齢者のニーズ調査アンケート分析 
 会津若松市では「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」
を3年ごとに策定している。平成27年度の計画策定にあ
たっては、その前年度に「日常生活圏域ニーズ調査」を
実施した。本調査は、65 歳以上の要介護認定を受けてい
ない人、および要介護２までの認定者を対象にしており、
約 1,500 人分のデータが収集されている。アンケート項
目は、高齢者の家族や生活状況、日常生活における運動
や身体状況、社会参加や健康状態など多岐にわたるもの
である。今回、匿名化された本調査結果を市から提供頂
き、分析を行うことになった。 
分析において学生が設定したテーマは、高齢者が日常

生活の中でどのような不安や不満を抱えているかを見出
すことであった。この目的のため、「毎日の生活に充実感
がない（はい・いいえ）」というアンケート設問をターゲ
ット（目的変数）として、この項目を説明可能な他のア
ンケート設問（説明変数）を「カイ二乗検定」により探
す方法を採用した。目的変数ならびに説明変数として採
用したアンケートの設問内容を以下に示す。 
 
目的 
変数 (0) 毎日の生活に充実感がない（はい・いいえ） 

 
 
説明 
変数 

(1) 家族構成（一人暮らし・同居） 
(2) 年金の種類（国民・厚生・共済・無年金） 
(3) 住まいの状況（一戸建て・集合住宅） 
(4) 食事の用意を自分で（する・しない・できない） 
(5) 大便の失敗（ない・ときどき・よくある） 
(6) 尿漏れや尿失禁（ない・ときどき・よくある） 
(7) 自分で健康だと思うか（思う・思わない） 

 
分析の結果、高齢者が充実感を感じる要因について、

上の表の(1)～(4)については有意な関係は認められなか
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よりも、排泄処理などを含め自立した健康な生活を送る
ことができるかどうかの方が、より生きがいに直結して
いるという結果となっている。高齢者福祉において、周
囲の人との繋がりなどが重要視されることが多い中、自
立した生活が送れるかどうかという、新しい視点がアン
ケートデータから発見できたものともいえるだろう。授
業最終回の成果報告会においても、市役所の方から、面
白い視点からの分析であるとのコメントを頂いた。 
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ラソン大会への参加やリピートの妨げになっている要因
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なわち、マラソン参加者と観光客とは別集団である可能
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 そこで次に、鶴ヶ城マラソンに関して、「ランネット」
上のクチコミ情報の分析を進めた。クチコミ情報を最小
の単語に分割するため、形態素解析ツールとして MeCab
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その結果、「良い」評価に関しては、「会場」「沿道」「食
事」などの環境面や観光都市としての用語が結びついて
おり、一方「残念」な評価では、「荷物」「預かり」「遅い」
などの荷物預かりの対応のまずさを想像させる用語がつ
ながっていることがわかった。実際のクチコミにおいて
も、「預けた荷物の受取りにかなりの時間がかかってしま
った」という内容のものが多く見られ、この部分が分析
においても明確になったものといえる。 
 最後に「ランネット」に掲載されている参加者の評価
について分析を行った。鶴ヶ城マラソンのリピータによ
る2013 年と2014 年の評価の平均を見ると、多くの項目
において高評価が得られている反面、「大会後のホームペ
ージ更新」「オンラインの記録速報」「後日発送の完走証」
など、記録関係の充実が望まれていることがわかった。 
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３．３ 高齢者のニーズ調査アンケート分析 
 会津若松市では「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」
を3年ごとに策定している。平成27年度の計画策定にあ
たっては、その前年度に「日常生活圏域ニーズ調査」を
実施した。本調査は、65 歳以上の要介護認定を受けてい
ない人、および要介護２までの認定者を対象にしており、
約 1,500 人分のデータが収集されている。アンケート項
目は、高齢者の家族や生活状況、日常生活における運動
や身体状況、社会参加や健康状態など多岐にわたるもの
である。今回、匿名化された本調査結果を市から提供頂
き、分析を行うことになった。 
分析において学生が設定したテーマは、高齢者が日常

生活の中でどのような不安や不満を抱えているかを見出
すことであった。この目的のため、「毎日の生活に充実感
がない（はい・いいえ）」というアンケート設問をターゲ
ット（目的変数）として、この項目を説明可能な他のア
ンケート設問（説明変数）を「カイ二乗検定」により探
す方法を採用した。目的変数ならびに説明変数として採
用したアンケートの設問内容を以下に示す。 
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(1) 家族構成（一人暮らし・同居） 
(2) 年金の種類（国民・厚生・共済・無年金） 
(3) 住まいの状況（一戸建て・集合住宅） 
(4) 食事の用意を自分で（する・しない・できない） 
(5) 大便の失敗（ない・ときどき・よくある） 
(6) 尿漏れや尿失禁（ない・ときどき・よくある） 
(7) 自分で健康だと思うか（思う・思わない） 

 
分析の結果、高齢者が充実感を感じる要因について、

上の表の(1)～(4)については有意な関係は認められなか
ったが、(5)～(7)の 3 項目については有意な関係が認め
られた。すなわち、年金の充実や家族との同居生活など
よりも、排泄処理などを含め自立した健康な生活を送る
ことができるかどうかの方が、より生きがいに直結して
いるという結果となっている。高齢者福祉において、周
囲の人との繋がりなどが重要視されることが多い中、自
立した生活が送れるかどうかという、新しい視点がアン
ケートデータから発見できたものともいえるだろう。授
業最終回の成果報告会においても、市役所の方から、面
白い視点からの分析であるとのコメントを頂いた。 
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 会津若松市内の鶴ヶ城を含む地域がコースとなってい
る「鶴ヶ城マラソン」は、昭和 63 年から毎年開催され、
平成27 年度には第 27 回大会が実施された。今回、マラ
ソン参加者のデータが市から提供されることになったた
め、これを使って鶴ヶ城マラソンのさらなる活性化に向
けての課題に取り組むことにした。テーマとしては、マ
ラソン大会への参加やリピートの妨げになっている要因
を見つけ出し、マラソン参加者を通じて会津若松市来訪
者の増加を目指すことを目標とした。使用したデータと
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テム（RESAS）」から観光客数の情報、また日本最大級の
マラソン関連のポータルサイトである「ランネット」の
評価データも合わせて活用した。 
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その出身県から会津若松市に来訪する観光客数との関係
を調べたが、両者には有意な関係は見出せなかった。す
なわち、マラソン参加者と観光客とは別集団である可能
性が高いといえる。 
 そこで次に、鶴ヶ城マラソンに関して、「ランネット」
上のクチコミ情報の分析を進めた。クチコミ情報を最小
の単語に分割するため、形態素解析ツールとして MeCab
を使用し、再頻出単語トップ20を抽出した。この中から、
マラソン大会の運営に関係する用語として「応援」「荷物」、
また評価に関する用語として「良い」「残念」などの単語
を見つけることができた。これらの単語と前後に位置す
る単語との関係を辿ることにより、マラソン参加者がど
のような評価を行っているかを調べることが可能となる。
その結果、「良い」評価に関しては、「会場」「沿道」「食
事」などの環境面や観光都市としての用語が結びついて
おり、一方「残念」な評価では、「荷物」「預かり」「遅い」
などの荷物預かりの対応のまずさを想像させる用語がつ
ながっていることがわかった。実際のクチコミにおいて
も、「預けた荷物の受取りにかなりの時間がかかってしま
った」という内容のものが多く見られ、この部分が分析
においても明確になったものといえる。 
 最後に「ランネット」に掲載されている参加者の評価
について分析を行った。鶴ヶ城マラソンのリピータによ
る2013 年と2014 年の評価の平均を見ると、多くの項目
において高評価が得られている反面、「大会後のホームペ
ージ更新」「オンラインの記録速報」「後日発送の完走証」
など、記録関係の充実が望まれていることがわかった。 
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まとめるのは、学生にとってもかなりのハードルである。

からの
懇

最後まで真剣に取組んでいる。 
産学官連携の視点からみると、大学の学生にとっては、

企業の方からデータ分析の最前線のスキルを学ぶ機会が
市役所の

方から現場の課題について聞くことができる等のメリッ
トがある。企業の方にとっては、大学の授業や市の行政

教育プログラムの開発や社会貢献が行
える利点が考えらえる。さらに行政の方にとっては、学

や分析結果から、今までにない視点
に気づく機会も得られ、また企業の方と連携したオープ
ンデータの利活用についても貴重な示唆が得られている。

者がそれぞれのメリットを共有し
つつ、地域課題解決に向けての１つの取組み事例になり

学生が主体的に地域課題の解決
には学期を越え
今後もさらな

最後に今回紹介した「データサイエンス講座」を日頃
支えて頂いている、アクセンチュア株式会社、ならびに
会津若松市役所の関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。 

2015.html 
http://resas.go.jp 
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【背景・研究目的】 
 地域における情報発信の手段は、新聞、チラシ、ポスタ

ー、フリーペーパーとった紙媒体が中心となっている。こ

れらのメディアは好んで使用されるが、どの程度効果があ

るかを測定することは難しい。一方で、近年スマートフォ

ンの普及率が年々高くなっており、日本においては 5割強

である。本研究では、地域の情報を発信及び取得するため

の効率的で新しい手法の検証を目的とし、ビーコンとスマ

ートフォンアプリを活用した情報プラットフォームを開発

した。 

 本プラットフォームは、様々な分野に利用することが可

能であるが、ターゲットを絞るために今回は音楽ユーザー

を対象とした。音楽産業はインターネットの普及やコンテ

ンツのディジタル化によりマーケットが縮小していると言

える。しかしながら、コンピュータを用いた音楽制作環境

が安価になったり、インターネットで簡単に自ら制作した

音楽を発表することができたり、音楽を発信する側の人口

は増加している。それに伴い、アマチュア・ミュージシャ

ンが参加する音楽イベントも多く実施されており、地域イ

ベントとして根付いている地自体も散見される。本研究で

は地域に密着した音楽イベントを実験対象として、本プラ

ットフォームの検証を行った。 

【先行研究及び先行事例】 

 2013年に米国アップル社がiBeaconを商標登録及び発表

したことにより、ビーコンを使った取り組みが世界で実施

されてきた。主に店舗内に設置をし、顧客の行動分析を行

うなどの研究[1]や事例が多く見受けられる。本研究では利

用範囲を広げ、地域情報の発信への応用を試みる。 

 観光等の目的でスマートフォンアプリを用いた数々の事

例もある。熊本県熊本市中心部での回遊行動を、アプリを

用いて年代と目的別に分析した事例[2]と、NHKの大河ドラ

マに登場した観光スポットでの回遊を促すアプリを導入し

た事例[3]がある。いずれのアプリも GPSを利用しており、

本研究とは性質が異なるが、大河ドラマという大きなコン

テンツや謝礼といった利用者にとってメリットが大きい要

素を取り入れることで、ユーザー数および実験協力者の獲

得を行っている。地域情報をビーコンから行っている事例

は少ないため、これらの事例も参考にすることとした。 

【研究方法・プラットフォーム概要】 

 本研究ではWEB、ビーコン、スマートフォンアプリを
連動させた情報発信プラットフォーム［図 1］を開発し、
音楽イベントの情報を実際に発信する実証実験を行い、

コンテンツマネジメント、情報享受の状況、取得データ

分析といった３つの観点から分析を行った。 

図１：プラットフォーム利用イメージ 

 プラットフォームの利用イメージは図１の通りである。

本アプリケーションをインストールしたスマートフォン

がビーコンに近づくと、その場限定の情報リストが表示

される。情報のタイトルをタップすると、詳細が表示さ

れる。最下部のロゴをタップすると、WEBページが表示
され全ての公開されている情報を見ることができる。設

定をタップすると、情報のフィルタリング設定を行うこ

とができ、表示させる情報を取捨選択することができる。

ビーコンから発信する情報は半径約1メートルから50メ
ートルの範囲で設定することが可能で、一つのビーコン

から接近する人の距離に応じて情報を発信することも可

能だ。発信情報の作成および管理にはWordPressを使用
している。WordPressはオープンソースのコンテンツ・
マネジメント・システム（CMS）で、採用した理由とし
てカスタマイズができることやコンテンツの作成が容易

であることが挙げられる。 
【実証実験】 

 本研究では八王子音楽祭2016（八王子市）、第11回学
生天国（八王子市）、池袋ジャズフェスティバル2016（豊
島区）、八王子まつり（八王子市）の計4つの音楽イベン

トで実証実験を行った。 
・八王子音楽祭2016 

 八王子音楽祭2016は4月16日から5月22日までの期

間中に市内のコンサートホールやカフェ、ライブハウス

等の施設で70以上の音楽イベントを開催していた。各イ

ベントの記事を作成し、約 2 週間先までのイベント記事

を同市内の音楽施設等に設置したビーコンから発信した

[図 2]。 

 

図２：八王子音楽祭2016イベント記事 

・第11回学生天国 

 第 11回学生天国は 5月 8日に JR八王子駅北口放射線

ユーロード周辺で開催され、市内の各大学所属の音楽サ

ークル等がステージイベントを行った。各ステージのタ

イムテーブル記事を作成し、該当ステージに設置したビ

ーコンから発信した。また、タイムテーブル記事にある

出演者名をタップすると紹介記事を見られるようにした。 

・池袋ジャズフェスティバル2016 

 池袋ジャズフェスティバル2016は5月21日と22日の

二日間、JR池袋駅西口エリア周辺の全10か所のステージ

でアマチュアバンドなど200組以上が演奏をした[図 3]。 

 

図３：各ステージ案内図 

 各ステージにビーコンを設置し、近づくとタイムテー

ブル、募金への誘導、物販情報、同時開催イベント情報、

周辺地域の飲食店等の情報が表示されるようにコンテツ

を用意した。タイムテーブル記事に掲載されている出演

者名をタップするとプロフィールや物販情報を見ること

ができるため、出演者を知らない来場者も気に入ったミ

ュージシャンの情報をその場ですぐに入手できることが

できた [図４]。 

 

図４：記事のリスト（池袋ジャズフェスティバル）  

・八王子まつり 

 八王子まつりは 8月 5日から 7日の三日間開催され、

JR八王子駅から西八王子駅までの広範囲に渡って各町会

の山車が回っていた。全19の山車の歴史や構造、お囃子

等の情報を載せた記事を作成し、該当山車に設置したビ

ーコンから祭り公式 Web サイトの案内記事等と共に発信

した[図5]。 

 

図５：山車へのビーコン設置例（上八日町） 

 それぞれ現地や学内等でアプリの告知及び導入案内の

ための宣伝活動を行いつつ、アプリに対する聞き取り調

査を行った。スマートフォンアプリにはそれぞれIDが割

り振られており、どのビーコンからいつ情報を取得した

のか集計しているため、地域内をユーザーがどう回遊し

たか調査することが可能になる。 

【調査結果】 

 5月 22日の時点で約 250回アプリがインストールをさ

れている。前章で述べた集計データと調査およびイベン

ト日程を照らし合わせると、比較的規模が大きい活動が

あった場合にインストール数が伸びていることが分かっ

た。しかし、アプリの使用場面や利便性が分からない、

ビーコンがどういうものか分からない、Bluetoothをオン

にしなければ情報取得できないことに不便さを感じると
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ベントとして根付いている地自体も散見される。本研究で

は地域に密着した音楽イベントを実験対象として、本プラ
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したことにより、ビーコンを使った取り組みが世界で実施
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用範囲を広げ、地域情報の発信への応用を試みる。 

 観光等の目的でスマートフォンアプリを用いた数々の事

例もある。熊本県熊本市中心部での回遊行動を、アプリを

用いて年代と目的別に分析した事例[2]と、NHKの大河ドラ

マに登場した観光スポットでの回遊を促すアプリを導入し

た事例[3]がある。いずれのアプリも GPSを利用しており、

本研究とは性質が異なるが、大河ドラマという大きなコン

テンツや謝礼といった利用者にとってメリットが大きい要

素を取り入れることで、ユーザー数および実験協力者の獲

得を行っている。地域情報をビーコンから行っている事例

は少ないため、これらの事例も参考にすることとした。 

【研究方法・プラットフォーム概要】 
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連動させた情報発信プラットフォーム［図 1］を開発し、
音楽イベントの情報を実際に発信する実証実験を行い、

コンテンツマネジメント、情報享受の状況、取得データ

分析といった３つの観点から分析を行った。 

図１：プラットフォーム利用イメージ 

 プラットフォームの利用イメージは図１の通りである。

本アプリケーションをインストールしたスマートフォン

がビーコンに近づくと、その場限定の情報リストが表示

される。情報のタイトルをタップすると、詳細が表示さ

れる。最下部のロゴをタップすると、WEBページが表示
され全ての公開されている情報を見ることができる。設

定をタップすると、情報のフィルタリング設定を行うこ

とができ、表示させる情報を取捨選択することができる。

ビーコンから発信する情報は半径約1メートルから50メ
ートルの範囲で設定することが可能で、一つのビーコン

から接近する人の距離に応じて情報を発信することも可

能だ。発信情報の作成および管理にはWordPressを使用
している。WordPressはオープンソースのコンテンツ・
マネジメント・システム（CMS）で、採用した理由とし
てカスタマイズができることやコンテンツの作成が容易

であることが挙げられる。 
【実証実験】 

 本研究では八王子音楽祭2016（八王子市）、第11回学
生天国（八王子市）、池袋ジャズフェスティバル2016（豊
島区）、八王子まつり（八王子市）の計4つの音楽イベン

トで実証実験を行った。 
・八王子音楽祭2016 

 八王子音楽祭2016は4月16日から5月22日までの期

間中に市内のコンサートホールやカフェ、ライブハウス

等の施設で70以上の音楽イベントを開催していた。各イ

ベントの記事を作成し、約 2 週間先までのイベント記事

を同市内の音楽施設等に設置したビーコンから発信した
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等の情報を載せた記事を作成し、該当山車に設置したビ
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図５：山車へのビーコン設置例（上八日町） 

 それぞれ現地や学内等でアプリの告知及び導入案内の

ための宣伝活動を行いつつ、アプリに対する聞き取り調

査を行った。スマートフォンアプリにはそれぞれIDが割

り振られており、どのビーコンからいつ情報を取得した

のか集計しているため、地域内をユーザーがどう回遊し

たか調査することが可能になる。 

【調査結果】 

 5月 22日の時点で約 250回アプリがインストールをさ

れている。前章で述べた集計データと調査およびイベン

ト日程を照らし合わせると、比較的規模が大きい活動が

あった場合にインストール数が伸びていることが分かっ

た。しかし、アプリの使用場面や利便性が分からない、

ビーコンがどういうものか分からない、Bluetoothをオン

にしなければ情報取得できないことに不便さを感じると
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いった理由からインストールまで至らないケースが多か

った。また音楽情報だけでなく、災害時の防災無線替わ

り等他分野への応用を求める意見や、文字と画像だけで

なく音や動画の発信を求める意見もあった。現状では情

報提供者が既に利用している動画配信サイト等の外部の

Webサイトの URLを記載することで、見かけではアプリ上

で閲覧できるようになっていたが、ビーコンから受け取

った記事でそれらのコンテンツを見られるようになれば、

非常に利便性が高くなりユーザーも増えるのではないか

とのことだった。 

 ビーコンからの情報を取得する際、iPhone（iOS）か

Androidかで感度に大きな差があった。前者とビーコンの

相性は良いため正常に情報取得することが可能だが、

Android は全体的に反応が鈍いことが多く個体差もある

ことが分かった。イベント会場で運用した際に、おおよ

そ成人男性の身長ほどの高度にビーコンを設置していた

が、客足が増えるにつれて情報取得できる範囲が極端に

狭まった。これは、ビーコンからの電波は基本的に水以

外通ることは分かっていたため、降雨や水が掛からない

よう注意していたが、人体に含まれる水分によって電波

が遮断されたと考えられる。その点を踏まえ、八王子ま

つりでは高張提灯の竿や屋根方用の手すり等、山車の上

部（約 3mから 4mの高さ）へ設置したところ、ほぼ想定

通りの範囲で情報取得することができた。 

 しかし、それでも情報取得が上手く出来ない場合もあ

った。これは、スマートフォンを利用する時の普段の高

さが概ね本人の胸元以下の位置であり、周囲の人の影響

で電波が弱くなり正常に情報を取得することが困難にな

るためだと考えられる。現地で対応した結果、顔以上の

高さまでスマートフォンを持ち上げればこの問題が解消

することが分かったため、混雑時にはそのような通知を

徹底しなければならないことも分かった。 

【考察・今後の展開】 

 ビーコンの電波が水分（主に人間によるもの）に非常

に弱いことが分かり、コンサートホールやライブハウス

といった常設施設は問題ないが、イベント等一度に大量

の人間が行き来する場で使用する場合は、設置高度を高

くすることで広範囲へ電波が届くように配慮する必要が

あると考える。また、イベントで利用する場合は運営や

主催との連携が重要であり、アプリインストールをさせ

る上で運営からの告知が非常に有効であると考える。そ

して、アプリをインストールしてもらう動機となるコン

テンツや企画を立てることが重要であり、情報を効率よ

く集め記事を作成するために SNS やブログなどと連動す

る機能の開発など行っていくことが必要だと考える。 

 一方、実証実験を行った現地での聞き取り調査や識者

へのインタビューを行ったことで、本アプリケーション

が音楽活動やイベント運営をしている方々にとって新規

性があり期待のできる便利な手法という印象が持たれ、

今後も期待されていることが分かった。即ち本プラット

フォームが活用できる場は非常に多いと考えられ、実証

実験によるデータ収集および地域回遊のきっかけとして

利用できる場はあると考えられる。それにより、ビーコ

ン普及の一因になることができれば、必然的にBluetooth

をオンにする習慣がつくのではないかという仮説のもと、

本研究を通してビーコン普及に寄与する調査および実証

実験を行い、他の分野へ応用も視野に入れた展開を考え

ている。 

 そして、現状では本プラットフォームを利用すること

で得られる、どの端末がいつビーコンに反応したか等の

集計データが確実に取れていることが確認されているが、

そのデータの分析方法や活用の場面が無い。実際にアプ

リを利用したユーザーの声や識者の見解を反映させるこ

とも重要であるが、この大量の集計データをイベント来

場者あるいは地域住民の回遊行動分析ために活かすこと

も、本プラットフォームの利便性を向上させる要因にな

ると考えられるため、今後どのような手法で分析できる

か、最適な分析方法は何か模索していく必要もあると考

える[図6]。 
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などマイクロロケーション技術を活用した地域活性化

田畑恒平（京都産業大学）

： 、地域活性化、マーケティング、スマートフォン、マイクロロケーション技術

【問題・目的・背景】 
「 」※ などに代表されるマイクロロケーション技

術とは、 （以下、 とする）を使

ってスマートフォンの位置情報を特定し、ロケーションに

合わせて必要な情報を配信する技術である。 社が

「 」という名称で に搭載したことから注目を

集めた技術で、 以降でも を使った同様の

仕組みが提供可能である。従来の 技術ではカバーしき

れなかった建物内など局所での個人の位置捕捉が容易とな

るこの通信技術は、スマートデバイスの一般普及を受けて

小売りやイベント等マーケティング分野での活用事例がみ

られるようになった。本研究は、この技術を活用した地域

活性化の施策としてアプリと組み合わせによるコミュニケ

ーション開発に取り組んでいる地域の活用事例調査を行い、

その効果と課題について言及することで、今後の地域にお

ける効果的な活用への提言につなげることを目指す。

【研究方法・研究内容】

今回の本研究では、① をはじめとしたいわゆる

「マイクロロケーション」「ビーコン」に関する技術面とそ

の優位性、および技術普及の課題。②「マイクロロケーシ

ョン」「ビーコン」技術の活用による地域活性化の可能性に

ついて事例研究を行いつつ、その課題（ソフト／ハード両

面から）について検討を加えることで、 などのマ

イクロロケーション技術と地域活性化の関係について効果

的な活用方法を探るなど、 が地域活性化に寄与すべき

影響についての研究発表を行う。したがって、本研究の調

査方法は、調査対象地域（岐阜県高山市「国分寺通り商店

街」「ひだスマ」、兵庫県洲本市など）におけるフィールド

ワークならびに関係者へのインタビューが中心となる。

【研究・調査･分析結果】

「マイクロロケーション」技術

屋内位置測位技術とも表現され、 の使えないビルの

中でナビゲーションや サービスなどの為に位置を把握

する手段として近年用いられている技術を指す。屋内位置

測位を実現する為の技術に、 や 、超音波、自律

航法、 など多数の方式が存在する。（表 ）

表 ．マイクロロケーション技術の種類

屋内に設置された複数の無線 アクセ

スポイントからの情報を基に位置を計測。

屋内のノイズや、電波の周りこみ、反射・吸

収などの影響をうけやすくピンポイントの

精度がでにくい。

超音波

屋内に設置された超音波発信機からの情

報を基に端末の位置を計測。

超音波発信機の設置が必要。受信端末に

マイクが必要。

自律航法

出発点の位置を確定後、加速度センサや

ジャイロセンサなどを組み合わせて現在位

置を計算。

誤差が蓄積される為、その他の位置測位と

併用が必要。

屋内に設置された 送信機から位置情

報を送信し、それを基に端末の位置を計

測。

送信機の設置、受信端末側の対応が

必要。

屋内に設置された 発信機からの

情報を基に端末の位置を計測。

発信機の設置が必要。極低電力で通信が

可能。

出典：株式会社 データ 技術資料

今回の場合、主に「 」を活用した事例の普及につ

いて言及することから、 を活用した技術の優位性につ

いて言及していく。

によるマイクロロケーションの技術的メリット

の拡張機能である はその他の位置測位技

術と比較して以下のメリットが存在する。

・圧倒的な超低消費電力。数年間に渡って電池の交換が不

要な 製品も登場している点。

・多くのスマートフォン・タブレット に標準搭載されて

おり、 および 搭載スマートフォン

以降の製品では が正式にサポートされている点。

・製品進化の速度並びに商品としての普及の速度が速く、

搭載端末の出荷台数は飛躍的に増加している。したが

って、更なる の普及により一般化によるコストの低減、

ならびに更なる省電力化・高性能化した 製品の登場が

期待できる点。

・インターネット接続を必ずしも必要としない。

以上のように今後も技術的な発展と進化、ならびに数の

増大とそれに伴う低廉化と更なる普及が考えられる。特に

インターネットへの接続を必ずしも必要としない点は、ユ

ーザによる従来の「サーバアクセスを前提とした発信型情

報コンテンツの提供」という障壁を越える可能性のあるも

のとしても今後の進化が期待される。

を用いた情報の伝達

を用いたユーザへの情報の伝達の流れは図 のよう

な図式となる。

図 ユーザへの情報伝達の流れ

予め、ポイントとなる店舗など「リアルな接点（情報を

提供するポイント）」に「ビーコン」と呼ばれる情報提供端

末を設置する。このビーコンからは 情報などを、 を

利用して定期的に信号を発信する。こうしたビーコン対応

アプリは、 を使って発信されたビーコンの信号を受信

すると、受信した 情報をインターネット経由で管理サー

バに問い合わせ、どのビーコンかを判断する（図 ）。例え

ば、アプリに商品情報を表示するなど、あらかじめサーバ

側でビーコンごとに設定しておいた処理をアプリで実行す

るという仕組みが可能となる。

図 ．端末 とサーバ連携

また、このビーコンは、送信側のビーコンと受信端末と

の距離によって、異なる情報を発信することが可能となっ

ている。その電波到達を設定できる発信の範囲は、端末か
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可能となる。（図 ）

図 の電波到達距離とコンテンツ展開
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 メリット
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② などの電波が届きにくい店舗や施設などの屋内で

の案内を行うことができる。
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・製品進化の速度並びに商品としての普及の速度が速く、

搭載端末の出荷台数は飛躍的に増加している。したが

って、更なる の普及により一般化によるコストの低減、

ならびに更なる省電力化・高性能化した 製品の登場が

期待できる点。

・インターネット接続を必ずしも必要としない。

以上のように今後も技術的な発展と進化、ならびに数の

増大とそれに伴う低廉化と更なる普及が考えられる。特に

インターネットへの接続を必ずしも必要としない点は、ユ

ーザによる従来の「サーバアクセスを前提とした発信型情

報コンテンツの提供」という障壁を越える可能性のあるも

のとしても今後の進化が期待される。

を用いた情報の伝達

を用いたユーザへの情報の伝達の流れは図 のよう

な図式となる。

図 ユーザへの情報伝達の流れ

予め、ポイントとなる店舗など「リアルな接点（情報を

提供するポイント）」に「ビーコン」と呼ばれる情報提供端

末を設置する。このビーコンからは 情報などを、 を

利用して定期的に信号を発信する。こうしたビーコン対応

アプリは、 を使って発信されたビーコンの信号を受信

すると、受信した 情報をインターネット経由で管理サー

バに問い合わせ、どのビーコンかを判断する（図 ）。例え

ば、アプリに商品情報を表示するなど、あらかじめサーバ

側でビーコンごとに設定しておいた処理をアプリで実行す

るという仕組みが可能となる。

図 ．端末 とサーバ連携

また、このビーコンは、送信側のビーコンと受信端末と

の距離によって、異なる情報を発信することが可能となっ

ている。その電波到達を設定できる発信の範囲は、端末か

らの距離が数センチの「 」、 程度の「 」、

程度の「 」の 種類である。こうした 種類の範囲

を個別に設定する事で、例えば を受信できる

を持ったユーザが店舗に近付くと「 」で入店を

促す情報を発信、オススメの商品などに近付いたら「 」

で知らせる、そして商品のタグなどにビーコン端末をつけ

ておけば「 」で商品の詳細情報を知らせる、など

ユーザを店舗に引き入れ、購買を促すことを促進するスト

ーリーテリング型のマーケティングを展開することなどが

可能となる。（図 ）

図 の電波到達距離とコンテンツ展開

 

コンテンツデリバリ上のメリット・デメリット

 メリット
ビーコンを活用した場合、ユーザ目線で見た場合のコン

テンツデリバリ上のメリットとして以下の点が上げられる。

① これまでアプリを起動して コードを読み込むなど

しなければ得られなかった情報を、自動的に受け取る

ことができる。

② などの電波が届きにくい店舗や施設などの屋内で

の案内を行うことができる。

ビーコンの登場と端末への標準搭載によってメリットを
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享受できているのは、ユーザサイドよりもむしろ企業など

の発信者サイドの方だと考えられる。例えば、オンライン

ショッピングが浸透してきた現代において、いかにユーザ

を実店舗に誘導していくかが実店舗の大きな課題となって

いる。しかし、このビーコン技術を活用し、店舗から離れ

たところにいるユーザ（アプリを起動しているその情報に

「興味」「関心」があると思われるユーザ）に対してアプロ

ーチを行い、効率よくプッシュ型の情報提供を行うことを

可能とする仕組みとなっている。このことによって、現段

階で最も理想的だと思われる マーケティング手法とも

言えるビーコン技術を活用した新たなサービスが登場する

ことで、ユーザと地域や企業との の関係を築く助

けとなることが期待される。

デメリット・制限

一方、ビーコンを活用した場合、ユーザ目線で見た場合

のコンテンツデリバリ上のデメリットや制限として以下の

点が上げられる。

① 以降がインストールされた や などで

しか使用することができない。

② ユーザはビーコンからの情報を受信したい店舗や施設

のアプリをインストールしておく必要がある。

③ 発信できる情報は単純な のみで、画像や詳細な情報

は直接送信できない。

④ 一方向の情報伝達はできても、相互のインタラクティ

な情報伝達はできない。

現状で最も大きな課題となっている制限事項が②③と考

えられる。それは、単純な を発信する機能しかない発信

側のビーコン端末は、画像や詳細な情報を直接送信するこ

とはできず、代わりにアプリに を受信させてから画像や

情報を表示させる形となる。ここがビーコン技術の利活用

と普及におけるボトルネックと考えられる。つまり、予め

ユーザ端末へのアプリケーションのインストールなどのア

クションが必要となるのである。開発者側の対応策として

は、アプリをインストールしていないユーザがビーコン端

末の を受信すると、アプリのインストールを促すメッセ

ージを送信するなど、よりユーザが受け身でサービスを利

用出来るように改善が進めていく必要があろう。この様に

ソフト面・導入利用面での課題をクリアしていくことが今

後の普及の鍵を握っていると言える。

「マイクロロケーション」「ビーコン」技術の活用によ

る地域活性化の事例研究「高山市（ひだスマ）」

概要

岐阜県高山市で展開されているサービス。スマートフォ

ンアプリ「ひだスマ」をインストールし、起動した状態で、

街中でビーコンを設置している商店街・店舗・施設に近づ

くと情報を自動で受信して、詳細な情報やお得な情報など

を表示（通知）する。その他にも、「ひだスマ」を利用して

いる場所から近くの店舗や施設を検索でき、飛騨高山のイ

ベントや季節の情報などが配信されるなどの機能が実装さ

れている。（写真 ・ ）

写真 ひだスマ画面

写真 ビーコン設置の様子

 

主な機能

・近隣の観光地情報・店舗情報のとの連動

アプリサービス「 」とビーコンを連動させることによ

って、「 」はユーザがネットから見つけた「行ってみた

い」と思った場所などを位置情報とともに記録することに

より、「ひだスマ」ユーザがアプリを利用している場所から

登録場所に近づくと通知をするアプリサービスが展開され

ている。

・ビーコン受信

ビーコンが設置された、商店街・店舗・施設に近づくと、

詳細な情報やお得な情報を自動で『ひだスマ』が受信し表

示（通知）する。情報を受信できる地域としては、古い町

並み（上町／下町）・本町 ・安川通り ・駅前中央通りなど

エリアが制限されている。また、端末の 設定が

の場合は、情報表示（通知）は行われないなどの制限

がかかる。

・新着情報

「ひだスマ」に配信される飛騨高山のイベントや季節の

情報を確認することが可能。

現況

高山市街の主要地域をほぼ網羅しており、アプリケーシ

ョンとしての利用状況も順調である。また、地域店舗の参

加も順調に推移しており、特に行政による観光パンフレッ

トなどによる「ひだスマ」の が行われているなど官民挙

げてのバックアップ体制が取られていることなどからも、

町全体のサービスとして定着していることがうかがわれる。

この仕組み全体の開発は地元の 開発会社である株式

会社サラニの武田晃彦代表取締役と地元の店舗経営者数名

が中心となり、地域観光の活性化と観光客の回遊を目指し

て取り組まれたものである。また、町全体のインフラにも

関わることが多いが行政からの資金面でのバックアップは

なく、 面での協力にとどまっている状況である。武田氏

はこのアプリについて「観光客の足を止め、店舗と繋げる

アプリ。みんなで育てていければ良い」としている。この

様な姿勢からも、民間初のアイデアで自由な取組みをし、

地域社会・地域経済・行政を巻き込んでいくソーシャルな

取組みと言えよう。

加えて、武田氏によるとこのアプリケーションは「ビー

コンを使ったアプリケーションの中では一番の完成度だと

自負している」というコメントにもある通り、地域を巻き

込んだ上で、さらにユーザ目線での使いやすさ、インター

フェースのわかりやすさ、情報提供の方法などを丁寧に作

りこまれており、ホスピタリティに溢れた

また、高山市で開催されるイベントしては最大規模を誇

る「高山祭」との情報連携を図るようになり、利用者数を

更にアップすることに成功し、かつ地域との連携強化を図

り、観光地飛騨高山を代表する取組みへと進化を目指して

発展している。

このように従来の や での測位精度では店舗内

など狭域でのユーザの行動捕捉は困難であったが、ビーコ

ン技術を導入することで地域や店舗内での顧客行動に応じ

たスマートフォンとの連動によるコミュニケーションを実

現していくことは、地域での情報提供のあり方に新しい「体

験価値」を付加するものであり、地域の魅力を倍化する思

索として期待できよう。更には武田氏をはじめとしたこの

取組みに参加している地域の住民によるアプリケーション

を全員で育てているという意識が、このアプリケーション

の魅力と可能性を広げる原動力となっていることは紛れも

ない事実である。

【今後の展開】

高山以外のほか地域も加えて、現段階での結論として「

ビーコン技術は地域活性化に十分資する」ものであると言

える。ただし、地域での活用企画内容や取り組み体制、イ

ンフラ整備費用など多くの部分でまだまだ負担が大きく

「地域の総合力」が試される取り組みであると言える。ま

た、ビーコン技術そのものがスマートフォンの主要機能と

してユーザに認識されているとは言い難い状況の中で、今

後の広がりにおいて地域にかかる負担と不安は大きいもの

と言わざるを得ない。

今後の技術の進化はもとより、こうした「テクノロジー

を活用した地域活性化の取組み」について自治体、国など

行政と通信キャリアなどの企業も積極的に根本となる技術

の普及・啓発に努めると共に、今後我々もこうした研究を

深め、情報を発信していくとによって他地域での展開など

を支援していくことが重要であると思われる。

【註】

 は、 社による の位置情報サービ

スと連携したマイクロロケーション技術を示す登録

商標。 社のホームページ上では、「 デバイ

スは、 を利用して、特定の場所に近づいた

り離れたりした時点で、 に通知することができ

ます。現在地を追跡するだけでなく、 端末

販売店のレジカウンターなど に近づいたときに

に知らせてくれます。 は、所在地を割

り出す材料として、緯度と経度ではなく、 デバ

イスで検出した 信号を利用します。」と技術内容

が記載されている。

【引用・参考文献】

「位置情報ビッグデータ」 神武直彦他 インプレス

「技術で理解する 」［ 無線技術］ 日経 社

（ 最終確認）

「電波伝搬ハンドブック」 細矢良雄監修 リアライズ

社 年
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享受できているのは、ユーザサイドよりもむしろ企業など

の発信者サイドの方だと考えられる。例えば、オンライン

ショッピングが浸透してきた現代において、いかにユーザ

を実店舗に誘導していくかが実店舗の大きな課題となって

いる。しかし、このビーコン技術を活用し、店舗から離れ

たところにいるユーザ（アプリを起動しているその情報に

「興味」「関心」があると思われるユーザ）に対してアプロ

ーチを行い、効率よくプッシュ型の情報提供を行うことを

可能とする仕組みとなっている。このことによって、現段

階で最も理想的だと思われる マーケティング手法とも

言えるビーコン技術を活用した新たなサービスが登場する

ことで、ユーザと地域や企業との の関係を築く助

けとなることが期待される。

デメリット・制限

一方、ビーコンを活用した場合、ユーザ目線で見た場合

のコンテンツデリバリ上のデメリットや制限として以下の

点が上げられる。

① 以降がインストールされた や などで

しか使用することができない。

② ユーザはビーコンからの情報を受信したい店舗や施設

のアプリをインストールしておく必要がある。

③ 発信できる情報は単純な のみで、画像や詳細な情報

は直接送信できない。

④ 一方向の情報伝達はできても、相互のインタラクティ

な情報伝達はできない。

現状で最も大きな課題となっている制限事項が②③と考

えられる。それは、単純な を発信する機能しかない発信

側のビーコン端末は、画像や詳細な情報を直接送信するこ

とはできず、代わりにアプリに を受信させてから画像や

情報を表示させる形となる。ここがビーコン技術の利活用

と普及におけるボトルネックと考えられる。つまり、予め

ユーザ端末へのアプリケーションのインストールなどのア

クションが必要となるのである。開発者側の対応策として

は、アプリをインストールしていないユーザがビーコン端

末の を受信すると、アプリのインストールを促すメッセ

ージを送信するなど、よりユーザが受け身でサービスを利

用出来るように改善が進めていく必要があろう。この様に

ソフト面・導入利用面での課題をクリアしていくことが今

後の普及の鍵を握っていると言える。

「マイクロロケーション」「ビーコン」技術の活用によ

る地域活性化の事例研究「高山市（ひだスマ）」

概要

岐阜県高山市で展開されているサービス。スマートフォ

ンアプリ「ひだスマ」をインストールし、起動した状態で、

街中でビーコンを設置している商店街・店舗・施設に近づ

くと情報を自動で受信して、詳細な情報やお得な情報など

を表示（通知）する。その他にも、「ひだスマ」を利用して

いる場所から近くの店舗や施設を検索でき、飛騨高山のイ

ベントや季節の情報などが配信されるなどの機能が実装さ

れている。（写真 ・ ）

写真 ひだスマ画面

写真 ビーコン設置の様子

 

主な機能

・近隣の観光地情報・店舗情報のとの連動

アプリサービス「 」とビーコンを連動させることによ

って、「 」はユーザがネットから見つけた「行ってみた

い」と思った場所などを位置情報とともに記録することに

より、「ひだスマ」ユーザがアプリを利用している場所から

登録場所に近づくと通知をするアプリサービスが展開され

ている。

・ビーコン受信

ビーコンが設置された、商店街・店舗・施設に近づくと、

詳細な情報やお得な情報を自動で『ひだスマ』が受信し表

示（通知）する。情報を受信できる地域としては、古い町

並み（上町／下町）・本町 ・安川通り ・駅前中央通りなど

エリアが制限されている。また、端末の 設定が

の場合は、情報表示（通知）は行われないなどの制限

がかかる。

・新着情報

「ひだスマ」に配信される飛騨高山のイベントや季節の

情報を確認することが可能。

現況

高山市街の主要地域をほぼ網羅しており、アプリケーシ

ョンとしての利用状況も順調である。また、地域店舗の参

加も順調に推移しており、特に行政による観光パンフレッ

トなどによる「ひだスマ」の が行われているなど官民挙

げてのバックアップ体制が取られていることなどからも、

町全体のサービスとして定着していることがうかがわれる。

この仕組み全体の開発は地元の 開発会社である株式

会社サラニの武田晃彦代表取締役と地元の店舗経営者数名

が中心となり、地域観光の活性化と観光客の回遊を目指し

て取り組まれたものである。また、町全体のインフラにも

関わることが多いが行政からの資金面でのバックアップは

なく、 面での協力にとどまっている状況である。武田氏

はこのアプリについて「観光客の足を止め、店舗と繋げる

アプリ。みんなで育てていければ良い」としている。この

様な姿勢からも、民間初のアイデアで自由な取組みをし、

地域社会・地域経済・行政を巻き込んでいくソーシャルな

取組みと言えよう。

加えて、武田氏によるとこのアプリケーションは「ビー

コンを使ったアプリケーションの中では一番の完成度だと

自負している」というコメントにもある通り、地域を巻き

込んだ上で、さらにユーザ目線での使いやすさ、インター

フェースのわかりやすさ、情報提供の方法などを丁寧に作

りこまれており、ホスピタリティに溢れた

また、高山市で開催されるイベントしては最大規模を誇

る「高山祭」との情報連携を図るようになり、利用者数を

更にアップすることに成功し、かつ地域との連携強化を図

り、観光地飛騨高山を代表する取組みへと進化を目指して

発展している。

このように従来の や での測位精度では店舗内

など狭域でのユーザの行動捕捉は困難であったが、ビーコ

ン技術を導入することで地域や店舗内での顧客行動に応じ

たスマートフォンとの連動によるコミュニケーションを実

現していくことは、地域での情報提供のあり方に新しい「体

験価値」を付加するものであり、地域の魅力を倍化する思

索として期待できよう。更には武田氏をはじめとしたこの

取組みに参加している地域の住民によるアプリケーション

を全員で育てているという意識が、このアプリケーション

の魅力と可能性を広げる原動力となっていることは紛れも

ない事実である。

【今後の展開】

高山以外のほか地域も加えて、現段階での結論として「

ビーコン技術は地域活性化に十分資する」ものであると言

える。ただし、地域での活用企画内容や取り組み体制、イ

ンフラ整備費用など多くの部分でまだまだ負担が大きく

「地域の総合力」が試される取り組みであると言える。ま
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【註】

 は、 社による の位置情報サービ

スと連携したマイクロロケーション技術を示す登録

商標。 社のホームページ上では、「 デバイ

スは、 を利用して、特定の場所に近づいた

り離れたりした時点で、 に通知することができ

ます。現在地を追跡するだけでなく、 端末

販売店のレジカウンターなど に近づいたときに

に知らせてくれます。 は、所在地を割

り出す材料として、緯度と経度ではなく、 デバ

イスで検出した 信号を利用します。」と技術内容

が記載されている。

【引用・参考文献】

「位置情報ビッグデータ」 神武直彦他 インプレス

「技術で理解する 」［ 無線技術］ 日経 社

（ 最終確認）

「電波伝搬ハンドブック」 細矢良雄監修 リアライズ

社 年
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大学生による高知の日曜市活性化のための商品開発プロセスと創発的戦略 

〇吉田美遊・桂信太郎・井形元彦（高知工科大学） 

Keyword：学生、日曜市活性化、商品開発プロセス、創発戦略

【背景】 

東京・名古屋・大阪などの大都市部以外の地方部では、

少子高齢化や商店街衰退など多くの問題を抱えている地域

が多い。政府は「人口急減・超高齢化という我が国が直面

する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、各地域

がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生

できるよう、まち・ひと・しごと創生本部を設置し」た（首

相官邸HP）。これを受けて、高知県では様々な取組を行い、

例えば、新事業創出、中山間地域の小さな拠点づくり、農

業経営、CLT 推進、移住促進、少子化対策などを重点課題

としている。本稿では、我々が取り組んでいる「学生が大

学の学びを活かしながら地域の課題を解決する」プロジェ

クトの一つを報告する。 

【研究方法・研究内容】 

本稿では、近年取り組んでいる地域活性化のための商品

開発プロセスと創発的戦略に焦点を当てて考察を進める。

研究方法は、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）による調査研究法を採用した。 

筆者の吉田は、高知県土佐町の嶺北地域とよばれる中山

間地域で生まれ育った。この地域では、様々な地域活性化

プロジェクトが推進されており、例えば、地元産杉材を活

用した犬小屋工房 Kや、イング総合計画代表の斎藤俊幸氏

らが主導する土佐天空の郷ヒノヒカル米や焼酎酒蔵、ばう

む合同会社、jyoki コーヒーなど新事業が生まれている。

こうした積極的な取り組みは、地域の子供たちにも影響を

与えており、吉田も中学生の頃から、地元産の米粉や土佐

赤牛を使ったハンバーガーやうどんの商品開発に取り組ん

できた。また、地元野菜の嶺北八菜（れいほくはっさい）

を大阪のアンテナショップに売り出すためのアンケート調

査を独自で実施して売上に貢献した。また高知市の製パン

企業との共同プロジェクトでは、苓北産のゆずを練りこん

だパン製品を開発して売り出し、小売店で販売した。こう

した経験を発展させ、高知工科大学に入学してからも、積

極的に xxxなどの関連機関との連携を進めるとともに自ら

高知市内の企業にアプローチをしながら、サークルの仲間

と共に商品開発を手がけている。例えば、県内産のホウレ

ンソウやさつまいもを生地に練りこんだ子供や女性向けの

パンを開発販売した。最近は、こうして開発した商品を、

高知の日曜市の活性化に生かせないかと考えて、試作販売

を行っている。 

写真：日曜市での販売（筆者撮影） 

 

 

写真：販売した商品（筆者撮影） 

 

（１）土佐の日曜市 

 

図１.日曜市開催場所（出所：高知市街路市HP） 

高知の日曜市は、元禄３年（1690年）以来、300年以上

の歴史を持っている。年末年始とよさこい祭りの期間を除

く毎週日曜日に、高知市大手筋において開催されている。

県外の観光客を中心に賑わっているが、担い手の高齢化や

マンネリ化を指摘されることも少なくない。日曜市は、総

延長約 1.3kmにおいて 400店舗あまりの店が並ぶといわれ

る巨大な街路市であり、約１万 5,000人が訪問するといわ

れる。午前5時から夕方まで実施されている。 

 

 

図２.明治時代の日曜市（出所：高知市街路市HP） 

 

表１.街路市業種別出店登録数（出所：高知市街路市HP） 

 

 

街路市の業種別出店登録数は表のとおりである。野菜・

果物、刃物金物、衣料雑貨、植木花、古物、菓子、海産物

農産物加工品、などが中心である。野菜類がとびぬけて多

い。また、街路市曜市別出店登録数の推移をみると、平成

10年に 627店舗で会った出店数が、平成 27年度には 426

店舗にまで減少している。 

 

表２. 街路市曜市別出店登録数の推移 

（出所：高知市街路市HP） 

 

 

（２）日曜市への参画 

こうした伝統あるプロジェクトに若者が積極的に参画す

ることで活性化に貢献できるのではないかと考えている。

また本稿では、以下の２つの視点から考察を進める。①商

品開発プロセスを帰納法的に捉えて標準化する試み、②H.

ミンツバーグの「クラフティング戦略(Crafting Strategy)」

の考え方を援用し、リーダーによる「戦略策定からの視点」

と現場側の「戦略実行からの視点」の双方から戦略を捉え、

ダイナミックな環境変化にどのように対応するか、の２視

点から地域活性化を考えたい。 

 
【考察】 

 
写真：企画販売した商品の中身（筆者撮影） 
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日曜市において試作販売した商品開発は、以下のよう

なステップ手順で実行された。①まず初めにメンバー７

名が自由に意見を出し合った。②ブレーンストーミング

（原則的に批判や否定意見禁止、質より量を出す、自由

奔放意見出し合い、結合便乗可能）を行う。③限られた

時間の中で企業とコラボして何ができるかを考えた。④

これまでの商品開発の経験からリメイクやアレンジを考

えた。⑤今回の意見収束させる基準は、女性が本当に食

べたい商品、気軽に野菜が食べられる商品、というもの

として絞込みを行った。 
商品のイメージを具現化し、試作商品を作り、関連機

関を組織化し、企業と共同して販売を行った。こうした

取り組みは、マスメディアでも取り上げられ、一定の効

果があった。 
 

 
写真：ブレーンストーミング（筆者撮影） 
 
日曜市において、我々が企画開発して販売した顧客は、

普段から日常的に日曜市を利用している人が 4 割で、6
割は旅行客であった。特筆すべきは、Instagram や

Twitter、FacebookなどのSNSを使って、自ら情報発信
を事前に行っており、それを見て購入しに来た人がいた

ことであった。顧客からの反応を見ても、SNSの影響力
が非常に強いと実感した。かっぱパンは子供に親しみを

感じさせる商品だった様で、単身者よりは親子連れが多

かった。 
日曜市で、近隣店舗の出店者との会話からも、多くの

情報を得ることができた。皆が気にかけておられたこと

は、近年、日曜市への出店数が減少していることであっ

た。昨年度から、有識者会議も立ち上がり、ここにおい

ても、後継者不足やこれに伴う出店数減少について、議

論がなされているという。 

我々のような大学生が出店することで、若者の来場者

が増えたとの実感があるようで、活気が出たと喜んでお

られた。 
 

 
写真：筆者撮影 
 
今後、日曜市にかかわりながら、企画商品を生産・販

売する場合の改善案を考えた。歩きながら食べられるも

のが少ないため、食べ歩きに適した賞金企画販売のニー

ズが高いと感じられた。店舗の飾り付けにこだわる事で、

ファッションに対する拘りが比較的強い顧客を獲得でき

る可能性が高い。 
 
【今後の展開と課題】 
高知市産業政策課によれば、様々な課題が深刻化して

きており、街路市検討委員会を設置してこうした課題の

解決を検討調査しているようだ（ヒアリングによる）。日

曜市における現状と課題は様々であるが、大きなものは

以下の点であるという。 
① 地元の利用者が減少していること。近年15年で見
ても、地元利用客は30%ほど減少しているという。 

② 観光客が増加していること。高知市が行ったアン

ケートによれば、利用者の 60%が観光客であると
いう（文献[5]p.8より）。観光客であれ利用客の増
加自体は良い点であるが、日曜市のもともとのコ

ンセプトが＜地元客のための生活市である＞とい

うことで、①の利用者の増加を図りたいという思

いがあるという。また、特筆すべきは、外国人利

用者が増えているという。 
③ 出店者の減少。市の調査によれば、出店者数は、

15年前に比べて約15％減少しているという。少子
高齢化や後継者不足が原因である可能性が高い。

出店者減少は活気の低下や利用者減少を招きかね

ず、危機感を持つものは少なくないだろうと考え

られる。 
④ 景観を保つために何をなすべきか。土佐の日曜市

は 300年以上の歴史を持ち、文化やコミュニティ
ーを維持してきた側面がある。こうした役割を高

知の景観を損ねないようにうまく維持発展できる

ようにするにはどのようにすればよいかという問

題意識を持つものは多い。 
⑤ 教育に利活用できないか。伝統と歴史をもちコミ

ュニケーションの場である日曜市を、子供からお

年寄りまで多くの方々の教育活動に利活用できな

いかと考える人は多い。しかし地元の人々が利用

したことがない、学ぶ機会もない、という傾向に

ある。教育機関を大きく連携しながら、様々なプ

ロジェクトを通じて関与を深めていく必要がある

と考えられる。 
 
日曜市は、県外からの観光客が多く、高知のイメージ

がそのまま伝わる「場」としての存在感を高める必要が

ある。中期的な戦略を創発的に捉えながら、発展させて

いく必要がある。課題で上げてある⑤の教育の場に対し

ては、特に大学は関与できる可能性が高い。こうしたプ

ロジェクトを通じて、産学官民が一体となってコミュニ

ティーの維持発展に貢献していくことも大学の役割の一

つであると考えられる。 
 
【引用・参考文献】 

[1]斎藤俊幸「地域における産業創造と経営戦略」『2014
年度・内閣府連携公開講座＜高知工科大学・地域活性化

システム論＞実施報告書』（那須清吾、桂信太郎編）2014
年12月14日。 
[2]H.ミンツバーグ他著／斎藤嘉則訳『戦略サファリ』第
２版,2013年。 
[3]高知市HP： 
http://www.city.kochi.jp/soshiki/40/gairoitidata.html. 
＊データは高知市産業政策課調べ平成27年４月１日現在〉 

[4]高知市商工観光部『土佐の街路市の概要』2016年版。 
[5]高知市産業政策課『高知市街路市活性化構想』2016年
版。 
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【引用・参考文献】 

[1]斎藤俊幸「地域における産業創造と経営戦略」『2014
年度・内閣府連携公開講座＜高知工科大学・地域活性化

システム論＞実施報告書』（那須清吾、桂信太郎編）2014
年12月14日。 
[2]H.ミンツバーグ他著／斎藤嘉則訳『戦略サファリ』第
２版,2013年。 
[3]高知市HP： 
http://www.city.kochi.jp/soshiki/40/gairoitidata.html. 
＊データは高知市産業政策課調べ平成27年４月１日現在〉 

[4]高知市商工観光部『土佐の街路市の概要』2016年版。 
[5]高知市産業政策課『高知市街路市活性化構想』2016年
版。 
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二極化する総合型地域スポーツクラブにおける因子分析によるニーズ調査 

〇菅原友奈、桂信太郎・井形元彦・坂本千明（高知工科大学） 

Keyword：総合型地域スポーツクラブ、自立型運営、依存型運営、因子分析、ニーズ調査

【背景】 

文部科学省によれば「総合型地域スポーツクラブとは、

人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新し

いタイプのスポーツクラブで、（1）子どもから高齢者まで

（多世代）、（2）様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）、

（3）初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベ

ルに合わせて参加できる（多志向）、という特徴を持ち、地

域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ」

であるという（同省 HP）。また、同省は、平成 7年度から

15年度まで、地域のコミュニティの役割を担うスポーツク

ラブづくりに向けた先導的なモデル事業として、地域住民

の自主的な運営を目指す「総合型地域スポーツクラブ育成

モデル事業」を推進し、それ以降は、日本体育協会が引き

継いで同事業を推進している。平成 27年７月現在では、全

国で 3,550クラブが運営もしくは運営準備されているとい

う状況で、住民の健康促進や活力増進という側面から、地

域活性化に大きく貢献している。 

【研究方法・研究内容】 

先行研究は、黒川祐光(2015)は「総合型地域スポーツク

ラブの自立運営に関するー考察―三重県内総合型地域スポ

ーツクラブに着目して―」『地域活性研究』である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした総合型地域スポーツクラブも、自立しながら独

自の運営で成果を上げる団体がある一方で、自主財源に乏

しく補助金に依存する団体も多いと指摘している。また、

黒川(2015)は、行政とクラブの共同関係を構築し、住民主

導の方向を目指すべきと指摘している。本稿では、こうし

た先行研究と、関係各所へのヒアリング調査および文献や

入手資料から、①全国及び高知県における総合型地域スポ

ーツクラブの現状と課題を抽出し、②高知県の総合型地域

スポーツクラブ31クラブ(23市町村）へのアンケート調査

および量的分析（因子分析）を行うことで、③総合型地域

スポーツクラブへの期待やニーズに関する調査分析を行う。 

【研究・調査】 

高知県における総合型地域スポーツクラブは、31 クラブ
(23市町村）あり、そのうち法人格取得クラブ10クラブで
ある。高知県の総合型地域スポーツクラブは教育委員会が

バックアップしているが、他県では企業などのバックアッ

プで成り立っているクラブもある。会員の年齢層は就学前

～90代と幅広い。体育館や職員などの経費はサークル会費、
月額などで賄っている。補助金なども利用しながら経営を

しているクラブが多数存在する。活動が活発なクラブは目

に見える活動を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表１ 総合型地域スポーツクラブとは（出所：高知県教育委員会健康スポーツ課提供資料（2015）による） 

例えば、新聞に取り上げられる、イベントなどである。

クラブによって会員の年齢層や、対象としている人が違っ

ており、ひとつひとつのクラブに特色がある。規模が小さ

いクラブでも住民（会員）が求めているものを提供してい

るクラブは活発である。自分たちのクラブの身の丈に合っ

た活動を行うことが重要である。当面の課題は、会員の確

保、財因の確保、会員のニーズに答える、専属指導者の確

保である。今後は、高知県は少子高齢化に伴い人口減が続

いている。そのため、クラブ数増加は見込まれないが、高

齢者や運動をしたい人に向けて総合型地域スポーツクラブ

を広めることで会員数が増える見込みは十分にあると考え

ている。そこで我々は、総合型地域スポーツクラブに対す

るニーズ調査や因子分析のためにアンケート調査を行った。

性別、年代、職業、スポーツ種目、運動頻度についての属

性と、目的やニーズ、施設選択のポイントについて、それ

ぞれ15項目を設定し、5段階による評価のアンケート項目
を設定した。 
【調査の分析と結果】 
まず、県内 33 施設の中で、自立志向型の総合型地域ス
ポーツクラブとして評価の高い施設から順に、マネージャ

ーに対するヒアリング調査を行った。また同時に、その施

設に利用者に対してアンケート調査を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総合型地域スポーツクラブの利用者は、種目や開講教室

によって差はあるものの、小中学生や年配者、専業主婦な

どの利用者が多い傾向がある。また、健康維持やストレス

解消のための利用が多く、週に 2～3 回の利用者が多い。
他人とのコミュニケーションを図る目的はそれほど多くな

いようだ。また小中学生は、将来の夢に向かって利用する

ケースも目立つ。次に、アンケート調査をもとに因子分析

を行った。 
（１）アンケート調査 
属性は、性別、年代、職業、スポーツ種目、運動頻度に

ついての属性と、目的やニーズ、施設選択のポイントを設

定した。また、健康維持、体力の維持・向上、気分転換、

ストレス解消、ダイエット、リラクゼーション、他人との

コミュニケーション、護身、記録更新・大会出場、体を鍛

える、自らの達成感・満足、リハビリ、将来の夢、地域活

性化、出会い、の項目について、それぞれ5段階評価で意
識している度合いを問うた。また、総合型スポーツクラブ

を利用する(選択する)ポイントについて、施設が新しい・
きれい、サークルの数、専属指導者がいる、友達がいる、

料金、駐車場がある、地域活性化、スタッフの対応が良い、

いろいろなスポーツができる、自身の健康維持、自身のス

トレス軽減、家族の交流、時間、やりたいスポーツがある、

の各項目を設定し、5 段階による評価のアンケート項目を
設定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表２ 高知県内の総合型地域スポーツクラブ（出所：高知県教育委員会健康スポーツ課提供資料（2015）） 
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図表２ 高知県内の総合型地域スポーツクラブ（出所：高知県教育委員会健康スポーツ課提供資料（2015）） 
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これらの項目は先行研究も参考に筆者らで追加したもの

である。 
 
（２）因子分析 
次に、アンケートから得られたデータをもとに、因子分析

を行った。各項目のうち、因子負荷量の共通性の分散が大

きい上位の形容詞対を対象に主成分分析による、スクリー

プロットの結果から、２因子解を適当とした。因子の抽出

法は最尤法、回転法はバリマクス回転（varimax：カイザ
ーの正規化）、因子負荷量は次の表の通りである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

因子負荷量の絶対値 0.40 以上を示した項目をもとに因
子を解釈した。 
（３）解釈 
因子Ｆ１，Ｆ２にて、年代による違いを見たものが図 1
である。これから、10代は、因子Ｆ１がマイナスで因子Ｆ
２がプラスであることから「気分転換・健康維持」という

よりも、「記録更新・出会いつくり」に重きを置いている。

40 代以上は、その逆であり、「記録更新・出会いつくり」
というよりも、「気分転換・健康維持」に重きを置いている

のがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表３ 因子負荷量（筆者作成） 

 
図表４ 年代による施設の捉え方の相違 

 

 
図表５.スクリープロットの結果 

 
 
 
 
【考察・今後の展開】 
 ここでは 1箇所の施設についての分析結果を示したが、
他施設についても同様の分析を試みており、これらのデー

タをさらに詳細に分析し、二極化する総合型地域スポーツ

クラブの現状や課題を整理するとともに、自立志向型を目

指すための組織の要因やメカニズムを明らかにしてきたい

と考えている。 
 
【引用・参考文献】 

[1]黒川祐光「総合型地域スポーツクラブの自立運営に関
するー考察」『地域活性化研究』,pp.203-212,(2015) 
[2]高知県庁ＨＰおよび文科省ＨＰ 
[3]高知県教育委員会スポーツ健康教育課提供資料(2015） 
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高知県いの町における地域活性化のための高大連携「仁淀ブループロジェクト」 

〇尾上夏菜・吉田美遊・桂信太郎・井形元彦（高知工科大学） 

Keyword：高大連携、仁淀川、地域活性化、商店街活性化、地域課題解決能力

【背景】 

高知県いの町は、人口25,000人ほどの町で、高知市中心

部から車で 30 分ほどの距離にあり、県の中央部に位置す

る。高知市とは、国道33号線、高速道路、高知西バイパス、

鉄道(JR 土讃線および土佐電気鉄道伊野線)で結ばれてい

る。また、国道 194号線を通って新寒風山を抜ければ、愛

媛県西条市と繋がっている。いの町には、四国三大河川の

ひとつである仁淀川が流れている。特に夏期における川水

の色が美しく「仁淀ブルー」と呼ばれるほどである。この

仁淀川は、いの町の住民の生活に大きな影響を与えている。

例えば、いの町では古くから製紙産業が盛んであり、現在

でも20～30ほどの製紙業者が事業を営んでいる。この地域

で伝統的に紙産業が盛んであるのも、質量ともに豊富な仁

淀川の水と、運河としての利用の便が理由であるとも言わ

れている。古来より農業の副業的に取り組まれた土佐和紙

であるが、その技術には定評があり、町の中心部にある紙

の博物館では、土佐和紙の歴史技術を展示紹介してある。 

 

表１．伊野町の人口推移（出所：総務省HP） 

 

一方で、伝統的な産業を有し、交通アクセスやインフラ

整備も地方としては恵まれがちな地域であるが故に、県都

とのアクセスのよさから仕事も買い物も高知市に依存する

町の体質から抜け出せないとの見方が強い。全国の地方が

そうであるように、この地域でも人口減少の影響を受けな

がら徐々に活力が低下している。また将来もこの傾向は続

くと予想される。地元の商店街や学校も、危機感を持つ関

係者も少なくない。こうした背景から、いの商業高校を中

心として、地方自治体、商店街、観光協会などが、大学と

連携しながら地域の情報発信や商品開発を通じて地域課題

解決能力の醸成と人材育成に取り組んでいる。本稿では、

我々が取り組んでいる高知県いの町における地域活性化の

ための高大連携「仁淀ブループロジェクト」を報告する。 

 

 

写真：プロジェクト名となった清流「仁淀川」 

（出所：http://www.tosawashi.com/introduction.html） 

 

【研究方法・研究内容】 

昨年 9月に、高知工科大学地域教育センターを通じて、

高知県立伊野商業高校との連携を打診された。センター長

の長崎政浩教授がプロジェクトリーダーとなり、月に１～

２回のペースで、野町校長、安藤教頭、商業科指導主事、

学年主任、長崎教授、桂で、プロジェクト会議を行ってき

た。伊野商業高校のICTコース約15名が、大学生とともに

「地域を考える姿勢を身につけ、発展的・創造的な思考や

態度を身につけることを目的とする。知る、考える、行動

する、報告・改善を通じて実践力とチャレンジ精神および

コミュニケーション能力を身に着けることを目標とする」

とのことであった。初年度である本年度は、伊野商業高等

学校、伊野町役場、伊野町商店街、いの町観光協会と高知

工科大学の地域教育センターが連携して、伊野町内の巡検

や議論をベースとして、①伊野商店街の活性化（商品開発

やマーケティング）、②ICTを活用した仁淀ブルーの発信提

案、③高知工科大学／内閣府連携「地域活性化システム論」

を通じた課題発見と解決案の提示、などを実施する。大学

側としては、実態にせまるアプローチ法、課題解決に向け

たフレームワークを提示していくこととしている。 

 

（１）プロジェクトのキックオフ 

2016年 4月 15日に、仁淀ブループロジェクトのキック

オフを実施した。学外からは、黒岩正好県議会議員、野町

校長、安藤教頭、商業指導主事、伊野商業高校生17名が参

加、高知工科大学からは、伴学群長、長崎教授、桂、井形、

桂研究室学生、伊野商業卒の本学群学生が参加した。 

 

写真：アイスブレーキング（筆者撮影） 

 

キックオフは、顔合わせとアイスブレーキングが中心で

あったが、今後は 3年計画で、県庁、伊野町役場、観光協

会、青年会議所、産業振興センターと協働し、①仁淀川等

の地域コンテンツを全国・世界へ発信する ICT学習、②い

の町商店街活性化と地域産業振興、③地域活性化システム

論への参画と全国地方の実課題発見解決、を行うことが確

認された。野町校長先生によれば、尾崎知事が県立高校の

あらゆる意味での強化を意図しておられ、こうしたプロジ

ェクトに至った側面があるとのことであった。 

 
（２）地域を歩きながら学ぶ巡検調査の実施 
 伊野商業高校の生徒は、地元出身の学生が少数派である。

この理由は、伊野町が高知市のベットタウンになっている

ことや、高知市が通学圏となっており、高知市へ進学する

生徒が多いこと等がある。伊野町について知らない生徒も

多いこともあり、巡検の必要性が高い。このプロジェクト

では、2 回に渡って伊野町内の名所を巡検調査した。第 1
回は、2016年 5月 6日午後に実施された。土佐電鉄いの
駅を起点として、伊野琴平神社、伊野町商店街筋、椙本神

社（いの大国様）を巡検した。椙本神社は1200年以上の歴
史があり、商売繁昌、家内安全、縁結びの神様であり、伊

野町の中心市街地にある。春の大祭は約 10 万人の参拝客
がある。第2回の巡検調査は、2016年6月10日午後に実
施された。土佐電鉄いの駅を基点として、日本製紙パピリ

ア株式会社高知工場、吉井源太翁生家を見学し、その後は、

高知県立紙の博物館、商工会、観光協会にグループで分か

れて行動した。 
 

 
写真：伊野町巡検調査（筆者撮影） 

 
（３）全国の ICT活用事例を学ぶセミナーの実施 
 2016年 7月 1日（金）には、全国の ICT活用事例を学
ぶセミナーを実施した。このプロジェクトにおける伊野商

業高校の参加者は ICTコースの生徒であり、ICTを活用し
て、例えば、商店街の活性化を提案したり、課題解決を模

索している。ICTの全国における活用事例をまなぶため、
この分野の研究者（大学教員）を招聘しながら、セミナー

を実施している。 
 

 
写真：全国における ICT活用事例セミナー（筆者撮影） 
 
初回は、地域の現状と課題、地域活性化とは何か 

ICTの特徴とは何か、ICT活用国内事例、グループワーク
（いの町を例に考えてみよう）、色々な機会や取り組みの紹

介等のコンテンツを学んだ。 
例えば、地域活性化についての定義を考えた。大きな目
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写真：伊野町巡検調査（筆者撮影） 
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的ではあるが、成果を測るプロジェクトやビジネスの目標

にはならない、という点や、プロジェクトやビジネスの目

標をたてるには、地域活性化のために何をすべきか（何を

するとよい効果がありそうか）を考えてみる必要がある、

という点が学びであった。また、何をするかが定義できれ

ば、次のステップとしてプロジェクトやビジネスの具体的

な目標（定性的・定量的）の設定が可能になることも分か

った。 
また、ICTを用いて何を目的として，何をするかが重要
であることも学んだ。時間の制約が減る（すぐにいつでも

多くの人へ）、距離の制約が減る（国内外を含め遠くにいて

もつながる）、コストの制約が減る（情報伝達のコストは多

媒体と比較すると低い）、デジタルデータの蓄積が可能（分

析ができる）など、上手く使えばメリットがあることも分

かった一方で、誰でも同じように使えるようになるにはも

う少し時間がかかる可能性が高いことや、データの特性を

理解すること、例えば、セキュリティやプライバシーの配

慮、イニシャルコスト＋ランニングコストなどの点に気を

付ける必要があることが分かった。 
ICTを活用した商店街活性の事例としては、広島の「う
らぶくろ」（うらぶくろ商店街振興組合）が紹介された。広

島市最大の繁華街本通りの南に平行する２本のうら通りで、

飲食店、衣料品店、雑貨店、ヘアサロンなど個性的な店約

２７０店舗が軒を並んでいる。本通りに比べて通行量が10
分の一であり、危機感を持って活性化に取り組んでおられ

るという。若い店主らがイベントを多数行い、SNSなどを
通じて情報を数多く発信している。 

 

 
うらぶくろHP：http://urabukuro.com/ 
 

第 2の事例は、水戸市中心部の商店街であった。地域型
であり広域型商店街である商店会と商店会連合会のケース

である。商店会には、振興組合を作っても解散するケース

もある。水戸は、梅まつりで集客のある都市で、中心部商

店街では、県庁移転や大型店撤退などが、商店街運営に影

響を及ぼしてきた。中心商店街マップを商店会会長が作成

した。持家も多く業種変更も困難なケースである。 
他にもクラウドファンディングサイトを立ち上げ、有効 
活用した事例として秋田県のシェアビレッジ町村や

FAAVO がある。シェアビレッジは、取り壊されるような
古民家を一つの村として見立て、多くの人たちで少しずつ

支えあう仕組みである。全国どこにいる人でも年会費３０

００円を払えば宿泊できたり企画される各種イベントや体

験プログラムに参加できるようになる。FAAVO は地域プ
ロジェクトに特化した地域向けクラウドファンディングサ

イトで、離れている出身者と出身地をつなぐ結び目になっ

ている。両者の共通点は、どちらも一つの地域だけにとど

まらず全国展開していき、そのエリア同士でもつながりを

広げているという点である。シェアビレッジの始まりは秋

田、FAAVO の始まりは宮崎であるが、限定された活動に
せずその仕組みをオープンにすることでそこからゆるやか

にネットワークを繋げていくことで賛同者の興味の先も増

え、全国各地へ足を運ぶきっかけが増えるしそれが結果と

して会員獲得にもつながると予想される。ICTの特徴を生
かし、仕組みを横展開することで、地域が様々な人が入っ

てきやすい「シェアスペース」にもなるのである。 
 伊野町にも、一度県外へ出たが再び高知へ Uターンし、
舞台を通じて伊野町特産である土佐和紙の伝統を伝える活

動をする「ふたりっこプロデュース」の方や、伊野町巡検

で街歩きガイドをしてくださった方など、伊野町の魅力を 
たくさん知っており、それを伝えたいという強い情熱のあ

る人たちがいる。また、今は県外にいるが出身者で伊野町

に思い入れの強い人もいるであろうからそのような人たち

をつなぎ、支えあって町を活性化する仕組みを ICTを使っ
て作ることができないかも考えていきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（４）第1回中間報告会（2016.7.11） 
高知工科大学永国寺キャンパスにおいて、2016年7月

11日午後に、第1回の中間報告会を実施した。参加者は、
長崎政浩教授（高知工科大学／プロジェクトリーダー）、

伊野商業高校生、安藤千速教頭先生、市原指導主事、谷川

教諭、桂信太郎、桂研学生の計26名であった。伊野商業
高校生から 4件の報告がなされ、大学生や教員からコメ
ントがなされた。4件の報告は、伊野町の観光、農業、自
然と歴史、伝統産業について、それぞれ、これまでの調査

で得られた知見の報告であった。長崎教授からは「良い発

表であったが、今後は、①パッション：聞いている人に思

いを伝える、②オーディエンス、カスタマー：自分で調べ

たことを、お客さんに伝える方法を考える、③構成：導入

から結論までの流れを考える、の 3点をさらに強化して
報告会に臨んでほしい」とのコメントをいただいた。 
 

 
 
【考察・今後の展開】 

こうした高大連携の取り組みは、高校側の生徒の教育

的な側面はもちろん、たとえば実業高校のありかたその

ものを見直すよいきっかけになる可能性がある。実業高

校は、普通科との差別化として、資格取得や部活動の強化、

地元就職に注力されてきた側面があるが、今後は、生徒自

身のキャリアプランを念頭に置きながら、地域の課題解

決能力の育成や地域企業との連携強化にも注力すること

で、幅広いニーズに対応できるのではないだろうか。少子

高齢化の進む地方において、高等学校の統廃合問題も避

けて通れない課題であり、この議論にも一石を投じる可

能性がある。 
目標である「地域を考える姿勢」は実践を通じて身につ

けることができつつある。今後は、地域の活性化に取り組

んでいる大学生と高校生がさらに交流する中で、「発展

的・創造的な思考や態度」、「報告・改善を通じた実践力と

チャレンジ精神およびコミュニケーション能力」をより

高めていければと考えている。さらに、ICT コースとい
う特色を生かした提案も期待している。 

 
【引用・参考文献】 

[1]仁淀ブループロジェクト各種資料,2015年。 
[2]http://urabukuro.com/ 
[3]紫牟田伸子＋フィルムアート社編『日本のシビックエ
コノミー』フィルムアート,2016年。 
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産学協同による体験型観光による被災地支援の試み 

ウニのカラ剥き体験プロジェクト 

 久宗航太（上智大学観光研究会）久宗周二（高崎経済大学） 

Keyword： 地産地消、体験観光、産学共同、 

 

【問題・目的・背景】 
  ウニのカラ剥き体験プロジェクトは、震災により「ウ

ニのカラ剥き」をする人手が不足していることが問題にな

っていた。また、東北地方は未だに観光客数が震災前の水

準にも戻っていない。そこで、このことを逆手に取り、「ウ

ニのカラ剥き」を観光資源として活用し、観光客が体験で

きるプログラムとして提供することによって、岩手県洋野

町種市の観光地としての魅力を上昇させ、被災地復興に貢

献する。上智大学観光研究会が岩手県、洋野町、種市南漁

業協同組合、地元企業である宏八屋、喜利屋の協力を得て、

企画を作成した。  

  （種市のウニについて） 

 岩手県洋野町種市地区はNHK連続テレビ小説「あまちゃ

ん」の南部ダイバーで有名になったが、ウニも有名である。

種市のウニの養殖には特徴があり、孵化してから１年間、

人工栽培し、二年間海に放流する。特に種市南漁協では養

殖溝を用いたウニを育てている。養殖溝とは、海流が流れ

こむように一枚岩に人工的にほった溝のことである。栄養

たっぷりの海藻が育ち、それをウニが食べて育ち、身が締

まった甘くて濃厚なウニになる。 

 

写真1 完成したうに丼例 

  【研究方法・研究内容】 

 学生が主体となってPRを行うことで、少しでも多くの方

に種市のウニの美味しさを知ってもらうとともに、実際に

現地に足を運んで、ウニを食べてもらいたいと考えた。そ

こで、洋野町種市のウニを用い、ウニの殻剥き体験を体験

型観光として企画し、復興に資することを目的とした。「難

しすぎず、やりがいがある」と「安全性」をキーワードに、

ウニ剥き道具とピンセットを使い、ウニのカラ剥きを体験

してもらう。学生は地元漁協の指導を仰ぎながら、ウニの

剥き方を習得し、来場客に教えることができるようにした。

そして、来場客の要望に応じて記念写真を撮るなど観光に

欠かせない、思い出づくりのサポートをした。ウニのカラ

剥き体験の利益は全額ウニの養殖など被災地支援のために

寄付した。 

 (1) 日程 

  5月 21（土）,22（日）、6月 4（土）,5（日）, 11時

～15時で開催。 

(2) 場所 

岩手県九戸郡洋野町種市 

ひろの水産会館UNIQUE（ウニーク） 

 

 

写真2 ひろの水産会館UNIQUE（ウニーク） 

 

 

(3) 概要・運営 

 

・ボランティアは、上智大学観光研究学部と青森県八戸市

の八戸学院短大ライフデザイン学部堤静子ゼミナールと共

同で行なった。 

・問い合わせは学生がEメールで受け付けた。 

・体験の様子や、洋野の魅力について、学生がインターネ

ットのホームページやＳＮＳ等で発信した。 

学生が体験観光をPRするチラシをつくり、八戸駅と隣接

する観光案内所、飲食店、八戸市東京事務所、岩手銀河プ

ラザなどにチラシを置いた。 

 

 

写真3 八戸観光協会でのチラシの設置 中段右端 

 

(4) 販売方法 

・お客さんに1階の直売所でウニを購入する。（自分が好き

なものを選んでもらう。） 

・個人の場合は１階の直売所においてウニむきを手伝う。 

・体験客の要望に応じて、３階喜利屋での食事を勧め、お

手伝いをした。 

 

【研究・調査･分析結果】 

地元の新聞（デーリー東北、岩手日報など）に取り上げら

れ、計 4日間で約 100人の観光客が来た。また、今回のイ

ベントは地元紙の他、全国放送のＦＭ局も告知に協力を頂

いた。さらに「web 観光政策フォーラム」のホームページ

にも掲載されている。 

 

 写真 4 企画を紹介する記事 岩手日報 6月 6日地域面 

 

家族連れも多く、特に子供が喜んでいた。6月4，5日に

来場者15名に任意で無記名式のアンケート調査を実施し

た。 
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産学協同による体験型観光による被災地支援の試み 

ウニのカラ剥き体験プロジェクト 

 久宗航太（上智大学観光研究会）久宗周二（高崎経済大学） 

Keyword： 地産地消、体験観光、産学共同、 
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写真1 完成したうに丼例 
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参考としてアンケートの質問と結果を下記に示す。 

 

質問１ 回答者の年齢 

20歳未満１名、20～39歳 3名、40歳～59歳 6名、 

60歳以上5名 

 

質問 2 どこから来たか 

岩手県内5名、八戸市5名、青森県2名、関東3名 

町内0名 

 

質問 3 どこで知ったか 

チラシ5名、SNS 1名、新聞5名、通りすがり2名、 

その他2名 

 

質問 4 楽しかったか 

とても楽しかった 9名、楽しかった 6名、楽しめなかっ

た 0名、とても楽しめなかった 0名 

 

分析として、まず、年代は20歳未満が少ないが、アン

ケートを取れなかった体験客には、家族連れが多かった

ことから、さまざまな年代が来訪したといえる。地域と

しては、地元新聞の効果もあり、岩手県及び近隣の都市

である八戸市からの体験客が多かった。都内では、洋野

町に行く人が集中する場所にチラシ、及び周辺観光も併

せた SNS 発信をしたが、大都市からの観光客の人数は伸

びなかったため、来年度の課題である。 

自由意見としては、とても意義がある活動だと思う、

もっとイベントの回数を増やしてほしい、来年もやって

欲しい、人の集まりやすい八戸市でやったらどうか、等

があった。アンケートを取れなかった方も、「楽しかった」

という声が多かった。 

 

 

写真 6 ウニのカラ剥きに集中する参加者 

 

【考察・今後の展開】 

 学生が主体となってPRを行うことで、少しでも多くの方

に種市のウニの美味しさを知ってもらい、実際に現地に足

を運んで、ウニを食べてもらう機会を作ることができた。    

また、来場客、主催者双方で事故、けが等が起こらなかっ

たのも良かった。 

 今年度は初めての試みで、かつ補助金等の交付なしでお

こなったため、事前の広報などがうまくいかなかったにも

関わらず、多くの人が訪れた。 

また、行う中で地元の方と緊密な関係を構築することが

できた。以上のことから、初年度の成果としては評価でき

ると思われる。 

 今後の展開としては、観光の企画として定着をさせるた

めに、さらに来場者数、そして関東やその他東北以外の地

域からの観光客の割合を増やしていきたい。 

 そのために、クラウドファンディングや地元企業の寄付

を募り、関東圏で早い時期から告知・宣伝する必要がある。 

また、東京と洋野町は離れており、交通費も高額になる

ため、1 回しか話し合いの機会を持てず、少し足並みが乱

れることもあった。そのため、産官学の協力体制など問題

点を検討して、持続可能な体制を作り、体験観光のメニュ

ーとして定着させていきたい。 

そして、今回のような産学協同による体験観光メニュー

の開発のノウハウを、他の地域でも展開をしていきたい。 

 最後に、協力してくださった岩手県県北振興局水産部、

洋野町水産商工課、種市南漁業協同組合、青森県八戸市の

八戸学院短大ライフデザイン学部堤静子ゼミナールおよび

洋野町、八戸市の方々、来場者、そして、観光研究会の部

員に感謝の意を表したいと思う。 

 

写真 7 ウニのカラ剥きにプロジェクトのメンバー 

 岩手県県北振興局、種市南漁協、上智大学観光研究会など 

【参考資料】

https://www.kankou-seisaku.jp/ksk/jsp/kankous/nw?n=11

7&d=3 

 

 

写真 8 企画を紹介する記事 デーリー東北 6月 3日社会

面 
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観光まちづくりリーダーの養成を目途とした学習装置に関する基礎研究 

―協働活動の促進に有用なファシリテーション能力の養成に着目して― 

大西律子（目白大学）、富澤浩樹（岩手県立大学） 

Keyword： プロジェクト、ファシリテーション、リーダー養成、学習設計、日本型 DMO、NPO 

【１．研究の背景・目的】 
我が国の人口動向が減少へと転じて以降、地方の多くの

市町村は、観光者と定住者の交流を基軸とした、観光まち

づくり手法 1)による地域活性を標榜する傾向が顕著となっ

ている。2015年、観光庁もこの動きを後押しすべく、観光

まちづくりの中心主体となる日本型DMOの育成・支援に

本腰を入れ始めている 2)。他方、地域の現場で浮き彫りに

なっているのが、上記の動きをけん引する「担い手」、特に

「リーダー」が不足している点である。仮に、日本型DMO
を各地に設けたとしても、それを誰がどういう形で担い、

継続的に機能させていくのか。地域によっては、有用なリ

ーダーを育成すべく、様々に講座や研修等も展開されてい

るが、いずれも理論的裏付けを伴う効果的なプログラムの

開発やそのプロトタイプ化、さらには、プログラムの運用

効果のチェックシステムの構築等には手が及んでおらず、

場当たり的な印象が否めない。こうした背景には、観光ま

ちづくりを効果的に推進するリーダーの能力・資質に着目

した学術的論究や、その能力・資質の育成を支援するプロ

グラム開発に資する実証研究の遅れがあるといえる。 

本研究は、上記の観光まちづくりリーダーを巡る諸課題

及び当該分野の既存文献の動向を踏まえた上で、観光まち

づくりに付随する協働活動＜プロジェクト・調整・合意形

成・問題解決等＞を支援する役割を担い、日本型DMO等

の観光まちづくり組織を機能させるに有用な「ファシリテ

ーション能力」3)に着目し、１）その養成に向けた学習プロ

グラムの基本的枠組みを検討し、２）現場で運用し得るプ

ログラムの試験的設計・運用を通じて、３）ファシリテー

ションに着目した観光まちづくりリーダー養成を目途とし

た学習プログラム設計のためのガイドラインを試案として

提示することを目的とする。 

 

【２．研究方法・研究内容】 

研究方法は、１）主題に関する既存文献の検討（方法：

文献研究）、２）ファシリテーション能力を養成するための

プログラム開発過程の検討（方法：プログラム受講想定者

に対する意見聴取結果の分析、設計者である筆者らのミー

ティング記録の分析）、３）当該プログラムの試験的運用過

程の基礎的考察（方法：運用過程における音声・映像デー

タの分析及び著者らのアクションリサーチや受講生に課し

た課題・アンケートの分析）から構成する。 

 

【３．研究・調査･分析結果】 

1) 当該分野の既存研究における本研究の位置づけ 

まず、「観光×教育（学習）」をタイトルに含む論文は1950

年代から存在しているが、2000年代に至るまでは、社会教

育及び学校教育的視点からの論考 4)がほとんどである。そ

の後、市民の観光まちづくりへの参画が求められるように

なって以降も、研究対象は専ら地域の現場や学校教育にお

ける実践とその評価が中心で、学習の仕掛け（プログラム

の設計・運用、妥当性の評価等）の体系化に向けた基礎研

究は僅かに拙稿 5)があるのみで、ほとんどなされていない

のが現状である。昨今、観光庁も、観光まちづくりの“担

い手”や“組織”の重要性を唱え、その育成に向けて一歩

踏み込んだ動きを始動させているものの 6)、地域の現場に

おける担い手の発掘・育成がスムーズに進んでいるとは言

い難い。その一因として、観光まちづくりの担い手に求め

られる能力・資質に着目した学術的論及や、その育成に資

する実証研究の遅れがあるものと考えられる。 
加えて、ファシリテーション能力に関する研究 7)は、古

くは1970年代に、特殊教育やリハビリテーション分野で見

られるようになる。その後、グループワーク、体験学習、

協働学習、プロジェクトベース学習といった学習形態にお

いて、それぞれの現場の課題をより効果的かつ円滑に進め

るためのスキルとして、主に、保健医療、保育、教育とい

った分野で扱われるようになり、現在も盛んである。ビジ

ネス分野では、2003年頃から会議の運営方法といった実務

面で関連書籍 8)や雑誌の特集 9)によって注目が高まると、経

営、情報といった研究分野においても扱われるようになる。

また、まちづくり分野では、近年の市民参加型活動の増加

に伴い扱われているが、僅かでしかない10)。しかし、それ

ら先行研究は、概ねファシリテーションの機能と役割の重

要性に着目した研究 11)や実践報告のみに留まっており、そ

の能力養成のあり方や、能力養成に向けた具体的なプログ

ラム開発等についての学術的論考の蓄積は、まだまだ乏し

いのが現状である。 

2)ファシリテーション能力に着目した観光まちづくりリー

ダー養成のためのプログラム（FDPL）設計のための枠組み 

本節では、ファシリテーション能力に着目した観光まち

づくりリーダー養成プログラム（以下、「FDPL」と呼ぶ）

を設計する上での

基本的考え方を、

筆者らの先行研

究 12)や FDPL の社

会実験を踏まえ、

以下の枠組み（図

1）13)から論じる。 

（１）学習者の段階性に着目した学習目標の設定 

第一に、プログラムの受講想定層は、行動・問題意識・

知識の程度から、図 214)に示す「4・5段階程度」に該当す

る、いわゆる「観光まちづくりのリーダー予備軍」とする。

但し、当段階層において、不足が自認される能力・技術・

経験には受講生によって一定の幅があると想定されるため、

学習ニーズをより絞り込み正確に把握する必要がある。今

回、ファシリテーション能力に着目する背景には、地域や

まちづくり関連の NPO 等のリーダー候補生にとって、学

習ニーズの第一に、「対人関係・対話」（1 位）、「共感や協

力を引き出す」（2位）、「企画提案」（3位）等がNPOによる

実態調査の結果としても挙げられており 15)、筆者らの独自

調査（表1）16)においても、「周りの人に効果的に働きかけ

ることや、多様な意見・考えをまとめることが難しく感じ

ている」等、ファシリテーションに集約される能力に不安

を感じ、そのレベルアップに問題意識をもったリーダー候

補生が多く確認されているためである。 

（２）学習課題・学びの仕掛けの戦略的組み合わせ 

次に、FDPLの設計上で考慮すべきは、当該能力を構造的

に捉え直し、どの部分に焦点を当てた学習課題を設定する

かである。当該能力全体を一定の限られた学習期間で養成

することは現実的ではなないことから、FDPLでは、図3と

して示すように、堀 17)による「①：場のデザインスキル」、

「②：対人関係スキル」、「③：構造化スキル」、「④：合意

形成スキル」の、まず、前者の①と②、すなわち「場をつ

くり、つなげる」「受け止め、引き出す」ための能力養成を

行い、さらに図418)の「傾聴：受け止める、共感する」「話

を深める」「確認する」の傾聴力と質問力の強化に重点を置

くこととし、これらを学習目標と定めるものとする。この

背景には、先の独自調査においても、ファシリテーション

の根幹である、「関係者（相手）の話を傾聴する力」につい

て、リーダー候補生といわれる層が、むしろ不足感を自認

できていない（つまり、傾聴はできていると思い込んでし

まっている傾向がある）19)ため、ファシリテーションの根

幹的要素に焦点を絞ることで、集中的に当該能力の養成を

図るねらいがある。 

上記の学習課題を、図 5の〈坐学〉〈単独・自律型〉〈複

数・協働型〉20)の学びの仕掛けと、どのように組み合わせ・

構成するかによって学習効果が左右される。例えば、〈受け

止める〉という学習課題の場合、他者との比較・交流との

中でレベルアップを目指すことに優先順位を置くのであれ

ば、〈複数・協働型〉のワークショップ（以下、WS）が最

適となるが、対象者の人数や意識次第では、〈単独・自律型〉

の「ノートの作成」「個別課題の作成」等が効果的な面もあ

る。ただ、今回の受講想定者は観光まちづくりリーダー候

補生という点でもあることから、前者を中心に設計し、各

回の終了時の振り返りや次回への課題等については、〈単

独・自律型〉で取り組むこととする。このねらいは、両者

の融合型で学習効果を上げることにある。 

（３）複数の教材／生きた教材の活用 

筆者らの既存研究でも、まちづくり学習プログラムでは、

①テキスト、②映像メディア、③まちづくり経験者の懇話、

等を適宜組み合わせ、教材として活用することが効果的で

あることがわかっている 21)。特に、映像メディアや、まち

づくり関係者の生の体験談は、学習理解の支援、学習情報

の共有、学習の随時性を

確保する上で有用であ

る。そこで、本プログラ

ムでは、①により、ファ

⑤学びの成果等の共有と 
フィードバックの仕掛け 
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図1 講座設計のためのガイドライン 

段階 
修得内容 

初心者
1

初級者
2

中級者
3                 4

上級者
5

まち知識 
おぼろげに 
まちを知る 
〈受身〉 

視点を持って 
まちを確実に知る 
〈リテラシー獲得〉 

まちを体系的に知り、問題発見できる 
〈企画・提案技術獲得〉 

まちづくりプロデューサー 
・テーマ別の知識充実 
・テーマに沿う活動を指導力・ 
 説得力・調整力をもって 
 実践・展開 

まち意識 気づくレベル 興味・関心レベル 愛着・批判レベル 提言レベル 
まち行動 一歩外へ出る 指示されながら動く 見様見真似で主体的に動く 指導・説得・調整できる 

図2 まちづくり学習者の成長プロセス・モデル 

表1 受講生の課題 

コミュニケー

ション（対話）

の齟齬 

 関係者とのディスコミュニケーションによってギクシャクしてしま
うことがある 

 自分の立場・役割を踏まえて、組織・プロジェクト外の人とコミュ
ニケーションをすることが大事ではあるが難しい。 

組織マネジ

メントや 

役割分担 

 メンバーの育成（自分で判断できるメンバーづくり／メンバーの目
標設定を誘導・支援）どうしたものか？ 

 メンバーの特徴や可能性を見極めて役割分担をどうするのか、自分
が抱えている業務の見直しが検討課題。 

団体への 

働きかけ、 

意見調整・ 

合意形成 

 関係団体・機関との連絡や交渉の際に、第三者を介すと趣旨や思い
が伝わりにくく、自分が直接対応することになる。 

 いろいろな団体と連携してプロジェクトを実施する際に、合意形成
が難しい。他団体との意見の隔たりをどう調整していくのかは課題。 

 行政や各種団体、潜在的な参加者等に、自分たちの立場・役割が伝
わらない歯がゆさを感じる。自分たちのミッションを伝えるにはどう
すればいいのか。 

プロジェクト

の立ち上げ

や継続 

 新しい取り組みへの抵抗感の払しょく（仲間内も外も）、理解の共有
等をどのように図っていけばいいのか。 

 プロジェクトを進める際、「今までの思い」と「これからの思い」を
どうバランスさせるべきか、迷う。プロジェクトを継続していくと、
「こなせばいい」との機運も出てきがちで、この事態をどのようにリ
セットすればいいのか。 
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観光まちづくりリーダーの養成を目途とした学習装置に関する基礎研究 

―協働活動の促進に有用なファシリテーション能力の養成に着目して― 

大西律子（目白大学）、富澤浩樹（岩手県立大学） 

Keyword： プロジェクト、ファシリテーション、リーダー養成、学習設計、日本型 DMO、NPO 

【１．研究の背景・目的】 
我が国の人口動向が減少へと転じて以降、地方の多くの

市町村は、観光者と定住者の交流を基軸とした、観光まち

づくり手法 1)による地域活性を標榜する傾向が顕著となっ

ている。2015年、観光庁もこの動きを後押しすべく、観光

まちづくりの中心主体となる日本型DMOの育成・支援に

本腰を入れ始めている 2)。他方、地域の現場で浮き彫りに

なっているのが、上記の動きをけん引する「担い手」、特に

「リーダー」が不足している点である。仮に、日本型DMO
を各地に設けたとしても、それを誰がどういう形で担い、

継続的に機能させていくのか。地域によっては、有用なリ

ーダーを育成すべく、様々に講座や研修等も展開されてい

るが、いずれも理論的裏付けを伴う効果的なプログラムの

開発やそのプロトタイプ化、さらには、プログラムの運用

効果のチェックシステムの構築等には手が及んでおらず、

場当たり的な印象が否めない。こうした背景には、観光ま

ちづくりを効果的に推進するリーダーの能力・資質に着目

した学術的論究や、その能力・資質の育成を支援するプロ

グラム開発に資する実証研究の遅れがあるといえる。 

本研究は、上記の観光まちづくりリーダーを巡る諸課題

及び当該分野の既存文献の動向を踏まえた上で、観光まち

づくりに付随する協働活動＜プロジェクト・調整・合意形

成・問題解決等＞を支援する役割を担い、日本型DMO等

の観光まちづくり組織を機能させるに有用な「ファシリテ

ーション能力」3)に着目し、１）その養成に向けた学習プロ

グラムの基本的枠組みを検討し、２）現場で運用し得るプ

ログラムの試験的設計・運用を通じて、３）ファシリテー

ションに着目した観光まちづくりリーダー養成を目途とし

た学習プログラム設計のためのガイドラインを試案として

提示することを目的とする。 

 

【２．研究方法・研究内容】 

研究方法は、１）主題に関する既存文献の検討（方法：

文献研究）、２）ファシリテーション能力を養成するための

プログラム開発過程の検討（方法：プログラム受講想定者

に対する意見聴取結果の分析、設計者である筆者らのミー

ティング記録の分析）、３）当該プログラムの試験的運用過

程の基礎的考察（方法：運用過程における音声・映像デー

タの分析及び著者らのアクションリサーチや受講生に課し

た課題・アンケートの分析）から構成する。 

 

【３．研究・調査･分析結果】 

1) 当該分野の既存研究における本研究の位置づけ 

まず、「観光×教育（学習）」をタイトルに含む論文は1950

年代から存在しているが、2000年代に至るまでは、社会教

育及び学校教育的視点からの論考 4)がほとんどである。そ

の後、市民の観光まちづくりへの参画が求められるように

なって以降も、研究対象は専ら地域の現場や学校教育にお

ける実践とその評価が中心で、学習の仕掛け（プログラム

の設計・運用、妥当性の評価等）の体系化に向けた基礎研

究は僅かに拙稿 5)があるのみで、ほとんどなされていない

のが現状である。昨今、観光庁も、観光まちづくりの“担

い手”や“組織”の重要性を唱え、その育成に向けて一歩

踏み込んだ動きを始動させているものの 6)、地域の現場に

おける担い手の発掘・育成がスムーズに進んでいるとは言

い難い。その一因として、観光まちづくりの担い手に求め

られる能力・資質に着目した学術的論及や、その育成に資

する実証研究の遅れがあるものと考えられる。 
加えて、ファシリテーション能力に関する研究 7)は、古

くは1970年代に、特殊教育やリハビリテーション分野で見

られるようになる。その後、グループワーク、体験学習、

協働学習、プロジェクトベース学習といった学習形態にお

いて、それぞれの現場の課題をより効果的かつ円滑に進め

るためのスキルとして、主に、保健医療、保育、教育とい

った分野で扱われるようになり、現在も盛んである。ビジ

ネス分野では、2003年頃から会議の運営方法といった実務

面で関連書籍 8)や雑誌の特集 9)によって注目が高まると、経

営、情報といった研究分野においても扱われるようになる。

また、まちづくり分野では、近年の市民参加型活動の増加

に伴い扱われているが、僅かでしかない10)。しかし、それ

ら先行研究は、概ねファシリテーションの機能と役割の重

要性に着目した研究 11)や実践報告のみに留まっており、そ

の能力養成のあり方や、能力養成に向けた具体的なプログ

ラム開発等についての学術的論考の蓄積は、まだまだ乏し

いのが現状である。 

2)ファシリテーション能力に着目した観光まちづくりリー

ダー養成のためのプログラム（FDPL）設計のための枠組み 

本節では、ファシリテーション能力に着目した観光まち

づくりリーダー養成プログラム（以下、「FDPL」と呼ぶ）

を設計する上での

基本的考え方を、

筆者らの先行研

究 12)や FDPL の社

会実験を踏まえ、

以下の枠組み（図

1）13)から論じる。 

（１）学習者の段階性に着目した学習目標の設定 

第一に、プログラムの受講想定層は、行動・問題意識・

知識の程度から、図 214)に示す「4・5段階程度」に該当す

る、いわゆる「観光まちづくりのリーダー予備軍」とする。

但し、当段階層において、不足が自認される能力・技術・

経験には受講生によって一定の幅があると想定されるため、

学習ニーズをより絞り込み正確に把握する必要がある。今

回、ファシリテーション能力に着目する背景には、地域や

まちづくり関連の NPO 等のリーダー候補生にとって、学

習ニーズの第一に、「対人関係・対話」（1 位）、「共感や協

力を引き出す」（2位）、「企画提案」（3位）等がNPOによる

実態調査の結果としても挙げられており 15)、筆者らの独自

調査（表1）16)においても、「周りの人に効果的に働きかけ

ることや、多様な意見・考えをまとめることが難しく感じ

ている」等、ファシリテーションに集約される能力に不安

を感じ、そのレベルアップに問題意識をもったリーダー候

補生が多く確認されているためである。 

（２）学習課題・学びの仕掛けの戦略的組み合わせ 

次に、FDPLの設計上で考慮すべきは、当該能力を構造的

に捉え直し、どの部分に焦点を当てた学習課題を設定する

かである。当該能力全体を一定の限られた学習期間で養成

することは現実的ではなないことから、FDPLでは、図3と

して示すように、堀 17)による「①：場のデザインスキル」、

「②：対人関係スキル」、「③：構造化スキル」、「④：合意

形成スキル」の、まず、前者の①と②、すなわち「場をつ

くり、つなげる」「受け止め、引き出す」ための能力養成を

行い、さらに図418)の「傾聴：受け止める、共感する」「話

を深める」「確認する」の傾聴力と質問力の強化に重点を置

くこととし、これらを学習目標と定めるものとする。この

背景には、先の独自調査においても、ファシリテーション

の根幹である、「関係者（相手）の話を傾聴する力」につい

て、リーダー候補生といわれる層が、むしろ不足感を自認

できていない（つまり、傾聴はできていると思い込んでし

まっている傾向がある）19)ため、ファシリテーションの根

幹的要素に焦点を絞ることで、集中的に当該能力の養成を

図るねらいがある。 

上記の学習課題を、図 5の〈坐学〉〈単独・自律型〉〈複

数・協働型〉20)の学びの仕掛けと、どのように組み合わせ・

構成するかによって学習効果が左右される。例えば、〈受け

止める〉という学習課題の場合、他者との比較・交流との

中でレベルアップを目指すことに優先順位を置くのであれ

ば、〈複数・協働型〉のワークショップ（以下、WS）が最

適となるが、対象者の人数や意識次第では、〈単独・自律型〉

の「ノートの作成」「個別課題の作成」等が効果的な面もあ

る。ただ、今回の受講想定者は観光まちづくりリーダー候

補生という点でもあることから、前者を中心に設計し、各

回の終了時の振り返りや次回への課題等については、〈単

独・自律型〉で取り組むこととする。このねらいは、両者

の融合型で学習効果を上げることにある。 

（３）複数の教材／生きた教材の活用 

筆者らの既存研究でも、まちづくり学習プログラムでは、

①テキスト、②映像メディア、③まちづくり経験者の懇話、

等を適宜組み合わせ、教材として活用することが効果的で

あることがわかっている 21)。特に、映像メディアや、まち

づくり関係者の生の体験談は、学習理解の支援、学習情報

の共有、学習の随時性を
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図1 講座設計のためのガイドライン 

段階 
修得内容 

初心者
1

初級者
2

中級者
3                 4

上級者
5

まち知識 
おぼろげに 
まちを知る 
〈受身〉 

視点を持って 
まちを確実に知る 
〈リテラシー獲得〉 

まちを体系的に知り、問題発見できる 
〈企画・提案技術獲得〉 

まちづくりプロデューサー 
・テーマ別の知識充実 
・テーマに沿う活動を指導力・ 
 説得力・調整力をもって 
 実践・展開 

まち意識 気づくレベル 興味・関心レベル 愛着・批判レベル 提言レベル 
まち行動 一歩外へ出る 指示されながら動く 見様見真似で主体的に動く 指導・説得・調整できる 

図2 まちづくり学習者の成長プロセス・モデル 

表1 受講生の課題 

コミュニケー

ション（対話）

の齟齬 

 関係者とのディスコミュニケーションによってギクシャクしてしま
うことがある 

 自分の立場・役割を踏まえて、組織・プロジェクト外の人とコミュ
ニケーションをすることが大事ではあるが難しい。 

組織マネジ

メントや 

役割分担 

 メンバーの育成（自分で判断できるメンバーづくり／メンバーの目
標設定を誘導・支援）どうしたものか？ 

 メンバーの特徴や可能性を見極めて役割分担をどうするのか、自分
が抱えている業務の見直しが検討課題。 

団体への 

働きかけ、 

意見調整・ 

合意形成 

 関係団体・機関との連絡や交渉の際に、第三者を介すと趣旨や思い
が伝わりにくく、自分が直接対応することになる。 

 いろいろな団体と連携してプロジェクトを実施する際に、合意形成
が難しい。他団体との意見の隔たりをどう調整していくのかは課題。 

 行政や各種団体、潜在的な参加者等に、自分たちの立場・役割が伝
わらない歯がゆさを感じる。自分たちのミッションを伝えるにはどう
すればいいのか。 

プロジェクト

の立ち上げ

や継続 

 新しい取り組みへの抵抗感の払しょく（仲間内も外も）、理解の共有
等をどのように図っていけばいいのか。 

 プロジェクトを進める際、「今までの思い」と「これからの思い」を
どうバランスさせるべきか、迷う。プロジェクトを継続していくと、
「こなせばいい」との機運も出てきがちで、この事態をどのようにリ
セットすればいいのか。 
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シリテーションの基本知識を、②により、「受け止めー共感

―話を深めるー確認する」の傾聴と質問のコミュニケーシ

ョンスキルを実践的に学ぶ（ファシリテーション技術を有

するロールモデルのケーススタディ、受講者の学習過程を

撮影した映像をフィードバックする形でのケーススタデ

ィ）、③により、実在のロールモデルを学習環境に招き、傾

聴と質問の実習に取り組むこととし、立体的なプログラム

構成によって、ファシリテーション能力の向上を目指すも

のとする（図6）。 

（４）現場への還元性に配慮した構成 

観光まちづくり学習において、地元地域への還元性を問

う上で、〈実際のまちづくり現場との連携〉や、〈学習者以

外の住民への波及〉といった要素を、設計段階でどう反映

させるかが重要とされる 22)。そこで、FDPLでは、傾聴と質

問の力を、受講者が、「現在関わっている進行形の観光まち

づくり活動での課題を提示し、その問題解決への知見を先

達者から引き出すプロセス」を通じて磨いていく仕掛けを

導入する。それによって、傾聴と質問の力を向上させる技

術面でのスキルアップだけではなく、実際に直面している

観光まちづくり活動の現場・課題において、どういうファ

シリテーションのあり様が求められているのかを実践的に

想像し、思考を深めるトレーニングを通じて、問題解決へ

の道筋を同時に見出す学習装置として機能し得るものにな

ると考えられる。 

（５）学びの成果の共有とフィードバックの仕掛け 

観光まちづくり学習の設計上、受講生に「学びの成果」

の共有を促し、フィードバックする仕掛けを導入すること

は、学習効果を上げる上で極めて有効であることがわかっ

ている 23)。そこで、FDPLにおいても、受講者が、相互によ

り明確な形で「学びの成果」や、個々の課題（傾聴と質問

のコミュニケーション上の問題点等）を共有し、適宜、フ

ィードバック（成果や課題への解説・助言等）を受ける仕

掛けを導入する。具体的には、ワークショップ全般での受

講者の発言（講師の投げかけに対する発言等）、対話（講師

や受講者同士との対話等）の様子を撮影し、その動画を、

次回の講座にて再生し（本人の許可を得た範囲）、ケースス

タディを行うことで、①当人が自身のファシリテーション

能力を、特に傾聴と質問に絞って客観的に実感する段階と、

②自身の課題や改善点について、講師陣から指導・助言を

受け、それらを咀嚼する段階の２段階を効果的に設けるこ

とができる。すなわち、受講生が、プログラムの進行とと

もに、学習成果や課題を共有し、実感を深め、次なるステ

ップへ移行できるため、継続的な受講意欲を掻き立てられ、

学びの質を一定程度担保することも可能となる。FDPLにお

いて、学習成果や課題の共有、それへのフィードバック（詳

細解説や助言等）を確実に内在化させることは、受講者の

学習効果を上げるための重要ファクターといえるのである。 

3)FDPLの基本的フローと試験的運用 

（１）FDPLの基本的フローと学習要素の構成 

上述を踏まえて設計した FDPL のフローと学習要素の構

成試案の概略は、表 3の通りである。全体は５回の講座か

ら設計され、各回とも、休憩を挟み 4時間のプログラムと

し、イントロダクション、協働型学習（ワークショップ）、

自律型学習（個人ワーク）、総括から構成されている。また、

ファシリテーション能力を実践的に高める演習を、【第 4

回】に設定し、当段階では、ゲストスピーカー（観光まち

づくりの実践者・ロールモデル）を講座内に招き、実際の

対話プロセスを通じて、「傾聴：受け止めー共感する」、「質

問：話を深めるー確認する」等のトレーニングを実践する

構成である。また、それまでの 3回は、主に、実在する観

光まちづくり（市民型・事業型）のロールモデルに関する

場のデザインのスキル 

合意形成のスキル 対人関係のスキル 

構造化のスキル 

場をつくり、つなげる 

まとめて、分かり合う 受け止め、引き出す 

かみ合わせ、整理する 

共有 

攻撃 
決定 発散 

図3 FDPLでの重点課題１（場のデザイン・対人関係スキル） 

学習課題１ FDPL での 
重点課題 

受け止める 

話を深める 考えを伝える 

共感する 

確認する 

投げかける 

学習課題２ 

質問 

質問 

復唱 

相槌・うなずき 

復唱 

観察 

柔らかな主張 

傾聴 

FDPL では傾聴と
質問が重点課題 

図4 FDPLでの重点課題２（傾聴・質問） 

図5 学習の仕掛けと方法 

坐学 

複数・協働型学
習の仕掛け 

総合的な 
学習の仕掛け 

⑥創造共有型ＷＳ ⑦小グループレッスン 
⑧まち歩き企画・実施 ⑨役割分担による成果づくり 
⑩プロジェクト作業記録の作成 ⑪成果報告・発表 

単独・自律型学
習の仕掛け 

①テーマ別の講義・実演 

②ノートの作成   ③個別課題の作成    

④目標や振り返りシートの作成   ⑤個別指導・助言 
 

⑫電子掲示板  ⑬おしゃべりサロン 

図6 ファシリテーションへの接近法 

毎回の学習成果と課題の共有・フィードバック 
ファシリテーション能力の獲得・向上レベル確認 
【最終目標】 自分流のファシリテーション確立 

 

【まちづくり実践者（事業型）との対話】 【まちづくり実践者との対話】 

まちづくり実践者（市民型・事業型）のケーススタディから、 
ファシリテーションを理解【場をマネジメントする技、対人関係の技を獲得するトレーニング】 

【視聴覚教材】 
傾聴+観察トレーニング【対話】          

【生きた教材】 
傾聴+質問+復唱・主張トレーニング 【対話】                             

 

1 ケーススタディ 

2 ファシリテーションの 
具体的イメージを掴む 

3 ファシリテーションの 
実践法と有用性を学ぶ 

【学習と現場の接続】 ケーススタディをワークショップにより重ねることで、実

践演習（第４回）へ臨む姿勢、そこで必要とされるファシ

リテーションの知識・技術を習得蓄積するウオーミング段

階と位置づけている。最終の【第 5回】では、ファシリテ

ーション実践演習プロセス（第４回）を撮影した映像を再

生しながら、各自のチェックポイントや課題を共有し、改

善点をフィードバックしていく流れである。 

表3 FDPLのフローと学習要素の構成試案（概略） 

 イントロダクション ワークショップ（以下，WS） 個人ワーク・総括 

第1回
【240分】



1.スタッフ紹介 
2.記録の説明 
3.テキストの確認 
4.講座の目的・概要 
5.本日のメニュー 

【50分】

1.自己紹介ＷＳ 
2映像を使ったケーススタディ① 
（観光まちづくり：事業編１） 

3.スライドを使ったケーススタディ② 
（観光まちづくり：市民編２） 

【170分 うち 10分休憩】

1.個人ワーク（次回WS
への質問作成） 
2.本日の総括 
3.次回予告・説明 
4.アンケート 

【20分】

第2回
【240分】



1.テキストの確認 
2.本日のメニュー 
 
 

【10分】

1.映像を用いた前回講座の振り返り 
2.映像を使ったケーススタディ① 
（観光まちづくり：事業編２） 
3.スライドを使ったケーススタディ② 
（観光まちづくり：市民編２） 

【180分 うち 20分休憩】

1.個人ワーク 
2.本日の総括 
3.次回予告 
4.課題説明 
5.アンケート 

【50分】

第3回
【240分】



1.テキストの確認 
2.本日のメニュー 
 
 
 

【10分】

1ファシリテーション実践準備演習①  

（振り返りＷＳ） 
2.ファシリテーション実践準備演習② 
（観光まちづくり：事業編③） 

3.ファシリテーション実践準備演習③ 
（次回ファシリテーション実践演習準備シート
の作成）   【210分 うち 20分休憩】

1.受講生の感想 
2.次回予告 
3.課題説明 
4.アンケート 
 

【20分】

第4回
【240分】



1.テキストの確認 
2.本日のメニュー 
3.ゲスト紹介 
4.受講生自己紹介 

【25分】

1.ファシリテーション実践演習①（観光まち
づくり実践者・ロールモデルとの対話①） 
2.ファシリテーション実践演習②（観光まち
づくり実践者・ロールモデルとの対話②） 
【205分 うち 20分休憩】

1.次回予告 
2.課題説明 
3.アンケート 
 

【10分】

第5回
【240分】

1.テキストの確認 
2.本日のメニュー 
3.ゲスト紹介 

【10分】

1.振り返りＷＳ（前回WSの映像を使用） 
2.論点ＷＳ（前回WSの映像を使用） 

【180分 うち 20分休憩】

1.受講生の感想 
2.総括コメント 
3.アンケート 
4.連絡事項 【50分】

（２）FDPLの試験的運用と効果 

筆者らは、当該プログラムを平成 27 年の 9 月～翌年 1

月にわたって試験的に運用した（H27 年 9月 26日、10月

31日、11月21日、12月5日、H28年1月29日：NPO法

人セカンドリーグ埼玉の協力を得て、観光まちづくりリー

ダー候補者7名を対象に実施）。詳細な運用結果は別稿へ譲

るが、受講生からは、「スキルのみならずのファシリテーシ

ョンの本質的な部分を学ぶことができ、受講途中から、現

場で直接的に講座の成果を応用している」「ファシリテーシ

ョンの根幹である傾聴の重要性を痛感し、現場で意識的に

実践している」「ファシリテーション能力の向上を初めて実

感した」等、学習効果を強く実感するコメントが寄せられ

ている 24)と同時に、その後、各々の現場で早速に講座の成

果を応用しているとの報告も挙がっている。 

【４．まとめ及び今後の課題】 

１）ファシリテーション能力に着目した観光まちづくりリ

ーダー養成のためのプログラムを設計するに当たっては、

図1（既出）で提示した、「学習者の段階性に着目した目標

設定」、「学習課題と学びの仕掛けの戦略的な組み合わせ」、

「生きた教材も含めた復習教材の活用」、「現場への還元性

に配慮した構成」、「学びの成果等の共有と課題のフィード

バック」の５点が学習効果を上げる上でも有用と考えられ

る。 
２）今後、当該プログラムについては、筆者らの社会実験

の成果や課題を精査・分析するとともに、他地域等におい

て試験的運用を重ね、その有用性を多角的に検証し、本プ

ログラムのプロトタイプ化を図っていくことが課題である。 

付記：本稿は、学研究費補助金 基盤研究(C)（課題番号：25501013）（代表：
大西律子）観光まちづくり活動におけるファシリテーター型リーダーの育
成に関する実証研究の成果の一部をとりまとめたものである。 
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18) 堀公俊（2006）「今すぐできる！ファシリテーション」，PHP研究室，p.102
に一部加筆した。 
19) 上記 16と同じ。 
20～23) 上記12と同じ。 
24) 当該プログラム社会実験参加者(７名)からの聞き取り調査(2016年1月実
施）による。 

自己紹介ワークショップの様子 映像を使ったフィードバックの様子 

個人ワークに取り組む様子 実践者・ロールモデルとの対話に取り組む様子 

【注・参考文献】 
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シリテーションの基本知識を、②により、「受け止めー共感

―話を深めるー確認する」の傾聴と質問のコミュニケーシ

ョンスキルを実践的に学ぶ（ファシリテーション技術を有

するロールモデルのケーススタディ、受講者の学習過程を

撮影した映像をフィードバックする形でのケーススタデ

ィ）、③により、実在のロールモデルを学習環境に招き、傾

聴と質問の実習に取り組むこととし、立体的なプログラム

構成によって、ファシリテーション能力の向上を目指すも

のとする（図6）。 

（４）現場への還元性に配慮した構成 

観光まちづくり学習において、地元地域への還元性を問

う上で、〈実際のまちづくり現場との連携〉や、〈学習者以

外の住民への波及〉といった要素を、設計段階でどう反映

させるかが重要とされる 22)。そこで、FDPLでは、傾聴と質

問の力を、受講者が、「現在関わっている進行形の観光まち

づくり活動での課題を提示し、その問題解決への知見を先

達者から引き出すプロセス」を通じて磨いていく仕掛けを

導入する。それによって、傾聴と質問の力を向上させる技

術面でのスキルアップだけではなく、実際に直面している

観光まちづくり活動の現場・課題において、どういうファ

シリテーションのあり様が求められているのかを実践的に

想像し、思考を深めるトレーニングを通じて、問題解決へ

の道筋を同時に見出す学習装置として機能し得るものにな

ると考えられる。 

（５）学びの成果の共有とフィードバックの仕掛け 

観光まちづくり学習の設計上、受講生に「学びの成果」

の共有を促し、フィードバックする仕掛けを導入すること

は、学習効果を上げる上で極めて有効であることがわかっ

ている 23)。そこで、FDPLにおいても、受講者が、相互によ

り明確な形で「学びの成果」や、個々の課題（傾聴と質問

のコミュニケーション上の問題点等）を共有し、適宜、フ

ィードバック（成果や課題への解説・助言等）を受ける仕

掛けを導入する。具体的には、ワークショップ全般での受

講者の発言（講師の投げかけに対する発言等）、対話（講師

や受講者同士との対話等）の様子を撮影し、その動画を、

次回の講座にて再生し（本人の許可を得た範囲）、ケースス

タディを行うことで、①当人が自身のファシリテーション

能力を、特に傾聴と質問に絞って客観的に実感する段階と、

②自身の課題や改善点について、講師陣から指導・助言を

受け、それらを咀嚼する段階の２段階を効果的に設けるこ

とができる。すなわち、受講生が、プログラムの進行とと

もに、学習成果や課題を共有し、実感を深め、次なるステ

ップへ移行できるため、継続的な受講意欲を掻き立てられ、

学びの質を一定程度担保することも可能となる。FDPLにお

いて、学習成果や課題の共有、それへのフィードバック（詳

細解説や助言等）を確実に内在化させることは、受講者の

学習効果を上げるための重要ファクターといえるのである。 

3)FDPLの基本的フローと試験的運用 

（１）FDPLの基本的フローと学習要素の構成 

上述を踏まえて設計した FDPL のフローと学習要素の構

成試案の概略は、表 3の通りである。全体は５回の講座か

ら設計され、各回とも、休憩を挟み 4時間のプログラムと

し、イントロダクション、協働型学習（ワークショップ）、

自律型学習（個人ワーク）、総括から構成されている。また、

ファシリテーション能力を実践的に高める演習を、【第 4

回】に設定し、当段階では、ゲストスピーカー（観光まち

づくりの実践者・ロールモデル）を講座内に招き、実際の

対話プロセスを通じて、「傾聴：受け止めー共感する」、「質

問：話を深めるー確認する」等のトレーニングを実践する

構成である。また、それまでの 3回は、主に、実在する観

光まちづくり（市民型・事業型）のロールモデルに関する

場のデザインのスキル 

合意形成のスキル 対人関係のスキル 

構造化のスキル 

場をつくり、つなげる 

まとめて、分かり合う 受け止め、引き出す 

かみ合わせ、整理する 

共有 

攻撃 
決定 発散 

図3 FDPLでの重点課題１（場のデザイン・対人関係スキル） 

学習課題１ FDPL での 
重点課題 

受け止める 

話を深める 考えを伝える 

共感する 

確認する 

投げかける 

学習課題２ 

質問 

質問 

復唱 

相槌・うなずき 

復唱 

観察 

柔らかな主張 

傾聴 

FDPL では傾聴と
質問が重点課題 

図4 FDPLでの重点課題２（傾聴・質問） 

図5 学習の仕掛けと方法 
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⑧まち歩き企画・実施 ⑨役割分担による成果づくり 
⑩プロジェクト作業記録の作成 ⑪成果報告・発表 

単独・自律型学
習の仕掛け 

①テーマ別の講義・実演 

②ノートの作成   ③個別課題の作成    

④目標や振り返りシートの作成   ⑤個別指導・助言 
 

⑫電子掲示板  ⑬おしゃべりサロン 

図6 ファシリテーションへの接近法 

毎回の学習成果と課題の共有・フィードバック 
ファシリテーション能力の獲得・向上レベル確認 
【最終目標】 自分流のファシリテーション確立 

 

【まちづくり実践者（事業型）との対話】 【まちづくり実践者との対話】 

まちづくり実践者（市民型・事業型）のケーススタディから、 
ファシリテーションを理解【場をマネジメントする技、対人関係の技を獲得するトレーニング】 

【視聴覚教材】 
傾聴+観察トレーニング【対話】          

【生きた教材】 
傾聴+質問+復唱・主張トレーニング 【対話】                             

 

1 ケーススタディ 

2 ファシリテーションの 
具体的イメージを掴む 

3 ファシリテーションの 
実践法と有用性を学ぶ 

【学習と現場の接続】 ケーススタディをワークショップにより重ねることで、実

践演習（第４回）へ臨む姿勢、そこで必要とされるファシ

リテーションの知識・技術を習得蓄積するウオーミング段

階と位置づけている。最終の【第 5回】では、ファシリテ

ーション実践演習プロセス（第４回）を撮影した映像を再

生しながら、各自のチェックポイントや課題を共有し、改

善点をフィードバックしていく流れである。 

表3 FDPLのフローと学習要素の構成試案（概略） 

 イントロダクション ワークショップ（以下，WS） 個人ワーク・総括 

第1回
【240分】



1.スタッフ紹介 
2.記録の説明 
3.テキストの確認 
4.講座の目的・概要 
5.本日のメニュー 

【50分】

1.自己紹介ＷＳ 
2映像を使ったケーススタディ① 
（観光まちづくり：事業編１） 

3.スライドを使ったケーススタディ② 
（観光まちづくり：市民編２） 

【170分 うち 10分休憩】

1.個人ワーク（次回WS
への質問作成） 
2.本日の総括 
3.次回予告・説明 
4.アンケート 

【20分】

第2回
【240分】



1.テキストの確認 
2.本日のメニュー 
 
 

【10分】

1.映像を用いた前回講座の振り返り 
2.映像を使ったケーススタディ① 
（観光まちづくり：事業編２） 
3.スライドを使ったケーススタディ② 
（観光まちづくり：市民編２） 

【180分 うち 20分休憩】

1.個人ワーク 
2.本日の総括 
3.次回予告 
4.課題説明 
5.アンケート 

【50分】

第3回
【240分】



1.テキストの確認 
2.本日のメニュー 
 
 
 

【10分】

1ファシリテーション実践準備演習①  

（振り返りＷＳ） 
2.ファシリテーション実践準備演習② 
（観光まちづくり：事業編③） 

3.ファシリテーション実践準備演習③ 
（次回ファシリテーション実践演習準備シート
の作成）   【210分 うち 20分休憩】

1.受講生の感想 
2.次回予告 
3.課題説明 
4.アンケート 
 

【20分】

第4回
【240分】



1.テキストの確認 
2.本日のメニュー 
3.ゲスト紹介 
4.受講生自己紹介 

【25分】

1.ファシリテーション実践演習①（観光まち
づくり実践者・ロールモデルとの対話①） 
2.ファシリテーション実践演習②（観光まち
づくり実践者・ロールモデルとの対話②） 
【205分 うち 20分休憩】

1.次回予告 
2.課題説明 
3.アンケート 
 

【10分】

第5回
【240分】

1.テキストの確認 
2.本日のメニュー 
3.ゲスト紹介 

【10分】

1.振り返りＷＳ（前回WSの映像を使用） 
2.論点ＷＳ（前回WSの映像を使用） 

【180分 うち 20分休憩】

1.受講生の感想 
2.総括コメント 
3.アンケート 
4.連絡事項 【50分】

（２）FDPLの試験的運用と効果 

筆者らは、当該プログラムを平成 27 年の 9 月～翌年 1

月にわたって試験的に運用した（H27 年 9月 26日、10月

31日、11月21日、12月5日、H28年1月29日：NPO法

人セカンドリーグ埼玉の協力を得て、観光まちづくりリー

ダー候補者7名を対象に実施）。詳細な運用結果は別稿へ譲

るが、受講生からは、「スキルのみならずのファシリテーシ

ョンの本質的な部分を学ぶことができ、受講途中から、現

場で直接的に講座の成果を応用している」「ファシリテーシ

ョンの根幹である傾聴の重要性を痛感し、現場で意識的に

実践している」「ファシリテーション能力の向上を初めて実

感した」等、学習効果を強く実感するコメントが寄せられ

ている 24)と同時に、その後、各々の現場で早速に講座の成

果を応用しているとの報告も挙がっている。 

【４．まとめ及び今後の課題】 

１）ファシリテーション能力に着目した観光まちづくりリ

ーダー養成のためのプログラムを設計するに当たっては、

図1（既出）で提示した、「学習者の段階性に着目した目標

設定」、「学習課題と学びの仕掛けの戦略的な組み合わせ」、

「生きた教材も含めた復習教材の活用」、「現場への還元性

に配慮した構成」、「学びの成果等の共有と課題のフィード

バック」の５点が学習効果を上げる上でも有用と考えられ

る。 
２）今後、当該プログラムについては、筆者らの社会実験

の成果や課題を精査・分析するとともに、他地域等におい

て試験的運用を重ね、その有用性を多角的に検証し、本プ

ログラムのプロトタイプ化を図っていくことが課題である。 

付記：本稿は、学研究費補助金 基盤研究(C)（課題番号：25501013）（代表：
大西律子）観光まちづくり活動におけるファシリテーター型リーダーの育
成に関する実証研究の成果の一部をとりまとめたものである。 

                                                   
1) 財団法人日本交通公社（2011）「観光を手法とした地域経済活性化に関す
る調査」(URL: http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/E001560.pdf) 
2) 観光庁（2016）「日本版DMO」（URL: http://www.mlit.go.jp/kankocho/ 
page04_ 000053.html） 
3) 中野民夫（2014）「ファシリテーター型リーダー:人々の相互作用を促し,
自律や創造を育む支援型のリーダーシップ」，看護管理24(1)，pp.14-24 
4) 保柳 睦美（1951）「社会科教育における観光の取り上げ方」、観光、35、
pp.4-9／安村克己（1997）「観光教育と観光研究の連携 : 観光教育の社会科
学系コース試案」、観光研究、No.8(2), pp.1-8等。 
5) 富澤浩樹、大西律子（2007）「観光まちづくりボランティア学習プログラ
ムの試験的運用 : 活動に必要な基 礎力養成を目指した学習スキームの導入
と実践を中心として」，日本観光研究学会全国大会学術論文集，30，pp.13-16 
6) 観光庁(2015)「観光地域づくり人材育成実践ハンドブック2015」（URL：
http://www. mlit.go.jp/common/001140684.pdf） 
7) CiNiiを用いて調査をした。「ファシリテーション and 養成（10件）」，「ファ
シリテーション and 教育（282件）」，「ファシリテーション and 学習（68件）」 
8) フラン・リース，黒田由貴子他訳（2002）「ファシリテーター型リーダー
の時代」，プレジデント社／堀公俊（2004）「ファシリテーション入門」， 日
本経済新聞社，等 
9) 株式会社日本能率協会マネージメントセンター（2003）「日本におけるフ
ァシリテーションの可能性を探る」，人材教育，No.15(10)，pp.86-89等 
10) CiNiiを用いて調査をした。「ファシリテーション and 観光（1件）」，「フ
ァシリテーション and まちづくり（13件）」 
11) 山下 昌彦（2000）「ファシリテーショングラフィックによる住民参加に
ついて」，日本建築学会北海道支部研究報告集，No.73，pp.395-396／原口佐
知子・上山肇（2015）「地域まちづくりにおける市民ファシリテーターの役割
に関する研究 : 静岡県牧之原市でのファシリテーション導入の経緯と現状」，
本建築学会関東支部研究報告集，No.85(II)，pp.397-400，等 
12) 筆者らは、2004年以降、まちづくり学習等に関する社会実験を踏まえた
実証研究を重ねている（2004年～2016年まで計15件、論文や報告を学会誌等に発表） 

13) 大西律子・富澤弘樹（2007），「観光まちづくり学習の基本設計に関する
考察」，本観光研究学会全国大会学術論文集，No.22，pp.365-366、等 
14) 筆者らは2004年以来，周辺領域の既往研究も踏まえて本モデルを構築し，
「住民層」のまちづくり習熟度に考慮した学習プランを設計している。 
15) 特定非営利活動法人ユースビジョン（2009）「若年層NPO・NGOスタッフ
採用・雇用実態調査結果」 
16) 筆者らが2004年～2016年までに実施してきた、観光・まちづくり学習
講座等の参加者約100名に対する聞き取り等による。 
17) 堀公俊（2004）「ファシリテーション入門」，日本経済新聞社，p.52に一
部加筆した。 
18) 堀公俊（2006）「今すぐできる！ファシリテーション」，PHP研究室，p.102
に一部加筆した。 
19) 上記 16と同じ。 
20～23) 上記12と同じ。 
24) 当該プログラム社会実験参加者(７名)からの聞き取り調査(2016年1月実
施）による。 

自己紹介ワークショップの様子 映像を使ったフィードバックの様子 

個人ワークに取り組む様子 実践者・ロールモデルとの対話に取り組む様子 

【注・参考文献】 
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新興ワイン産地の形成・発展とそのグローバルブランド化に関する研究

桃井 謙祐（信州大学）

： ワイン産地、ワインクラスター、新世界、グローバルブランド、ニュージーランド

【問題・目的・背景】 
近年、我が国においても、国産のぶどうを原料としたワ

インの生産者が各地で増えつつあり、消費者の日本ワイン

への着目も高まりつつある。また、国内への販売にとどま

らず、海外への輸出を図る動きもある。しかし、世界的に

見ればワイン市場はグローバルなものであるが、その中で

日本ワインはまだまだ十分な評価を得ているとは言い難い。

また、ワインの生産条件として良好とは言い難い我が国

において、小規模なワイン生産者が新たに参入・開業し、

生計を立てつつ事業を継続していくには、ある程度の高い

販売単価を確保しつつワインを販売することが重要となる。

もし海外に輸出するなら、販売単価はさらに高価なものと

なる。

こうした中、我が国各地に広がりつつあるワインの生産

地が、ワインをもとに地域活性化を図るためには、当該地

域が世界的に高品質なワインを生産する産地であるとの評

価を受け、世界市場でのブランドを構築し、高い販売単価

を確保しつつ販売先を内外に拡大しつつ、世界から誘客し

ていくことが重要と考えられる。また、このことはワイン

に限らず日本酒など他の国酒に関しても重要と考えられる。

そのため、本研究においては、新興ワイン産地でありな

がら、産地として形成・発展を遂げ、グローバルなブラン

ドを構築するための在り方や課題について考察を行った。

【研究方法・研究内容】

ワイン産業においては、もともとワインの産地であった

ヨーロッパのみならず、新世界（ ）と呼ばれる新

たな産地でもワインが世界的に生産・販売されるようにな

ってきた。中でもニュージーランドは、ワインの産地とし

ては新世界の中でもさらに後発でありながら、ワイン産地

として世界的なブランドを構築し、高い販売単価を確保し

ている。

このため、本研究では、後発型ワイン産地の形成・発展

とグローバルブランド構築の過程について、特にニュージ

ーランドの事例を調査分析し、考察を行った。研究方法と

して、まず、先行文献のレビューやインターネットでの公

開情報の調査分析を行った。その上で、現地訪問によるイ

ンタビュー調査を行い、分析を深めた。

【研究・調査･分析結果】

１．先行研究及び公開情報の分析

（１）ニュージーランドワイン産業の現状

ニュージーランドでは、 世紀からワイン生産は行われ

ていたとはいえ、ワインの生産が急成長してきたのは

年以降、ここ二十数年ほどのことである（

）。

世界的には後発の産地であるが、現在、同国産ワインは

輸出額では世界第 位、輸出量では世界第 位（

）まで成長し、 リットル当た

りの輸出額では古くからの伝統的産地であるフランスに次

いで世界第二位と高い販売単価を確保している（

）。同国のワイン産業は輸出産

業として第 位の規模にまで成長している（ ）。

（２）後発ワイン産地のブランディング

ワインは農産品でありまた嗜好品であり、そのマーケテ

ィングにおいては、原産地及び原産国は重要な役割を果た

す。一方、ワインの生産地はヨーロッパ以外にも世界中に

広まりつつある中で、後発ワイン産地が世界的にどのよう

にブランドを築いてきたかについては、未だ研究の余地も

多い。

ニュージーランド産ワインについて麻井（ ）は、情

報化時代の中で、その主力となっている品種は、フランス

から世界の中でも最後発で伝わったが故に先行産地の情報

を十分活用でき、かつて後発の国々で作り手を呪縛してい

た宿命的風土論がカリフォルニアで超克されたことを知っ

ており、同国では本気でワインの名醸地となることを目指

したと述べているが、以後 年が経過しており、またその

発展の過程や課題については、さらに研究の余地があろう。

（２）ニュージーランドワイン産業の躍進

ニュージーランドのワイン生産・輸出の伸びはひとえに、

地域で言えばマールボロ地方、ぶどう品種で言えばソーヴ

ィニョン・ブランに拠るところが大きい（

）。

マールボロ地方は、 年代初めまでワイン産地ではな

かった新興産地であるが、近年ではニュージーランド産ワ

イン生産量の 、輸出量の を占めるに至り、ニュー

ジーランドワイン産業の拡大は、まさにマールボロ地方の

ソーヴィニョン・ブラン躍進の歴史とも言える。

マールボロ地方のソーヴィニョン・ブランは、それまで

のソーヴィニョン・ブラン種のワインとは違った、はっき

りとした独特の味わいがあり、飲むべきワインであるとワ

イン批評家に評価された（ ）。ソーヴィニョン・

ブラン種のワインは、当時世界的にはそれほど生産されて

いなかったが、果実味と酸味豊かで従来の伝統的なそれと

はかけ離れた個性的な味わいであると評価されたことによ

り、ニッチな市場でブランドを確立し、輸出を拡大した。

今も輸出されるニュージーランドワインの大部分は、マ

ールボロ地方のソーヴィニョン・ブランであるが、現在で

はニュージーランド産ワインの認知度も上がり、他地域・

他品種のワインも買われるようになってきている。

（３）マールボロ地方のワイン産業の形成・発展

社ウェブサイトによれば、マールボロ

地方にワインの原料となるぶどうが初めて植えられたのは

年であるが、その後ワイン生産は途絶え、本格的な商

業生産が開始されたのは 年のことである。

ニュージーランド最大のワイン生産者でありオークラン

ドを本拠地としていた 社の創始者

氏は、バルクワインの生産から輸出用ワインの生産へと同

社を変えようとしていたが、当時ワイン生産地として既に

評価されていた地域はすべて地価が高くなっていた。その

ため、さらなる適地を探し求め、同社のぶどう栽培家

氏に調査させ、マールボロ地方がワイン生産の最適

なポテンシャルのある土地であることを探り当て、同社が

マールボロ地方にぶどう生産用の土地を購入したのが、同

地方のワイン産地としての始まりである。 社は所

有地を広げながら新たな品種を実験的に試し、やがてソー

ヴィニョン・ブランを追求するようになった。

ただ、ワイン産地としてマールボロ地方を初めて信じた

のは 社であるものの、その産地としての評判を確

保するまでには多くの者が関わっていた。当初は地元でも

ワイン生産に懐疑的な者が多かったが、 ’ 社によ

る、 年から 年連続での英国での国際的なワイン・コ

ンペティションでの金メダル受賞や、オーストラリアの

社のオーナーであった 氏が投

資し設立した 社は、マールボロの名をさらに世

界に知らしめることとなった。特に後者は、それまでの伝

統的なソーヴィニョン・ブランとはかけ離れた、果実味と

酸味のあるトロピカルフルーツを思わせる味わいとともに、

供給量を絞ることで希少性を生み出すといった巧みなマー

ケティングにより、話題を呼びつつ入手困難なニュージー

ランドのソーヴィニョン・ブランの評判を広く知らしめた。

（４）ニュージーランド産ワインの産地と品種の変遷－特

化と集中

さらにニュージーランドのワイン産業を変えた出来事と

して、 年に生じた供給過剰に伴い行われた

と呼ばれるニュージーランド政府の生産削減政策

と同地域におけるぶどうの伝染病フィロキセラの発生が挙

げられる。どちらも、それまで同国で広く生産されていた

価値の低いバルクワイン用品種のぶどうの生産量を削減し、

より高価格で売れる品種への転換を促すこととなった。

マールボロ地方の成功とともに、ニュージーランドのワ

イン産業に起きたこうした構造変化は、ニュージーランド

のワイン産業地図を大きく塗り替えた。ニュージーランド

産のワインは、輸出を志向した高品質な品種のものに置き

換わることとなり、今やソーヴィニョン・ブランに次いで、

ピノ・ノワールやシャルドネが多く生産されるようになり、

年頃まで主流であったミュラー・トゥルガウはほぼ生

産されなくなった。

また、マールボロ地方以外にも、従来ワイン産地とみな

されていなかった同国の南島でワイン生産が盛んとなり、

マールボロ地方に次いでセントラル・オタゴ地方などの南

島の地域がワイン産地として大きく躍進することとなった。

現在では、原料ぶどうの品種転換やワイン産地の転換の

みならず、産地の形成初期に行われた栽培ぶどう品種に関

する様々な実験的試みの段階は過ぎ、マールボロ地方のソ

ーヴィニョン・ブラン、セントラル・オタゴ地方のピノ・

ノワールといったように、特に新たな産地ほどそれぞれの

地に適した品種への特化・集中が進んでいる（

）。

（５）ニュージーランドワイン産業の再編・統合

ニュージーランドのワイン産業の発展とともに、数でこ

そ小規模ワイナリーは増大している一方、生産量では少数

の大企業が支配的地位にあり、自らの所有地を拡大すると

ともに、買収による統合が進んでいる。特に、外資による

買収が進み、同国の主要なワインメーカーのブランドの多

くのみならず中堅企業まで、外資の投資を受けているもの

は多い。今や、 によれば、外資の所有はニュ

ージーランドのワイン生産量で見て ％になるとも推計
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新興ワイン産地の形成・発展とそのグローバルブランド化に関する研究

桃井 謙祐（信州大学）

： ワイン産地、ワインクラスター、新世界、グローバルブランド、ニュージーランド

【問題・目的・背景】 
近年、我が国においても、国産のぶどうを原料としたワ

インの生産者が各地で増えつつあり、消費者の日本ワイン

への着目も高まりつつある。また、国内への販売にとどま

らず、海外への輸出を図る動きもある。しかし、世界的に

見ればワイン市場はグローバルなものであるが、その中で

日本ワインはまだまだ十分な評価を得ているとは言い難い。

また、ワインの生産条件として良好とは言い難い我が国

において、小規模なワイン生産者が新たに参入・開業し、

生計を立てつつ事業を継続していくには、ある程度の高い

販売単価を確保しつつワインを販売することが重要となる。

もし海外に輸出するなら、販売単価はさらに高価なものと

なる。

こうした中、我が国各地に広がりつつあるワインの生産

地が、ワインをもとに地域活性化を図るためには、当該地

域が世界的に高品質なワインを生産する産地であるとの評

価を受け、世界市場でのブランドを構築し、高い販売単価

を確保しつつ販売先を内外に拡大しつつ、世界から誘客し

ていくことが重要と考えられる。また、このことはワイン

に限らず日本酒など他の国酒に関しても重要と考えられる。

そのため、本研究においては、新興ワイン産地でありな

がら、産地として形成・発展を遂げ、グローバルなブラン

ドを構築するための在り方や課題について考察を行った。

【研究方法・研究内容】

ワイン産業においては、もともとワインの産地であった

ヨーロッパのみならず、新世界（ ）と呼ばれる新

たな産地でもワインが世界的に生産・販売されるようにな

ってきた。中でもニュージーランドは、ワインの産地とし

ては新世界の中でもさらに後発でありながら、ワイン産地

として世界的なブランドを構築し、高い販売単価を確保し

ている。

このため、本研究では、後発型ワイン産地の形成・発展

とグローバルブランド構築の過程について、特にニュージ

ーランドの事例を調査分析し、考察を行った。研究方法と

して、まず、先行文献のレビューやインターネットでの公

開情報の調査分析を行った。その上で、現地訪問によるイ

ンタビュー調査を行い、分析を深めた。

【研究・調査･分析結果】

１．先行研究及び公開情報の分析

（１）ニュージーランドワイン産業の現状

ニュージーランドでは、 世紀からワイン生産は行われ

ていたとはいえ、ワインの生産が急成長してきたのは

年以降、ここ二十数年ほどのことである（

）。

世界的には後発の産地であるが、現在、同国産ワインは

輸出額では世界第 位、輸出量では世界第 位（

）まで成長し、 リットル当た

りの輸出額では古くからの伝統的産地であるフランスに次

いで世界第二位と高い販売単価を確保している（

）。同国のワイン産業は輸出産

業として第 位の規模にまで成長している（ ）。

（２）後発ワイン産地のブランディング

ワインは農産品でありまた嗜好品であり、そのマーケテ

ィングにおいては、原産地及び原産国は重要な役割を果た

す。一方、ワインの生産地はヨーロッパ以外にも世界中に

広まりつつある中で、後発ワイン産地が世界的にどのよう

にブランドを築いてきたかについては、未だ研究の余地も

多い。

ニュージーランド産ワインについて麻井（ ）は、情

報化時代の中で、その主力となっている品種は、フランス

から世界の中でも最後発で伝わったが故に先行産地の情報

を十分活用でき、かつて後発の国々で作り手を呪縛してい

た宿命的風土論がカリフォルニアで超克されたことを知っ

ており、同国では本気でワインの名醸地となることを目指

したと述べているが、以後 年が経過しており、またその

発展の過程や課題については、さらに研究の余地があろう。

（２）ニュージーランドワイン産業の躍進

ニュージーランドのワイン生産・輸出の伸びはひとえに、

地域で言えばマールボロ地方、ぶどう品種で言えばソーヴ

ィニョン・ブランに拠るところが大きい（

）。

マールボロ地方は、 年代初めまでワイン産地ではな

かった新興産地であるが、近年ではニュージーランド産ワ

イン生産量の 、輸出量の を占めるに至り、ニュー

ジーランドワイン産業の拡大は、まさにマールボロ地方の

ソーヴィニョン・ブラン躍進の歴史とも言える。

マールボロ地方のソーヴィニョン・ブランは、それまで

のソーヴィニョン・ブラン種のワインとは違った、はっき

りとした独特の味わいがあり、飲むべきワインであるとワ

イン批評家に評価された（ ）。ソーヴィニョン・

ブラン種のワインは、当時世界的にはそれほど生産されて

いなかったが、果実味と酸味豊かで従来の伝統的なそれと

はかけ離れた個性的な味わいであると評価されたことによ

り、ニッチな市場でブランドを確立し、輸出を拡大した。

今も輸出されるニュージーランドワインの大部分は、マ

ールボロ地方のソーヴィニョン・ブランであるが、現在で

はニュージーランド産ワインの認知度も上がり、他地域・

他品種のワインも買われるようになってきている。

（３）マールボロ地方のワイン産業の形成・発展

社ウェブサイトによれば、マールボロ

地方にワインの原料となるぶどうが初めて植えられたのは

年であるが、その後ワイン生産は途絶え、本格的な商

業生産が開始されたのは 年のことである。

ニュージーランド最大のワイン生産者でありオークラン

ドを本拠地としていた 社の創始者

氏は、バルクワインの生産から輸出用ワインの生産へと同

社を変えようとしていたが、当時ワイン生産地として既に

評価されていた地域はすべて地価が高くなっていた。その

ため、さらなる適地を探し求め、同社のぶどう栽培家

氏に調査させ、マールボロ地方がワイン生産の最適

なポテンシャルのある土地であることを探り当て、同社が

マールボロ地方にぶどう生産用の土地を購入したのが、同

地方のワイン産地としての始まりである。 社は所

有地を広げながら新たな品種を実験的に試し、やがてソー

ヴィニョン・ブランを追求するようになった。

ただ、ワイン産地としてマールボロ地方を初めて信じた

のは 社であるものの、その産地としての評判を確

保するまでには多くの者が関わっていた。当初は地元でも

ワイン生産に懐疑的な者が多かったが、 ’ 社によ

る、 年から 年連続での英国での国際的なワイン・コ

ンペティションでの金メダル受賞や、オーストラリアの

社のオーナーであった 氏が投

資し設立した 社は、マールボロの名をさらに世

界に知らしめることとなった。特に後者は、それまでの伝

統的なソーヴィニョン・ブランとはかけ離れた、果実味と

酸味のあるトロピカルフルーツを思わせる味わいとともに、

供給量を絞ることで希少性を生み出すといった巧みなマー

ケティングにより、話題を呼びつつ入手困難なニュージー

ランドのソーヴィニョン・ブランの評判を広く知らしめた。

（４）ニュージーランド産ワインの産地と品種の変遷－特

化と集中

さらにニュージーランドのワイン産業を変えた出来事と

して、 年に生じた供給過剰に伴い行われた

と呼ばれるニュージーランド政府の生産削減政策

と同地域におけるぶどうの伝染病フィロキセラの発生が挙

げられる。どちらも、それまで同国で広く生産されていた

価値の低いバルクワイン用品種のぶどうの生産量を削減し、

より高価格で売れる品種への転換を促すこととなった。

マールボロ地方の成功とともに、ニュージーランドのワ

イン産業に起きたこうした構造変化は、ニュージーランド

のワイン産業地図を大きく塗り替えた。ニュージーランド

産のワインは、輸出を志向した高品質な品種のものに置き

換わることとなり、今やソーヴィニョン・ブランに次いで、

ピノ・ノワールやシャルドネが多く生産されるようになり、

年頃まで主流であったミュラー・トゥルガウはほぼ生

産されなくなった。

また、マールボロ地方以外にも、従来ワイン産地とみな

されていなかった同国の南島でワイン生産が盛んとなり、

マールボロ地方に次いでセントラル・オタゴ地方などの南

島の地域がワイン産地として大きく躍進することとなった。

現在では、原料ぶどうの品種転換やワイン産地の転換の

みならず、産地の形成初期に行われた栽培ぶどう品種に関

する様々な実験的試みの段階は過ぎ、マールボロ地方のソ

ーヴィニョン・ブラン、セントラル・オタゴ地方のピノ・

ノワールといったように、特に新たな産地ほどそれぞれの

地に適した品種への特化・集中が進んでいる（

）。

（５）ニュージーランドワイン産業の再編・統合

ニュージーランドのワイン産業の発展とともに、数でこ

そ小規模ワイナリーは増大している一方、生産量では少数

の大企業が支配的地位にあり、自らの所有地を拡大すると

ともに、買収による統合が進んでいる。特に、外資による

買収が進み、同国の主要なワインメーカーのブランドの多

くのみならず中堅企業まで、外資の投資を受けているもの

は多い。今や、 によれば、外資の所有はニュ

ージーランドのワイン生産量で見て ％になるとも推計
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されている。

また、ワイン産業の発展に伴い、同産業への投資の流入

は進み、ワイン産地の地価が上昇するとともに、ワイン生

産者、特に小規模生産者の利益を圧迫しており、多くのワ

イン生産者にとって、ブランド構築と生産能力拡大のため

の戦略が必要となっている。

（６）ニュージーランド産ワインのグローバル・ブランデ

ィング

ニュージーランド産ワインのグローバルブランド構築は、

前述のように、マールボロ地方におけるソーヴィニョン・

ブランが世界的な評価を得たことから、ワイン産地として

認識されることにより始まった。

全国的な生産者団体である は、国家ブ

ランディングの動きとも連携しつつ、ニュージーランド産

ワインの世界的ブランディングに取り組んでいる。 年

からは、同国産ワインがもたらす味覚の興奮や鮮明さを表

すとともに、マールボロ地方のソーヴィニョン・ブランに

限られない多様性や革新・改良に取り組み続けるニュージ

ーランド産ワインを表現すべく、” –

”を新たなブランド・タグラインとして打ち出し

ている（ ）。

２．現地調査の実施及びその結果

上記の先行研究及び公開情報の調査分析を踏まえ、さら

に下記を問題意識とし、現地訪問調査を行った。

・ マールボロ地方のワインクラスターの形成・発展の要

因、主要アクターの関係

・ 産ワインのブランディングと各地域産ワインのブ

ランディングとの関係

・ 産地と品種との関係、地理的表示についての考え方

・ 国と地域、生産者団体との関係

（１）マールボロ地方におけるワインクラスターの形成・

発展の要因と今後の課題

これに関し、同地方の 社ジェネラルマ

ネージャーの 氏にインタビューを行った。

同地方のワインクラスターの形成・発展要因としては、

まず、ソーヴィニョン・ブランという、この地に適し、ま

た独特の特徴のある味の品種を発見することができ、それ

に特化したことが挙げられる。シャルドネのような品種は

世界中で生産されていたが、ソーヴィニョン・ブランを生

産していた地域はそれほど多くなかった。したがってニッ

チな市場で、ソーヴィニョン・ブランならマールボロのワ

イン、という評判を築くことができたことは幸運であった。

ただ、それはこの地に進出した多くの者がリスクをとり、

様々な実験的な試みを行ってこそ得られた成果であった。

次に、この地はもともとワインの産地でなかったため、

ワインの生産に良い広大な土地を安く手に入れることがで

きた、ということが挙げられる。マールボロ地方のワイン

の評判が世界的に高まる中で、輸出の増大に合わせて、生

産面積を拡大していくことができた。

さらに、地域内での協力がよくなされていることが挙げ

られる。この地域のワイン産業の関係者は、会合やカンフ

ァレンスなども含め、よく知識やアイデアを交換し合いな

がら、ワイン生産の質を高め合っている。またこの地には

フレンドリーで協調的な文化がある。誰かが成功しても、

足を引っ張るより、ベスト・カンパニーを育てようという

文化がある。この地に素晴らしい企業が育つことは、地域

の他のワイナリーにもメリットがあると理解されている。

なお、この地域には外資の進出も盛んであるが、地域内

の協調には大きな支障はない。むしろ同地域にとっては、

外国資本の進出は、外国市場へのゲートウェイとして優位

につながる。一方でこうした外国資本の入った大企業のみ

ならず、小規模ワイナリーがともに存在することも重要で

ある。後者が様々に存在することは、同地域に多様性やパ

ーソナル感をもたらすことにつながり、ワイン産地として

のマールボロ地方の魅力をさらに高めることにつながる。

今後のマールボロ地方の発展に向けては、世界からこの

地域に様々な人を呼び込むことが重要である。個々のワイ

ナリーが自ら海外に発信することは容易ではないが、多く

の人に実際に来てもらうことで、この地方やこの地にある

ワイナリーについて発信してもらうことができる。一方で

そのためにも多様で個性あるワイナリーの存在は重要であ

る。また、高品質なワインの生産のために、大学や研究機

関も含め地域の関係者が協力し合いながら、知識・技術を

広めつつ、生産者の技術を高めていくことも重要である。

（２）ニュージーランド産ワインのブランディングへの取

り組み、各地域・企業の取組みとの関係、今後の課題

標記に関し、全国的な生産者団体

のグローバルマーケティングディレクター

氏にインタビューを行った。

新世界の他の国々は、暑い国であり、低価格でもそこそ

この品質のワインを生産する国が多いが、ニュージーラン

ドの気候はもっと冷涼でまた多様である。しかも隣のオー

ストラリアと比べても土地は限られている。そのため他の

地域とは異なる高い品質のワイン生産が重要である。

ニュージーランドはそもそも歴史の浅い若い国であり、

かなりイノベーティブであるとともに、人々も協調的であ

る。ワインの生産者団体も、ぶどう栽培者とワイン生産者

が一緒になって一つの団体を結成した。これにより、川上

から川下まで一貫した円滑な取り組みが可能となっている。

マールボロ地方のソーヴィニョン・ブランはとても独特

な味であり、また同国では最近はピノ・ノワールなども評

価されブランドを築いている。

同国ではかつて生産方法に関しては規則を設けていなか

った。人々は各地で自由に様々なぶどうを栽培しながら、

それぞれの土地に合った個性的で良い品質のワインが生産

できる品種を見出してきた。しかし近年、地理的表示の重

要性に伴い、同国でも地理的表示のルールを設けることに

なった。ただ、地理的表示については、ワイン生産者の創

造性を妨げないようにしながら、品質は確保できるような

仕組みでなければならない。ニュージーランドは南北に細

長く、地域によって気候が異なるため、原料ぶどうの品種

のみならず、各産地のブランド構築も重要である。

生産者団体である は、世界のそれぞれの

市場動向を見ながら、各生産者に情報提供を行っている。

実際にどのようなワインを生産・販売するかについては各

企業の意思決定に委ねられるが、長期的視野から、上位

％の市場を狙うことが重要だと考えている。

同国への外資の参入は良いことである。外国市場へのア

クセスとともに、投資資金の確保という点でも重要である。

同国産ワインのブランディングは、各地域や各企業のブ

ランディングの礎として重要である。 は、

基本的なブランド・メッセージとして、「プレミアム

（ ）」「持続可能性（ ）」「多様性

（ ）」を打ち出している。ニュージーランド産ワ

インは多様で革新的な取り組みが行われており、そうした

点に目を向けてもらうことが重要である。

ニュージーランド産ワインのブランディングのためには、

最初にヒーローを育てることが重要である。世界的に評価

されるプレーヤーが現れてこそ、それを生み出した産地・

産出国が世界的に注目されることとなる。

しかし、多くの地域ではどの企業がヒーローかはわから

ない。したがって、域外からの評価をきちんと受けること

が重要である。同国でのワイン・コンペティションでは外

国人も審判として招き、厳しいコメントを受ける。それに

より、同国のワイン生産者は、海外進出前から世界市場の

目線で見てもらえることとなる。

また、ニュージーランド産ワインのブランディングにお

いては、個性的で多様なワイナリーがあることを知っても

らうことが重要である。そのために実際に人々にワイナリ

ーを訪れてもらうワイン・ツーリズムも重要であり、

などとも連携しながらその推進に取

り組んでいる。

今後のニュージーランド産ワインのブランディングにお

いて重要なことは、常に変化する需要に応えながら、高い

品質を維持していくことである。同国産のワインは土地の

特徴を活かした独特の味わいのソーヴィニョン・ブランの

成功によって高い評価を得たが、ワイン市場は消費者の好

みも競争条件も常に変化していく。市場の動向を見ながら、

革新的であり続けることが重要であると考えている。

【考察・今後の展開】

本研究の成果から、我が国のようなコスト優位性のない

後発新興ワイン産地の形成・発展とそのグローバルブラン

ド化に関しては、以下の重要性が示唆される。

 世界市場で差別化でき評価されるような、その産地な

らではの味に特徴・個性のある品種の発見、

 企業家精神の尊重、企業の活発な参入、競争を通じた

新陳代謝とイノベーション

 産地の範囲の限定と各産地に合った品種への集中、産

地の発展段階に応じた地理的表示のあり方、

 関係者の協調によるクラスターの形成・進化、大規模

生産者と小規模ワイナリーの共存共栄

 外資との提携や国際的な人的交流・誘客などを含めた、

世界市場進出のための関係構築

今後さらに国内外のワイン産地との比較研究を進め、研

究成果の精緻化を図りたい。

【主要参考文献】

社ウェブサイト

166

第8回研究大会論文集.indd   166 16/08/29   15:55



されている。

また、ワイン産業の発展に伴い、同産業への投資の流入

は進み、ワイン産地の地価が上昇するとともに、ワイン生

産者、特に小規模生産者の利益を圧迫しており、多くのワ

イン生産者にとって、ブランド構築と生産能力拡大のため

の戦略が必要となっている。

（６）ニュージーランド産ワインのグローバル・ブランデ

ィング

ニュージーランド産ワインのグローバルブランド構築は、

前述のように、マールボロ地方におけるソーヴィニョン・

ブランが世界的な評価を得たことから、ワイン産地として

認識されることにより始まった。

全国的な生産者団体である は、国家ブ

ランディングの動きとも連携しつつ、ニュージーランド産

ワインの世界的ブランディングに取り組んでいる。 年

からは、同国産ワインがもたらす味覚の興奮や鮮明さを表
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”を新たなブランド・タグラインとして打ち出し

ている（ ）。

２．現地調査の実施及びその結果

上記の先行研究及び公開情報の調査分析を踏まえ、さら

に下記を問題意識とし、現地訪問調査を行った。

・ マールボロ地方のワインクラスターの形成・発展の要

因、主要アクターの関係

・ 産ワインのブランディングと各地域産ワインのブ
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産していた地域はそれほど多くなかった。したがってニッ
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ストラリアと比べても土地は限られている。そのため他の
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 世界市場で差別化でき評価されるような、その産地な

らではの味に特徴・個性のある品種の発見、

 企業家精神の尊重、企業の活発な参入、競争を通じた

新陳代謝とイノベーション

 産地の範囲の限定と各産地に合った品種への集中、産
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Keyword：クリエイティブ・クラス、地域ブランド、地方創生 

 

【問題・目的・背景】 
本稿は、筆者が「月刊事業構想」で連載している「クリ

エイティブのまち青山」をベースに、地域ブランドの形成

とブランドの活用について考察するものである。 

筆者が勤務する事業構想大学院大学は、2012年に南青山

に開学した社会人向けの専門職大学院である。大学院は、

表参道交差点から徒歩 1分で、一本細い路地を入った南青

山側に位置している。 

青山は青山通りを中心に、北青山と南青山に分かれてい

る。青山通りを青山一丁目から渋谷へ向かうと、表参道交

差点がある。渋谷に向かって左側が南青山、右側が北青山

である。表参道を起点にすると、南青山が御幸通り、北青

山が表参道という通りになる。南青山にはコム・デ・ギャ

ルソン、イッセイ・ミヤケ、プラダなどのファッションブ

ランドの旗艦店が路面店として立ち並ぶ。突き当りには根

津美術館がある。北側には、表参道ヒルズがあり、まっす

ぐ歩いていくと原宿駅にぶつかる。 

大学院が青山に立地している理由は、大学院の設置母体

が宣伝会議であることに起因する。宣伝会議は、編集者、

コピーライター、アートディレクターをはじめとするクリ

エイター向けの専門出版社で創業63年を迎える。専門誌の

出版に加えて、編集者・ライター養成講座、コピーライタ

ー養成講座などの教育講座を開講している。これらの業界

で活躍する多くの人材が養成講座の卒業生である。青山に

は都内のクリエイターの約 2割が集積しているという調査

結果もあるほど、クリエイターやそれに関連する企業が多

い。そうした理由もあり宣伝会議の本社社屋は青山に所在

しているのであるが、その宣伝会議が社会人向けの大学院

を設立することになり、宣伝会議の本社社屋を丸ごと改装

して大学院の校舎としたのである。宣伝会議本社は、青山

通り沿いに移転している。 

そのような経緯で設立された大学院であるので、クリエ

イターの方が大学院生として入ってくることも多い。まち

を歩いている人を見ても、特に女性は、同じ東京でも他の

まちとはちがったように見える。何かと派手できらびやか

な印象のあるまちにみえる。しかし、一歩路地を隔てると、

昔ながらの住宅地があり、昔から住んでいる人も意外と多

いことに驚く。 

一方、リチャード・フロリダの「クリエイティブ・クラ

スの世紀」によれば、「原材料から製品をつくる古い産業シ

ステムから、人間の才能と想像力の限界のみが制約である

クリエイティブ経済」に移行しているのが現代であり、そ

れらの担い手である芸術家、音楽家、建築家、科学者、デ

ザイナーなどの高度な知識労働をする人材を惹きつける都

市の魅力が重要であるという。 

本研究では、今日の青山が形成された歴史を紐解くとと

もに、取材を通して、いかにして地域ブランドが形成、発

展してきたのかについて、その一端を紹介したい。 

 

【研究方法・研究内容】 

 取材媒体である「月刊事業構想」（事業構想大学院大学出

版部発行）は、全国書店で発売している雑誌媒体に加え、

オンライン版も発行しおり、発行部数は両方合わせて 5万

部となっている。主な読者層は、企業経営者、経営幹部、

企業の新規事業担当責任者、全都道府県知事、市町村長、

自治体職員、地域活性化に携わられている方である 

2015年5月号（2015年4月発行）から連載をスタートし、

現在第 18回となっている（図表-1）。取材先は、青山に拠

点を置く企業や団体、青山を拠点として活動しているクリ

エイターなどとなっている。取材対象はその企業、団体、

施設のトップであるほか、第 2回のフロムファーストや青

山 AOのように、建築プロデューサーとして建物の設計のみ

ならず、青山のまちづくりに携わってきた方も含まれる。 

また、第15回のように、青山（表参道）に活動拠点をも

ちつつ、ごみ拾いのボランティア活動を全国、世界に展開

している団体もある。また、第16回の今治タオルのように、

拠点は愛媛県にありながら、マーケティング戦略の一環と

して、青山にアンテナショップを置いているというケース

もある。 

 

青山がクリエイティブのまちになる歴史的変遷 

 

  青山という地名は、江戸時代の徳川家康の重臣の青山

氏の名前が由来とされている。青山一帯は、戦前はすす

きが生えている田舎町であったという。 

図表-1「クリエイティブのまち青山」連載一覧（2015年5月号～2016年 10月号） 
回 取材先 インタビュー テーマ（タイトル） 

1 銕仙会能楽堂  第九世・観世銕之丞当主 「型」が生み出すピュアな個性 

2 フロムファースト、青山AO  建築プロデューサー浜野安宏氏 「職住」が行き交うデザイン 

3 スパイラル 小林幸裕館長 生活とアートが融合する空間 

4 根津美術館 根津公一館長 受け継がれるフィランソロピー 

5 リアルゲイト 岩本裕社長 クリエイターが集まる創造空間 

6 ワタリウム美術館 和多利浩一館長 個性溢れる現代アート美術館 

7 いけばな小原流 小原宏貴家元 120年の伝統から革新を 

8 Brift H（ブリフトアッシュ） 長谷川裕也氏 世界一おしゃれな靴磨きを 

9 ヴァンジャケット 故石津謙介氏（石津塁氏に取材） ファッション文化の礎を築く 

10 ブルーノート東京 伊藤洋翔社長 外にある文化を磨き輝かせる 

11 山陽堂 四世代目店主・遠山秀子 青山の変遷を見守る「灯台」 

12 国連大学 武内和彦上級副学長 青山から世界に発信する研究拠点 

13 表参道ヒルズ 廣田智久館長 まちの「磁力」を高める発信力 

14 l’artisan(ラルティザン） アイエスエフネットグループ 

本村誠基副社長 

未来の夢を実現するステージ 

15 グリーンバード 横尾俊成代表理事 新しいアイデアで人を動かす 

16 今治タオル 遠藤久美子統括店長 青山で地域ブランドを育む 

17 ヨックモック 藤縄武士社長 新たな出会いを生み出す場 

18 岡本太郎記念館 平野暁臣館長 右脳で感知する「遊び場」 

 

根津美術館の根津公一館長（東急百貨店会長）によれば、

「（1906 年に神田から引っ越してきた）当時は、青山

といっても赤坂村の一部で、祖母からはキツネやタヌキ

が出るような田舎だったと聞いています」とインタビュ

ーで答えている。根津公一館長は、東武百貨店会長を務

め、初代根津嘉一郎の孫にあたる。 

初代は山梨県に生まれ、家業の商家の切り盛りや県会

議員などを経て上京し、鉄道事業や電力事業などインフ

ラ事業で成功をおさめる。国会議員も務めるなか、1906

年に手狭な神田から引っ越したのが南青山であった。1

万 5000坪もの敷地に日本庭園や茶室が配されていた。 

根津美術館は、東武鉄道など東武グループを一代で築

きあげた実業家、初代根津嘉一郎（1860～1940）が蒐集
した日本と東洋の古美術品コレクションを保有・展示し

ている。本人の遺志により、長男の二代根津嘉一郎が、

1940年に財団を創立、翌年根津邸に根津美術館が開館し
た。戦災で展示室や茶室などを含む邸宅は焼失したが、

収蔵品は疎開していたために無事で、終戦の翌年には展

示を再開している。南青山に骨董通りという通りがある

が、これは根津が美術品を収集していることから古美術

商が集積したということである。 
第 1回にインタビューした銕仙会は、250年前の江戸
中後期に観世流宗家から分家した観世銕之丞家の演能団

体である。青山に能楽堂を持ち、現在の家元は、九世観

世銕之丞氏（56 歳）。父親は人間国宝の八世観世銕之丞
（故人）、伯父は海外公演なども積極的に手掛け新境地を

開いた観世寿夫、俳優としても活躍した観世栄夫という

能楽の家に生まれ育った。4歳で初舞台を踏み、青山の移
り変わりを見続けてきた。 
「赤坂や原宿、渋谷は戦後、進駐軍がたくさんいて外国

人も多く、おしゃれな街という印象。六本木もバタ臭い

街。しかし、青山はスーパーの紀伊国屋があるとはいえ、

青山通りから一本入れば交通量も少なく、住宅地で静か
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1940年に財団を創立、翌年根津邸に根津美術館が開館し
た。戦災で展示室や茶室などを含む邸宅は焼失したが、

収蔵品は疎開していたために無事で、終戦の翌年には展

示を再開している。南青山に骨董通りという通りがある

が、これは根津が美術品を収集していることから古美術

商が集積したということである。 
第 1回にインタビューした銕仙会は、250年前の江戸
中後期に観世流宗家から分家した観世銕之丞家の演能団

体である。青山に能楽堂を持ち、現在の家元は、九世観

世銕之丞氏（56 歳）。父親は人間国宝の八世観世銕之丞
（故人）、伯父は海外公演なども積極的に手掛け新境地を

開いた観世寿夫、俳優としても活躍した観世栄夫という

能楽の家に生まれ育った。4歳で初舞台を踏み、青山の移
り変わりを見続けてきた。 
「赤坂や原宿、渋谷は戦後、進駐軍がたくさんいて外国

人も多く、おしゃれな街という印象。六本木もバタ臭い

街。しかし、青山はスーパーの紀伊国屋があるとはいえ、

青山通りから一本入れば交通量も少なく、住宅地で静か
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なものでした。銕仙会も、木造平屋建ての頃は、窓を開

け放って稽古をしていると、赤ん坊が寝ているからうる

さい、と言われることもありましたね」 
第 18回でインタビューした岡本太郎記念館の建物は、
元々は 1954 年に南青山に建てられた岡本太郎の住居兼
アトリエであった。バラックや戦後の面影がまだ残る青

山にあって、建築家坂倉準三による斬新な設計は目を引

いたという。岡本太郎のパートナー（戸籍上は養女）で

ある敏子と半世紀を過ごした家でもあったアトリエは、

太郎没後の1998年に記念館として公開され、敏子が館長
として太郎の語り部となった。その敏子が2005年に急逝
したため、敏子の甥で空間メディアプロデューサーであ

る平野暁臣が館長を引き継いだのである。平野は、「青山

がクリエイティブなまちといわれるようになったきっか

けは、岡本太郎が作ったといってよいと思う」と断言す

る。実際、青山に住んだのは偶然出会ったようだが、岡

本太郎は青山で様々な人的ネットワークを形成していた

ことが、その後、様々なクリエイターを惹きつけていっ

たようだ。 
 
オリンピックがハード面でのきかっけ 

 
このように、戦前から戦後にかけて閑静なまちであっ

たのが変遷した直接の経緯は、ハードとしては、前回の

東京オリンピックを契機に、青山通りが拡幅されたこと

が大きい。 
  第 11回で取材した表参道交差点にある山陽堂書店は、

青山通りが拡幅されたときに建物の 3分の 2を削った書

店である。岡山出身の萬納孫次郎が1891年に創業した書

店。江戸時代から岡山市船頭町で代々続く商家で、明治

元年生まれの萬納孫次郎が上京し、新聞販売業などを経

て、青山に開いた。店の名前は、岡山出身に由来するも

のと思われる。1931年に天皇が通る道である「御幸通り」

ができると同時に、現在地に移転し、鉄筋三階建てのモ

ダンな建物が建てられた。山の手空襲でも奇跡的に戦災

を免れ、多くの市民が建物に避難した。 

これは山陽堂にとって大きな転機であった。オリンピ

ック開催のため、青山通りは開催前年の1968年に22メ
ートルから 40 メートルに拡幅されることになったので
ある。山陽堂の建物も 3分の 2を道路のために供出しな
ければならなくなった。 
「代替地に移転するという話もありました。しかし、二

代目の祖父は山の手空襲で残った建物に強い思い入れを

持っていました。また、書店以外の商売に変えるという

選択肢もありましたが、商売は自分勝手にはできない。

お客様あってのものだ、という信念を持っていました。

拡幅の話を聞いた後に倒れてしまいましたが、精神的に

も負担だったのだと思います」 
最終的には、建物の 3分の 2を削って営業を続けると
いうことになった。頑丈に建てられていたため、削って

も十分使用に耐えうるものであった。 
 

ファッション集積の発端となった石津謙介 

 

第9回で取材した石津謙介は、明治末期の1911年に岡
山県の紙問屋の家に生まれる。裕福な家庭に育ち、東京

の明治大学に進学し、卒業後は家業を継ぐために帰郷す

る。やがて戦時体制下で、紙が統制品となり、経営が行

き詰まり、1939年に中国の天津に移り住む。やがて終戦
を迎え、無一文状態で日本に帰還する。 
終戦後は神戸・三宮で闇市の商売をしたり、大阪のレ

ナウンサービスステーション（現レナウン）で勤めた後

に、1951年に大阪で自ら紳士服をデザインする石津商店
を創業する。石津商店は順調に発展し、4年後の1955年
に東京に進出すると同時に、社名を「株式会社ヴァンヂ

ャケット」に変更する。 
東京に進出した当時は麹町に事務所を構えていたが、

その後、日本橋、愛宕などを経て、1964年に青山に本社
を移転した。その年は、前回の東京オリンピックが開か

れた年で、青山通りが 22メートル道路から 40メートル
に拡幅され、まちが大きく変わろうとしていた時期であ

った。その当時は、青山といっても、閑静な住宅街で、

現在のおしゃれなまちというイメージからは程遠かった

のであるが、オリンピックを契機に変貌を遂げつつあっ

た青山に魅力と可能性を感じたのである。 
その東京オリンピックで、日本選手団の真っ赤なブレ

ザーをデザイン・監修したのが石津謙介であった。当時

は特に男性が赤色の洋服を身につけること自体が画期的

な事であった。周囲の反対や心配があったものの、結果

的には後々までに語り継がれる印象的なユニフォームと

なったのである。 
 
アイビーファッションを日本に紹介 

 
 団塊の世代を中心に1960年代に流行したのが、アイビ
ーファッションであった。アイビーとは蔦を意味するが、

アメリカ東部の名門私立大学8校は、「アイビーリーグ」
と呼ばれていて、アイビーリーグの学生たちのファッシ

ョンが、アイビーファッションの原型であった。三つボ

タンのジャケットにボタンダウンシャツ、コットンパン

ツが定番であった。それをいち早く日本に紹介したのが、

VANブランドであった。 
 自社で販売するだけでなく、石津謙介は、こうした男

性向けファッションを雑誌などのメディアへの寄稿を通

じて情報発信していった。従来は女性向けのファッショ

ン情報はあっても、男性向けのファッションはお手本と

なるべきスタイルがなかったのである。そこに、VANヂ
ャケットは、若い男性の手本であり憧れの存在となった

のであった。 
 VANヂャケットは、最盛期には、400億円を超える売
上があったとされる。青山通りを中心に、VANの本社や
オフィス、99人収容の「VAN99ホール」など、VAN関
連企業が点在していた。「VAN99 ホール」では、コシノ
ジュンコのファッションショーの会場としても使われた。 

VAN ヂャケットや石津謙介は若者にとっての憧れの
対象であり、その本社の屋上看板には、「VAN タウン青
山」と記されていたほどであった。 
 
コシノジュンコや三宅一生にも影響 

 
 石津謙介は、後に続くファッションデザイナーである、

コシノジュンコや三宅一生へも影響を与えている。コシ

ノジュンコは、ブティック「コレット」をVANのすぐそ
ばに青山にオープンさせている。三宅一生も同じく青山

に拠点を構えている。 
 このように、戦後のファッション文化の礎を築き、青

山のイメージをかたちづくる役割を果たした石津謙介で

あったが、時代の移り変わりや商社介入の拡大路線で、

1978年に500億円の負債を抱えて倒産している。その後
は、主に評論家や文化人として活躍をつづけ、2005年に
93歳の生涯を閉じている。 
渋谷・青山エリアで生まれ育ち、『青山文化研究―その

歴史とクリエイティブな魅力』（宣伝会議・2011 年）の
著書もある井口典夫青山学院大学教授は、石津謙介につ

いて、「高度成長期の中、企業利益以上に文化を重視し、

地域貢献的な活動まで展開した傑出した人物。その後、

1990 年代になって経済界がメセナを声高に唱えること
になる。私が国と進めてきた青山通り整備計画も、石津

の愛する米国的市民文化やモダニズムを基調としたもの

だ。要は社会が石津にまだ追いついていなかったのであ

ろう。彼の提唱した文化と街は、今の青山に確実に息づ

いているのである」と評している。 
 

青山の地域ブランドの価値とその活用 

 

 青山はハード面、ソフト面の両面で、その地域ブランド

を確立するためのきっかけや、人材面でのキーパーソンの

存在があった。これらの活動は「偶然が重なりあった産物」

という面もあるかもしれない。しかし、これらに登場する

人物は、互いに意識しあい、または身近に交流をしている。

またコシノジュンコのように、石津への尊敬の念をもって

青山に拠点を設けているクリエイターもいる。 

それらがいかにして発生して、それが有機的に連動して

発展していくかについては、後追いで調査を重ねるしかな

いが、そのメカニズムを分析することは、「クリエイティ

ブ・クラスの世紀」ともいわれる現在において、非常に重

要な意味を持つものと考えている。 

 また、青山には、今治タオル（タオル・愛媛県今治市）、

白鳳堂（化粧筆・広島県熊野町）、能作（鋳物・富山県高岡

市）など、「青山ブランド」を活用した地方産品のブランド

戦略も興味深い。 

 これからの研究テーマとして、 

（１）これらの集積の発生・発展のメカニズムについて 

（２）他地域への応用可能性について 

（３）確立されたブランドを活用したブランド形成 

を深めていきたい。 

今後の連載を重ねていく中で、解を見つけ、理論化して

いきたい。 
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なものでした。銕仙会も、木造平屋建ての頃は、窓を開

け放って稽古をしていると、赤ん坊が寝ているからうる

さい、と言われることもありましたね」 
第 18回でインタビューした岡本太郎記念館の建物は、
元々は 1954 年に南青山に建てられた岡本太郎の住居兼
アトリエであった。バラックや戦後の面影がまだ残る青

山にあって、建築家坂倉準三による斬新な設計は目を引

いたという。岡本太郎のパートナー（戸籍上は養女）で

ある敏子と半世紀を過ごした家でもあったアトリエは、

太郎没後の1998年に記念館として公開され、敏子が館長
として太郎の語り部となった。その敏子が2005年に急逝
したため、敏子の甥で空間メディアプロデューサーであ

る平野暁臣が館長を引き継いだのである。平野は、「青山

がクリエイティブなまちといわれるようになったきっか

けは、岡本太郎が作ったといってよいと思う」と断言す

る。実際、青山に住んだのは偶然出会ったようだが、岡

本太郎は青山で様々な人的ネットワークを形成していた

ことが、その後、様々なクリエイターを惹きつけていっ

たようだ。 
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このように、戦前から戦後にかけて閑静なまちであっ

たのが変遷した直接の経緯は、ハードとしては、前回の

東京オリンピックを契機に、青山通りが拡幅されたこと

が大きい。 
  第 11回で取材した表参道交差点にある山陽堂書店は、

青山通りが拡幅されたときに建物の 3分の 2を削った書

店である。岡山出身の萬納孫次郎が1891年に創業した書

店。江戸時代から岡山市船頭町で代々続く商家で、明治

元年生まれの萬納孫次郎が上京し、新聞販売業などを経

て、青山に開いた。店の名前は、岡山出身に由来するも

のと思われる。1931年に天皇が通る道である「御幸通り」

ができると同時に、現在地に移転し、鉄筋三階建てのモ

ダンな建物が建てられた。山の手空襲でも奇跡的に戦災

を免れ、多くの市民が建物に避難した。 

これは山陽堂にとって大きな転機であった。オリンピ

ック開催のため、青山通りは開催前年の1968年に22メ
ートルから 40 メートルに拡幅されることになったので
ある。山陽堂の建物も 3分の 2を道路のために供出しな
ければならなくなった。 
「代替地に移転するという話もありました。しかし、二

代目の祖父は山の手空襲で残った建物に強い思い入れを

持っていました。また、書店以外の商売に変えるという

選択肢もありましたが、商売は自分勝手にはできない。

お客様あってのものだ、という信念を持っていました。

拡幅の話を聞いた後に倒れてしまいましたが、精神的に

も負担だったのだと思います」 
最終的には、建物の 3分の 2を削って営業を続けると
いうことになった。頑丈に建てられていたため、削って

も十分使用に耐えうるものであった。 
 

ファッション集積の発端となった石津謙介 

 

第9回で取材した石津謙介は、明治末期の1911年に岡
山県の紙問屋の家に生まれる。裕福な家庭に育ち、東京

の明治大学に進学し、卒業後は家業を継ぐために帰郷す

る。やがて戦時体制下で、紙が統制品となり、経営が行

き詰まり、1939年に中国の天津に移り住む。やがて終戦
を迎え、無一文状態で日本に帰還する。 
終戦後は神戸・三宮で闇市の商売をしたり、大阪のレ

ナウンサービスステーション（現レナウン）で勤めた後

に、1951年に大阪で自ら紳士服をデザインする石津商店
を創業する。石津商店は順調に発展し、4年後の1955年
に東京に進出すると同時に、社名を「株式会社ヴァンヂ

ャケット」に変更する。 
東京に進出した当時は麹町に事務所を構えていたが、

その後、日本橋、愛宕などを経て、1964年に青山に本社
を移転した。その年は、前回の東京オリンピックが開か

れた年で、青山通りが 22メートル道路から 40メートル
に拡幅され、まちが大きく変わろうとしていた時期であ

った。その当時は、青山といっても、閑静な住宅街で、

現在のおしゃれなまちというイメージからは程遠かった

のであるが、オリンピックを契機に変貌を遂げつつあっ

た青山に魅力と可能性を感じたのである。 
その東京オリンピックで、日本選手団の真っ赤なブレ

ザーをデザイン・監修したのが石津謙介であった。当時

は特に男性が赤色の洋服を身につけること自体が画期的

な事であった。周囲の反対や心配があったものの、結果

的には後々までに語り継がれる印象的なユニフォームと

なったのである。 
 
アイビーファッションを日本に紹介 

 
 団塊の世代を中心に1960年代に流行したのが、アイビ
ーファッションであった。アイビーとは蔦を意味するが、

アメリカ東部の名門私立大学8校は、「アイビーリーグ」
と呼ばれていて、アイビーリーグの学生たちのファッシ

ョンが、アイビーファッションの原型であった。三つボ

タンのジャケットにボタンダウンシャツ、コットンパン

ツが定番であった。それをいち早く日本に紹介したのが、

VANブランドであった。 
 自社で販売するだけでなく、石津謙介は、こうした男

性向けファッションを雑誌などのメディアへの寄稿を通

じて情報発信していった。従来は女性向けのファッショ

ン情報はあっても、男性向けのファッションはお手本と

なるべきスタイルがなかったのである。そこに、VANヂ
ャケットは、若い男性の手本であり憧れの存在となった

のであった。 
 VANヂャケットは、最盛期には、400億円を超える売
上があったとされる。青山通りを中心に、VANの本社や
オフィス、99人収容の「VAN99ホール」など、VAN関
連企業が点在していた。「VAN99 ホール」では、コシノ
ジュンコのファッションショーの会場としても使われた。 

VAN ヂャケットや石津謙介は若者にとっての憧れの
対象であり、その本社の屋上看板には、「VAN タウン青
山」と記されていたほどであった。 
 
コシノジュンコや三宅一生にも影響 

 
 石津謙介は、後に続くファッションデザイナーである、

コシノジュンコや三宅一生へも影響を与えている。コシ

ノジュンコは、ブティック「コレット」をVANのすぐそ
ばに青山にオープンさせている。三宅一生も同じく青山

に拠点を構えている。 
 このように、戦後のファッション文化の礎を築き、青

山のイメージをかたちづくる役割を果たした石津謙介で

あったが、時代の移り変わりや商社介入の拡大路線で、

1978年に500億円の負債を抱えて倒産している。その後
は、主に評論家や文化人として活躍をつづけ、2005年に
93歳の生涯を閉じている。 
渋谷・青山エリアで生まれ育ち、『青山文化研究―その

歴史とクリエイティブな魅力』（宣伝会議・2011 年）の
著書もある井口典夫青山学院大学教授は、石津謙介につ

いて、「高度成長期の中、企業利益以上に文化を重視し、

地域貢献的な活動まで展開した傑出した人物。その後、

1990 年代になって経済界がメセナを声高に唱えること
になる。私が国と進めてきた青山通り整備計画も、石津

の愛する米国的市民文化やモダニズムを基調としたもの

だ。要は社会が石津にまだ追いついていなかったのであ

ろう。彼の提唱した文化と街は、今の青山に確実に息づ

いているのである」と評している。 
 

青山の地域ブランドの価値とその活用 

 

 青山はハード面、ソフト面の両面で、その地域ブランド

を確立するためのきっかけや、人材面でのキーパーソンの

存在があった。これらの活動は「偶然が重なりあった産物」

という面もあるかもしれない。しかし、これらに登場する

人物は、互いに意識しあい、または身近に交流をしている。

またコシノジュンコのように、石津への尊敬の念をもって

青山に拠点を設けているクリエイターもいる。 

それらがいかにして発生して、それが有機的に連動して

発展していくかについては、後追いで調査を重ねるしかな

いが、そのメカニズムを分析することは、「クリエイティ

ブ・クラスの世紀」ともいわれる現在において、非常に重

要な意味を持つものと考えている。 

 また、青山には、今治タオル（タオル・愛媛県今治市）、

白鳳堂（化粧筆・広島県熊野町）、能作（鋳物・富山県高岡

市）など、「青山ブランド」を活用した地方産品のブランド

戦略も興味深い。 

 これからの研究テーマとして、 

（１）これらの集積の発生・発展のメカニズムについて 

（２）他地域への応用可能性について 

（３）確立されたブランドを活用したブランド形成 

を深めていきたい。 

今後の連載を重ねていく中で、解を見つけ、理論化して

いきたい。 

 

 

【引用・参考文献】 

井口典夫編著『青山文化研究―その歴史とクリエイティ

ブな魅力』（宣伝会議・2011年） 

宮副謙司・編著『ケースに学ぶ青山企業のマーケティン

グ戦略』（2015・中央経済社） 

白石史郎「クリエイティブのまち青山」（「月刊事業構想」

2015年 5月号～2016年 10月号） 

白石史郎「愛媛県の地域産業発展史からみた地方創生の

可能性」（地域活性学会第7回研究大会） 
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Keyword：まちづくり推進隊、「行政主導型」アソシエーション、担い手（メンバー）、個人を社会へつなぐ 

 

【問題・目的・背景】 
全国各地において地域づくり、地域活性は喫緊の課題で

ある。これに呼応するように、多くの現場の知見を有する

研究者や実践家は、成功事例や理想的な地域づくりの方策

を示した「手引書」を著している[飯盛 2015、山崎

2012et.al]。一方、地域づくりに携わる現場の人びとは、

先進事例を参照しながら実践を重ね、地域にとっての最良

の処方箋を探し続けている。 

しかしながら、全国各地の地域づくりの現場ではその「手

引書」に示されているような「成功」に至っているとは必

ずしも言い難い状況、そこで提示されたような環境を整え

られないものの、試行錯誤をしながら、独自のやり方で地

域づくりに取り組んでいる現実がある。本発表で、そうし

たまちづくりの現場の一つを事例として取り上げる。 

香川県三豊市では2012年から翌年度にかけて、まちづく

り組織が創設された。「まちづくり推進隊」と称するこの組

織は、行政主導で導入された制度である。予算はほぼ全額

公的資金で賄われるが、住民主体で運営される組織である 

[荒脇2015]。この組織の設立を提唱した市長をリーダーと

捉えることもできるが、実質的な組織運営においてカリス

マ性のあるリーダーはおらず、デザイナーやコンサルタン

トの外部招聘も行っていない。いわゆる「手引書」にある

かたちに則るのではなく、地域住民の力でまちづくりを推

進することを目指しているのがこのまちづくり組織である。

では、この組織はどのように運営され、どのような特徴が

あり、将来展望はどうなのだろうか。そして、この事例を

普遍化、理論化に昇華させることはできるのか。こうした

問題意識を持って以下この組織について論述していく。 

 

【研究方法・研究内容】 

（1）研究方法と本論の構成 

発表者は文化人類学に足場を置くので、本発表におい

てもこのディシプリンに依拠することとする。具体的に

は、制度的側面だけでなく、活動実践（自主事業中心に）、

メンバー構成、担い手の活動への関与の様態にも注目し、

立体的にこの組織を捉えてみたい。使用するデータは、

文献資料（HP等も含む）に基づくもののほか、関係者（メ

ンバー、市役所関係者）への聞き取り、参与観察によっ

て得られたものである。 

本発表では、まず事例に関する基礎情報として調査地

である三豊市と、調査対象である「まちづくり推進隊」

を概観する。つぎに、これについてまとめ、さらなる具

体例として、そのメンバーに焦点をしぼり、関与の様態

を捉えていく。その後、分析・考察・今後の展望を述べ

る。 

（2）調査地概観：三豊市 

① 概況 

香川県三豊市は、県西部に位置する。北西部は瀬戸内

海に突き出た荘内半島、その南部には海岸線が続き、前

回の瀬戸内国際芸術祭より会場のひとつとなっている粟

島をはじめ、志々島、蔦島などの島嶼部が広がっている。

また、中央部には三豊平野が広がり、みかんやお茶、地

名を冠した三豊なすなど農産物の栽培も盛んである。 

 2016年 3月現在の人口は約65000人であるが、2005年

と 2014年でその推移をみてみると、約 5000人減となっ

ている。また、全人口に占める生産年齢人口の割合は同

年比較で約 5％減（59.3％→54.4％）、老年人口は約 5％

増（28.1％→33.4％）となっている。三豊市は人口減少・

少子高齢化に直面する自治体と特徴づけることができる。

こうした状況を受けて同市は現在、「三豊市新総合計画後

期基本計画」（2014－2018年度）に則り、まちづくりを進

めている。 

 ② 地域内分権とまちづくり推進隊導入の契機 

 三豊市において「三豊市新総合計画前期基本計画」が

策定されたのは、2009 年である。これは、7 つの自治体

が合併し、三豊市が誕生してから 3 年後のことである。

同計画では、まちづくりの方向性を、①産業・雇用、②

環境・生活、③安心・安全、④医療・健康・福祉、⑤教

育・文化、⑥人権・住民自治・行財政の 6 分野に分けて

示している。このうち項目⑥では「地域内分権の推進」

について言及がなされている。地域内分権とは、「行政が

あらゆる市民ニーズに対応するのではなく、市民一人一

人が自分たちでできることから行動をはじめ、これらの

行動を積み重ねていくことで地域の課題を効率的で効果

的に克服するという、お互いが支え合っていくまちの仕

組みを創るという考え方」である[三豊市 2008:157]。そ

の背景には、地域の社会構造（少子高齢化、人口減少）

の変容、地域課題／ニーズの多様化、地方公共自治体の

財政悪化という現状がある。そして、そうした状況をふ

まえ、公共サービスの質の維持・担保と、市民による自

主的なまちづくりへの参画の実現を目指して三豊市が導

入した制度が「まちづくり推進隊」である。 

（3）調査対象概観：三豊市まちづくり推進隊 

① 枠組みについて 

 この制度は、市主導で導入されたものである。約 2 年

をかけて先進地事例調査、研究・協議を重ね、三豊市の

実情に合わせた制度設計がなされ、2012年より開始され

た。この制度の主な特徴は、次のとおりである。 

まず、予算について。行財政改革で捻出した 2 億円の

うちの約半分にあたる約 1 億円を「地域内分権推進交付

金」として措置している。配分額は、均等割で各1000万

円（計 7000 万円）とし、残りを人口割で配分している。

なお、この制度では、財源確保のための自主活動も認め

ている。 

次に事業である。移譲業務（従来行政が提供してきた

サービスのなかで法律に規定されない業務：自治会連合

会事務局、地区衛生組織連合会事務局、防犯灯管理、交

通安全活動）と自主事業（各推進隊の企画立案でおこな

うもの）から構成される。推進隊は事業計画を作成し、

市へ事業費の交付申請をおこなう。なお、前者を引き受

けることがまちづくり推進隊を組織する前提条件となっ

ている。自主事業の企画立案については、メンバーであ

れば提案が可能である。 

3点目、組織構成である。まちづくり推進隊は、三豊市

内の旧自治体単位で構成されている。したがって、7つの

まちづくり推進隊が存在する。10名以上の市民による組

織構成、居住地・年齢・性別に配慮した上で役員を置く

こと、専属事務局を持ち自主的なコミュニティ活動を行

なうこと、定款を定めていることなどが要件となってい

る。市担当者によれば、こうしたまちづくり団体の新設

にあたっては、既存組織を統廃合するなどするケースが

珍しくないそうだが、三豊市においては推進隊新設にあ

たり、既存組織の再編や統廃合は一切行わなかったとい

う。つまり、この組織はいずれも、制度導入後に新設さ

れた組織である。 

第 4 にメンバー構成である。メンバー加入は任意とな

っている。組織は旧自治体単位で構成されているので、

主に地域内居住者の加入を想定しているが、拠点をおく

旧自治体以外に居住する人であっても加入可能である

（詳細は各推進隊定款に定められている）。また、会費は

無料である。 

 ② 自主事業活動 

 移譲業務は、専属の事務局スタッフ（有給）が業務と

して遂行している。一方、自主事業については、推進隊

メンバーが企画立案・実施している。自主事業の組み立

て方は各推進隊に任せられているが、ほぼ全ての推進隊

が、部会をつくっている。メンバーはいずれかの部会に

所属し、その部会が担う課題に即した事業をおこなう（あ

るいは、自身の興味関心のある事業をおこなっている／

おこなうことができる部会に所属する）こととなってい

る。名称に多少の異なりがあるが、安心・安全に関する

分野、健康福祉に関する分野、地域の伝統文化の継承や

地域資源を活用したイベントや活動を創出する分野を担

う部会を設けているところが少なくない（表１）。また、

部会を設けず自主事業を展開している推進隊もあり、そ

の推進隊では、個人・組織単位で事業計画を作成し、推

進隊に提出する形式をとっている。 

 自主事業活動の内容については、紙幅の関係もあるの

で、個々を挙げることは避けるが、各推進隊の実績報告

書によれば、昨年度は多いところでは年間35件ほどの事

業を実施しており、7つの推進隊全体では事業規模に大小

の差はあるものの約150の事業が展開された。分野とし

 

表１ 

三豊市まちづくり推進隊（2016年現在）
名　　称

まちづくり推進隊A NPO法人

まちづくり推進隊B NPO法人 広報部会 福祉部会 地域部会 安全部会

まちづくり推進隊C 健康福祉部 環境文化部 産業活力部

まちづくり推進隊D NPO法人 地域交流部会 安全防災部会 環境保全部会 健康福祉部会

まちづくり推進隊E NPO法人 健康度向上部会 安心度向上部会 魅力度向上部会

まちづくり推進隊F 安心安全部会 観光部会 教育福祉部会 研修調査広報部会

まちづくり推進隊G NPO法人 にこにこ元気部会 ふれあい交流部会 まもろう環境部会 あんぜん安心部会

部　　　　　会

まちづくり推進隊事業実績報告書ならびに三豊市担当者聞き取り資料より発表者作成  
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全国各地において地域づくり、地域活性は喫緊の課題で

ある。これに呼応するように、多くの現場の知見を有する

研究者や実践家は、成功事例や理想的な地域づくりの方策

を示した「手引書」を著している[飯盛 2015、山崎

2012et.al]。一方、地域づくりに携わる現場の人びとは、

先進事例を参照しながら実践を重ね、地域にとっての最良

の処方箋を探し続けている。 
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引書」に示されているような「成功」に至っているとは必

ずしも言い難い状況、そこで提示されたような環境を整え

られないものの、試行錯誤をしながら、独自のやり方で地

域づくりに取り組んでいる現実がある。本発表で、そうし

たまちづくりの現場の一つを事例として取り上げる。 

香川県三豊市では2012年から翌年度にかけて、まちづく

り組織が創設された。「まちづくり推進隊」と称するこの組

織は、行政主導で導入された制度である。予算はほぼ全額

公的資金で賄われるが、住民主体で運営される組織である 

[荒脇2015]。この組織の設立を提唱した市長をリーダーと

捉えることもできるが、実質的な組織運営においてカリス

マ性のあるリーダーはおらず、デザイナーやコンサルタン

トの外部招聘も行っていない。いわゆる「手引書」にある

かたちに則るのではなく、地域住民の力でまちづくりを推

進することを目指しているのがこのまちづくり組織である。

では、この組織はどのように運営され、どのような特徴が

あり、将来展望はどうなのだろうか。そして、この事例を

普遍化、理論化に昇華させることはできるのか。こうした

問題意識を持って以下この組織について論述していく。 

 

【研究方法・研究内容】 

（1）研究方法と本論の構成 

発表者は文化人類学に足場を置くので、本発表におい

てもこのディシプリンに依拠することとする。具体的に

は、制度的側面だけでなく、活動実践（自主事業中心に）、

メンバー構成、担い手の活動への関与の様態にも注目し、

立体的にこの組織を捉えてみたい。使用するデータは、

文献資料（HP等も含む）に基づくもののほか、関係者（メ

ンバー、市役所関係者）への聞き取り、参与観察によっ

て得られたものである。 

本発表では、まず事例に関する基礎情報として調査地

である三豊市と、調査対象である「まちづくり推進隊」

を概観する。つぎに、これについてまとめ、さらなる具

体例として、そのメンバーに焦点をしぼり、関与の様態

を捉えていく。その後、分析・考察・今後の展望を述べ

る。 

（2）調査地概観：三豊市 

① 概況 

香川県三豊市は、県西部に位置する。北西部は瀬戸内

海に突き出た荘内半島、その南部には海岸線が続き、前

回の瀬戸内国際芸術祭より会場のひとつとなっている粟

島をはじめ、志々島、蔦島などの島嶼部が広がっている。

また、中央部には三豊平野が広がり、みかんやお茶、地

名を冠した三豊なすなど農産物の栽培も盛んである。 

 2016年 3月現在の人口は約65000人であるが、2005年

と 2014年でその推移をみてみると、約 5000人減となっ

ている。また、全人口に占める生産年齢人口の割合は同

年比較で約 5％減（59.3％→54.4％）、老年人口は約 5％

増（28.1％→33.4％）となっている。三豊市は人口減少・

少子高齢化に直面する自治体と特徴づけることができる。

こうした状況を受けて同市は現在、「三豊市新総合計画後

期基本計画」（2014－2018年度）に則り、まちづくりを進

めている。 

 ② 地域内分権とまちづくり推進隊導入の契機 

 三豊市において「三豊市新総合計画前期基本計画」が

策定されたのは、2009 年である。これは、7 つの自治体

が合併し、三豊市が誕生してから 3 年後のことである。

同計画では、まちづくりの方向性を、①産業・雇用、②

環境・生活、③安心・安全、④医療・健康・福祉、⑤教

育・文化、⑥人権・住民自治・行財政の 6 分野に分けて

示している。このうち項目⑥では「地域内分権の推進」

について言及がなされている。地域内分権とは、「行政が

あらゆる市民ニーズに対応するのではなく、市民一人一

人が自分たちでできることから行動をはじめ、これらの

行動を積み重ねていくことで地域の課題を効率的で効果

的に克服するという、お互いが支え合っていくまちの仕

組みを創るという考え方」である[三豊市 2008:157]。そ

の背景には、地域の社会構造（少子高齢化、人口減少）

の変容、地域課題／ニーズの多様化、地方公共自治体の

財政悪化という現状がある。そして、そうした状況をふ

まえ、公共サービスの質の維持・担保と、市民による自

主的なまちづくりへの参画の実現を目指して三豊市が導

入した制度が「まちづくり推進隊」である。 

（3）調査対象概観：三豊市まちづくり推進隊 

① 枠組みについて 

 この制度は、市主導で導入されたものである。約 2 年

をかけて先進地事例調査、研究・協議を重ね、三豊市の

実情に合わせた制度設計がなされ、2012年より開始され

た。この制度の主な特徴は、次のとおりである。 

まず、予算について。行財政改革で捻出した 2 億円の

うちの約半分にあたる約 1 億円を「地域内分権推進交付

金」として措置している。配分額は、均等割で各1000万

円（計 7000 万円）とし、残りを人口割で配分している。

なお、この制度では、財源確保のための自主活動も認め

ている。 

次に事業である。移譲業務（従来行政が提供してきた

サービスのなかで法律に規定されない業務：自治会連合

会事務局、地区衛生組織連合会事務局、防犯灯管理、交

通安全活動）と自主事業（各推進隊の企画立案でおこな

うもの）から構成される。推進隊は事業計画を作成し、

市へ事業費の交付申請をおこなう。なお、前者を引き受

けることがまちづくり推進隊を組織する前提条件となっ

ている。自主事業の企画立案については、メンバーであ

れば提案が可能である。 

3点目、組織構成である。まちづくり推進隊は、三豊市

内の旧自治体単位で構成されている。したがって、7つの

まちづくり推進隊が存在する。10名以上の市民による組

織構成、居住地・年齢・性別に配慮した上で役員を置く

こと、専属事務局を持ち自主的なコミュニティ活動を行

なうこと、定款を定めていることなどが要件となってい

る。市担当者によれば、こうしたまちづくり団体の新設

にあたっては、既存組織を統廃合するなどするケースが

珍しくないそうだが、三豊市においては推進隊新設にあ

たり、既存組織の再編や統廃合は一切行わなかったとい

う。つまり、この組織はいずれも、制度導入後に新設さ

れた組織である。 

第 4 にメンバー構成である。メンバー加入は任意とな

っている。組織は旧自治体単位で構成されているので、

主に地域内居住者の加入を想定しているが、拠点をおく

旧自治体以外に居住する人であっても加入可能である

（詳細は各推進隊定款に定められている）。また、会費は

無料である。 

 ② 自主事業活動 

 移譲業務は、専属の事務局スタッフ（有給）が業務と

して遂行している。一方、自主事業については、推進隊

メンバーが企画立案・実施している。自主事業の組み立

て方は各推進隊に任せられているが、ほぼ全ての推進隊

が、部会をつくっている。メンバーはいずれかの部会に

所属し、その部会が担う課題に即した事業をおこなう（あ

るいは、自身の興味関心のある事業をおこなっている／

おこなうことができる部会に所属する）こととなってい

る。名称に多少の異なりがあるが、安心・安全に関する

分野、健康福祉に関する分野、地域の伝統文化の継承や

地域資源を活用したイベントや活動を創出する分野を担

う部会を設けているところが少なくない（表１）。また、

部会を設けず自主事業を展開している推進隊もあり、そ

の推進隊では、個人・組織単位で事業計画を作成し、推

進隊に提出する形式をとっている。 

 自主事業活動の内容については、紙幅の関係もあるの

で、個々を挙げることは避けるが、各推進隊の実績報告

書によれば、昨年度は多いところでは年間35件ほどの事

業を実施しており、7つの推進隊全体では事業規模に大小

の差はあるものの約150の事業が展開された。分野とし

 

表１ 

三豊市まちづくり推進隊（2016年現在）
名　　称

まちづくり推進隊A NPO法人

まちづくり推進隊B NPO法人 広報部会 福祉部会 地域部会 安全部会

まちづくり推進隊C 健康福祉部 環境文化部 産業活力部

まちづくり推進隊D NPO法人 地域交流部会 安全防災部会 環境保全部会 健康福祉部会

まちづくり推進隊E NPO法人 健康度向上部会 安心度向上部会 魅力度向上部会

まちづくり推進隊F 安心安全部会 観光部会 教育福祉部会 研修調査広報部会

まちづくり推進隊G NPO法人 にこにこ元気部会 ふれあい交流部会 まもろう環境部会 あんぜん安心部会

部　　　　　会

まちづくり推進隊事業実績報告書ならびに三豊市担当者聞き取り資料より発表者作成  
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ては、防災、健康増進、高齢者福祉支援、自然保護・景

観整備保全が比較的多い。にぎわいづくりのイベントや

祭り、地域資源を活用した産業創出や地域づくりの担い

手育成といった未来志向の事業も展開されているが、高

齢者が受益者となる活動が多いといってよいだろう。 

 先述のとおり本制度では自主財源の確保を推奨してい

るわけだが、まちづくり推進隊 Dにおいては、2014年度

より旧自治体内の施設の指定管理者となり、年間 100 万

円強の収益を上げている。 

③ メンバー構成 

 設立から 5年目、実質的な活動が始まってから 4年目

という状況にあって、各推進隊ではメンバーを徐々に増

やしている状況にある。7推進隊全体のメンバー数は現在

約 500名で、メンバー数最多はまちづくり推進隊 Aで約

160名、人口に対するメンバー数の割合が最も高いのはま

ちづくり推進隊Gだが、それでも約1.5％に過ぎない。ま

た、いずれの推進隊も、高齢者が構成メンバーの大半を

占めている。 

 推進隊発足に際しては、発足準備のための会議体が組

織され、その構成員の多くは各地区既存組織の役職者で

あったという。したがって、推進隊の役員を務めるメン

バーは、地域の他組織での役職経験者／兼務者や地域に

人脈を有する人物、地域の有識者である。 

   

【研究・調査･分析結果】 

 ここまでの論述をまとめよう。 

（1）行政主導型アソシエーション 

まちづくり推進隊は、定款を有する組織であり、メン

バー加入は任意であることから、アソシエーションと特

徴づけることができる。加えて、民の意思によってボト

ムアップ式で立ち上がったものではなく、行政主導でか

たちづくられたという特徴を有している。また、移譲業

務を担っていることから、組織が地域に紐づけがなされ、

地縁組織とのつながりを持っている。さらには、合併の

歴史もふまえ、各組織がカバーするエリアを旧自治体単

位とする工夫がなされている。 

アソシエーションというと、市民のイニシアティブで、

ボトムアップ式、草の根レベルから立ち上げていくもの

と捉えられがちであるだろう。しかし、三豊市を取り巻

く地域の特徴に目を向けてみると、まちづくり、地域振

興が行政主導＋市民参加型のかたちで展開されているこ

とが珍しくない。その一例は瀬戸内国際芸術祭といって

もよいだろう。つまり、まちづくり推進隊の仕組みづく

りのやり方は、地域の特徴に即した手法だったといえる。

そして、本発表では、このアソシエーションの形態を「行

政主導型」アソシエーションと称したい。 

（2）現場が抱える課題 

まちづくり推進隊は、このように地域特性に十分配慮

し設計され活動が始まったわけであるが、すべてが順風

満帆というわけではない。組織体制の構築を終えたいま、

さらなる充実が期待される段階に入ってきている。その

なかでも、メンバー構成の偏りとそれにともなう活動の

偏りが目下の課題である。もう少し具体的にいうならば、

若年層の関与が少ないのだという。 

（3）個人のアソシエーションへの関わり方を捉える 

 若年層の住民が推進隊のメンバーとなり活動をするこ

とでこの課題は解決できるわけだが、容易にそうならな

いのが現実である。 

しかしながら、若年層のメンバーが皆無というわけで

はない。では、メンバーである彼らは、どのように推進

隊に関わっているのだろうか。以下では、ある 2 人のメ

ンバーについて紹介したい。2人はいずれもまちづくり推

進隊Eのメンバーである。 

（メンバーI） 

 I（女性・40歳代前半）は大阪府出身で、結婚を機に勤

務していた大阪の会社（総務担当）を辞め、2000年代初

めごろ夫の実家のある三豊市へ転居した。転居後、間も

なく出産。Iは三豊市転居直後、また出産直後は、地域に

知り合いがおらず精神的に苦労したという。そうしたな

か、子どもを連れて出向いた子育て教室で得られたコミ

ュニエーションは非常に大きかったという。 

子どもが就学した頃、仕事をはじめる。当初は三豊市E

地区旧庁舎において行政サービス業務を担当していたが、

まちづくり推進隊E設立と同時に事務スタッフとなった。

現在は、3名いるまちづくり推進隊Eの事務局スタッフの

一人として移譲業務を遂行するほか、三部会のなかの魅

力度向上部会の事務を担当している。「一人でも多くの人

に、三豊市を知ってもらいたい、好きになってもらいた

い」という想いを持っていて、魅力度向上部会では同世

代メンバーと、地域資源を活用した魅力発信事業を企画

実施している。さまざまな場面で知り合った人にまちづ

くり推進隊 E への加入も勧めており、なかには、かつて

通った子育て教室の担当者もいたりする。また、地域内

の他組織との連携にも積極的に取り組み、情報発信も積

極的行っている。生活の一部／延長線上の実践として推

進隊の活動をおこなっている。 

（メンバーK） 

K（女性、40歳代前半）は千葉県出身で、結婚出産後、

しばらくして夫の実家のある三豊市に転居した人物であ

る。転入前は海外で生活をしていて、旅行業に従事もし

ていたという。三豊市居住歴は約10年である。 

Kはまちづくり推進隊Eのメンバーだが、E地区の住民

ではない。推進隊 E には「面白そうな活動をしていたか

ら」加入したのだという。また推進隊 E では公募型の地

域の魅力発見・活用提案コンテストを実施しているが、K

はこれに応募し、そのアイデアが評価され、今年度の自

主事業の目玉の一つとして、Iと一緒に、地域住民を巻き

込んで活動を展開している。 

Kはこのほか、市内の情報発信をするローカルラジオの

スタッフとして取材で市内各地に出向いたり、三豊市内

の若者有志で組織するみとよ 100 年観光会議の理事を務

めている。 

 

【考察・今後の展開】 

 数は少なく、性別にも偏りがあるものの、この 2 人の

推進隊メンバーに関するデータは示唆に富むと考える。

彼女たちは推進隊 E のある事業においてコアメンバーと

して活動を展開しているわけだが、彼らの活動関与のモ

チベーションの背景には、社会へのコミットメントを通

して得られる興味関心の充足がある。自己を犠牲にする、

奉仕するといった考えの下での行動ではない。まちづく

り推進隊における彼女たちの実践は、興味関心を下敷き

として個人をローカルな社会へと結びつけ、その地平に

定置する行ないと捉えることができる。 

 まちづくり推進隊は組織体制が整ったいま、次の局面

を迎えつつあるといえるだろう。ここで課題をどう乗り

越えるのか。アソシエーションという形態の強みが活か

させるかどうかがひとつのカギになるのかもしれない。

また、地域住民をひとくくりで捉えるのではなく、彼女

たちのように結婚などを契機として転居してきた女性を

「Iターン者」として捉え注目すること、出産などを機に

就労の現場から一旦離脱したものの特定のスキルや知識

を有する女性に注目することも一つのカギとなるかもし

れない。 

研究という立場に立つならば、推進隊をアソシエーシ

ョンと捉えなおし、そこに立ち現れる現象を普遍化・理

論化していくことが求められるだろう。その方向性はひ

とつではないだろう。そのなかで発表者は、これまで同

様の立脚点に立ち、個に着目し、アソシエーションへの

関与のありようを捉えることで、公と私にかかる議論を

深めたいと考えている。 
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ては、防災、健康増進、高齢者福祉支援、自然保護・景

観整備保全が比較的多い。にぎわいづくりのイベントや

祭り、地域資源を活用した産業創出や地域づくりの担い

手育成といった未来志向の事業も展開されているが、高

齢者が受益者となる活動が多いといってよいだろう。 

 先述のとおり本制度では自主財源の確保を推奨してい

るわけだが、まちづくり推進隊 Dにおいては、2014年度

より旧自治体内の施設の指定管理者となり、年間 100 万

円強の収益を上げている。 

③ メンバー構成 

 設立から 5年目、実質的な活動が始まってから 4年目

という状況にあって、各推進隊ではメンバーを徐々に増

やしている状況にある。7推進隊全体のメンバー数は現在

約 500名で、メンバー数最多はまちづくり推進隊 Aで約

160名、人口に対するメンバー数の割合が最も高いのはま

ちづくり推進隊Gだが、それでも約1.5％に過ぎない。ま

た、いずれの推進隊も、高齢者が構成メンバーの大半を

占めている。 

 推進隊発足に際しては、発足準備のための会議体が組

織され、その構成員の多くは各地区既存組織の役職者で

あったという。したがって、推進隊の役員を務めるメン

バーは、地域の他組織での役職経験者／兼務者や地域に

人脈を有する人物、地域の有識者である。 

   

【研究・調査･分析結果】 

 ここまでの論述をまとめよう。 

（1）行政主導型アソシエーション 

まちづくり推進隊は、定款を有する組織であり、メン

バー加入は任意であることから、アソシエーションと特

徴づけることができる。加えて、民の意思によってボト

ムアップ式で立ち上がったものではなく、行政主導でか

たちづくられたという特徴を有している。また、移譲業

務を担っていることから、組織が地域に紐づけがなされ、

地縁組織とのつながりを持っている。さらには、合併の

歴史もふまえ、各組織がカバーするエリアを旧自治体単

位とする工夫がなされている。 

アソシエーションというと、市民のイニシアティブで、

ボトムアップ式、草の根レベルから立ち上げていくもの

と捉えられがちであるだろう。しかし、三豊市を取り巻

く地域の特徴に目を向けてみると、まちづくり、地域振

興が行政主導＋市民参加型のかたちで展開されているこ

とが珍しくない。その一例は瀬戸内国際芸術祭といって

もよいだろう。つまり、まちづくり推進隊の仕組みづく

りのやり方は、地域の特徴に即した手法だったといえる。

そして、本発表では、このアソシエーションの形態を「行

政主導型」アソシエーションと称したい。 

（2）現場が抱える課題 

まちづくり推進隊は、このように地域特性に十分配慮

し設計され活動が始まったわけであるが、すべてが順風

満帆というわけではない。組織体制の構築を終えたいま、

さらなる充実が期待される段階に入ってきている。その

なかでも、メンバー構成の偏りとそれにともなう活動の

偏りが目下の課題である。もう少し具体的にいうならば、

若年層の関与が少ないのだという。 

（3）個人のアソシエーションへの関わり方を捉える 

 若年層の住民が推進隊のメンバーとなり活動をするこ

とでこの課題は解決できるわけだが、容易にそうならな

いのが現実である。 

しかしながら、若年層のメンバーが皆無というわけで

はない。では、メンバーである彼らは、どのように推進

隊に関わっているのだろうか。以下では、ある 2 人のメ

ンバーについて紹介したい。2人はいずれもまちづくり推

進隊Eのメンバーである。 

（メンバーI） 

 I（女性・40歳代前半）は大阪府出身で、結婚を機に勤

務していた大阪の会社（総務担当）を辞め、2000年代初

めごろ夫の実家のある三豊市へ転居した。転居後、間も

なく出産。Iは三豊市転居直後、また出産直後は、地域に

知り合いがおらず精神的に苦労したという。そうしたな

か、子どもを連れて出向いた子育て教室で得られたコミ

ュニエーションは非常に大きかったという。 

子どもが就学した頃、仕事をはじめる。当初は三豊市E

地区旧庁舎において行政サービス業務を担当していたが、

まちづくり推進隊E設立と同時に事務スタッフとなった。

現在は、3名いるまちづくり推進隊Eの事務局スタッフの

一人として移譲業務を遂行するほか、三部会のなかの魅

力度向上部会の事務を担当している。「一人でも多くの人

に、三豊市を知ってもらいたい、好きになってもらいた

い」という想いを持っていて、魅力度向上部会では同世

代メンバーと、地域資源を活用した魅力発信事業を企画

実施している。さまざまな場面で知り合った人にまちづ

くり推進隊 E への加入も勧めており、なかには、かつて

通った子育て教室の担当者もいたりする。また、地域内

の他組織との連携にも積極的に取り組み、情報発信も積

極的行っている。生活の一部／延長線上の実践として推

進隊の活動をおこなっている。 

（メンバーK） 

K（女性、40歳代前半）は千葉県出身で、結婚出産後、

しばらくして夫の実家のある三豊市に転居した人物であ

る。転入前は海外で生活をしていて、旅行業に従事もし

ていたという。三豊市居住歴は約10年である。 

Kはまちづくり推進隊Eのメンバーだが、E地区の住民

ではない。推進隊 E には「面白そうな活動をしていたか

ら」加入したのだという。また推進隊 E では公募型の地

域の魅力発見・活用提案コンテストを実施しているが、K

はこれに応募し、そのアイデアが評価され、今年度の自

主事業の目玉の一つとして、Iと一緒に、地域住民を巻き

込んで活動を展開している。 

Kはこのほか、市内の情報発信をするローカルラジオの

スタッフとして取材で市内各地に出向いたり、三豊市内

の若者有志で組織するみとよ 100 年観光会議の理事を務

めている。 

 

【考察・今後の展開】 

 数は少なく、性別にも偏りがあるものの、この 2 人の

推進隊メンバーに関するデータは示唆に富むと考える。

彼女たちは推進隊 E のある事業においてコアメンバーと

して活動を展開しているわけだが、彼らの活動関与のモ

チベーションの背景には、社会へのコミットメントを通

して得られる興味関心の充足がある。自己を犠牲にする、

奉仕するといった考えの下での行動ではない。まちづく

り推進隊における彼女たちの実践は、興味関心を下敷き

として個人をローカルな社会へと結びつけ、その地平に

定置する行ないと捉えることができる。 

 まちづくり推進隊は組織体制が整ったいま、次の局面

を迎えつつあるといえるだろう。ここで課題をどう乗り

越えるのか。アソシエーションという形態の強みが活か

させるかどうかがひとつのカギになるのかもしれない。

また、地域住民をひとくくりで捉えるのではなく、彼女

たちのように結婚などを契機として転居してきた女性を

「Iターン者」として捉え注目すること、出産などを機に

就労の現場から一旦離脱したものの特定のスキルや知識

を有する女性に注目することも一つのカギとなるかもし

れない。 

研究という立場に立つならば、推進隊をアソシエーシ

ョンと捉えなおし、そこに立ち現れる現象を普遍化・理

論化していくことが求められるだろう。その方向性はひ

とつではないだろう。そのなかで発表者は、これまで同

様の立脚点に立ち、個に着目し、アソシエーションへの

関与のありようを捉えることで、公と私にかかる議論を

深めたいと考えている。 
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・ 三豊市、2014、『三豊市新総合計画後期基本計画』（PDF
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 地域における「学習」概念の再考：長野県飯田市を事例として 

野澤一博（愛媛大学） 
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【はじめに】 
地域活性化のために、生涯学習や産学官連携活動など

の地域での学習活動が盛んにおこなわれている。地域に

おける「学習」は決して新しいコンセプトではないが、

最近、公共経済学の泰斗のコロンビア大学の Stieglitz

教授が経済発展のためには学習社会を構築することが必

要であると改めて指摘している（Stieglitz and 

Greenwald 2014）ように、地域における「学習」の役割

が広く着目されている。 

 地域における「学習」を取り上げる研究者は様々な学問

分野にわたっている。そのため、その用語や実態の捉え方

に違いがある。同じ用語を用いていても概念に齟齬があり、

学問相互間の議論が発展することはないのが現状と言える。 

そこで、本研究では、「地域」と「学習」の議論の整理を

行い、地域における学習に関する特徴を抽出する。そして、

事例研究として長野県飯田市を選定し、地域における様々

な「学習」活動の状況を検証する。それを元に、地域と学

習の関係の分析を行い、地域活性化のための「学習」展開

の方策を検討する。 

本研究は、文献やホームページなどの既往資料を渉猟し

先行研究の整理を行い、現地における行政・企業や関係者、

郷土史家などへのインタビュー調査を行った。また、企業

の研究開発・技術開発の実態を把握するために、南信地方

の中小製造業410社に対してアンケート調査を行った。 

 

【先行研究】 

■地域と学習に関する諸理論 

地域において学習を促進していくことは重要なコンセ

プトであるが、研究者によって、その捉え方に違いがあ

る。地域における学習は幅広く展開されているため、地

域における学習活動を捉えるとき、その学問領域は地理

学、教育学、経営学などと広範におよぶ。以下に各学問

領域における代表的な考え方や議論の先行研究を概観し、

地域と学習に関する概念を整理する。 

 「地域」における「学習」に関する議論に入る前に、「学

習」概念をとりまく変化について議論を整理する。「学習」

とは、辞書での定義では「まなびならうこと。過去の経

験の上に立って、新しい知識や技術を習得すること」（広

辞苑 19991）と知識を増やすという捉え方がされている。

以前は、学習は、個人の認知の問題として捉えることが

多かったが、現在では学習とは複数の個人や機関のコミ

ュニケーションによりなされるという捉え方が主流であ

る。「学習」を展開させる際に、個人の認知の問題ではな

く、個人間・組織間の関係構築が必要である。その時、

地域という文脈の共有が知識の創出に重要な役割を果た

す。 

学習は個人的なものというより、社会的概念として捉

えることが必要である。学習とは、知識を増加させると

いう認知の面のみならず、新たな側面として社会関係構

築の重要な手段（契機）としての機能がクローズアップ

されている。つまり、学習の概念が拡張されてきている

と言える。 

 

図１ 地域と学習とめぐる学問領域 

社会教育論

組織学習論生涯学習論

地域学習論
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知識マネジメント論

教育学 経営学

地理学

 

 次に、3学問領域における地域と学習に関する議論を見

ていく。先ず、地理学では、産業集積論の視点から学習

地域論および地域イノベーションシステム論が展開され

ている。学習という概念は産業集積における構造の変化

を説明する概念として活用されてきた。1990 年代には

Florida, R. (1995) や Morgan, K. (1997)の学習地域論

が展開されていった。Florida（1995）と Morgan （1997）

は「学習地域（learning region）」という用語を用い、

地域の経済発展のためには地域にある教育研究などのイ

ンフラの存在と同時に制度などの社会資本が重要である

と指摘している。これら主に英語圏の議論を踏まえ友澤

（2000）は産業集積が生産システムから学習システムへ

と転換されてきていることを示した。2000年に入ると地

域学習論に対する批判も出てきており、Hassink（2007）

はその定義の曖昧さを指摘している。 

 教育学においては、生涯学習社会の実現（文部科学省

2013）の視点として地域における学習の重要性が議論さ

れており、地域における学習コミュニティの形成が地域

活性化につながるとしている。現在の生涯学習論では、

地域における知の循環型社会の構築を目指している取組

が多く紹介されている。また、生涯学習論においても地

域社会における協同学習（Collective learning）の必要

が指摘される。しかし、教育学における地域とは、厳密

に定義されたものではなく、一般的に地域社会として捉

えることが多い。また、地域における学習は地域活性化

につながるとしているが、地域の経済的発展までには踏

み込んだ議論は行われていない。 

 経営学では、組織の適応行動として学習が重要である

との認識がある。企業内の組織学習論から組織を越えた

学習論として知識マネジメント論、組織間学習論、コミ

ュニティ学習論、実践コミュニティ（CoP）論などが展開

されている。 

経営学において、コミュニティにおける組織学習論の

代表として、実践コミュニティー（CoP）論が挙げられる。

CoP論は社会学者である Wengerが自身の既存研究を知識

マネジメントに適用した枠組みである。Wenger(1998)に

よると、実践コミュニティとは、「あるテーマに関する関

心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、

持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団であ

る」としている。この CoP 論は、知識マネジメントツー

ルとして一般に組織内の活動を研究対象としてきたが、

最近では組織外の参加者を対象とした集団的学習につい

ても研究が応用されてきている。この CoP 論を活用して

Aminらは知識創造の空間は空間的近接性のあるコミュニ

ティだけではなく、関係的近接性の空間も重要であり、

空間は社会的実践により作ることができるとしている

（Amin and Roberts 2008:28-30）。しかし、経営学にお

けるコミュニティ型の組織学習論では、コミュニティと

は具体的な地域社会を意味するものではなく、特定の空

間や地域を指すものではないとしている。 

各学問領域における地域における「学習」の概念は交

錯していると言える。今後地域における学習活動の一層

の促進を図るためにも、各学問領域での議論を俯瞰・整

理し、所論を架橋することが必要といえる。 

 

【研究結果】 

■飯田市における「学習」の様相 

 以下に上記先行研究に基づき、事例として長野県飯田

市で展開されている学習活動について検証してみる。、飯

田市は長野県南部に位置する人口 103,679人（2016年 6

月末）の中規模な自治体である。飯田市を含む下伊那地

域の1市3町10村では消防などの業務を共同で行う南信

州広域連合を形成しており、同領域にて南信州定住自立

圏構想を提唱している。地域の産業として、従業員数で

は卸売・小売業が最も多が、その他に農業・食品加工業、

電子部品製造業などが盛んな地域である。 

飯田市を中心としていた南信州地域は地域における学

びが盛んな地域であった。大正期から昭和初期にかけて

展開されていた信南自由大学（後に伊那自由大学）は現

飯田市を中心とした地域の富農が立ち上げた地域におけ

る教養教育の場であり、学校という制度に縛られること

なく、地域住民が自ら学びを創出してきたという伝統が

ある。 

飯田市では現在、行政（飯田市）を中心に多様な人材

が集い新しい価値の創造を目指す「共創の場」の創出を

目指している。その「共創の場」の創造の活動として主

に 3つの柱がある。その3つとは、公民館活動と学輪IIDA

と飯田産業技術大学である（牧野2013、2016）。 

飯田市では地域の学びとしては公民館活動を中心とし

た取組が行われており、公民館活動を対象として多くの

研究が行われている（姉崎・鈴木 2002、辻2015、牧野 2014）。

飯田市では、愛着を持って住み続ける地域づくりのため

に、公民館は、地育力を向上させる実践的な場として、

地域に着目した学習と交流を深める役割を担っている

（飯田市公民館 2015）。飯田市では市内 20地区に地区公

民館、その下に 103 の地区分館を設置し、市職員を配属

して、各種行事・講座の計画実施や、貸館による場所の

提供を行っている。現在の20地区公民館の活動は、主に

社会教育の場として機能しており、乳幼児教育や健康講

座、環境教育など様々な講座が提供されている。現代社

会では居場所を失っている人が多い中、帰属としてのコ

ミュニティの構築に公民館活動は貢献しているといって

よい。 

 飯田市の公民館活動の成果の一つとして、ソーシャル

ビジネスの立ち上げがあげられる。公民館活動での環境

学習から市民の問題意識と専門家と接点が生まれ、行政

が仲立ちすることにより、NPO法人南信州おひさま進歩が

設営され、自然エネルギーを活用した電力会社としてお

ひさま進歩エネルギー（株）が立ち上がった（牧野2013）。 

先に述べた公民館活動や定住自立圏構想、環境モデル

都市や後述する産業クラスター活動など、飯田市には特
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学、教育学、経営学などと広範におよぶ。以下に各学問

領域における代表的な考え方や議論の先行研究を概観し、

地域と学習に関する概念を整理する。 

 「地域」における「学習」に関する議論に入る前に、「学

習」概念をとりまく変化について議論を整理する。「学習」

とは、辞書での定義では「まなびならうこと。過去の経

験の上に立って、新しい知識や技術を習得すること」（広

辞苑 19991）と知識を増やすという捉え方がされている。

以前は、学習は、個人の認知の問題として捉えることが

多かったが、現在では学習とは複数の個人や機関のコミ

ュニケーションによりなされるという捉え方が主流であ

る。「学習」を展開させる際に、個人の認知の問題ではな

く、個人間・組織間の関係構築が必要である。その時、

地域という文脈の共有が知識の創出に重要な役割を果た

す。 

学習は個人的なものというより、社会的概念として捉

えることが必要である。学習とは、知識を増加させると

いう認知の面のみならず、新たな側面として社会関係構

築の重要な手段（契機）としての機能がクローズアップ

されている。つまり、学習の概念が拡張されてきている

と言える。 

 

図１ 地域と学習とめぐる学問領域 
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 次に、3学問領域における地域と学習に関する議論を見

ていく。先ず、地理学では、産業集積論の視点から学習

地域論および地域イノベーションシステム論が展開され

ている。学習という概念は産業集積における構造の変化

を説明する概念として活用されてきた。1990 年代には

Florida, R. (1995) や Morgan, K. (1997)の学習地域論

が展開されていった。Florida（1995）と Morgan （1997）

は「学習地域（learning region）」という用語を用い、

地域の経済発展のためには地域にある教育研究などのイ

ンフラの存在と同時に制度などの社会資本が重要である

と指摘している。これら主に英語圏の議論を踏まえ友澤

（2000）は産業集積が生産システムから学習システムへ

と転換されてきていることを示した。2000年に入ると地

域学習論に対する批判も出てきており、Hassink（2007）

はその定義の曖昧さを指摘している。 

 教育学においては、生涯学習社会の実現（文部科学省

2013）の視点として地域における学習の重要性が議論さ

れており、地域における学習コミュニティの形成が地域

活性化につながるとしている。現在の生涯学習論では、

地域における知の循環型社会の構築を目指している取組

が多く紹介されている。また、生涯学習論においても地

域社会における協同学習（Collective learning）の必要

が指摘される。しかし、教育学における地域とは、厳密

に定義されたものではなく、一般的に地域社会として捉

えることが多い。また、地域における学習は地域活性化

につながるとしているが、地域の経済的発展までには踏

み込んだ議論は行われていない。 

 経営学では、組織の適応行動として学習が重要である

との認識がある。企業内の組織学習論から組織を越えた

学習論として知識マネジメント論、組織間学習論、コミ

ュニティ学習論、実践コミュニティ（CoP）論などが展開

されている。 

経営学において、コミュニティにおける組織学習論の

代表として、実践コミュニティー（CoP）論が挙げられる。

CoP論は社会学者である Wengerが自身の既存研究を知識

マネジメントに適用した枠組みである。Wenger(1998)に

よると、実践コミュニティとは、「あるテーマに関する関

心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、

持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団であ

る」としている。この CoP 論は、知識マネジメントツー

ルとして一般に組織内の活動を研究対象としてきたが、

最近では組織外の参加者を対象とした集団的学習につい

ても研究が応用されてきている。この CoP 論を活用して

Aminらは知識創造の空間は空間的近接性のあるコミュニ

ティだけではなく、関係的近接性の空間も重要であり、

空間は社会的実践により作ることができるとしている

（Amin and Roberts 2008:28-30）。しかし、経営学にお

けるコミュニティ型の組織学習論では、コミュニティと

は具体的な地域社会を意味するものではなく、特定の空

間や地域を指すものではないとしている。 

各学問領域における地域における「学習」の概念は交

錯していると言える。今後地域における学習活動の一層

の促進を図るためにも、各学問領域での議論を俯瞰・整

理し、所論を架橋することが必要といえる。 

 

【研究結果】 

■飯田市における「学習」の様相 

 以下に上記先行研究に基づき、事例として長野県飯田

市で展開されている学習活動について検証してみる。、飯

田市は長野県南部に位置する人口 103,679人（2016年 6

月末）の中規模な自治体である。飯田市を含む下伊那地

域の1市3町10村では消防などの業務を共同で行う南信

州広域連合を形成しており、同領域にて南信州定住自立

圏構想を提唱している。地域の産業として、従業員数で

は卸売・小売業が最も多が、その他に農業・食品加工業、

電子部品製造業などが盛んな地域である。 

飯田市を中心としていた南信州地域は地域における学

びが盛んな地域であった。大正期から昭和初期にかけて

展開されていた信南自由大学（後に伊那自由大学）は現

飯田市を中心とした地域の富農が立ち上げた地域におけ

る教養教育の場であり、学校という制度に縛られること

なく、地域住民が自ら学びを創出してきたという伝統が

ある。 

飯田市では現在、行政（飯田市）を中心に多様な人材

が集い新しい価値の創造を目指す「共創の場」の創出を

目指している。その「共創の場」の創造の活動として主

に 3つの柱がある。その3つとは、公民館活動と学輪IIDA

と飯田産業技術大学である（牧野2013、2016）。 

飯田市では地域の学びとしては公民館活動を中心とし

た取組が行われており、公民館活動を対象として多くの

研究が行われている（姉崎・鈴木 2002、辻2015、牧野 2014）。

飯田市では、愛着を持って住み続ける地域づくりのため

に、公民館は、地育力を向上させる実践的な場として、

地域に着目した学習と交流を深める役割を担っている

（飯田市公民館 2015）。飯田市では市内 20地区に地区公

民館、その下に 103 の地区分館を設置し、市職員を配属

して、各種行事・講座の計画実施や、貸館による場所の

提供を行っている。現在の20地区公民館の活動は、主に

社会教育の場として機能しており、乳幼児教育や健康講

座、環境教育など様々な講座が提供されている。現代社

会では居場所を失っている人が多い中、帰属としてのコ

ミュニティの構築に公民館活動は貢献しているといって

よい。 

 飯田市の公民館活動の成果の一つとして、ソーシャル

ビジネスの立ち上げがあげられる。公民館活動での環境

学習から市民の問題意識と専門家と接点が生まれ、行政

が仲立ちすることにより、NPO法人南信州おひさま進歩が

設営され、自然エネルギーを活用した電力会社としてお

ひさま進歩エネルギー（株）が立ち上がった（牧野2013）。 

先に述べた公民館活動や定住自立圏構想、環境モデル

都市や後述する産業クラスター活動など、飯田市には特
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色あるユニークな活動が多くあり、多くの研究者が飯田

市にフィールドワークに訪れている。大学の夏季休暇中

には大学合同で飯田について学べる南信州・飯田フィー

ルドスタディという学習プログラムを開催している。 

学輪IIDAはフィールドワークに飯田を訪れていた大学

の研究者を中心に組織された大学連絡会議である。学輪

IIDAの参加大学数は35大学88名（2016年 1月）の組織

に発展している。飯田市には家政学科を中心とした短期

大学1校しかないが、このデメリットをメリットとして、

1つの大学に縛られることなく、多くの大学の多様な専門

分野を持った研究者と交流を持つことにより、飯田市が

抱える諸課題について解決アイデアを獲得できるという

機会がえられている。 

 
図２ 飯田を訪れた大学研究者・学生数の推移 
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（飯田市提供資料より作成） 

 

飯田産業技術大学は、飯田市ほか下伊那郡の3町10村

が出資する（公財）南信州・飯田産業センターが運営し

ている製造業企業向けの技術・経営研修プログラムであ

る。技術レベルの向上と戦略型経営者の育成を目指し、

初級・中級・上級の階層別講座を提供している。2014年

度は35講座開講され、受講企業数は206社、延受講者数

は 1535人であった。近年受講企業社数、受講者数とも伸

び悩んでいるが、これは各企業が初級の受講者が一巡し

たため、数的には伸び悩み、その代わり中級・上級の受

講者数が伸びている。 

 

図３ 飯田産業技術大学参加状況 
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（飯田市提供資料より作成） 

上記 3 つの制度のほかにも飯田市には地域における学

習活動が行われている。その一つがクラスター活動であ

る。その一例として航空宇宙産業クラスター活動がある。

地元企業の多摩川精機が中心となり、エアロスペース飯

田という企業コンソーシアムが結成されている。その発

展として、2017年 4月に信州大大学は航空機システム共

同研究講座を開講し、飯田市に南信州キャンパスを開設

することとなった（日本経済新聞社2015）。 

上記のように、長野県飯田市では学習に関する制度が

充実しており、地域で組織的かつ重層的に学習が展開さ

れていた。地域の持続可能的な発展を目指すため「学習

（学び）」は重要な用語である。以下に、飯田市における

学習に関する制度をまとめると、地域内での活動が中心

になるものと、地域外との関係が強いものがある。また、

その担い手が公共的（住民的）なものと、民間的（企業

的）なものがある。 

 

表１ 飯田市における学習に関する制度のマトリクス 

公共的 民間的

地
域
外
と
の
関
係
強
い

学輪IIDA クラスター活動

地
域
内
で
の
関
係
強
い

公民館活動 コミュニティビジネス

飯田産業技術大学

 

 

【考察と課題】 

■地域と学習の類型 

以上のように飯田市における学習の取組について見て

きたが、地域における多様な学習活動が展開されていた。

そこで地域における学習の特徴を把握するのに、地域と

学習のそれぞれについて分類して分ける必要がある。ド

イツの社会学者テンニース (1957)は、構成員一人ひとり

のために存在するゲマインシャフト（共同社会、共同体

組織）と、組織自体に目的があり、その目的実現のため

に人材などの資源が集められるゲーゼルシャフト（利益

社会、機能対組織）があるとしている。姉崎・鈴木（2002）

が指摘するように、その地域組織の違いにより、「学習」

が違う可能性がある。しかし同時に学習自体にも違いが

あることに留意する必要がある。学習は従来の定義によ

る知識の習得と、知識の創造のためのものがある。また、

知識の創造も他で行っているもののキャッチアップを図

る追随型のものと、まったく新しい斬新的なものを産む

先駆的なものがある。それにより、地域組織だけではな

く、目的とする知識の創造のタイプによっても「学習」

のタイプが異なる（下表参照）。 

 

表２ 「地域」と「学習」の類型 

地域組織 知の習得 知の創造 

活用的 探索的 

ゲゼルシャフト 

（機能体組織） 

産業教育 

技術習得 

追随型研究開発 先駆型研究開発 

ゲマインシャフト 

（共同体組織） 

生涯学習 

伝統芸能・工芸 

コミュニティビジネス 

ソーシャルイノベーション 

  

飯田市における「学習」活動は十分活発であり、“学習

地域”であると定義できる。しかし、そこには課題もあ

る。飯田市においては公民館活動が十分に制度化されて

いる。しかし、その制度が当然化してしまうと、活動自

体が慣性により行われるにすぎなくなってしまう。地域

住民の仲良しクラブでは新陳代謝は起こらない。拡張さ

れた地域学習が同じメンバーで定常化すると、新しいも

のを産みにくくなるという欠点がある。 

地域学習は、地域アイデンティティの強化につながり、

地域の絆を強固にする作用がある。しかし、それだけで

は発展性がない。学習は自己変革を求める活動であり、

時に摩擦を起こすものである。異なるものと交流するこ

とから気づきが生まれる。地域に必要なことは、ロック

インを解く外部ネットワークをどのように構築していく

かである。一方、外部を取り入れるということは、マネ

ジメントが難しく、外部機関に翻弄される可能性が高い

ことに留意する必要がある 

地域活性化のために「学習」が必要なのは言を俟たな

い。しかし、その地域活性化が地域の経済発展に具体的

に寄与しているかどうか検証しなくてはならない。その

ためには地域の「学習」が事業化・生産化されているの

か、新しい価値創造を創造するイノベーションに結び付

いているのかの検証が求められる。 

地域における「学習」は、地域コミュニティ内の関係

を強化する同質的なものを求める「学習」と、異なる概

念を革新的に組み合わせ、変化を生み出す「学習」があ

る。地域の「学習」という概念には相反的なものを内包

している。Weickら（1996）が言うように学習と組織化が

矛盾概念であるなら、地域社会の確立と学習は矛盾概念

である。地域の「学習」活動を促進するためには、組織

的・性格的に矛盾した要素をもつ「学習」の違いに配慮

し、地域で学習をデザインすることが必要である。 
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色あるユニークな活動が多くあり、多くの研究者が飯田

市にフィールドワークに訪れている。大学の夏季休暇中

には大学合同で飯田について学べる南信州・飯田フィー

ルドスタディという学習プログラムを開催している。 

学輪IIDAはフィールドワークに飯田を訪れていた大学

の研究者を中心に組織された大学連絡会議である。学輪

IIDAの参加大学数は35大学88名（2016年 1月）の組織

に発展している。飯田市には家政学科を中心とした短期

大学1校しかないが、このデメリットをメリットとして、

1つの大学に縛られることなく、多くの大学の多様な専門

分野を持った研究者と交流を持つことにより、飯田市が

抱える諸課題について解決アイデアを獲得できるという

機会がえられている。 

 
図２ 飯田を訪れた大学研究者・学生数の推移 
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（飯田市提供資料より作成） 

 

飯田産業技術大学は、飯田市ほか下伊那郡の3町10村

が出資する（公財）南信州・飯田産業センターが運営し

ている製造業企業向けの技術・経営研修プログラムであ

る。技術レベルの向上と戦略型経営者の育成を目指し、

初級・中級・上級の階層別講座を提供している。2014年

度は35講座開講され、受講企業数は206社、延受講者数

は 1535人であった。近年受講企業社数、受講者数とも伸

び悩んでいるが、これは各企業が初級の受講者が一巡し

たため、数的には伸び悩み、その代わり中級・上級の受

講者数が伸びている。 

 

図３ 飯田産業技術大学参加状況 
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（飯田市提供資料より作成） 

上記 3 つの制度のほかにも飯田市には地域における学

習活動が行われている。その一つがクラスター活動であ

る。その一例として航空宇宙産業クラスター活動がある。

地元企業の多摩川精機が中心となり、エアロスペース飯

田という企業コンソーシアムが結成されている。その発

展として、2017年 4月に信州大大学は航空機システム共

同研究講座を開講し、飯田市に南信州キャンパスを開設

することとなった（日本経済新聞社2015）。 

上記のように、長野県飯田市では学習に関する制度が

充実しており、地域で組織的かつ重層的に学習が展開さ

れていた。地域の持続可能的な発展を目指すため「学習

（学び）」は重要な用語である。以下に、飯田市における

学習に関する制度をまとめると、地域内での活動が中心

になるものと、地域外との関係が強いものがある。また、

その担い手が公共的（住民的）なものと、民間的（企業

的）なものがある。 

 

表１ 飯田市における学習に関する制度のマトリクス 

公共的 民間的

地
域
外
と
の
関
係
強
い

学輪IIDA クラスター活動

地
域
内
で
の
関
係
強
い

公民館活動 コミュニティビジネス

飯田産業技術大学

 

 

【考察と課題】 

■地域と学習の類型 

以上のように飯田市における学習の取組について見て

きたが、地域における多様な学習活動が展開されていた。

そこで地域における学習の特徴を把握するのに、地域と

学習のそれぞれについて分類して分ける必要がある。ド

イツの社会学者テンニース (1957)は、構成員一人ひとり

のために存在するゲマインシャフト（共同社会、共同体

組織）と、組織自体に目的があり、その目的実現のため

に人材などの資源が集められるゲーゼルシャフト（利益

社会、機能対組織）があるとしている。姉崎・鈴木（2002）

が指摘するように、その地域組織の違いにより、「学習」

が違う可能性がある。しかし同時に学習自体にも違いが

あることに留意する必要がある。学習は従来の定義によ

る知識の習得と、知識の創造のためのものがある。また、

知識の創造も他で行っているもののキャッチアップを図

る追随型のものと、まったく新しい斬新的なものを産む

先駆的なものがある。それにより、地域組織だけではな

く、目的とする知識の創造のタイプによっても「学習」

のタイプが異なる（下表参照）。 

 

表２ 「地域」と「学習」の類型 

地域組織 知の習得 知の創造 

活用的 探索的 

ゲゼルシャフト 

（機能体組織） 

産業教育 

技術習得 

追随型研究開発 先駆型研究開発 

ゲマインシャフト 

（共同体組織） 

生涯学習 

伝統芸能・工芸 

コミュニティビジネス 

ソーシャルイノベーション 

  

飯田市における「学習」活動は十分活発であり、“学習

地域”であると定義できる。しかし、そこには課題もあ

る。飯田市においては公民館活動が十分に制度化されて

いる。しかし、その制度が当然化してしまうと、活動自

体が慣性により行われるにすぎなくなってしまう。地域

住民の仲良しクラブでは新陳代謝は起こらない。拡張さ

れた地域学習が同じメンバーで定常化すると、新しいも

のを産みにくくなるという欠点がある。 

地域学習は、地域アイデンティティの強化につながり、

地域の絆を強固にする作用がある。しかし、それだけで

は発展性がない。学習は自己変革を求める活動であり、

時に摩擦を起こすものである。異なるものと交流するこ

とから気づきが生まれる。地域に必要なことは、ロック

インを解く外部ネットワークをどのように構築していく

かである。一方、外部を取り入れるということは、マネ

ジメントが難しく、外部機関に翻弄される可能性が高い

ことに留意する必要がある 

地域活性化のために「学習」が必要なのは言を俟たな

い。しかし、その地域活性化が地域の経済発展に具体的

に寄与しているかどうか検証しなくてはならない。その

ためには地域の「学習」が事業化・生産化されているの

か、新しい価値創造を創造するイノベーションに結び付

いているのかの検証が求められる。 

地域における「学習」は、地域コミュニティ内の関係

を強化する同質的なものを求める「学習」と、異なる概

念を革新的に組み合わせ、変化を生み出す「学習」があ

る。地域の「学習」という概念には相反的なものを内包

している。Weickら（1996）が言うように学習と組織化が

矛盾概念であるなら、地域社会の確立と学習は矛盾概念

である。地域の「学習」活動を促進するためには、組織

的・性格的に矛盾した要素をもつ「学習」の違いに配慮

し、地域で学習をデザインすることが必要である。 
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自治体-大学協働事業の効果検証とその改善策 

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】 

地域振興や課題解決を目的とした自治体と大学の協

力による連携事業が、地方創生推進の観点から関心が高

まっている。そこでは、地域の自立性や地域性、結果重

視の原則[1]が謳われており、地域の自治体等が自ら設

定した地域課題を現実的に解決するための取り組みが

求められている。県立広島大学では、地域の自治体との

地域課題解決のための協働事業「地域戦略協働プロジェ

クト」[2]（以降「本事業」と呼称する）を平成19年度

より実施しており、地方創生が謳われ始める以前から、

自治体と大学が協働で実施する地域振興や地域課題の

解決を目的とした事業に取り組んで来た。 
これまでの事業成果や地域貢献の実績に関しては、そ

の成果内容や活用状況について事業計画書や成果報告

書を客観的に精査し事業評価を行った[2]が、この評価

結果（以降「報告書評価」と呼称する）が自治体側の事

業成果評価と一致しない事業が複数判明した。そこで、

本事業成果の活用主体である自治体側の評価を調査・分

析し、自治体側と大学側の評価が分かれる要因を探り、

自治体の地域課題解決への取り組みを大学が支援する

事業という視点で、より効果的な支援、地域貢献につな

がる運用改善を図ることを目的に調査研究を実施した。 
 

【研究方法・研究内容】 

 自治体側への調査は、本事業の自治体担当部署に対す

る書面アンケートの形式で行った。対象事業は平成19年

度から26 年度までの全35 事業（試行事業を除く）で、

報告書評価と同一の事業[2]である。調査内容は、 

・課題提案の経緯 

  課題発案や計画策定の過程について 

  課題内容に関する共通認識の形成過程について 

・事業実施中の連絡協議等の運用状況 

  事業実施中の連絡や進捗管理状況について 

  計画内容に関する見直し、修正や変更について 

・事業成果に対する評価と活用状況 

  具体的に活用された施策等の有無について 

  成果活用に向けた工夫や対処方法について 

の3項目（設問数は計11）である。 

さらに、必要に応じて自治体担当者にヒアリングを行

い、書面アンケートにおける不明点等の補足情報や一様

な設問では捉えにくい個別事情等についての情報を得た。 

 

【研究・調査･分析結果】 

 まずアンケート調査結果を示す。 

1. 課題提案の経緯 

 図1に示すように、自治体からの課題 設定に基づく事

業が全体の 80%

近くを占め、概

ね事業目的に沿

っていた。また、

大学教員の発案

の場合でも、自

治体との協議を

経て提案がなさ

れており、基本

的に提案内容は自治体の方針に沿っていると考えられる。 

2. 大学教員の専門性 

 図2に示すように、1事例を除いて全てが「研究分野が

近似」以上の評

価であった。報

告書評価では同

評価の比率は

53％に留まって

おり、自治体側

の評価が高いこ

とが分かった。

推測の域を出な

いが、ヒアリング結果から判断する限り、専門性の有無

を学術的分野で評価するのではなく、事業実施において

支障が無い限り専門性は十分であると評価しているもの

と思われる。 

3. 課題内容と自治体施策との関連性 

 図 3 に示すように、図2と同様の傾向が見られた。自

治体施策との関連が認められる課題提案が多いが、実質

的な効果が認められる「結果が影響あり」以上の評価が、

報告書評価においては40％であるのに対し、自治体評価

図1 地域課題の発案者 

図2 教員の専門性 

では100%であ

る。これにつ

いては自己評

価的な側面も

あって高評価

にバイアスが

かかっている

可能性もある

が、少なくと

も自治体施策との連携を強く意識していることが示唆さ

れる。また、報告書作成の段階では想定していなかった

活用先が事業終了後に見つかった可能性も否定できない。 

4. プロジェクト実施段階 

 計画通りに実施されたとの評価は全体の 21%であり、

76%のプロジェクトで計画変更が生じていた。その変更内

容であるが、

目標の一部

修正を伴う

変更は 12%

と少数であ

り、進捗状

況に応じ方

法や手順等

を変更・調

整し実施したものが64%を占め、多くの事業で進捗状況に

応じた計画最適化が行われていた。 

5. 自治体側評価の傾向 

 図 5 に、自治体側の成果満足度と報告書評価の目標達

成度の相関を示す。教員の専門性や施策関連性と同様に

自治体側評価が高い傾向が見られる。一方で、大学側の

評価の方が高い事例（点線の左上側）も数例見られるが、

これについて

は最後の考察

で論じる。 

 成果活用に

関しても同様

の結果が得ら

れている。自

治体側の成果

活用度は高く、

また成果満足

度との差も小

さかった。 

【考察】 

1. 教員の専門性 

自治体側の専門性評価がかなり高く出ていることから、

評価そのものが誤っている可能性が考えられる。そこで

報告書評価との相関関係をプロット（図6）したところ、

報告書評価が

低い場合でも

高い専門性が

あると判断し

ている様子が

見られた。一

方で、報告書

評価が高い場

合は自治体側

評価も高くな

っており、逆

転現象はほとんど見られなかった。自治体側の評価基準

が低いと考えればこの結果は説明でき、自治体側が厳密

な学術的分類や分野に基づいて専門性を評価をしている

わけではないという推察を支持する結果と言える。 

2. 進捗状況に応じた計画最適化 

 計画変更が頻繁に行われていることが明らかになった

が、これが報告書評価の目標達成度にどのような効果を

もたらしているのかを示したのが図 7 である。データの

多寡があるものの、「計画どおり」と「随時最適化」にお

いて目標達成度のデータ分布傾向に違いは認められない。

「随時最適化」した事業においても「有意な成果」や「目

的達成」といった高評価を受けており、「計画どおり」実

施された事業と遜色のない結果を残している。このこと

から、「計画どおり」又は「随時最適化」と判断された事

業に本質的な優劣は無く、事業実施過程での予測困難な

事情に起因

する計画最

適化が必要

であったか

どうかとい

う違いに過

ぎないと考

えられる。

報告書評価

では事業実

施段階での

修正は目標

図3 課題と施策の関連 

図4 計画最適化 

図6 専門性評価の相違 

図7 計画修正と目標達成度 
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  図5 成果評価の相違 
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【問題・目的・背景】 

地域振興や課題解決を目的とした自治体と大学の協

力による連携事業が、地方創生推進の観点から関心が高

まっている。そこでは、地域の自立性や地域性、結果重

視の原則[1]が謳われており、地域の自治体等が自ら設

定した地域課題を現実的に解決するための取り組みが

求められている。県立広島大学では、地域の自治体との

地域課題解決のための協働事業「地域戦略協働プロジェ

クト」[2]（以降「本事業」と呼称する）を平成19年度

より実施しており、地方創生が謳われ始める以前から、

自治体と大学が協働で実施する地域振興や地域課題の

解決を目的とした事業に取り組んで来た。 
これまでの事業成果や地域貢献の実績に関しては、そ

の成果内容や活用状況について事業計画書や成果報告

書を客観的に精査し事業評価を行った[2]が、この評価

結果（以降「報告書評価」と呼称する）が自治体側の事

業成果評価と一致しない事業が複数判明した。そこで、

本事業成果の活用主体である自治体側の評価を調査・分

析し、自治体側と大学側の評価が分かれる要因を探り、

自治体の地域課題解決への取り組みを大学が支援する

事業という視点で、より効果的な支援、地域貢献につな

がる運用改善を図ることを目的に調査研究を実施した。 
 

【研究方法・研究内容】 

 自治体側への調査は、本事業の自治体担当部署に対す

る書面アンケートの形式で行った。対象事業は平成19年

度から26 年度までの全35 事業（試行事業を除く）で、

報告書評価と同一の事業[2]である。調査内容は、 

・課題提案の経緯 

  課題発案や計画策定の過程について 

  課題内容に関する共通認識の形成過程について 

・事業実施中の連絡協議等の運用状況 

  事業実施中の連絡や進捗管理状況について 

  計画内容に関する見直し、修正や変更について 

・事業成果に対する評価と活用状況 

  具体的に活用された施策等の有無について 

  成果活用に向けた工夫や対処方法について 

の3項目（設問数は計11）である。 

さらに、必要に応じて自治体担当者にヒアリングを行

い、書面アンケートにおける不明点等の補足情報や一様

な設問では捉えにくい個別事情等についての情報を得た。 

 

【研究・調査･分析結果】 

 まずアンケート調査結果を示す。 

1. 課題提案の経緯 

 図1に示すように、自治体からの課題 設定に基づく事

業が全体の 80%

近くを占め、概

ね事業目的に沿

っていた。また、

大学教員の発案

の場合でも、自

治体との協議を

経て提案がなさ

れており、基本

的に提案内容は自治体の方針に沿っていると考えられる。 

2. 大学教員の専門性 

 図2に示すように、1事例を除いて全てが「研究分野が

近似」以上の評

価であった。報

告書評価では同

評価の比率は

53％に留まって

おり、自治体側

の評価が高いこ

とが分かった。

推測の域を出な

いが、ヒアリング結果から判断する限り、専門性の有無

を学術的分野で評価するのではなく、事業実施において

支障が無い限り専門性は十分であると評価しているもの

と思われる。 

3. 課題内容と自治体施策との関連性 

 図 3 に示すように、図2と同様の傾向が見られた。自

治体施策との関連が認められる課題提案が多いが、実質

的な効果が認められる「結果が影響あり」以上の評価が、

報告書評価においては40％であるのに対し、自治体評価

図1 地域課題の発案者 

図2 教員の専門性 

では100%であ

る。これにつ

いては自己評

価的な側面も

あって高評価

にバイアスが

かかっている

可能性もある

が、少なくと

も自治体施策との連携を強く意識していることが示唆さ

れる。また、報告書作成の段階では想定していなかった

活用先が事業終了後に見つかった可能性も否定できない。 

4. プロジェクト実施段階 

 計画通りに実施されたとの評価は全体の 21%であり、

76%のプロジェクトで計画変更が生じていた。その変更内

容であるが、

目標の一部

修正を伴う

変更は 12%

と少数であ

り、進捗状

況に応じ方

法や手順等

を変更・調

整し実施したものが64%を占め、多くの事業で進捗状況に

応じた計画最適化が行われていた。 

5. 自治体側評価の傾向 

 図 5 に、自治体側の成果満足度と報告書評価の目標達

成度の相関を示す。教員の専門性や施策関連性と同様に

自治体側評価が高い傾向が見られる。一方で、大学側の

評価の方が高い事例（点線の左上側）も数例見られるが、

これについて

は最後の考察

で論じる。 

 成果活用に

関しても同様

の結果が得ら

れている。自

治体側の成果

活用度は高く、

また成果満足

度との差も小

さかった。 

【考察】 

1. 教員の専門性 

自治体側の専門性評価がかなり高く出ていることから、

評価そのものが誤っている可能性が考えられる。そこで

報告書評価との相関関係をプロット（図6）したところ、

報告書評価が

低い場合でも

高い専門性が

あると判断し

ている様子が

見られた。一

方で、報告書

評価が高い場

合は自治体側

評価も高くな

っており、逆

転現象はほとんど見られなかった。自治体側の評価基準

が低いと考えればこの結果は説明でき、自治体側が厳密

な学術的分類や分野に基づいて専門性を評価をしている

わけではないという推察を支持する結果と言える。 

2. 進捗状況に応じた計画最適化 

 計画変更が頻繁に行われていることが明らかになった

が、これが報告書評価の目標達成度にどのような効果を

もたらしているのかを示したのが図 7 である。データの

多寡があるものの、「計画どおり」と「随時最適化」にお

いて目標達成度のデータ分布傾向に違いは認められない。

「随時最適化」した事業においても「有意な成果」や「目

的達成」といった高評価を受けており、「計画どおり」実

施された事業と遜色のない結果を残している。このこと

から、「計画どおり」又は「随時最適化」と判断された事

業に本質的な優劣は無く、事業実施過程での予測困難な

事情に起因

する計画最

適化が必要

であったか

どうかとい

う違いに過

ぎないと考

えられる。

報告書評価

では事業実

施段階での

修正は目標

図3 課題と施策の関連 

図4 計画最適化 

図6 専門性評価の相違 

図7 計画修正と目標達成度 
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  図5 成果評価の相違 
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達成度に影響しない[2]と結論付けているが、今回の自治

体への調査によりこの計画最適化プロセスが明らかにな

ったことで、報告書には記載されていない運用上の最適

化プロセスが存在し、それが高い目標達成度を維持して

いるという実像が浮かび上がってきた。 

3. 計画最適化の機能とメカニズム 

 それでは、こうした計画最適化がうまく機能するため

に必要な条件を探ってみたい。分析は時系列を遡る形で、

まず事業成果への満足度に対する、事業成果の事業目的

への合致度の影響を図 8 に示す。正の相関が認められ、

合目的であ

ることが成

果への満足

度を左右す

ることが分

かる。次に、

この目的合

致度に対す

る計画最適

化の影響を

図9に示す。

同様の結果

が認められ、

計画最適化

が目的合致

度を左右し

ている。最

後に、計画

最適化に影

響する要素

として自治

体と大学の

担当者間の

連絡頻度を

選び相関関

係を調べた

結果が図10である。大半のデータがいずれの評価も高い

ため明確な正の相関とは言い難いが、評価が大きく異な

るデータは見られず、連絡頻度が計画最適化の実施に対

して影響があることは明らかである。以上の結果を時系

列に並べると、事業担当者間で密に連絡が取れている事

業では必要に応じて計画最適化がなされ、その結果とし

て事業の目的に合致した事業成果が得られ、事業に対す

る自治体の

高 い 評 価

（満足度）

が得られて

いる、とい

うストーリ

ーが描ける。

逆に、図10

の計画最適

化における

評価が「一

部 目 標 修

正」以下で

ある 4 事業は連絡頻度も低い傾向があり、目標合致度も

成果満足度も低い。目標修正は事業計画書に反映される

ため、報告書評価ではこうした低評価事業における計画

修正のみがデータに反映された結果、事業実施過程にお

いて計画修正による改善効果が認められないという結論

[2]を導いたと考えられる。以上のことから、事業実施段

階において計画最適化という重要なプロセスが進行して

おり、その実効性を担保するためには、担当者間での密

な連絡が重要であることが分かった。 

 

【今後の展開】 

報告書評価では課題提案段階での検討作業の重要性を

指摘し、担当者レベルでの意思疎通や目的意識の共有等

を図ることが重要という結論[2]を得ているが、本稿では、

それに加え、実施段階での計画最適化の必要性を明らか

にした。大半の事業においてこの計画最適化プロセスが

認められることから、成果創出が阻害される突発的な状

況を回避しながら事業運用を行っているものと考えられ

る。つまり、このプロセスは低評価の提案をリカバーす

る機能ではなく、想定外の事態発生による実施段階での

事業の劣化を防止する機能を果たしていると言える。 

それでは、ここまで述べてきた全体的傾向とは別に

個々の事業の評価がどのように推移しているのかを探っ

てみたい。これまでの調査研究の結果を事業運営等の実

務に活用するためには、現実的に何が起こっているのか

を把握しておく必要がある。図11は、担当者間の連絡頻

度並びに事業成果の目的合致度について、計画最適化へ

の評価によって 3 グループに分け、事業毎の評価の変遷

を示したグラフである。計画最適化が不要であったグル

ープＡや最適化を行ったグループＢでは、連絡頻度は全

図8 目的合致度と成果満足度

図9 計画最適化と目的合致度 

図10 連絡頻度と計画最適化 
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て上位評価（5段階の

4以上）であるのに対

し、計画修正が行わ

れたグループＣでは、

連絡頻度が中下位評

価（5段階の3以下）

である事業が 4 事業

中 3 事業となってい

る。目的合致度の結

果では、グループＡ、

Ｂには下位評価（5段

階の 2 以下）が見ら

れないのに対し、グ

ループＣでは 4 事業

中の 3 事業が下位評

価となっている。事

業個別の動向を見て

も、評価が大きく変

動している様子は見

られず、全体的傾向

に沿った経緯を示し

ている。しかしなが

ら、目標合致度評価

においては、同じ計

画最適化評価であっ

ても差が生じている

ことが分かる。この

差は、単に連絡頻度

の差に起因すると解

釈するには変動が大

きく、何か別の要因が関わっている可能性がある。アン

ケート調査結果からは手掛かりが掴めなかったため、評

価が低下している事業について自治体担当者へのヒアリ

ングを行い、その原因を探った。 

目的合致度が中下位評価（5段階の3以下）であったの

は計 7 事業であり、それぞれのヒアリング内容をパター

ン化し分析を行った。その結果、連絡頻度が中下位評価

であった 2 事業では連絡や情報共有の不備が深刻な問題

であったとの回答が共通していて矛盾はない。一方、連

絡頻度が上位評価であった5事業では「認識の食い違い」

が主たる要因であると指摘され、この認識の対象となる

のは、事業目的の具体的イメージ、成果が活用される施

策の実態、成果内容の表現手法等々であった。前 2 項目

は自治体側の説明不足や協議内容設定の誤り等が原因と

考えられる。最後の項目の意味するところは、研究と開

発の違い、学術的視点と実用的視点の違いである。具体

的に言うと、「学術的に厳密な成果報告書は難解で理解で

きず、実際の施策に応用することができなかった」とい

うことである。そこで、こうした点に留意して協議を行

い、意志疎通を深めて事業運用を行うことで、この目的

合致度低下を防止可能であると考え、改善策にまとめた。

具体的な実施項目を以下に示す。 

1. 提案・計画段階から自治体担当者と大学教員が協議す

る機会を設定する。また事業実施前に、本事業の意義や

目的を担当する教員に説明し理解を求める。また学術的

視点に偏らないように留意し、報告内容を平易な表現で

施策での活用を想定した内容とすることも説明する。 

2. 成果活用を予定している施策等に関する認識の共有

を図るべく、担当者間の連絡会議、打ち合わせ等におい

て協議事項にこうした自治体施策に関する情報を提供す

る。また大学側から技術動向や他地域の情報等の提供を

行い、成果活用を図る自治体施策自体の改善を促す。 

3. 成果活用を見込む施策等の現況情報や、自治体側での

施策等での活用に至る工程を明示し、許容可能な内容や

スケジュール、コスト等に対する認識の共有を図る。 

 以上の改善策は、既に平成28年度事業において順次実

施しており、現在、改善効果の確認のための追跡調査を

行っているところである。 
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達成度に影響しない[2]と結論付けているが、今回の自治

体への調査によりこの計画最適化プロセスが明らかにな

ったことで、報告書には記載されていない運用上の最適

化プロセスが存在し、それが高い目標達成度を維持して

いるという実像が浮かび上がってきた。 

3. 計画最適化の機能とメカニズム 

 それでは、こうした計画最適化がうまく機能するため

に必要な条件を探ってみたい。分析は時系列を遡る形で、

まず事業成果への満足度に対する、事業成果の事業目的

への合致度の影響を図 8 に示す。正の相関が認められ、

合目的であ

ることが成

果への満足

度を左右す

ることが分

かる。次に、

この目的合

致度に対す

る計画最適

化の影響を

図9に示す。

同様の結果

が認められ、

計画最適化
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デザインとアートを活かした地域つくり	 	

-長野県高山村をフィールドとした実践事例-	

金多賢（女子美術大学）、羽太謙一（女子美術大学）	

Keyword：	デザイン,アート,産学官連携	

	

【背景・目的】 
少子高齢化・過疎化が進む地域の再生を目指して様々な

対策が提案されている中、アートを媒体とした地域活性化

への取り組みが注目されている。アートを媒体とした事業

は、地域住民の自信回復、郷土愛的連帯感の確認とした精

神的な活性化に寄与すると報告されており、その代表的な

例として越後妻有の「大地の芸術祭」や「瀬戸内国際芸術

祭」があげられる。また、大学の理工系、文科系、芸術系、

医学系などの専攻が授業の一環として地域を訪問し、地域

固有の文化や習慣に合致した支えを行う地域と大学との連

携事業が全国的に行われ、「大地の芸術際」「瀬戸内国際芸

術際」のような専門組織による総合的な企画力が整ってい

ない地域の活性化に役立っている。これらの事を踏まえて

考えると、アートを媒体とする芸術系専攻による活動の効

果は期待されることであるが、他の専攻領域に比べてその

効果に関する研究や分析がほとんど行われていない。その

結果、芸術系と地域の連携事業の先行研究やモデルが不足

しており、短期的な活動で止まってしまう可能性が高い。	

本論文では、長野県高山村、須高ケーブルテレビ株式会

社、女子美術大学の産学官連携事業で行ってきた10年間の

アートとデザインを活かした具体的に実践事例を紹介する

とともにデザインとアートを地域活性化のために効果的に

活用できる手法を提案する事を最終的な目的とする。	

	

【研究内容：活動内容】	

長野県高山村、須高ケーブルテレビ株式会社、女子美術

大学は平成18年4月に産学官の村づくり連携事業に合意し、

高山村をフィールドとしたデザインとアートを活かした地

域つくり活動を開始した。女子美術大学の学部３年生の授

業として行われ、これまでの参加延べ人数は、学生926人、

卒業生17人、教員231人の総計1174人である。	

アートとデザインを活かした地域つくりの活動内容は、

村からのニーズをもとに産学官の多角的な視点から検討し、

毎年新しいプロジェクトを企画して行っている。その内容

は「デザインプロジェクト」「こどもワークショップ」「ア

ートコンテスト」「フィールドワーク」「バスストップギャ

ラリー」のカテゴリーで分類される。 

デザインプロジェクトでは、高山村の特産物である林檎

や葡萄の贈答箱デザインをはじめ、ワインラベルのデザイ

ン、キャラクターデザイン、加工品のブランティングを行

った（図１）。その他に高山村にある８つの温泉のロゴデザ

イン、入り口看板、地図、誘導サイン等も行った。こども

ワークショップでは、学校の授業では経験できない新しい

表現手法を用いた様々なワークショップを行った。フィー

ルドアートでは、女子美生の作品やワークショップで制作

した子ども達の作品を高山村の自然の中で展示した。アー

トコンテストは、りんごアートコンテストを通して全国か

らりんごをテーマにしたアート作品を募集した。その結果、

高山村の知名度向上に役立った。バスストップギャラリー

は、高山村の９カ所のバス停を高山村小中学校のこども達

とともにペイントし、アート作品に仕上げた（図２）。 
 

図1.りんごソースのパッケージデザイン 
 

 
図2.高山村小学校のバス停塗装作業 

 

【研究・調査･分析結果】	

	 アートとデザインを活かした地域活性化の手法を提案

する為、２段階による分析を行う。先ず、「デザインプロ

ジェクト」「こどもワークショップ」「アートコンテスト」

「フィールドワーク」「バスストップギャラリー」に関わ

った年齢層とその効果を分析する。次に KJ 法による分

析を行い、グループの見出しとなる「地域産業の活性化」

「地域PR と広報」「地域住民の意識向上」の３つの概念

を検出した（図3）。 
 
 

 
図3.KJ 法による活動の分類 

 
	

【考察・今後の展開】	

	 高山村をフィールドとした活動は、2012年5月3日読

売新聞における掲載を始め29件に及ぶ広報実績を持って

いる。これはデザインとアートを活かした多様性のある

活動と須高ケーブルテレビとの連携による情報発信が持

続的に行われてきた結果である。つまり、デザインとア

ートを活かした取り組みは分析から得られた３つの概念

のうち「地域PRと広報」に適する活動であると考えられ

る。しかし、10 年に渉る継続的な活動や取り組みが行わ

れる反面、前後の変化に関する客観的な検証が行われて

いない為、地域活性化への影響や効果について把握でき

ていない。したがって、今後その検証法について検討し

ていく必要がある。	

	

【引用・参考文献】	

	 ⑴平野	真（2011）,	アートによる地域活性化～新たな

地域経済創出への方法論として～, 四国の大学と四経連

との連携による四国学.	

	 ⑵	国土交通省都市・地域整備局(2007)，地域の雇用創

出のための知の拠点再生推進方策検討調，平成18年度国

土施策創発調査.	

	 ⑶佐渡市 3.	過疎・少子高齢化に対応した地域づくり

https://www.city.sado.niigata.jp/mayor/policy/2012

/index05.shtml	

	

184

第8回研究大会論文集.indd   184 16/08/29   15:56



デザインとアートを活かした地域つくり	 	

-長野県高山村をフィールドとした実践事例-	

金多賢（女子美術大学）、羽太謙一（女子美術大学）	

Keyword：	デザイン,アート,産学官連携	

	

【背景・目的】 
少子高齢化・過疎化が進む地域の再生を目指して様々な

対策が提案されている中、アートを媒体とした地域活性化

への取り組みが注目されている。アートを媒体とした事業

は、地域住民の自信回復、郷土愛的連帯感の確認とした精

神的な活性化に寄与すると報告されており、その代表的な

例として越後妻有の「大地の芸術祭」や「瀬戸内国際芸術

祭」があげられる。また、大学の理工系、文科系、芸術系、

医学系などの専攻が授業の一環として地域を訪問し、地域

固有の文化や習慣に合致した支えを行う地域と大学との連

携事業が全国的に行われ、「大地の芸術際」「瀬戸内国際芸

術際」のような専門組織による総合的な企画力が整ってい

ない地域の活性化に役立っている。これらの事を踏まえて

考えると、アートを媒体とする芸術系専攻による活動の効

果は期待されることであるが、他の専攻領域に比べてその

効果に関する研究や分析がほとんど行われていない。その

結果、芸術系と地域の連携事業の先行研究やモデルが不足

しており、短期的な活動で止まってしまう可能性が高い。	

本論文では、長野県高山村、須高ケーブルテレビ株式会

社、女子美術大学の産学官連携事業で行ってきた10年間の

アートとデザインを活かした具体的に実践事例を紹介する

とともにデザインとアートを地域活性化のために効果的に

活用できる手法を提案する事を最終的な目的とする。	

	

【研究内容：活動内容】	

長野県高山村、須高ケーブルテレビ株式会社、女子美術

大学は平成18年4月に産学官の村づくり連携事業に合意し、

高山村をフィールドとしたデザインとアートを活かした地

域つくり活動を開始した。女子美術大学の学部３年生の授

業として行われ、これまでの参加延べ人数は、学生926人、

卒業生17人、教員231人の総計1174人である。	

アートとデザインを活かした地域つくりの活動内容は、

村からのニーズをもとに産学官の多角的な視点から検討し、

毎年新しいプロジェクトを企画して行っている。その内容

は「デザインプロジェクト」「こどもワークショップ」「ア

ートコンテスト」「フィールドワーク」「バスストップギャ

ラリー」のカテゴリーで分類される。 

デザインプロジェクトでは、高山村の特産物である林檎

や葡萄の贈答箱デザインをはじめ、ワインラベルのデザイ

ン、キャラクターデザイン、加工品のブランティングを行

った（図１）。その他に高山村にある８つの温泉のロゴデザ

イン、入り口看板、地図、誘導サイン等も行った。こども

ワークショップでは、学校の授業では経験できない新しい

表現手法を用いた様々なワークショップを行った。フィー

ルドアートでは、女子美生の作品やワークショップで制作

した子ども達の作品を高山村の自然の中で展示した。アー

トコンテストは、りんごアートコンテストを通して全国か

らりんごをテーマにしたアート作品を募集した。その結果、

高山村の知名度向上に役立った。バスストップギャラリー

は、高山村の９カ所のバス停を高山村小中学校のこども達

とともにペイントし、アート作品に仕上げた（図２）。 
 

図1.りんごソースのパッケージデザイン 
 

 
図2.高山村小学校のバス停塗装作業 

 

【研究・調査･分析結果】	
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	 ⑴平野	真（2011）,	アートによる地域活性化～新たな
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	 ⑵	国土交通省都市・地域整備局(2007)，地域の雇用創

出のための知の拠点再生推進方策検討調，平成18年度国
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	 ⑶佐渡市 3.	過疎・少子高齢化に対応した地域づくり
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西田直海（千葉大学・NPO法人Drops） 

Keyword： 住民主体・手入れ・継続的取り組み 

 

【はじめに】 
千葉市稲毛区の「学園通り」は、千葉大学の正門と京成

電鉄のみどり台駅前までの約 400m が無電柱化の対象とな

った。千葉市は無電柱化の目的として、安全な歩行空間の

確保、景観の向上、地域活性化などを謳っている。 

これまでの「学園通り」は、歩道の植栽が荒れ、ゴミや

放置自転車だらけの通りであった。通勤通学に利用される

通りとして比較的平日の利用がある通りだが、誰もが通り

に対して無関心であることがこの様子に表れていた。 

大きな予算をかけて行われる無電柱化だが、残念ながら

この通りの現状を揺さぶるような効果は期待できない。工

事期間も長く、その間にこのまちの商店会解も解散してし

まうという事態も起きていた。 

工事も終盤かかるころ、「植栽帯には何が植わるのか」と

いう質問を、筆者らが行政の担当者に投げかけた。「つつじ」

を植えるという。無電柱化以前も「つつじ」であった。 

この回答が、地域住民を動かした。自治会を中心とした

住民の代表と、沿道商店が集まり、通りにうえる植栽を行

政任せではなく、自分たちで選択するに至る。 

2012年 10月、「学園通り」には、4000株のアガパンサス

が地域住民や学生など 107名の手によって植えつけられた。

その後の植栽の維持管理も市が委託する業者ではなく、地

域で行うこととした。今まで人任せであった公共空間であ

る街路に対して、植栽に「アガパンサス」という花を選択

し、住民自身が育てるという、小さな一歩から、新たなま

ちの風景が生まれている。 

【研究内容】 

1．学園通りの現状 

学園通りは、千葉市稲毛区緑町の住宅地の中心を貫く、

2車線の車道と歩道を含んだ街路である。稲毛区は、千葉

市の北西部に位置し、東京まで電車で約40分と交通の便

もよく、比較的平坦な地形をしていることから、大規模

な住宅団地や区画整理事業により市街化が進んだ。 

 

図１ 対象地（学園通り）周辺図 

 

学園通りは千葉大学の正門から京成線みどり台駅の先

までの、約500mの直線の街路であるが、京成みどり台駅

までの約 400m が無電柱化の対象となった。その内の約

300ｍの区間、歩道に設けられた植栽帯が今回の活動の対

象地である。 

2012年以前の学園通りの現状は、植栽帯の手入れが行

き届いておらず、低木のつつじは枯れ、その隙間にゴミ

や自転車が放置される状態が日常化していた。住民から

は、常に学生のモラルの悪さが指摘されており、元凶は

学生であるという認識されていた。しかし、学園通りの

日常を観察すると、学生ばかりでなく商店からの段ボー

ル、のぼりや植木鉢、子ども乗せ自転車など、あらゆる

ものが放置されている様子が観察できた。筆者らは、こ

の学園通りに拠点を持っており、数年にわたってこのよ

うな状況を目にしてきた。この地域のまちづくりに寄与

したいという思いをもち、地元時自治会ともその方法を

模索していたため、この無電柱化の事業も一つの切り口

になるのではと考えた。 

 
写真1 工事以前の荒れた学園通りの様子 

 
2. 行政の現状 

 （１）街路樹維持管理経費について 

無電柱化後の植栽の維持管理については、ハード整備

を担当する土木事務所ではなく、都市局の公園緑地部が

予算化し、緑地事務所が現場をみる。公園緑地部から提

供された、街路植栽の維持管理予算についての表１を参

照すると、平成 20年度から 26年度の間に、１億円以上

削減されていることが解る。剪定、刈込のスパンが伸び、

除草の回数も年に2回までに減少している。まち中では、

雑草が繁茂し、痛みの激しい木々も目立ち始めている。 

表 1 街路樹維持管理経費（委託料）単位：千円 

資料）千葉市都市局公園緑地部 提供 

（２）無電柱化の計画内容について 

無電柱化の工事では、数年かけて共同溝に電線やガ

ス・電気などのインフラを埋め込み、電柱を撤去した後、

新たに舗装され、植栽帯も土ごと一新される。しかし、

高木については、50年を経過し倒木が増えているプラタ

ナス対策への検討も無い。また、低木には以前と同じ、

つつじを選択するという。 

今回の工事では、無電柱化と同時にバリアフリー化も

されることから、休憩や賑わい交流のアイテムとしてベ

ンチの設置などの地域からの提案や相談に対し、すでに

計画を国に提出しているため変更することはできないと

いうのが市の回答であった。 

 以上のような検証から、莫大な予算と時間を要する無電

柱化事業が地域に対しどれほど有効であるのか、疑問は

膨らむ。 

千葉市でのHPでは、 

①安全で快適な歩行空間の確保 

②都市景観の向上 

③都市災害の防止 

④情報通信ネットワークの信頼性の確保 

⑤地域活性化 

の５つを目的としている。しかし実際には、地域の現状

に対して綿密な検討も、行政間の連携も不足したまま、

工事は進行し、終盤に差し掛かっていた。 

3．地域での合意形成の過程 

 どこかこの現状に風穴を開けることはできないか。 

 行政とのやり取りの中で、筆者らが特に気になったの

が、植栽帯の低木に再び「つつじ」を選択するというも

のだった。この計画もまた、変更は出来ないものか、再

び担当者に問い合わせる。 

・計画された予算内であること。 

・地域住民の合意が取れること。 

この 2 つの条件がクリアできるならば、植栽の変更は

可能だという回答が返ってきた。 

すぐに、筆者らが準備を受け持ち、地域住民、沿道商

店に声をかけ、「学園通り会議」を起こす。 

以下に会議の様子を示す。 

2012年 6月 3日：この日は、毎年恒例の盆踊りの打ち

合わせが行われた。注１その後、筆者らが、無電柱化の進

捗と、植栽帯に再び「つつじ」が植わることを報告する。

地元の意見をまとめることが出来れば、植栽の変更も可

能であるという土木事務所の見解を伝える。出席者から

の、「つつじでないものを選んでみたいが、どんなものを

選択したらよいかに困る」という意見が出る。注２そこで

筆者らは、あらかじめ候補として調査した「アガパンサ

ス」の紹介を行う。 

出席者の中から「この提案に乗ってみよう」という趣

旨の発言があり、自治会として、「つつじでは無く、アガ

パンサスを選択する」という、方向で話し合いが進む。 

6月 8日：学園通り沿道の店舗も加わり、学園通りの植

栽の検討に入る。沿道の店主の中から、四季の異なる様々

な花を植えたいという希望が出る。次回に対案を持ち寄

ることにする。 

※この間（6月 8日から 7月29日の間は、盆踊りの準

備、実施、片付けなど一連の作業が続き、会議はいった

ん中断）、学園通りの植栽の変更を巡って、会議以外の場

所で、勝手な意見が独り歩きし始める。そこで、急遽、

飲食物を持ち寄って雰囲気を変えながら、交流会や勉強

会などを織り交ぜ、取り組みへの理解を深める時間を設

ける。 

また、自治会長からこの会議の原則として、「会議にお

いては忌憚なく活発に意見交換し、決まったことについ

ては、一丸となって協力をしていく」という方針への理

解が求められた。 

7月 29日：アガパンサスに対する対案は、提案者から

会議には持ち込まれなかったが、筆者らから年に 2 回植

え替えが必要な花の場合の予算についての資料を制作し、

検討の材料とした。また、四季を楽しむための別の方法

として、いくつかの宿根草を組み合わせるという選択も

検討した。複数種の管理には、さらなる知識や手入れの

技術を必要とするため、現段階では、「1種類に絞る」こ

ととした。 

　　　　　　　　管理の主な頻度
年度 当初予算　　　　　　　　高木剪定 寄植 植栽升

（剪定等費用） 落葉樹 常緑樹 刈込 除草
20 712,695 1回/1年 1回/1～4年 1回/1年 2～３回/1年
21 653,755 〃 〃 〃 〃
22 624,845 〃 〃 〃 〃
23 616,860 〃 〃 〃 〃
24 545,839 1回/1～2年1回/3～5年1回/1～2年 ２回/1年
25 552,000 〃 〃 〃 〃
26 587,230 〃 〃 〃 〃
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　　　　　　　　管理の主な頻度
年度 当初予算　　　　　　　　高木剪定 寄植 植栽升

（剪定等費用） 落葉樹 常緑樹 刈込 除草
20 712,695 1回/1年 1回/1～4年 1回/1年 2～３回/1年
21 653,755 〃 〃 〃 〃
22 624,845 〃 〃 〃 〃
23 616,860 〃 〃 〃 〃
24 545,839 1回/1～2年1回/3～5年1回/1～2年 ２回/1年
25 552,000 〃 〃 〃 〃
26 587,230 〃 〃 〃 〃
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会議を重ねた結果、当初予定されていた「つつじ」を

やめ、学園通りの植栽を「アガパンサス」に変更という

合意形成が地域内でなされた。しかしその直後、土木の

担当者から「アガパンサスは花芽の茎が長く伸びるため、

容認できない。」と指摘が入る。植栽帯に 30 ㎝を超える

ものを植えてはいけないというルールがあるという。 

8月 1日・8月 10日：住民と土木の担当者と共に、千

葉大周辺の植栽帯の草木の高さを調査する。どの植栽帯

の植物も 30cmを超えており、場所によっては 1.5mを超

えているところもある。全体にルールが適用されている

箇所がまったく無いことが判明した。また、現在の市の

植栽管理体制のもとでは、常に 30㎝を保つということは

実現できない数字であることから、ルールの再検討をお

願いする。 

8月 26日：行政から「アガパンサスをよしとする」と

いう返答が届く。30㎝というルールは低木の高さに関し

てのもので、アガパンサスは草花であるため、そのルー

ルは適用外であるとの理由であった。この連絡を受け、

正式に、植栽帯にはつつじを変更し、アガパンサスを植

えることが決定した。 

後に、自治会長の岡野氏は、「この決定には、清水の舞

台から飛び降りる覚悟をした」と語った。無難なつつじ

から、アガパンサスへの変更は大きな賭けである。この

ような動きを起こさなければ、行政がつつじを植え、維

持管理も行政がやってくれる。しかし緑町 1 丁目ではこ

の学園通りの街路空間を地域の拠りどころとし、地域が

手を取りあえる関係を育てるという選択をしたのである。 

4. その後の学園通り 

2012 年 10月 13日(日)、この日学園通りへ総数 4000

株のアガパンサスの苗の植えつけが行われた。通常であ

れば、業者によって植えつけられる街路の植栽が、住民・

学生・行政・工事関係者など、107名の手で行われた。写

真２にあるように、たくさんの地域の大人や子どもたち

の参加があり、土木事務所の職員は車道に出て交通整理

を行い、沿道の店舗からは、お茶が配られるといった光

景が生まれた。 

 

写真２ 植えつけ当日の風景 

2014年の秋には、隣の緑町 2丁目を中心とする西部自

治会も参加し、あらたに1000株のアガパンサスの苗が緑

町小学校前の植栽帯に加わった。この部分は、無電柱化

の工事に範囲外であったため、新たに合意を形成すると

ころから始まり、植栽帯の掘り起しから、植え付けとい

う経過をたどる。ここで学園通り全体がアガパンサスで

繋がることとなった。 

2016年現在、活動は、丸 4年を迎えた。昨年の 6月に

アガパンサスは2000本の花を咲かせ、さらに今年は、3575

本を数えるまでに成長した。 

毎月第 3 土曜日の午前中、地域住民や学生などが参加

し手入れを行っている。手入れ後には、参加者の輪がで

き、お互いの労をねぎらいながら、交流を楽しむ。 

 

写真３ 手入れ後の交流風景 

 

学園通り周辺には昨年、コーヒースタンドができ、次

にはワインのお店がオープンした。また、場所の提供や

金銭的な支援の動きも生まれ、学生や元学生が中心にな

り、様々な工具の置かれた手作り工房や、空き地を使っ

た新たな試みも始まっている。 

さらに新たな店が 2 店舗オープンするという情報が届

き、学園通りが1つの磁場を形成しつつある。 

近隣市の小学校に協力を仰ぎ、アンケートを実施し、

活動の広がりを調査している。 

 

表 3 アンケート調査の概要 

調査対象 配布 回収 回収率 実施日
F小学校 1～6年生 714 601 84.2% 2016年2月
M小学校 4～6年生 294 265 90.1% 2016年2月  
 

アンケートでは、アジサイ、つつじ、アガパンサスの

写真を並べ、「学園通りに咲く花はどれでしょう」という

設問に、588人（68%）の児童がアガパンサスに〇を付け

ている。また、花の名前を問うと、520名（60%）の児童

がアガパンサスという名を正確に記述している。 

子どもたちが、いままで馴染みの無い「アガパンサス」

という花の姿や名前を書くことが出来る背景には、この

活動が小学校の総合学習でも取りあげられたことが大き

い。一昨年度は 5年生、昨年度は 3年生が、学園通りを

観察・調査し、文化祭での発表を行っている。 

第 3 土曜日の手入れに参加したことのある子どもたち

も35名となり、機会があったら参加したいという回答は、

144名に上る。 

また212名から以下のような自由記述があった。 

 

＜アンケートの自由記述内容＞（一部抜粋） 
・いつもアガパンサスがきれいで学校がんばれる。 
・みんながあいさつしている。 
・学園通りを通るのが大好きです。 
・お花をあまりはだで感じたりすることが少ないのでう

れしい。 
・アガパンサスを勉強しているから守っていきたい。 
・花をよく観察してみたい。 
・他のお花もいれたらいいなぁとおもいます。 
・さいこう何人さんかしていますか。 
・どこまで学園通りが続いていますか。 
・アガパンサスをなぜ学園通りに植えたのですか。 

 
このように学園通りでの取り組みに対し、様々な思い

や、関心が育っている。この活動が学園通りを通学路と

して使う子どもたちの心の中にも、影響を与えつつある

ことが見えてくる。 
 

【今後の展開】 

2012年 10月より、毎月住民によって学園通りの手入れ

が続けられている。アガパンサスは 6月から 7月にかけ

て花をつける。それは、この通りに関わる人々にとって

は格別の1カ月である。 

暑い日も寒い日も、月に一度の手入れは、この地域の

風景となりつつあるが、まだこの地域の一人ひとりの日

常ではない。一部の意識を持った人たちによって支えら

れているのが現状である。 

活動の継続は、これからの課題であり、また広く多く

の活動に共通する課題でもある。 

今後さらに、一人ひとりの気持ちに寄り添う工夫を積

み重ね、次の世代へと活動が引き継がれる仕組みの模索

が続いていくだろう。 

この活動を通して明らかなことは、 

1．街路はどこにでも存在している。 

2．常に手を入れることで、景観を保持できる。 

3．美しい風景（花の季節ばかりでなく、地域の人びと

が丁寧に手入れをしている様子）は、地域の愛情や

誇りを醸成する。 

以上のように、ごく当たり前の場所で、どこでも、誰

でも実現可能な小さな一歩である。 

この動きが、さらに個々人に伝播し一緒に汗を流せ

ること、行政の体制の変革につながること、このよう

な理想を抱き、その実現を今後の重要な課題と考えて

いる。 

 

写真４ 通学風景 

 

注１ 対象地である緑町 1 丁目は、自治会を中心に毎年

夏には盛大な盆踊りが行われる。周辺の自治会では、ほ

とんどが手のかかる事業を縮小している中、継続の努力

がなされ、地域の交流の場として大きな機能を果たして

いる。 

注２ 土木事務所からの期限はおおよそ1カ月であった。

地域での合意を形成するには、0からの検討では期限まで

に間に合わないと予測し、先行して専門家に相談し、根

拠や現地調査を含め明らかにしたうえで「アガパンサス」

を候補に挙げられるよう準備をする。 
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 「地域対応型」PB戦略から見たチェーンストアの進化について 

徐 斌（小樽商科大学大学院） 

Keyword： 地域対応型 プライベートブランド 地域性 コンビニエンスストア  

 

【問題・目的・背景】 

１．研究背景 

近年、大手小売業者は地域特産品等の地域資源を活用し

て開発し、地域限定で販売するオリジナル商品、いわゆる

「地域対応型」プライベートブランド（以下はPBとする）

商品の開発に取り組んできている。 

例えば、イオングループは「根釧牛乳」等の生鮮品をこ

だわった地域トップバリューを強化している。ローソンは、

各地の食材を使った弁当などを期間限定で提供する「北海

道味紀行」が注目されている。 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（セブンイレブンと

する）は「地域性」を取入れて PB開発に取り組んできてい

る。 

[表１ セブンイレブンの地域密着戦略] 

地域密着戦略 具体的展開 

自治体との連携

（包括連携協定

の締結） 

「包括協定締結」：60 自治体（1道2

府38県19市） 

① 県産食材の活用  

② 「地産地消フェア」とオリジナル

商品開発 

エリア別の「地

域限定」商品開

発 

全国を8の地域に分けて商品開発部門

を配置し、エリア別の商品開発を強化

：（北海道、東北、関東、甲信越・北

陸、東海、近畿、中国・四国、九州） 

（出所）セブンイレブンのHPより筆者作成 

 2006年から2016年まで日本全国にわたり60以上の自治

体と地域活性化包括連携協定を結び、各地域向けに地域限

定のオリジナル商品・1570品目を開発し販売した（セブン

イレブンのニュースリリースから集計した数）。 

 PB開発についての既存研究から見ると、「地域対応型」

PBに関する研究はまだ少ないが、小売業者の商品開発にお

いて、「地域性」を重視する必要性があるといった主張が

ある。 

 従来のチェーンストア理論によると、フォーマットや業

務手順等の標準化を実現し、画一な店舗づくりで運営効率

を高めることが中心的な課題とされてきた。高齢化が進ん

でいる地域にて当地の味が重要視されることから商品の

味覚を地域に合わせることが不可欠である。地域や立地条

件に合った品揃えや店舗運営をするのも必要である（矢作 

2015）。小林(2015)は地域に根付いている店舗経営者と連

携し、地域の嗜好に応じた商品を品揃えすることが売上を

確保するためには不可欠であると指摘した。 

 「地域対応型」PBは従来の PBとの違いについて明らか

にするため、下記の図1を作成した。 

 [図１ 「地域対応型」PBの位置づけ] 
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 図１のように、大手メーカーが開発し、全国的に展開

されている NB 商品に対して大手小売業者が開発した PB

商品が挙げられる。地域的に展開されている、地域限定

の NBもある。例えば、アサヒビールの関西仕立ての商品

や、日清食品のカップ麺の北海道限定メニューもよく見

られている。それに対して、地域限定で展開されている

PB商品のことを「地域対応型」PBと位置付けている。 

 このPBの新しい展開である「地域対応型」PBの開発面

についての議論がまだ不十分であると考えて、本研究で

は、この「地域対応型」PBに注目して考察していく。 

 

２．研究目的 

 「地域対応型」PBの商品開発面に注目し、「地域性」と

いう付加価値を創出する主たる要因を特定し、要因間の関

係について明らかにする 

 [図2 地域対応型PB開発にかかわる要因] 
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 現段階では、図 2のとおり、「地域性」を創出する要因

はこの9つがあると想定している。 
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【研究方法・研究内容】 

 本研究はセブンイレブンを対象として考察していく。

以下の四段階に分けて進めていく。 

第１段階 PB開発に関する文献研究 

第２段階 「地域対応型」PBに関する情報収集 

第３段階 テキストマイニング、クラスター分析等

の手法から情報分析・統合 

第４段階 考察 

 まずは第１段階の文献研究の結果について以下の３点

に整理した。 

1. PBの発展段階からみた「地域対応型」PBの位置づけ 

[表 2 PBの発展段階] 

比較項目 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

ブランド

タイプ 

ジェネリ

ック 

準ブラン

ド 

PB 拡張され

た PB 

戦略 ノーブラ

ンド 

低価格戦

略 

模倣戦略 付加価値

戦略 

目的 マージン

の増加 

マージン

の増加 

ストアイ

メージ 

・差別化 

・ストア

イメージ 

品質 低品質イ

メージ 

知覚品質

が低い 

NB と同

等 

革新的・

差別的 

購買動機 価格 価格 品質・価

格両立 

ユニーク

性 

（出所）Laaksonen and Reynolds (1994) p.38より一部 

 表２のとおり、PBの発展段階はノーブランド戦略、低

価格戦略、模倣戦略、付加価値戦略という四段階に分け

られ、開発の目的がマージン増加の他に、差別化による

顧客基盤の拡大に移り、品質水準が低品質から、主要な

ブランドと同等、さらに革新的でユニークな付加価値へ

の進展がみられる。 

 矢作（2015）は日本における PBパラダイムの転換につ

いて表3のように整理した。 

 表3 日本におけるPBパラダイムの転換（矢作 2015） 

 低価格PB 高品質PB 

基本特性 価格訴求型 品質重視型 

開発目的 価格競争力強化 ストアロイヤルテ

ィの向上 

競争上の差異 価格 価値 

開発主体 スーパー スーパー、コンビニ 

製造委託企業 主に下位メーカー 上位メーカー含む 

 表3にように、日本のPB開発が「価格訴求」から「価

値訴求」へ移り、開発目的も価格競争力の強化からスト

アロイヤルティの向上へと転換してきている。 

 その結果は、PB商品の階層化が進んできている。下記

の表 4 のとおり、低価格ライン、基本ラインと高品質ラ

インの 3 層のほかに、健康志向や環境志向、オーガニッ

クといった特定のニーズに応じた「α」型PBがあり、「3

層＋α」といったPBの階層化が進んでいると指摘されて

いる（矢作 2013）。 

 PBの発展段階に関する既存研究から明らかになったの

は、「地域対応型」PBは「価値訴求型」PBの新しい展開

であると位置づけできる。 

２．PB商品に対する消費者の購買動機について 

 消費者は低価格だけではなく、「価値訴求」のPB商品

も求めていることである。 

 PBのターゲティングを精緻化・細分化し、異なる顧客

層に対応できるPBの階層を作りあげていくことが今後の

課題である（重冨 2009）。宮下（2011）は消費者ニーズ

に関する科学的手法による分析、把握を前提とする商品

開発を強化することが不可欠で、特にNB商品にはない価

値としての地域性や季節性等を重視した商品価値によっ

て需要を喚起することがカギを握ると指摘し、本研究が

取り扱う「地域性」を訴求する「地域対応型」PBと似通

う視点を提示した。 

  3. PB商品の開発動機について 

 PBを多く利用する消費者は特定小売業者のPBより、PB

の価格優位性にロイヤルティを示す傾向があるとした研

究もある（Ailawadi et al., 2008; Ngob, 2010）。PBの

利用とストア・ロイヤルティの正の相関関係を強く示す

消費者行動の特性には、「価格志向」が強いことである

と実証した研究もある（Koschate-Fischer et al., 2014

）。 

 陶山ら（2008）によれば、PBロイヤルティ構造の日英

米3ヶ国の比較を行った結果、3ヶ国に共通していたのは、

PB価値優位性に対して価格要因の影響力が低く、環境・

健康といった付加価値要因がPBロイヤルティの形成に強

く寄与していることが明らかになった。低価格商品の供

給、品質の差別化、多ブランド化による顧客誘引によっ

て売上を増加させようとした結果として、ストア・ロイ

ヤルティの向上につながることが指摘されている（中村 

2009）。 

 PBの導入によりストア・ロイヤルティを向上させるに

は、低価格PBによる「価格志向」が強い消費者を吸引し

ながら、環境・健康などの付加価値を訴求することが有
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 「地域対応型」PB戦略から見たチェーンストアの進化について 
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【問題・目的・背景】 

１．研究背景 

近年、大手小売業者は地域特産品等の地域資源を活用し

て開発し、地域限定で販売するオリジナル商品、いわゆる

「地域対応型」プライベートブランド（以下はPBとする）

商品の開発に取り組んできている。 

例えば、イオングループは「根釧牛乳」等の生鮮品をこ

だわった地域トップバリューを強化している。ローソンは、

各地の食材を使った弁当などを期間限定で提供する「北海

道味紀行」が注目されている。 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（セブンイレブンと

する）は「地域性」を取入れて PB開発に取り組んできてい

る。 

[表１ セブンイレブンの地域密着戦略] 

地域密着戦略 具体的展開 

自治体との連携

（包括連携協定

の締結） 

「包括協定締結」：60 自治体（1道2

府38県19市） 

① 県産食材の活用  

② 「地産地消フェア」とオリジナル

商品開発 

エリア別の「地

域限定」商品開

発 

全国を8の地域に分けて商品開発部門

を配置し、エリア別の商品開発を強化

：（北海道、東北、関東、甲信越・北

陸、東海、近畿、中国・四国、九州） 

（出所）セブンイレブンのHPより筆者作成 

 2006年から2016年まで日本全国にわたり60以上の自治

体と地域活性化包括連携協定を結び、各地域向けに地域限

定のオリジナル商品・1570品目を開発し販売した（セブン

イレブンのニュースリリースから集計した数）。 

 PB開発についての既存研究から見ると、「地域対応型」

PBに関する研究はまだ少ないが、小売業者の商品開発にお

いて、「地域性」を重視する必要性があるといった主張が

ある。 

 従来のチェーンストア理論によると、フォーマットや業

務手順等の標準化を実現し、画一な店舗づくりで運営効率

を高めることが中心的な課題とされてきた。高齢化が進ん

でいる地域にて当地の味が重要視されることから商品の

味覚を地域に合わせることが不可欠である。地域や立地条

件に合った品揃えや店舗運営をするのも必要である（矢作 

2015）。小林(2015)は地域に根付いている店舗経営者と連

携し、地域の嗜好に応じた商品を品揃えすることが売上を

確保するためには不可欠であると指摘した。 

 「地域対応型」PBは従来の PBとの違いについて明らか

にするため、下記の図1を作成した。 

 [図１ 「地域対応型」PBの位置づけ] 

 

 

 

 

 

 

（出所）筆者作成 

 図１のように、大手メーカーが開発し、全国的に展開

されている NB 商品に対して大手小売業者が開発した PB

商品が挙げられる。地域的に展開されている、地域限定

の NBもある。例えば、アサヒビールの関西仕立ての商品

や、日清食品のカップ麺の北海道限定メニューもよく見

られている。それに対して、地域限定で展開されている

PB商品のことを「地域対応型」PBと位置付けている。 

 このPBの新しい展開である「地域対応型」PBの開発面

についての議論がまだ不十分であると考えて、本研究で

は、この「地域対応型」PBに注目して考察していく。 

 

２．研究目的 

 「地域対応型」PBの商品開発面に注目し、「地域性」と

いう付加価値を創出する主たる要因を特定し、要因間の関

係について明らかにする 
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 現段階では、図 2のとおり、「地域性」を創出する要因

はこの9つがあると想定している。 
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【研究方法・研究内容】 

 本研究はセブンイレブンを対象として考察していく。

以下の四段階に分けて進めていく。 

第１段階 PB開発に関する文献研究 

第２段階 「地域対応型」PBに関する情報収集 

第３段階 テキストマイニング、クラスター分析等

の手法から情報分析・統合 

第４段階 考察 

 まずは第１段階の文献研究の結果について以下の３点

に整理した。 

1. PBの発展段階からみた「地域対応型」PBの位置づけ 

[表 2 PBの発展段階] 

比較項目 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 
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ック 

準ブラン

ド 

PB 拡張され
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（出所）Laaksonen and Reynolds (1994) p.38より一部 

 表２のとおり、PBの発展段階はノーブランド戦略、低

価格戦略、模倣戦略、付加価値戦略という四段階に分け

られ、開発の目的がマージン増加の他に、差別化による

顧客基盤の拡大に移り、品質水準が低品質から、主要な

ブランドと同等、さらに革新的でユニークな付加価値へ

の進展がみられる。 

 矢作（2015）は日本における PBパラダイムの転換につ

いて表3のように整理した。 

 表3 日本におけるPBパラダイムの転換（矢作 2015） 

 低価格PB 高品質PB 

基本特性 価格訴求型 品質重視型 

開発目的 価格競争力強化 ストアロイヤルテ

ィの向上 

競争上の差異 価格 価値 

開発主体 スーパー スーパー、コンビニ 

製造委託企業 主に下位メーカー 上位メーカー含む 

 表3にように、日本のPB開発が「価格訴求」から「価

値訴求」へ移り、開発目的も価格競争力の強化からスト

アロイヤルティの向上へと転換してきている。 

 その結果は、PB商品の階層化が進んできている。下記

の表 4 のとおり、低価格ライン、基本ラインと高品質ラ

インの 3 層のほかに、健康志向や環境志向、オーガニッ

クといった特定のニーズに応じた「α」型PBがあり、「3

層＋α」といったPBの階層化が進んでいると指摘されて

いる（矢作 2013）。 

 PBの発展段階に関する既存研究から明らかになったの

は、「地域対応型」PBは「価値訴求型」PBの新しい展開

であると位置づけできる。 

２．PB商品に対する消費者の購買動機について 

 消費者は低価格だけではなく、「価値訴求」のPB商品

も求めていることである。 

 PBのターゲティングを精緻化・細分化し、異なる顧客

層に対応できるPBの階層を作りあげていくことが今後の

課題である（重冨 2009）。宮下（2011）は消費者ニーズ

に関する科学的手法による分析、把握を前提とする商品

開発を強化することが不可欠で、特にNB商品にはない価

値としての地域性や季節性等を重視した商品価値によっ

て需要を喚起することがカギを握ると指摘し、本研究が

取り扱う「地域性」を訴求する「地域対応型」PBと似通

う視点を提示した。 

  3. PB商品の開発動機について 

 PBを多く利用する消費者は特定小売業者のPBより、PB

の価格優位性にロイヤルティを示す傾向があるとした研

究もある（Ailawadi et al., 2008; Ngob, 2010）。PBの

利用とストア・ロイヤルティの正の相関関係を強く示す

消費者行動の特性には、「価格志向」が強いことである

と実証した研究もある（Koschate-Fischer et al., 2014

）。 

 陶山ら（2008）によれば、PBロイヤルティ構造の日英

米3ヶ国の比較を行った結果、3ヶ国に共通していたのは、

PB価値優位性に対して価格要因の影響力が低く、環境・

健康といった付加価値要因がPBロイヤルティの形成に強

く寄与していることが明らかになった。低価格商品の供

給、品質の差別化、多ブランド化による顧客誘引によっ

て売上を増加させようとした結果として、ストア・ロイ

ヤルティの向上につながることが指摘されている（中村 

2009）。 

 PBの導入によりストア・ロイヤルティを向上させるに

は、低価格PBによる「価格志向」が強い消費者を吸引し

ながら、環境・健康などの付加価値を訴求することが有
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効な要因であり、本研究では、この付加価値を訴求する

「地域対応型」PB開発について議論を深めたい。 

 

【研究・調査･分析結果】 

１．情報収集について 

 本研究はセブンイレブンのHPに公開されているニュー

スリリースの記事のから、2006年から2016年までの「地

域対応型」PB開発にかかわるのを収集した。各都道府県

向けと地域向けを合わせて、621の記事の中で掲載した商

品を1572品目に関する情報を収集し、整理した。 

 テキストの情報であるので、テキストマイニングの手

法を用いて、形態素を解析し、データベースを作成した。 

２．分析について 

 データベースから「地域対応型」PB開発において「地

域性」という付加価値を創出する要因を特定するために、

各要因と要素が出現する頻度について分析した。 

 現段階では、北海道（商品数：246）と長野県（商品数：

110）のデータに基づいて分析された結果を以下のように

まとめた。 

①カテゴリーについて 

北海道 （246） 長野県 (110) 

カテゴリー 出現頻度 カテゴリー 出現頻度 

おにぎり 58 弁当 24 

デザート 48 サラダ 17 

弁当 44 おにぎり 15 

パン 25 デザート 10 

惣菜 18 調理麺 10 

 多い順で上位 5 位のカテゴリーでは、北海道はおにぎ

りが一番多く、上位3位の占める割合が60%強であり、長

野県のは50%強である。長野県はサラダの開発が割と多い

ことが特徴である。  

②地域特産品の使用 

 出現頻度 割合 

北海道(246) 171 69.5% 

長野県(110) 75 68.1% 

 地域特産品の使用は当地の農畜産物が中心で、地産地

消をテーマとして、「地域対応型」PBの開発においてよ

く見られる取り組みである。 

③提携者 

 当地の自治体、JA、地元のメーカー、学校と情報誌等

と連携して、商品を共同開発することについて集計した

結果は下記の表のとおりである。 

 提携者がいる商品数 割合 

北海道(246) 126 51.2% 

長野県(110) 28 25.5% 

 提携者と組んで商品開発するケースは北海道のほうが

圧倒的に多く、北海道情報誌「じゃらん北海道」との連

携が原因である。 

④広告戦略について 

 「地域性」といった商品価値をいかに消費者に情報発

信するのかについて分析する。店内のポスターの掲載や、

地域特産品を使って商品をネーミングしたり、地元の食

材等をアピールするワインポイントシールを商品パッケ

ージに貼り付けしたりしているケースもみられる。 

 広告あり 割合 

北海道(246) 76 30.1% 

長野県(110) 26 23.6% 

⑤商品開発コンセプトについて 

北海道 （246） 長野県 (110) 

キーワード 出現頻度 キーワード 出現頻度 

人気 41 旬 28 

馴染み 23 監修 11 

当地メニュ 10 人気 11 

監修 9 馴染み 8 

郷土料理 6 郷土料理 5 

食育 3 当地メニュ 5 

旬 1 伝統 3 

伝統 1 食育 2 

 北海道では、人気の商品、メニュー、食材を活用して商

品開発するケースが圧倒的に多い。それに対して、長野

県では、旬の食材をコンセプトとして商品を開発するケ

ースが一番多い。 

 ⑥話題性について 

 商品発売のインパクトを強め、地域への密着性を強化

するため、地域のイベント、プロジェクトと連動したり、 

「初」の取り組み、包括協定記念、フェアの開催等とい

った要素が挙げられる。   

北海道 （246） 長野県 (110) 

キーワード 出現頻度 キーワード 出現頻度 

フェア 153 協定記念 25 

キャンペーン 114 認定・公認 20 

初 39 キャンペーン 16 

イベント記

念・応援 

39 初 12 

協定記念 38 イベント記念 4 

好評 36 好評 4 

認定・公認 21 プロジェクト 3 

出店記念 8   

 北海道の場合は、フェアの開催が圧倒的に多く、「オ

ホーツクフェア」、「富良野フェア」、「留萌フェア」、

「十勝フェア」等のフェアを各地の自治体と連携して道

内全店で実施している。そのうち好評を受けたフェアは

リピートで開催される場合も結構ある。長野県の特徴は、

自治体が推進したプロジェクトとの連動である。長野県

が健康づくりの県民運動として取り組む「信州 ACE(エー

ス)プロジェクト」が代表的である。  

⑦地域貢献に関する方針について 

 地域貢献に関する方針と「地域対応型」PB開発との関

連性についてキーワードから分析してみた。 

北海道 （246） 長野県 (110) 

キーワード 頻度・割合 キーワード 頻度 

地産地消 167 地元の愛顧 42 

地域密着 77 地産地消 36 

地域活性化 64 安心・安全 33 

優良な食材 59 地域活性化 25 

地域の嗜好 56 当地メニュー 22 

安心・安全 37 地域の嗜好 19 

食文化 30 優良な食材 19 

地元の愛顧 19 観光 13 

観光 19 上質商品 9 

当地メニュー 17 食文化 2 

上質商品 15 地域密着 0 

 北海道の 246 品目の中、地産地消というテーマに合わ

せられたのは、167で、67.9%を占めている。続いて地域

密着と地域活性化も頻出している。長野県は地域住民の

愛顧を獲得することが重要視されている。安心・安全と

いうキーワードの出現確率も長野県は北海道の倍である。 

  

【考察・今後の展開】 

 現段階の分析で得られた知見としては以下の 4 点が挙

げられる。 

①「地域対応型」PBの開発において、影響度が一番大き

い要因は地域特産品の使用である。 

②商品開発コンセプト面では、地域において既に顧客基

盤がある人気商品や既存メニューの活用が多く見られる。

膨大な販売データから顧客ニーズの科学的分析も活用さ

れていると考えられている。 

③地域貢献への方針からみた「地域対応型」PB開発方向

性としては、地産地消と地域活性化が重要なテーマであ

り、安心・安全や優良な食材を使用した「価値訴求」も

図られ、地域の嗜好に合わせ、地元住民の愛顧を獲得し

ようとしている。 

④各要因の影響度や特徴が地域によって異なることが明

らかである。 

 今後は、他の地域のデータと合わせて、クラスター分

析により各要因間の関係について分析し、「地域対応型」

PB開発の構造を明確にしていく。 

【引用・参考文献】 
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効な要因であり、本研究では、この付加価値を訴求する

「地域対応型」PB開発について議論を深めたい。 

 

【研究・調査･分析結果】 

１．情報収集について 

 本研究はセブンイレブンのHPに公開されているニュー

スリリースの記事のから、2006年から2016年までの「地

域対応型」PB開発にかかわるのを収集した。各都道府県

向けと地域向けを合わせて、621の記事の中で掲載した商

品を1572品目に関する情報を収集し、整理した。 

 テキストの情報であるので、テキストマイニングの手

法を用いて、形態素を解析し、データベースを作成した。 

２．分析について 

 データベースから「地域対応型」PB開発において「地

域性」という付加価値を創出する要因を特定するために、

各要因と要素が出現する頻度について分析した。 

 現段階では、北海道（商品数：246）と長野県（商品数：

110）のデータに基づいて分析された結果を以下のように

まとめた。 

①カテゴリーについて 

北海道 （246） 長野県 (110) 

カテゴリー 出現頻度 カテゴリー 出現頻度 

おにぎり 58 弁当 24 

デザート 48 サラダ 17 

弁当 44 おにぎり 15 

パン 25 デザート 10 

惣菜 18 調理麺 10 

 多い順で上位 5 位のカテゴリーでは、北海道はおにぎ

りが一番多く、上位3位の占める割合が60%強であり、長

野県のは50%強である。長野県はサラダの開発が割と多い

ことが特徴である。  

②地域特産品の使用 

 出現頻度 割合 

北海道(246) 171 69.5% 

長野県(110) 75 68.1% 

 地域特産品の使用は当地の農畜産物が中心で、地産地

消をテーマとして、「地域対応型」PBの開発においてよ

く見られる取り組みである。 

③提携者 

 当地の自治体、JA、地元のメーカー、学校と情報誌等

と連携して、商品を共同開発することについて集計した

結果は下記の表のとおりである。 

 提携者がいる商品数 割合 

北海道(246) 126 51.2% 

長野県(110) 28 25.5% 

 提携者と組んで商品開発するケースは北海道のほうが

圧倒的に多く、北海道情報誌「じゃらん北海道」との連

携が原因である。 

④広告戦略について 

 「地域性」といった商品価値をいかに消費者に情報発

信するのかについて分析する。店内のポスターの掲載や、

地域特産品を使って商品をネーミングしたり、地元の食

材等をアピールするワインポイントシールを商品パッケ

ージに貼り付けしたりしているケースもみられる。 

 広告あり 割合 

北海道(246) 76 30.1% 

長野県(110) 26 23.6% 

⑤商品開発コンセプトについて 

北海道 （246） 長野県 (110) 

キーワード 出現頻度 キーワード 出現頻度 

人気 41 旬 28 

馴染み 23 監修 11 

当地メニュ 10 人気 11 

監修 9 馴染み 8 

郷土料理 6 郷土料理 5 

食育 3 当地メニュ 5 

旬 1 伝統 3 

伝統 1 食育 2 

 北海道では、人気の商品、メニュー、食材を活用して商

品開発するケースが圧倒的に多い。それに対して、長野

県では、旬の食材をコンセプトとして商品を開発するケ

ースが一番多い。 

 ⑥話題性について 

 商品発売のインパクトを強め、地域への密着性を強化

するため、地域のイベント、プロジェクトと連動したり、 

「初」の取り組み、包括協定記念、フェアの開催等とい

った要素が挙げられる。   

北海道 （246） 長野県 (110) 

キーワード 出現頻度 キーワード 出現頻度 

フェア 153 協定記念 25 

キャンペーン 114 認定・公認 20 

初 39 キャンペーン 16 

イベント記

念・応援 

39 初 12 

協定記念 38 イベント記念 4 

好評 36 好評 4 

認定・公認 21 プロジェクト 3 

出店記念 8   

 北海道の場合は、フェアの開催が圧倒的に多く、「オ

ホーツクフェア」、「富良野フェア」、「留萌フェア」、

「十勝フェア」等のフェアを各地の自治体と連携して道

内全店で実施している。そのうち好評を受けたフェアは

リピートで開催される場合も結構ある。長野県の特徴は、

自治体が推進したプロジェクトとの連動である。長野県

が健康づくりの県民運動として取り組む「信州 ACE(エー

ス)プロジェクト」が代表的である。  

⑦地域貢献に関する方針について 

 地域貢献に関する方針と「地域対応型」PB開発との関

連性についてキーワードから分析してみた。 

北海道 （246） 長野県 (110) 

キーワード 頻度・割合 キーワード 頻度 

地産地消 167 地元の愛顧 42 

地域密着 77 地産地消 36 

地域活性化 64 安心・安全 33 

優良な食材 59 地域活性化 25 

地域の嗜好 56 当地メニュー 22 

安心・安全 37 地域の嗜好 19 

食文化 30 優良な食材 19 

地元の愛顧 19 観光 13 

観光 19 上質商品 9 

当地メニュー 17 食文化 2 

上質商品 15 地域密着 0 

 北海道の 246 品目の中、地産地消というテーマに合わ

せられたのは、167で、67.9%を占めている。続いて地域

密着と地域活性化も頻出している。長野県は地域住民の

愛顧を獲得することが重要視されている。安心・安全と

いうキーワードの出現確率も長野県は北海道の倍である。 

  

【考察・今後の展開】 

 現段階の分析で得られた知見としては以下の 4 点が挙

げられる。 

①「地域対応型」PBの開発において、影響度が一番大き

い要因は地域特産品の使用である。 

②商品開発コンセプト面では、地域において既に顧客基

盤がある人気商品や既存メニューの活用が多く見られる。

膨大な販売データから顧客ニーズの科学的分析も活用さ

れていると考えられている。 

③地域貢献への方針からみた「地域対応型」PB開発方向

性としては、地産地消と地域活性化が重要なテーマであ

り、安心・安全や優良な食材を使用した「価値訴求」も

図られ、地域の嗜好に合わせ、地元住民の愛顧を獲得し

ようとしている。 

④各要因の影響度や特徴が地域によって異なることが明

らかである。 

 今後は、他の地域のデータと合わせて、クラスター分

析により各要因間の関係について分析し、「地域対応型」

PB開発の構造を明確にしていく。 
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 シティプロモーションの戦略立案プロセスに関する研究 －広島県廿日市市を事例としてー 

中村忠司（大阪観光大学） 

Keyword： 地方創生、シティプロモーション、戦略立案プロセス 

 

【はじめに】 
東京は全てを飲み込んできた都市である。「東京一極集

中」は1960年代からの高度成長期、1980年代のバブル期、

2000 年代からの地方疲弊期を大きな山として地方圏から

都市圏への人口移動によって生まれたが、2010年以降再び

東京への人口移動は再加速している。一方都市圏から地方

圏への人口移動は、2007年から漸次定年退職を迎える「団

塊の世代」の農村回帰が見込まれていたが、大きな動きに

はならなかった。 

2015 年 9月 13 日に東京フォーラムで開催された「ふる

さと回帰フェア」に参加した際、来場者は男性の 20～40

歳代、女性の30～40歳代が圧倒的に多く、また相談員も移

住した地域おこし協力隊の 30 代男女が多くのブースにい

た。あきらかに地方圏への移住が大きな流れとなっている

ことを実感した。 

地方創生1の政策立案において、政府として初めて人口に

関する目標数値を設定し、50年後に1億人の人口維持を目

指す方針を明示した。「我が国における急速な少子高齢化の

進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかける」こと

と、「東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地

域で住みよい環境を確保する」ことを掲げている。 

多くの自治体では、地方創生の宿題2である「地方人口ビ

ジョン」と「地方版総合戦略」を策定し取組みを開始して

いる。人口減少を回避するための移住定住促進の実施部隊

としては従来あった、または新設されたシティセールスや

シティプロモーション3の課や室が担当する場合が多い。移

住定住促進の施策自体は各自治体の置かれている環境によ

って大きく差があり、ある自治体の成功事例が他の自治体

                                                  
12014年9月3日閣議決定された第2次安部内閣基本方針によ

ると、地方の創生とは若者が、将来に夢や希望を持つことがで

きる、魅力あふれる「まちづくり、ひとづくり、しごとづくり」

を進めることにより、元気で豊かな地方の創生に全力を挙げる。

そのため、家族や地域の「絆」の再生に取り組むとともに、人

口減少や過疎化といった地方が抱える構造的な課題にも、真正

面から取り組み、その克服を目指すとしている。 
22014年12月27日に閣議決定した「長期ビジョン」及び「総

合戦略」を勘案し、都道府県及び市町村は、2015年度中に「地

方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」を策定する必要があ

るとしている。 
3「地域を持続的に発展させるために、地域の魅力を地域内外に

効果的に訴求し、それにより人材、物財、資金、情報などの資

源を地域内部で活用可能としていくこと」（河合, 2009） 

にとっても有効とは必ずしも言えない。しかしながら、そ

の戦略策定に至るプロセスはどの自治体にとっても参考に

なる事例であるため、本研究では地方創生の大きなテーマ

である人口減少を抑制するために、移住定住促進を主な目

的としている地方自治体のシティプロモーション戦略策定

のプロセスとそのプロセスの中で関係する職員の思考がど

のように変わったかに焦点を当て分析していくこととした。 

 

【研究対象としての廿日市市】 

 事例研究の対象としては、広島県廿日市市を選んだ。

廿日市市は広島県の南西部に位置する人口 117,105 人

（2016年7月現在）の市で、政令指定都市である広島市

に隣接している。広島駅まで電車で30分の都市通勤圏で

ある沿岸部とスキー場のある広大な中山間地を持つ、ま

さに日本の縮図のような市である。廿日市市では、2015

年 4 月にシティプロモーション室が開設され、積極的に

移住定住を目的とした事業が展開されている。筆者は、

2015年7月から2016年3月にかけて実施されたシティプ

ロモーションに関する調査事業に関わっていた。 

 廿日市市の人口減少の状況は、国勢調査における1975

年から2010 年までの推移をみると、人口は2005 年まで

増加し最も多い 115,530 人となったが、2010 年には

114,038 人と 2005 年に対し1.3％減少している。一方世

帯数は一貫して増加しており、その結果１世帯当たり人

数は1975年の3.46人から2010年には2.55人へと減少

し、核家族化が進行していることがわかる。年齢別では、

1975年から1985年までは15歳未満人口が23％台で推移

していたが、2010年には13.3％となっている。15歳以上

65歳未満人口は、1975年の67.1％から2010年には63.3％

へ3.8％減少している。65歳以上人口は1975年には9.7％

であったが、2010年には23.5％へと増加し、2000年以降

は少子高齢化が全国平均4とほぼ同様に進行している状態

である。 

 市内は地域別（図表１)に、廿日市エリア・大野エリア・

佐伯エリア・吉和エリア・宮島エリアの 5 つに分かれて

いる。廿日市エリアは、広島市に隣接し通勤・通学に便

                                                  
42010年国勢調査によると、全国平均では15歳未満人口が

13.2％、15～64歳人口が63.8％、65歳以上人口が23.0％の構

成になっている。1世帯当たり人員は2.46人となる。 

利な地域で、ショッピング施設や医療機関などが多いこ

とから市の人口の65.5％を占める中心エリアとなってい

る。大野エリアは、世界遺産を擁する宮島の対岸に位置

し、目の前の大野瀬戸は絶好の漁場になっている。交通

の便も良く人口は23.9％を占める。佐伯エリアは、自然

が豊かで田畑や森林が多く、小瀬川沿いにはおしゃれな

喫茶店も多い。吉和エリアは、島根県との県境に面し標

高が高いため冬はスキーを満喫できる中山間地である。

宮島エリアは、日本三景のひとつ「安芸の宮島」として

全国的に知られ、世界文化遺産に登録されている嚴島神

社や弥山のある地域である。 

 

図表１  廿日市市の地域別人口構成（2015 年10 月） 

地域 世帯数（世帯） 人口(人） 人口構成比 

廿日市市全体 46,008 114,937 100.0% 

廿日市地域 30,173 75,272 65.5% 

大野地域 10,759 27,476 23.9% 

佐伯地域 3,893 9,898 8.6% 

吉和地域 307 617 0.5% 

宮島地域 876 1,674 1.5% 

（出所）2015. 総務省平成27年国勢調査速報値より筆者作成。 

 

【調査方法】 

 調査方法は、2015 年度の廿日市市のシティプロモーシ

ョン事業に関する資料の分析と、廿日市市シティプロモ

ーション室へのヒアリング調査を中心とした。主な資料

は以下の6つである。 

資料１．シティプロモーション現状調査報告書 

資料２．廿日市市民の定量調査5 

資料３．廿日市市民以外の定量調査6 

資料４．廿日市市民や広島市民、首都圏住民の定性調査 

資料５．関係者及び廿日市市内企業の定性調査 

資料６．シティプロモーションニュースVol1、Vol2 

 この他に、シティプロモーション事業としてはJOIN主

催の移住促進イベント7への出展（仕事・住環境・子育て、

                                                  
5 廿日市市市民321人を対象にしたインターネット調査を2015
年8月10日～8月16日に実施した。 
6 首都圏、関西圏、広島県（廿日市市除く）、近隣県（山口県・

岡山県・島根県・愛媛県・香川県）の居住者20～69歳の男女

2500人（移住意向のない人を除く）を対象にしたインターネッ

ト調査を2015年11月10日～11月12日に実施した。 
7 一般社団法人 移住・交流推進機構主催のJOIN移住・交流＆

地域おこしフェアへ市として出展した。2016年1月17日に東

京ビッグサイトで開催。464団体が参加し入場者数は8372人で

あった。 

モニターツアーへの関心を確認）、雑誌『TURNS』主催の

移住希望者のワークショップ8（仕事・起業・地域とのか

かわり方についての意見を確認）、市主催の廿日市市内モ

ニターツアー9などを行っている。 

 次に、ヒアリング調査は2016年8月1日に以下の形で

実施した。 

・対象者：廿日市市分権政策部シティプロモーション室 

室長 棚田久美子氏、企画員 臼井啓祐氏 

・質問内容： 

①2015 年度の活動に対しての戦略策定のプロセスとマー

ケティング手法の活用について 

②2016年度以降の活動内容と職員の思考の変化について 

③シティプロモーション室の組織内の位置付けについて 

 

【資料から見た戦略策定のためのプロセス】 

 廿日市市では第6次総合計画10に移住定住施策を盛り込

むとともに、2015年4月にシティプロモーション室を分

権政策部内に設置している。市の総合計画の中でシティ

プロモーションを「定住人口の増加等を目的として、地

域のイメージを高め、知名度を向上させる活動。」と解説

しているように、目的は市への移住定住の促進である。 

 移住定住促進では、「誰に（ターゲット）」、「何を（市

のどのような魅力）」を訴求するかを決定することが重要

になる。その上で「どのように（表現・媒体・時期・予

算）」を決めていかないと、極めて戦略が曖昧になるケー

スが多い。特に「誰に」では多くの自治体が単に「子育

て世代11」としてしまうことが多いが、漠然としており、

戦略にブレが生じる原因にもなる。 

 「誰に」を決めるプロセスとして、廿日市市では広島

市をはじめとした近隣市町と首都圏からの移住をターゲ

ットにしているが、関係者がよりイメージを共有できる

ように、最も重要で象徴的なターゲットモデルをペルソ

                                                  
8 TURNSカフェ廿日市を2016年1月24日に銀座ファーマー

ズラボで実施した。 
9廿日市市暮しの環境モニターツアーを2016年3月6日に廿日

市・大野エリアで実施した。保育所や小中一貫の大野学園、図

書館などの文化ゾーン、団地を視察した。住宅事情や子育て環

境、教育の状況、駅・団地間など立地の良さや価格を市職員や

広島県宅地建物取引業協会の方が説明を行った。 
10 平成28年度～平成37年度の10年間を計画期間としている。 
11 国土交通省の定義では、「世帯主が25～44歳の核家族世帯で、

子どもを含む世帯をいう。」としている。国民生活白書の定義で

は、「これから結婚をしようとする若年から、大学生の子供のい

る親までで構成される世代。なお、統計上の制約等から、子育

て世代を年齢層として捉えなければならない場合、便宜的に20
～49歳とする。」としている。 
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 シティプロモーションの戦略立案プロセスに関する研究 －広島県廿日市市を事例としてー 

中村忠司（大阪観光大学） 

Keyword： 地方創生、シティプロモーション、戦略立案プロセス 

 

【はじめに】 
東京は全てを飲み込んできた都市である。「東京一極集

中」は1960年代からの高度成長期、1980年代のバブル期、

2000 年代からの地方疲弊期を大きな山として地方圏から

都市圏への人口移動によって生まれたが、2010年以降再び

東京への人口移動は再加速している。一方都市圏から地方

圏への人口移動は、2007年から漸次定年退職を迎える「団

塊の世代」の農村回帰が見込まれていたが、大きな動きに

はならなかった。 

2015 年 9月 13 日に東京フォーラムで開催された「ふる

さと回帰フェア」に参加した際、来場者は男性の 20～40

歳代、女性の30～40歳代が圧倒的に多く、また相談員も移

住した地域おこし協力隊の 30 代男女が多くのブースにい

た。あきらかに地方圏への移住が大きな流れとなっている

ことを実感した。 

地方創生1の政策立案において、政府として初めて人口に

関する目標数値を設定し、50年後に1億人の人口維持を目

指す方針を明示した。「我が国における急速な少子高齢化の

進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかける」こと

と、「東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地

域で住みよい環境を確保する」ことを掲げている。 

多くの自治体では、地方創生の宿題2である「地方人口ビ

ジョン」と「地方版総合戦略」を策定し取組みを開始して

いる。人口減少を回避するための移住定住促進の実施部隊

としては従来あった、または新設されたシティセールスや

シティプロモーション3の課や室が担当する場合が多い。移

住定住促進の施策自体は各自治体の置かれている環境によ

って大きく差があり、ある自治体の成功事例が他の自治体

                                                  
12014年9月3日閣議決定された第2次安部内閣基本方針によ

ると、地方の創生とは若者が、将来に夢や希望を持つことがで

きる、魅力あふれる「まちづくり、ひとづくり、しごとづくり」

を進めることにより、元気で豊かな地方の創生に全力を挙げる。

そのため、家族や地域の「絆」の再生に取り組むとともに、人

口減少や過疎化といった地方が抱える構造的な課題にも、真正

面から取り組み、その克服を目指すとしている。 
22014年12月27日に閣議決定した「長期ビジョン」及び「総

合戦略」を勘案し、都道府県及び市町村は、2015年度中に「地

方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」を策定する必要があ

るとしている。 
3「地域を持続的に発展させるために、地域の魅力を地域内外に

効果的に訴求し、それにより人材、物財、資金、情報などの資

源を地域内部で活用可能としていくこと」（河合, 2009） 

にとっても有効とは必ずしも言えない。しかしながら、そ

の戦略策定に至るプロセスはどの自治体にとっても参考に

なる事例であるため、本研究では地方創生の大きなテーマ

である人口減少を抑制するために、移住定住促進を主な目

的としている地方自治体のシティプロモーション戦略策定

のプロセスとそのプロセスの中で関係する職員の思考がど

のように変わったかに焦点を当て分析していくこととした。 

 

【研究対象としての廿日市市】 

 事例研究の対象としては、広島県廿日市市を選んだ。

廿日市市は広島県の南西部に位置する人口 117,105 人

（2016年7月現在）の市で、政令指定都市である広島市

に隣接している。広島駅まで電車で30分の都市通勤圏で

ある沿岸部とスキー場のある広大な中山間地を持つ、ま

さに日本の縮図のような市である。廿日市市では、2015

年 4 月にシティプロモーション室が開設され、積極的に

移住定住を目的とした事業が展開されている。筆者は、

2015年7月から2016年3月にかけて実施されたシティプ

ロモーションに関する調査事業に関わっていた。 

 廿日市市の人口減少の状況は、国勢調査における1975

年から2010 年までの推移をみると、人口は2005 年まで

増加し最も多い 115,530 人となったが、2010 年には

114,038 人と 2005 年に対し1.3％減少している。一方世

帯数は一貫して増加しており、その結果１世帯当たり人

数は1975年の3.46人から2010年には2.55人へと減少

し、核家族化が進行していることがわかる。年齢別では、

1975年から1985年までは15歳未満人口が23％台で推移

していたが、2010年には13.3％となっている。15歳以上

65歳未満人口は、1975年の67.1％から2010年には63.3％

へ3.8％減少している。65歳以上人口は1975年には9.7％

であったが、2010年には23.5％へと増加し、2000年以降

は少子高齢化が全国平均4とほぼ同様に進行している状態

である。 

 市内は地域別（図表１)に、廿日市エリア・大野エリア・

佐伯エリア・吉和エリア・宮島エリアの 5 つに分かれて

いる。廿日市エリアは、広島市に隣接し通勤・通学に便

                                                  
42010年国勢調査によると、全国平均では15歳未満人口が

13.2％、15～64歳人口が63.8％、65歳以上人口が23.0％の構

成になっている。1世帯当たり人員は2.46人となる。 

利な地域で、ショッピング施設や医療機関などが多いこ

とから市の人口の65.5％を占める中心エリアとなってい

る。大野エリアは、世界遺産を擁する宮島の対岸に位置

し、目の前の大野瀬戸は絶好の漁場になっている。交通

の便も良く人口は23.9％を占める。佐伯エリアは、自然

が豊かで田畑や森林が多く、小瀬川沿いにはおしゃれな

喫茶店も多い。吉和エリアは、島根県との県境に面し標

高が高いため冬はスキーを満喫できる中山間地である。

宮島エリアは、日本三景のひとつ「安芸の宮島」として

全国的に知られ、世界文化遺産に登録されている嚴島神

社や弥山のある地域である。 

 

図表１  廿日市市の地域別人口構成（2015 年10 月） 

地域 世帯数（世帯） 人口(人） 人口構成比 

廿日市市全体 46,008 114,937 100.0% 

廿日市地域 30,173 75,272 65.5% 

大野地域 10,759 27,476 23.9% 

佐伯地域 3,893 9,898 8.6% 

吉和地域 307 617 0.5% 

宮島地域 876 1,674 1.5% 

（出所）2015. 総務省平成27年国勢調査速報値より筆者作成。 

 

【調査方法】 

 調査方法は、2015 年度の廿日市市のシティプロモーシ

ョン事業に関する資料の分析と、廿日市市シティプロモ

ーション室へのヒアリング調査を中心とした。主な資料

は以下の6つである。 

資料１．シティプロモーション現状調査報告書 

資料２．廿日市市民の定量調査5 

資料３．廿日市市民以外の定量調査6 

資料４．廿日市市民や広島市民、首都圏住民の定性調査 

資料５．関係者及び廿日市市内企業の定性調査 

資料６．シティプロモーションニュースVol1、Vol2 

 この他に、シティプロモーション事業としてはJOIN主

催の移住促進イベント7への出展（仕事・住環境・子育て、

                                                  
5 廿日市市市民321人を対象にしたインターネット調査を2015
年8月10日～8月16日に実施した。 
6 首都圏、関西圏、広島県（廿日市市除く）、近隣県（山口県・

岡山県・島根県・愛媛県・香川県）の居住者20～69歳の男女

2500人（移住意向のない人を除く）を対象にしたインターネッ

ト調査を2015年11月10日～11月12日に実施した。 
7 一般社団法人 移住・交流推進機構主催のJOIN移住・交流＆

地域おこしフェアへ市として出展した。2016年1月17日に東

京ビッグサイトで開催。464団体が参加し入場者数は8372人で

あった。 

モニターツアーへの関心を確認）、雑誌『TURNS』主催の

移住希望者のワークショップ8（仕事・起業・地域とのか

かわり方についての意見を確認）、市主催の廿日市市内モ

ニターツアー9などを行っている。 

 次に、ヒアリング調査は2016年8月1日に以下の形で

実施した。 

・対象者：廿日市市分権政策部シティプロモーション室 

室長 棚田久美子氏、企画員 臼井啓祐氏 

・質問内容： 

①2015 年度の活動に対しての戦略策定のプロセスとマー

ケティング手法の活用について 

②2016年度以降の活動内容と職員の思考の変化について 

③シティプロモーション室の組織内の位置付けについて 

 

【資料から見た戦略策定のためのプロセス】 

 廿日市市では第6次総合計画10に移住定住施策を盛り込

むとともに、2015年4月にシティプロモーション室を分

権政策部内に設置している。市の総合計画の中でシティ

プロモーションを「定住人口の増加等を目的として、地

域のイメージを高め、知名度を向上させる活動。」と解説

しているように、目的は市への移住定住の促進である。 

 移住定住促進では、「誰に（ターゲット）」、「何を（市

のどのような魅力）」を訴求するかを決定することが重要

になる。その上で「どのように（表現・媒体・時期・予

算）」を決めていかないと、極めて戦略が曖昧になるケー

スが多い。特に「誰に」では多くの自治体が単に「子育

て世代11」としてしまうことが多いが、漠然としており、

戦略にブレが生じる原因にもなる。 

 「誰に」を決めるプロセスとして、廿日市市では広島

市をはじめとした近隣市町と首都圏からの移住をターゲ

ットにしているが、関係者がよりイメージを共有できる

ように、最も重要で象徴的なターゲットモデルをペルソ

                                                  
8 TURNSカフェ廿日市を2016年1月24日に銀座ファーマー

ズラボで実施した。 
9廿日市市暮しの環境モニターツアーを2016年3月6日に廿日

市・大野エリアで実施した。保育所や小中一貫の大野学園、図

書館などの文化ゾーン、団地を視察した。住宅事情や子育て環

境、教育の状況、駅・団地間など立地の良さや価格を市職員や

広島県宅地建物取引業協会の方が説明を行った。 
10 平成28年度～平成37年度の10年間を計画期間としている。 
11 国土交通省の定義では、「世帯主が25～44歳の核家族世帯で、

子どもを含む世帯をいう。」としている。国民生活白書の定義で

は、「これから結婚をしようとする若年から、大学生の子供のい

る親までで構成される世代。なお、統計上の制約等から、子育

て世代を年齢層として捉えなければならない場合、便宜的に20
～49歳とする。」としている。 
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ナマーケティング12の手法を使って開発している。主に用

いているデータは、資料 3 で現在の居住地外に僅かでも

移住意向が認められる回答者の定量調査と資料４の広島

市在住の小学生以下の子供のいる男女および首都圏在住

の男女のグループインタビューによって得られた属性・

ライフスタイル・考え方である。その結果に基づいて近

隣在住の子育て世代と首都圏の既婚者のペルソナを開発

している。 

 次に「何を」を決めるプロセスであるが、訴求すべき

市の魅力を探るために資料１の中で、一定の分析視角を

設定して、廿日市市と他の広島県22市町との比較を行い、

廿日市市の特徴の抽出を図っている。使用データは、総

務省統計局や各省庁の統計データなど、府省が公表して

いる全国の市町村別統計データを活用して行っている。

廿日市市シティプロモーションでは、特に「産業・雇用・

起業」「住居・生活環境」「地域活性・観光」などの視点

を重視していることから、これらの調査を行うため62項

目を選び、それぞれを「人口構造」「雇用・労働力」「産

業・起業」「住環境（生活利便性）」「住環境（ゆとり・安

全）」「結婚・出産・子育て」「地域活性」の 7 領域13に設

                                                  
12企業が提供する製品やサービスにとって最も重要で象徴的な

顧客モデル。本当に重視しなければならない顧客（ユーザー）

を明確にでき、担当分野の異なる関係者間でも「認識のずれ」

を防いで、共通の具体的な顧客をイメージしやすくなる。メッ

セージにブレがなくなる。コアターゲットを関係者で共有でき

る。 
13各領域で設定している項目は以下の通りである。 
A.人口構造10項目：①15歳未満人口割合、②15-64歳人口割合、

③65歳以上人口割合、④15歳未満人口増減率、⑤15-64歳人口

増減率、⑥65歳以上人口増減率、⑦平均年齢、⑧可住地人口密

度、⑨有配偶率(男女総数)、⑩出生率（人口千対） B.雇用労働

力8項目：①第1次産業就業者割合、②第2次産業就業者割合、

③第3次産業就業者割合、④労働力人口比率、⑤65歳以上労働

力人口比率、⑥完全失業率、⑦15-29歳完全失業率、⑧昼夜間人

口比率 C.産業・起業9項目：①従業員1人あたり製造品出荷額

等、②従業員1人あたり付加価値額、③従業員1人当たり商品

販売額(商業)、④製造品出荷額等増減率、⑤商業年間商品販売額

増減率、⑥納税者1人当たり課税対象所得、⑦開業率（事業所）、

⑧廃業率（事業所）、⑨就業率 D.住環境（生活利便性）10項目：

①可住地面積あたり飲食店数、②可住地面積あたり小売店数、

③小売業売場面積(人口千対）、④大型小売店店舗数（人口百万対）、

⑤大型小売店店舗面積(人口千対)、⑥一般病院・診療所数(人口千

対)、⑦医師数(人口千対）、⑧介護老人福祉施設定員(65歳以上千

対)、⑨介護老人保健施設定員(65歳以上千対)、⑩非水洗化人口

比率 E.住環境（ゆとり・安全）10項目：①非可住地面積率、②

可住地人口密度（再掲）、③都市公園面積（人口千対）、④持ち

家比率、⑤1住宅当たり延べ面積（持ち家）、⑥1住宅当たり延

べ面積（借家）、⑦住宅地標準価格（平均価格）、⑧建物火災出

火件数（人口十万対）、⑨刑法犯認知件数（人口千対）、⑩交通

事故発生件数（人口千対） F.結婚・出産・子育て9項目：①婚

姻件数(人口千対)、②15-49歳女性有配偶率、③20-30代女性人

口比率、④出生率（人口千対）（再掲）、⑤合計特殊出生率

定している。 

 調査では、対象として取り上げた62項目ごとに全国平

均を「50」とした場合の各市町の標準偏差値によって順

位付けを行い、広島県全体が全国に対してどのような優

位性があり、廿日市市が他の市町村と比べてどのような

魅力と課題があるかを把握している。中島・岡本(2013）

の埼玉県戸田市の事例では、「住みやすさ」指標の得点化

を行い11の領域で埼玉39市平均を「0」とした比較を行

っているが、廿日市市では、世界的な観光地宮島を有し

伝統的に木工産業などの第 2 次産業もあるため、より幅

広い分野で比較している。 

 既存データだけでなく、資料２の市民の定住と移住に

関する調査でも「何を」を確認することができる。「廿日

市市の魅力・自慢」の質問では、「自然環境が良い」や「買

い物がしやすい」が上位にきており、住み心地の良さの

要因を把握することができる。また、「廿日市市に住むこ

とになった大きな要因」の質問では、「住宅購入」が最も

大きく、ライフステージにおける住宅購入のタイミング

にアプローチすることが有効であることが読み取れる。 

 「何を」を決定するプロセスとして、他の市町村との

データ比較、市民の意識調査、市民のインタビュー調査

が戦略策定に活かされている。 

 

【ヒアリング調査から導き出される戦略策定のプロセス】 

 廿日市市では2015年度の事業を「住み続けたくなるま

ち」としての定住推進及び交流人口の拡大を目的として、

市の市場的位置づけの調査分析と、その結果に基づく施

策の企画立案からプロモーションのターゲットやアプロ

ーチの手法などを検討することと、居住地として選択さ

れるような試行的プロモーションを行うこととしている。

本格的なプロモーションの実施は2016年度からである。  

質問① 2015 年度の活動に対しての戦略策定のプロセス

とマーケティング手法の活用 

・今までの行政のやり方との違いは、仮説を立てそれを

検証するためにマーケティング手法を活用したこと。 

・行政には過去の事例を積み上げて計画を立て実行する

フォアキャスト思考が多かった。今後は人口減少など従

来パターンでは想定できない世の中の動きがあり、バッ

                                                                                
（2008-2012）、⑥保育所在所児数（0-5歳人口対）、⑦幼稚園在

園者数（3-5歳人口対）、⑧30-40代女性就業率、⑨教員一人当

たり小学校児童数 G.地域活性6項目：①人口増減率、②NPO
法人数（人口百万対）、③公民館数（人口百万対）、④図書館数

（人口百万対）、⑤労働力人口増減率、⑥納税者1人当たり課税

対象所得増減率 

クキャスト思考で対応していかなくてはならない。こう

ありたいということを行政が明確に持つ必要がある。 

・学習型会議14をシティプロモーション研修という形で実

施した。それが2016年度の活動に生きている。参加した

若手職員の思考プロセスの訓練になった。こういう思考

のプロセスが今後必要になる。事業を実施するだけでな

く職員のスキルアップになる。民間経験がある職員はマ

ーケティングに触れる機会があるが、公務員は少ない。 

・2016年5月11日の「シティプロモーション2016キッ

クオフ」で研修に参加した職員が事例を発表したが、自

分たちの仕事をデータ的に組み立ててプレゼンしていた。 

・調査でターゲットの明確化ができ、プロモーション活

動をするによかった。従来なら中山間地や島嶼部で人口

減少の大きい吉和や宮島が中心になってしまうが、移住

定住で今まであまり考えていなかった沿岸地域の廿日

市・大野に対して、広島都市圏をターゲットにすること

ができた。それぞれの地域のターゲットが同じではない

ということが庁内で話しやすくなった。 

質問② 2016年度の活動と職員の思考の変化 

・認知度アップとして、広電の電車ラッピングや昨年度

作成したコンセプトブックの配布を行う。産婦人科や住

宅展示場などに設置する。また住まいや仕事に関するも

のとして、SUUMOとのタイアップやリクルートワークス研

究所と連携したダイバーシティーの講演を計画している。 

・地元学として、小中学校の各１校での授業を行う。高

校以上になると市外に出てしまうことを前提に「廿日市

はいいところ」ということを子供時代に伝えて、「生活す

るところや住むところとしての廿日市」を印象付ける。

一度市外に転出してもまた帰ってきてもらえばよい。 

・プロモーションするための組織体制として、質の高い

商品をつくるための意識変革を行っている。10月に自分

たちの成功事例を発表する。職員の思考の変革はイノベ

ーションを起こす柱となる。今年度はナレッジ化による

横の連携を強化し、来年から事業構想に取り組んでいく。 

・モニターツアーを沿岸部と中山間地で年４回実施する。 

質問③シティプロモーション室の組織内の位置付け 

・シティプロモーション室は他部署にまたがる事業のフ

ックを掛けやすい。従来だと横断型はプロジェクトの形

で行われてきたが、成果が出にくいこともあった。これ

からは横断型の組織が必要になってくる。 

                                                  
14 ６回に渡って東京から有識者を招聘してセミナーとワークシ

ョップを行った。市の様々な部の職員が参加し、毎回違う形の

発想法で市を対外的に売り込む方法などを議論した。 

・例えば、首都圏でマルシェを行う際に、シティプロモ

ーション室が取りまとめをしているが、単に 1 日のイベ

ントということではなくオール廿日市として地域のどん

な商品を持っていけばターゲットに伝わるのか、ふるさ

と納税はどうするかなど議論している。 

・従来行政には行政区域内のことを公平性を担保しなが

ら行うので、マーケティングのセグメントという概念が

なかった。シティプロモーションは外部に対して市の魅

力を売っていく戦略なので、いかに税を効率的に使うか

という発想が必要になってくる。＊下線は筆者。 

 

【調査･分析結果】 

 移住促進で成功していると言われる島根県や鳥取県が

10年前からの過疎対策からの成果であるように、移住定

住は効果が出るまでに、長期にわたって施策を展開し続

けなければならず、そのためには庁内での意思統一を図

ることが重要となる。廿日市市の戦略立案プロセスを整

理すると以下のようになる。 

①マーケティングの様々な手法を活用して中長期にわた

っての戦略を策定し、ブレない事業展開を試みている。

②ターゲットと訴求ポイントを決定するための調査を丁

寧に行い、首都圏や広島都市圏においてどのような属

性・ライフスタイル・考えを持つ人が移住に興味を持ち、

市のどのような魅力を訴求すべきかをペルソナ開発によ

って明らかにしている。また関係者が共有できるように

シティプロモーションニュースとして発信している。 

③人口減少など想定外の状況に対して、従来のフォアキ

ャスト型思考ではなく、ありたいと思う状況を明確にし

て戦略を策定するバックキャスト型思考を用いている。 

④学習型会議や実践型職員研修を行い、そのプロセス自

体が他部署職員の思考訓練になっている。さらに、それ

がイノベーションをもたらす思考変革にも繋がっている。 

⑤シティプロモーション戦略策定が横断的事業において、

関係者の共通目的を明確にすることに寄与している。 

 今回廿日市市の事例は、他の自治体においても大いに

参考となるものであった。今後の展開についても、継続

してヒアリング調査を行っていきたい。 
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ナマーケティング12の手法を使って開発している。主に用

いているデータは、資料 3 で現在の居住地外に僅かでも

移住意向が認められる回答者の定量調査と資料４の広島

市在住の小学生以下の子供のいる男女および首都圏在住

の男女のグループインタビューによって得られた属性・

ライフスタイル・考え方である。その結果に基づいて近

隣在住の子育て世代と首都圏の既婚者のペルソナを開発

している。 

 次に「何を」を決めるプロセスであるが、訴求すべき

市の魅力を探るために資料１の中で、一定の分析視角を

設定して、廿日市市と他の広島県22市町との比較を行い、

廿日市市の特徴の抽出を図っている。使用データは、総

務省統計局や各省庁の統計データなど、府省が公表して

いる全国の市町村別統計データを活用して行っている。

廿日市市シティプロモーションでは、特に「産業・雇用・

起業」「住居・生活環境」「地域活性・観光」などの視点

を重視していることから、これらの調査を行うため62項

目を選び、それぞれを「人口構造」「雇用・労働力」「産

業・起業」「住環境（生活利便性）」「住環境（ゆとり・安

全）」「結婚・出産・子育て」「地域活性」の 7 領域13に設

                                                  
12企業が提供する製品やサービスにとって最も重要で象徴的な

顧客モデル。本当に重視しなければならない顧客（ユーザー）

を明確にでき、担当分野の異なる関係者間でも「認識のずれ」

を防いで、共通の具体的な顧客をイメージしやすくなる。メッ

セージにブレがなくなる。コアターゲットを関係者で共有でき

る。 
13各領域で設定している項目は以下の通りである。 
A.人口構造10項目：①15歳未満人口割合、②15-64歳人口割合、

③65歳以上人口割合、④15歳未満人口増減率、⑤15-64歳人口

増減率、⑥65歳以上人口増減率、⑦平均年齢、⑧可住地人口密

度、⑨有配偶率(男女総数)、⑩出生率（人口千対） B.雇用労働

力8項目：①第1次産業就業者割合、②第2次産業就業者割合、

③第3次産業就業者割合、④労働力人口比率、⑤65歳以上労働

力人口比率、⑥完全失業率、⑦15-29歳完全失業率、⑧昼夜間人

口比率 C.産業・起業9項目：①従業員1人あたり製造品出荷額

等、②従業員1人あたり付加価値額、③従業員1人当たり商品

販売額(商業)、④製造品出荷額等増減率、⑤商業年間商品販売額

増減率、⑥納税者1人当たり課税対象所得、⑦開業率（事業所）、

⑧廃業率（事業所）、⑨就業率 D.住環境（生活利便性）10項目：

①可住地面積あたり飲食店数、②可住地面積あたり小売店数、

③小売業売場面積(人口千対）、④大型小売店店舗数（人口百万対）、

⑤大型小売店店舗面積(人口千対)、⑥一般病院・診療所数(人口千

対)、⑦医師数(人口千対）、⑧介護老人福祉施設定員(65歳以上千

対)、⑨介護老人保健施設定員(65歳以上千対)、⑩非水洗化人口

比率 E.住環境（ゆとり・安全）10項目：①非可住地面積率、②

可住地人口密度（再掲）、③都市公園面積（人口千対）、④持ち

家比率、⑤1住宅当たり延べ面積（持ち家）、⑥1住宅当たり延

べ面積（借家）、⑦住宅地標準価格（平均価格）、⑧建物火災出

火件数（人口十万対）、⑨刑法犯認知件数（人口千対）、⑩交通

事故発生件数（人口千対） F.結婚・出産・子育て9項目：①婚

姻件数(人口千対)、②15-49歳女性有配偶率、③20-30代女性人

口比率、④出生率（人口千対）（再掲）、⑤合計特殊出生率

定している。 

 調査では、対象として取り上げた62項目ごとに全国平

均を「50」とした場合の各市町の標準偏差値によって順

位付けを行い、広島県全体が全国に対してどのような優

位性があり、廿日市市が他の市町村と比べてどのような

魅力と課題があるかを把握している。中島・岡本(2013）

の埼玉県戸田市の事例では、「住みやすさ」指標の得点化

を行い11の領域で埼玉39市平均を「0」とした比較を行

っているが、廿日市市では、世界的な観光地宮島を有し

伝統的に木工産業などの第 2 次産業もあるため、より幅

広い分野で比較している。 

 既存データだけでなく、資料２の市民の定住と移住に

関する調査でも「何を」を確認することができる。「廿日

市市の魅力・自慢」の質問では、「自然環境が良い」や「買

い物がしやすい」が上位にきており、住み心地の良さの

要因を把握することができる。また、「廿日市市に住むこ

とになった大きな要因」の質問では、「住宅購入」が最も

大きく、ライフステージにおける住宅購入のタイミング

にアプローチすることが有効であることが読み取れる。 

 「何を」を決定するプロセスとして、他の市町村との

データ比較、市民の意識調査、市民のインタビュー調査

が戦略策定に活かされている。 

 

【ヒアリング調査から導き出される戦略策定のプロセス】 

 廿日市市では2015年度の事業を「住み続けたくなるま

ち」としての定住推進及び交流人口の拡大を目的として、

市の市場的位置づけの調査分析と、その結果に基づく施

策の企画立案からプロモーションのターゲットやアプロ

ーチの手法などを検討することと、居住地として選択さ

れるような試行的プロモーションを行うこととしている。

本格的なプロモーションの実施は2016年度からである。  

質問① 2015 年度の活動に対しての戦略策定のプロセス

とマーケティング手法の活用 

・今までの行政のやり方との違いは、仮説を立てそれを

検証するためにマーケティング手法を活用したこと。 

・行政には過去の事例を積み上げて計画を立て実行する

フォアキャスト思考が多かった。今後は人口減少など従

来パターンでは想定できない世の中の動きがあり、バッ

                                                                                
（2008-2012）、⑥保育所在所児数（0-5歳人口対）、⑦幼稚園在

園者数（3-5歳人口対）、⑧30-40代女性就業率、⑨教員一人当

たり小学校児童数 G.地域活性6項目：①人口増減率、②NPO
法人数（人口百万対）、③公民館数（人口百万対）、④図書館数

（人口百万対）、⑤労働力人口増減率、⑥納税者1人当たり課税

対象所得増減率 

クキャスト思考で対応していかなくてはならない。こう

ありたいということを行政が明確に持つ必要がある。 

・学習型会議14をシティプロモーション研修という形で実

施した。それが2016年度の活動に生きている。参加した

若手職員の思考プロセスの訓練になった。こういう思考

のプロセスが今後必要になる。事業を実施するだけでな

く職員のスキルアップになる。民間経験がある職員はマ

ーケティングに触れる機会があるが、公務員は少ない。 

・2016年5月11日の「シティプロモーション2016キッ

クオフ」で研修に参加した職員が事例を発表したが、自

分たちの仕事をデータ的に組み立ててプレゼンしていた。 

・調査でターゲットの明確化ができ、プロモーション活

動をするによかった。従来なら中山間地や島嶼部で人口

減少の大きい吉和や宮島が中心になってしまうが、移住

定住で今まであまり考えていなかった沿岸地域の廿日

市・大野に対して、広島都市圏をターゲットにすること

ができた。それぞれの地域のターゲットが同じではない

ということが庁内で話しやすくなった。 

質問② 2016年度の活動と職員の思考の変化 

・認知度アップとして、広電の電車ラッピングや昨年度

作成したコンセプトブックの配布を行う。産婦人科や住

宅展示場などに設置する。また住まいや仕事に関するも

のとして、SUUMOとのタイアップやリクルートワークス研

究所と連携したダイバーシティーの講演を計画している。 

・地元学として、小中学校の各１校での授業を行う。高

校以上になると市外に出てしまうことを前提に「廿日市

はいいところ」ということを子供時代に伝えて、「生活す

るところや住むところとしての廿日市」を印象付ける。

一度市外に転出してもまた帰ってきてもらえばよい。 

・プロモーションするための組織体制として、質の高い

商品をつくるための意識変革を行っている。10月に自分

たちの成功事例を発表する。職員の思考の変革はイノベ

ーションを起こす柱となる。今年度はナレッジ化による

横の連携を強化し、来年から事業構想に取り組んでいく。 

・モニターツアーを沿岸部と中山間地で年４回実施する。 

質問③シティプロモーション室の組織内の位置付け 

・シティプロモーション室は他部署にまたがる事業のフ

ックを掛けやすい。従来だと横断型はプロジェクトの形

で行われてきたが、成果が出にくいこともあった。これ

からは横断型の組織が必要になってくる。 

                                                  
14 ６回に渡って東京から有識者を招聘してセミナーとワークシ

ョップを行った。市の様々な部の職員が参加し、毎回違う形の

発想法で市を対外的に売り込む方法などを議論した。 

・例えば、首都圏でマルシェを行う際に、シティプロモ

ーション室が取りまとめをしているが、単に 1 日のイベ

ントということではなくオール廿日市として地域のどん

な商品を持っていけばターゲットに伝わるのか、ふるさ

と納税はどうするかなど議論している。 

・従来行政には行政区域内のことを公平性を担保しなが

ら行うので、マーケティングのセグメントという概念が

なかった。シティプロモーションは外部に対して市の魅

力を売っていく戦略なので、いかに税を効率的に使うか

という発想が必要になってくる。＊下線は筆者。 

 

【調査･分析結果】 

 移住促進で成功していると言われる島根県や鳥取県が

10年前からの過疎対策からの成果であるように、移住定

住は効果が出るまでに、長期にわたって施策を展開し続

けなければならず、そのためには庁内での意思統一を図

ることが重要となる。廿日市市の戦略立案プロセスを整

理すると以下のようになる。 

①マーケティングの様々な手法を活用して中長期にわた

っての戦略を策定し、ブレない事業展開を試みている。

②ターゲットと訴求ポイントを決定するための調査を丁

寧に行い、首都圏や広島都市圏においてどのような属

性・ライフスタイル・考えを持つ人が移住に興味を持ち、

市のどのような魅力を訴求すべきかをペルソナ開発によ

って明らかにしている。また関係者が共有できるように

シティプロモーションニュースとして発信している。 

③人口減少など想定外の状況に対して、従来のフォアキ

ャスト型思考ではなく、ありたいと思う状況を明確にし

て戦略を策定するバックキャスト型思考を用いている。 

④学習型会議や実践型職員研修を行い、そのプロセス自

体が他部署職員の思考訓練になっている。さらに、それ

がイノベーションをもたらす思考変革にも繋がっている。 

⑤シティプロモーション戦略策定が横断的事業において、

関係者の共通目的を明確にすることに寄与している。 

 今回廿日市市の事例は、他の自治体においても大いに

参考となるものであった。今後の展開についても、継続

してヒアリング調査を行っていきたい。 

 

【参考文献】 

河合孝仁（2009）『シティプロモーション』、東京法令出

版 

中島ゆき・岡本義之（2013）『シティプロモーションにお

ける住環境資源指標の考察』、法政大学地域研究センター 
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進化型レジリエンスおよび頑健性のある地域経済	 

山本尚史（拓殖大学）	 

Keyword：リーマンショック、脆弱性、敏感性	 

	 

【問題・目的・背景】 

resilience

 

図１

 
図１	 均衡回復型レジリエンスと進化型レジリエンス	 

 

Martin (2012)  Scott (2013)  

【研究方法・研究内容】	 

2003 2007 2009 2013
2003

2007

2009
2013

 

2009 2007

100 頑健

100 敏感

2013 2007

100 均衡回復型

レジリエンス 100

脆弱  

頑健

敏感

進化的レジリエンス

脆弱  

【研究・分析結果】	 

表１  
表１	 商業でのレジリエンスがある市の数	 

   

 3 0.4%  810 

 68 8.4%  745 

 29 3.6%  784 

 182 22.4%  613 

 

 

表２	 就業者数でのレジリエンスと頑健性がある市の数	 

   

 51 6.3%  689 84.7%  

 39 4.8%   34 4.2%  

 

表３	 現金給与総額でのレジリエンスと頑健性がある市の数	 

   

 79 9.7%  694 85.4%  

 20 2.5%   20 2.5%  

 

表４	 粗付加価値額でのレジリエンスと頑健性がある市の数	 

   

 115 14.1%  567 69.7%  

 78 9.6%   53 6.5%  

 
表５	 製造品出荷額でのレジリエンスと頑健性がある市の数	 

   

 121 14.9%  613 75.4%  

 53 6.5%   26 3.2%  
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表６	 就業者数でのレジリエンスと頑健性がある市の数	 

   

 226 27.8%  520 64.0%  

 35 4.3%   32 3.9%  

 

表７	 現金給与総額でのレジリエンスと頑健性がある市の数	 

   

 267 32.8%  500 61.5%  

 23 2.8%   23 2.8%  

 

表８	 粗付加価値額でのレジリエンスと頑健性がある市の数	 

   

 295 36.3%  376 46.2%  

 82 10.1%   60 7.4%  

 

表９	 製造品出荷額でのレジリエンスと頑健性がある市の数	 

   

 233 28.7%  538 66.2%  

 28 3.4%   14 1.7%  

敏感 脆弱

頑健 レジリエンス

敏感 レジリエンス

表10	 レジリエンスがある都市の区分	 

頑健 レジリエンス 敏感 レジリエンス

	 

【考察・今後の展開】	 

Courvisanos, Jerry, Ameeta Jain & Karim K. Mardaneh. (2016). 

“Economic resilience of regions under crises: A study of the 

Australian economy”. Regional Studies, 50/4: pp. 629–643. 

Dubé, Jean, & Mario Polèse. (2016). “Resilience revisited: 

Assessing the impact of the 2007–09 recession on 83 Canadian 

regions with accompanying thoughts on an elusive concept”. 

Regional Studies, 50/4: pp. 615-628 

European Commission. (2014). The sixth report on economic, 

social and territorial cohesion: Investment for jobs and growth. 

Martin, Ron. (2012). “Regional economic resilience, hysteresis 

and recessionary shocks”. Journal of Economic Geography, 12: 

pp. 1–32. 

Scott, Mark. (2013). “Resilience: A conceptual lens for rural 

studies?” Geography Compass, 7/9: pp. 597–610. 
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災害時における潜在的地域課題の構造―地域防災に注目して― 

氏名 森田賢明・白勢綾子・浜田佑介（法政大学大学院政策創造研究科） 

Keyword： 地域防災・ソーシャルキャピタル・レジリエンス・女性・子ども・LGBTI 

 

【目的】 
日本は地震災害に多く見舞われてきた。代表的なものと

して、1923年、関東大震災、1995年、阪神淡路大震災、近

年では2011年、東日本大震災、2016年、熊本地震である。 

その際に数多くの人命が失われた。その度に、人々は災

害から復興し、現在に至っている。だが、ある事柄に関し

ては言及が少ないように思われる。それは災害下における

暴力である。1923年、関東大震災では、朝鮮人に対する暴

力が発生し、多数の朝鮮人が被害を受けた。1995年、阪神

大震災では、女性に対する性的暴力が発生した。近年の東

日本大震災、熊本地震においても発生している。 

朝鮮人への暴力に代表される身体的な暴力、性暴力被害

者への社会的偏見、また、震災後は、男女の平等性が失わ

れ、性に基づいた画一的な価値観が定着するなど、暴力は

多岐にわたる。 

本研究は、暴力は「性別などの性に基づく不平等な力関

係によって生じる身体的、性的、心理的暴力や経済暴力な

ど、多様な暴力をさす包括的な概念」とする。 

日本は、南海トラフ地震、関東における大規模の地震が

予測されている。関東に限っても、人口密集地域であるた

め、大規模災害が発生した際に、暴力は発生すると考えら

れる。このように暴力は過去に起きた出来事に位置付けら

れるような課題ではなく、喫緊の課題である。 

人口密集地域は様々な人々が暮らしをしている。その中

には、社会的弱者とされる女性、子ども、LGBTI の人々が

含まれる。社会的弱者は災害における影響を受けやすく、

暴力の被害に遭いやすい。誰もが安全に生活できることが

地域社会の根幹である。社会的弱者が生活しにくい地域は、

結果的には、弱者でなくとも生活にしにくい。 

本研究は、今後予測される大規模災害において、地域社

会が暴力の被害を減少させるための提言を目的とする。 

 

【研究内容】 

日本における災害時における弱者の研究は、高齢者、

障がい者を中心として行われてきた。2007年、中越沖地

震以後は、男女共同参画の視点から、女性に関する研究

が行われている。また、災害時における弱者の研究では、

社会構造により弱者がもたらされるという脆弱性の観点

から研究が行われている。（池田、2012）先進国における

災害後の暴力被害に関する調査報告も提出され、近年、

世界的課題として取り上げられている。（IFRC, 2015） 

近年の防災概念として、レジリエンスがある。「危険に

さらされたシステム、コミュニティ、社会が、その最も

重要な基本的構造・機能の維持・回復を通して、時宜に

適った効率的な方法で、危険の影響に耐え順応する、あ

るいはそれを吸収し、そこから回復する能力」（UNISDR）

である。 

潜在的地域課題は、脆弱性を高め、レジリエンスを阻

害するにもかかわらず、課題として取り上げられにくい

性質をもつ。その最も具体的なものは暴力である。潜在

的地域課題の構造を理解することは、暴力被害の減少を

考察する際に必要である。 

 

【研究方法】 

以下では、本研究の調査対象、研究方法を提示する。 

 

１．調査対象 

調査の対象団体は、１．市民団体（女性・子ども支援

団体、性的マイノリティ支援団体）、２．行政である。１

は社会的弱者の視点、２は被災自治体である行政側の視

点であり、構造を理解する上で有効であると考える。 

事例選定理由は以下のとおりである。 

①東日本大震災を経験した地域にて活動している、も

しくは、地域に支援に赴いた経験がある団体。 

②特定の分野で活動しながら、防災分野においても活

動範囲を持っている団体。 

③調査協力いただけた団体。 

調査団体は以下のとおりである。 

１．市民団体 

（1）性と人権支援ネットワーク ESTO 

「すべての人がその性の在り様に関わらず存在を尊重

されることを願い、人と情報の交流によるネットワーク

を豊かなものにするために、1998年 10月 25日に発足し

た非営利団体」（HPより）。災害時における LGBTIの調査

を行う。（ESTO、2015年） 

（2）東北 HIV コミュニケーションズ（THC）／レイン

ボーアーカイブ東北 

THCは「HIV／AIDSによって自らの生命や生き方に影響

を受けた人々が、共に生きる社会を作り出すことを目的」

とした「民間非営利のボランティア団体（NPO）」（HPより）。 

レインボーアーカイブ東北は「レズビアン・ゲイ・バ

イセクシャル・トランスジェンダーなど、多様な性の当

事者たちの生の声を集積・記録・発信する団体」（Twitter

より）。両団体に調査協力者が在籍している。 

 

（3）特定非営利活動法人はままつ子育てネットワーク

ぴっぴ 

「浜松市および周辺地域の人々に対する子育てサポー

トを目的に、子育てに関する団体及び個人の相互の情報

交流をサポートし、地域社会における市民活動団体・行

政・企業・学校などが連携する環境を作り、豊かな地域

社会の形成に寄与することをめざして活動」（HPより）。

事業に子どもの防災を考える地域ネットワークがあり、

防災に関するワークショップを行う。 

 

２．行政 

宮城県庁環境生活部共同参画社会推進課 

「東日本大震災での被災者支援等における男女共同参

画の状況調査」（宮城県共同参画推進課、2012年）を実施

し、男女共同参画の視点から防災について調査している。 

 

２．方法 

本研究は、質的調査法を用いる。インタビュー調査実

施後、収拾したデータは、kj法を用いてラベル化した。

潜在的地域課題は、個人に対するプライバシーの侵害を

主な理由とするからである。それらに基づき、ラベル化

した。 

 

【調査結果】 

インタビュー調査の結果は、質的調査法であるKJ法で

整理した。 

以下は KJ法によって導き出された主要な論点である。 

 

【アクター間の問題の捉え方】 

避難所の運営者、避難所に避難している市民、避難所

を支援する支援団体、行政は、災害時における問題の捉

え方が異なっている。だが、各アクターの問題の捉え方

の差異が前提となっていない。 

 

【避難所の運営】 

繋がりを深めるやり方、色々な人に配慮するノウハウ

がなかった。そのため画一的な人権に配慮されない場所

が出来てしまう。その一方で、自分たちは避難所の人た

ちであるというイメージがある避難所の運営は上手くい

き、LGBTIの人々が自己開示しやすく、受容されていくこ

とがあった。また、目が行き届いていくことにより、児

童虐待を未然に防ぐこととなった。 

 

【多様な人権への目配り】 

人権を尊重することは、それぞれのイシューで理解す

ることが大切である。また、その人が生きている背景を

知ることにより、尊重が深まる。多様な個人の尊重への

配慮となっていく。同時に、パーソナリティは複雑であ

ることを理解する。 

 

【記憶・実感】 

乳幼児を育てる女性は、避難所の中において、乳幼児

が夜泣きをすると、申し訳ない気持ちになるという。自

分の状況を理解してほしいと実感しているが、夜泣きを

するので、避難所での生活は辛い記憶となる。 

LGBTIの人々は、人知れずあったこと自体もないものと

され、社会の一員ではないという実感を得てしまう。 

 

【コミュニケーション】 

個別の自分なりの距離の取り方を一緒に考えていこう

というコミュニケーションがないと始まらない。という

個人と個人のコミュニケーションから、体調が優れない、

悩みがあるそういったときに、確実に寄り添って受け止

めるというコミュニケーションもある。ちょっと声をか

けるというような目配りも含まれる。 

 

【問題の時間軸】 

避難所が解散したら、以前の生活に戻るという事では

なく、その中で関係性をずっとつくりながら生きていく

ことになる。支援団体が入ってきて、避難所解散後の生

活を始めた LGBTI の人々に宅配便のように支援を行って

いくのは、リスクをもたらすことがある。 

乳幼児の育児を行う女性は、避難所から移動すること

が可能となると、避難所での生活は最低限にする行動を

し始める。学齢期の子どもを育てる保護者は、避難所で

の生活がいったん落ち着くと、子どもたちを親戚の家に

疎開させるなどの行動をした。 
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災害時における潜在的地域課題の構造―地域防災に注目して― 

氏名 森田賢明・白勢綾子・浜田佑介（法政大学大学院政策創造研究科） 

Keyword： 地域防災・ソーシャルキャピタル・レジリエンス・女性・子ども・LGBTI 

 

【目的】 
日本は地震災害に多く見舞われてきた。代表的なものと

して、1923年、関東大震災、1995年、阪神淡路大震災、近

年では2011年、東日本大震災、2016年、熊本地震である。 

その際に数多くの人命が失われた。その度に、人々は災

害から復興し、現在に至っている。だが、ある事柄に関し

ては言及が少ないように思われる。それは災害下における

暴力である。1923年、関東大震災では、朝鮮人に対する暴

力が発生し、多数の朝鮮人が被害を受けた。1995年、阪神

大震災では、女性に対する性的暴力が発生した。近年の東

日本大震災、熊本地震においても発生している。 

朝鮮人への暴力に代表される身体的な暴力、性暴力被害

者への社会的偏見、また、震災後は、男女の平等性が失わ

れ、性に基づいた画一的な価値観が定着するなど、暴力は

多岐にわたる。 

本研究は、暴力は「性別などの性に基づく不平等な力関

係によって生じる身体的、性的、心理的暴力や経済暴力な

ど、多様な暴力をさす包括的な概念」とする。 

日本は、南海トラフ地震、関東における大規模の地震が

予測されている。関東に限っても、人口密集地域であるた

め、大規模災害が発生した際に、暴力は発生すると考えら

れる。このように暴力は過去に起きた出来事に位置付けら

れるような課題ではなく、喫緊の課題である。 

人口密集地域は様々な人々が暮らしをしている。その中

には、社会的弱者とされる女性、子ども、LGBTI の人々が

含まれる。社会的弱者は災害における影響を受けやすく、

暴力の被害に遭いやすい。誰もが安全に生活できることが

地域社会の根幹である。社会的弱者が生活しにくい地域は、

結果的には、弱者でなくとも生活にしにくい。 

本研究は、今後予測される大規模災害において、地域社

会が暴力の被害を減少させるための提言を目的とする。 

 

【研究内容】 

日本における災害時における弱者の研究は、高齢者、

障がい者を中心として行われてきた。2007年、中越沖地

震以後は、男女共同参画の視点から、女性に関する研究

が行われている。また、災害時における弱者の研究では、

社会構造により弱者がもたらされるという脆弱性の観点

から研究が行われている。（池田、2012）先進国における

災害後の暴力被害に関する調査報告も提出され、近年、

世界的課題として取り上げられている。（IFRC, 2015） 

近年の防災概念として、レジリエンスがある。「危険に

さらされたシステム、コミュニティ、社会が、その最も

重要な基本的構造・機能の維持・回復を通して、時宜に

適った効率的な方法で、危険の影響に耐え順応する、あ

るいはそれを吸収し、そこから回復する能力」（UNISDR）

である。 

潜在的地域課題は、脆弱性を高め、レジリエンスを阻

害するにもかかわらず、課題として取り上げられにくい

性質をもつ。その最も具体的なものは暴力である。潜在

的地域課題の構造を理解することは、暴力被害の減少を

考察する際に必要である。 

 

【研究方法】 

以下では、本研究の調査対象、研究方法を提示する。 

 

１．調査対象 

調査の対象団体は、１．市民団体（女性・子ども支援

団体、性的マイノリティ支援団体）、２．行政である。１

は社会的弱者の視点、２は被災自治体である行政側の視

点であり、構造を理解する上で有効であると考える。 

事例選定理由は以下のとおりである。 

①東日本大震災を経験した地域にて活動している、も

しくは、地域に支援に赴いた経験がある団体。 

②特定の分野で活動しながら、防災分野においても活

動範囲を持っている団体。 

③調査協力いただけた団体。 

調査団体は以下のとおりである。 

１．市民団体 

（1）性と人権支援ネットワーク ESTO 

「すべての人がその性の在り様に関わらず存在を尊重

されることを願い、人と情報の交流によるネットワーク

を豊かなものにするために、1998年 10月 25日に発足し

た非営利団体」（HPより）。災害時における LGBTIの調査

を行う。（ESTO、2015年） 

（2）東北 HIV コミュニケーションズ（THC）／レイン

ボーアーカイブ東北 

THCは「HIV／AIDSによって自らの生命や生き方に影響

を受けた人々が、共に生きる社会を作り出すことを目的」

とした「民間非営利のボランティア団体（NPO）」（HPより）。 

レインボーアーカイブ東北は「レズビアン・ゲイ・バ

イセクシャル・トランスジェンダーなど、多様な性の当

事者たちの生の声を集積・記録・発信する団体」（Twitter

より）。両団体に調査協力者が在籍している。 

 

（3）特定非営利活動法人はままつ子育てネットワーク

ぴっぴ 

「浜松市および周辺地域の人々に対する子育てサポー

トを目的に、子育てに関する団体及び個人の相互の情報

交流をサポートし、地域社会における市民活動団体・行

政・企業・学校などが連携する環境を作り、豊かな地域

社会の形成に寄与することをめざして活動」（HPより）。

事業に子どもの防災を考える地域ネットワークがあり、

防災に関するワークショップを行う。 

 

２．行政 

宮城県庁環境生活部共同参画社会推進課 

「東日本大震災での被災者支援等における男女共同参

画の状況調査」（宮城県共同参画推進課、2012年）を実施

し、男女共同参画の視点から防災について調査している。 

 

２．方法 

本研究は、質的調査法を用いる。インタビュー調査実

施後、収拾したデータは、kj法を用いてラベル化した。

潜在的地域課題は、個人に対するプライバシーの侵害を

主な理由とするからである。それらに基づき、ラベル化

した。 

 

【調査結果】 

インタビュー調査の結果は、質的調査法であるKJ法で

整理した。 

以下は KJ法によって導き出された主要な論点である。 

 

【アクター間の問題の捉え方】 

避難所の運営者、避難所に避難している市民、避難所

を支援する支援団体、行政は、災害時における問題の捉

え方が異なっている。だが、各アクターの問題の捉え方

の差異が前提となっていない。 

 

【避難所の運営】 

繋がりを深めるやり方、色々な人に配慮するノウハウ

がなかった。そのため画一的な人権に配慮されない場所

が出来てしまう。その一方で、自分たちは避難所の人た

ちであるというイメージがある避難所の運営は上手くい

き、LGBTIの人々が自己開示しやすく、受容されていくこ

とがあった。また、目が行き届いていくことにより、児

童虐待を未然に防ぐこととなった。 

 

【多様な人権への目配り】 

人権を尊重することは、それぞれのイシューで理解す

ることが大切である。また、その人が生きている背景を

知ることにより、尊重が深まる。多様な個人の尊重への

配慮となっていく。同時に、パーソナリティは複雑であ

ることを理解する。 

 

【記憶・実感】 

乳幼児を育てる女性は、避難所の中において、乳幼児

が夜泣きをすると、申し訳ない気持ちになるという。自

分の状況を理解してほしいと実感しているが、夜泣きを

するので、避難所での生活は辛い記憶となる。 

LGBTIの人々は、人知れずあったこと自体もないものと

され、社会の一員ではないという実感を得てしまう。 

 

【コミュニケーション】 

個別の自分なりの距離の取り方を一緒に考えていこう

というコミュニケーションがないと始まらない。という

個人と個人のコミュニケーションから、体調が優れない、

悩みがあるそういったときに、確実に寄り添って受け止

めるというコミュニケーションもある。ちょっと声をか

けるというような目配りも含まれる。 

 

【問題の時間軸】 

避難所が解散したら、以前の生活に戻るという事では

なく、その中で関係性をずっとつくりながら生きていく

ことになる。支援団体が入ってきて、避難所解散後の生

活を始めた LGBTI の人々に宅配便のように支援を行って

いくのは、リスクをもたらすことがある。 

乳幼児の育児を行う女性は、避難所から移動すること

が可能となると、避難所での生活は最低限にする行動を

し始める。学齢期の子どもを育てる保護者は、避難所で

の生活がいったん落ち着くと、子どもたちを親戚の家に

疎開させるなどの行動をした。 
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【支援の持つ複数の意味】 

行政、支援団体、住民組織、市民は支援という言葉を

複数の意味で使用している。女性支援団体が入ってきた

場合、避難所にいる男性は女性が支援されていると述べ

る。支援団体は、支援団体同士で支援のコミュニティを

形成し、当事者の視点が欠けがちとなる。一方、個人の

自立を促すための支援としての位置づけがある。 

 

【組織の限界】 

地域住民が組織する自主防災組織、支援団体、行政は

各組織に限界がある。限界は組織の性質からもたらされ

る。防災は地域ごとの取組、考え方にばらつきがあるが、

このばらつきが、各組織に影響をもたらしている。 

各組織の中核となる人物は、男性となる場合が多い。

男性の視点となりがちである。だが、その男性視点は、

組織に関係している男性の視点である。 

 

【課題の表出の仕方は変化する】 

災害時における様々な課題は、市民社会において位置

付けられている組織の中で議論されるが、人々の関係を

基本とするコミュニティにおいては、課題にされること

はない。一方で議論されている課題は、課題として存在

しない。人々は市民社会とコミュニティの使い分けをす

るが、この二つの解釈の下では、課題の表出の仕方は変

化する。 

 

【考察】 

調査結果から考察を行う。 

【多様な人権への目配り】は、人権への配慮をするこ

とで、多様な人々が一時的にではあるが過ごすことにな

る避難所において、尊重されるべきことである。 

これの具体的な形が【避難所の運営】である。【避難所

の運営】は多様な【コミュニケーション】によって、日々、

人々によって構成されていく。避難所を中心とする生活

は、災害直後から始まるが、災害直後から1週間、2週間

経過すると、【問題の時間軸】が変化していく。【避難所

の運営】は性質の変化を行うことになる。 

その際に大切なのは【記憶・実感】である。被災とい

う辛い体験をしながら更なる辛い体験を重ねることによ

って、記憶が形成され、社会の一員ではないという実感

を得てしまうに至る。これは、【多様な人権への目配り】

が行き届かなくなった結果であり、【コミュニケーショ

ン】の細かな動きが大切となる。受け止める、個別の個

人として尊重するといった個人への配慮である。 

【支援の持つ複数の意味】は個人の尊重を前提として

行うことが必要であるが、アクターごとに支援の位置づ

けが異なっている。【問題の捉え方】が各組織で異なるた

めである。【組織の限界】が表出し、多様な価値観をどの

ように受け入れていけばいいのか、という課題が出る。 

【組織の限界】は市民社会において位置付けられてい

る組織が持っている特性である。人々は、市民社会にお

ける組織、地域の人の関係であるコミュニティとでは、

【課題の表出の仕方は変化する】。この変化はコミュニテ

ィでは課題にされないことが、組織では課題となる。暴

力は両方の人の関係において課題であるが、暴力という

課題は、市民社会の組織への影響は大きく、コミュニテ

ィへの影響も大きい。そのため、影響にさらされるだろ

う人々は、暴力によって苦境に立たされている人々の存

在自体をなかったことのように扱うであろうと推測する。

これは【記憶・実感】として個人の中には現れるが、市

民社会に位置付けられる組織、地域でのコミュニティか

らはなかったことにされる。 

以上のことから、暴力という具体的な課題は、組織、

コミュニティにおいて捉えられているが、影響が大きい

ため、無かったこととなる。暴力の被害に遭う人々は、

存在するが、組織、コミュニティからのケアということ

が明らかとなった。 

東日本大震災では、精神保健福祉士、傾聴ボランティ

アが被災者のケアを行った。また、女性支援団体は、育

児に関連したケアを行った。本研究は、ケアを二つの意

味で捉える。第一は、災害に遭遇し、精神的に傷ついた

状況からの人間性の回復としてのケアである。これは前

述の精神保健福祉士、傾聴ボランティア、女性支援団体

のそれである。第二は、成人男性、女性、子どもという

属性に焦点当てるだけではなく、その人に対してのパー

ソナリティのケアである。本研究は特に後者に趣を置く。 

パーソナリティのケアは、LGBTIの人々が体現している

ように、多様であり、個別の生き方を肯定する。子育て

世代の多様な生き方をも肯定する。人間性を取り戻して

いく工程である。それは、男性、女性にも同様のことが

言えるのではないかと考える。 

以上の考察に基づき、以下では現段階での提言を行う。 

 

提言1 

暴力という課題は、組織、コミュニティにおいて、捉

え方が異なる事象である。そのため、組織、コミュニテ

ィは、暴力をなかったことにする空白地帯を作り出すこ

とを自覚する。 

 

提言2 

提言 1 に基づき、防災は、基本概念に、成人男性、女

性、子ども、lgbtiというパーソナリティを尊重するとい

う明示をすることで、性別、性自認という枠組みを横断

的に含めることにより、人間の多様な行動を理解、内省

する手掛かりとし、空白地帯を埋める行動を規定する。 

 

【今後の展開】 

本研究は、市民団体、行政へ調査から考察を行った。

調査の中で出てきたこととして、人口密集地域である都

市部、中山間、漁村地域の地域的な特色である。本研究

の限界として、地域の特色を考察の範囲にいれることが

できなかった。次に、先行研究においても指摘されてい

るが、客観的なデータに基づいて研究を進めることがで

きなかったことである。 
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【支援の持つ複数の意味】 

行政、支援団体、住民組織、市民は支援という言葉を

複数の意味で使用している。女性支援団体が入ってきた

場合、避難所にいる男性は女性が支援されていると述べ

る。支援団体は、支援団体同士で支援のコミュニティを

形成し、当事者の視点が欠けがちとなる。一方、個人の

自立を促すための支援としての位置づけがある。 

 

【組織の限界】 

地域住民が組織する自主防災組織、支援団体、行政は

各組織に限界がある。限界は組織の性質からもたらされ

る。防災は地域ごとの取組、考え方にばらつきがあるが、

このばらつきが、各組織に影響をもたらしている。 

各組織の中核となる人物は、男性となる場合が多い。

男性の視点となりがちである。だが、その男性視点は、

組織に関係している男性の視点である。 

 

【課題の表出の仕方は変化する】 

災害時における様々な課題は、市民社会において位置

付けられている組織の中で議論されるが、人々の関係を

基本とするコミュニティにおいては、課題にされること

はない。一方で議論されている課題は、課題として存在

しない。人々は市民社会とコミュニティの使い分けをす

るが、この二つの解釈の下では、課題の表出の仕方は変

化する。 

 

【考察】 

調査結果から考察を行う。 

【多様な人権への目配り】は、人権への配慮をするこ

とで、多様な人々が一時的にではあるが過ごすことにな

る避難所において、尊重されるべきことである。 

これの具体的な形が【避難所の運営】である。【避難所

の運営】は多様な【コミュニケーション】によって、日々、

人々によって構成されていく。避難所を中心とする生活

は、災害直後から始まるが、災害直後から1週間、2週間

経過すると、【問題の時間軸】が変化していく。【避難所

の運営】は性質の変化を行うことになる。 

その際に大切なのは【記憶・実感】である。被災とい

う辛い体験をしながら更なる辛い体験を重ねることによ

って、記憶が形成され、社会の一員ではないという実感

を得てしまうに至る。これは、【多様な人権への目配り】

が行き届かなくなった結果であり、【コミュニケーショ

ン】の細かな動きが大切となる。受け止める、個別の個

人として尊重するといった個人への配慮である。 

【支援の持つ複数の意味】は個人の尊重を前提として

行うことが必要であるが、アクターごとに支援の位置づ

けが異なっている。【問題の捉え方】が各組織で異なるた

めである。【組織の限界】が表出し、多様な価値観をどの

ように受け入れていけばいいのか、という課題が出る。 

【組織の限界】は市民社会において位置付けられてい

る組織が持っている特性である。人々は、市民社会にお

ける組織、地域の人の関係であるコミュニティとでは、

【課題の表出の仕方は変化する】。この変化はコミュニテ

ィでは課題にされないことが、組織では課題となる。暴

力は両方の人の関係において課題であるが、暴力という

課題は、市民社会の組織への影響は大きく、コミュニテ

ィへの影響も大きい。そのため、影響にさらされるだろ

う人々は、暴力によって苦境に立たされている人々の存

在自体をなかったことのように扱うであろうと推測する。

これは【記憶・実感】として個人の中には現れるが、市

民社会に位置付けられる組織、地域でのコミュニティか

らはなかったことにされる。 

以上のことから、暴力という具体的な課題は、組織、

コミュニティにおいて捉えられているが、影響が大きい

ため、無かったこととなる。暴力の被害に遭う人々は、

存在するが、組織、コミュニティからのケアということ

が明らかとなった。 

東日本大震災では、精神保健福祉士、傾聴ボランティ

アが被災者のケアを行った。また、女性支援団体は、育

児に関連したケアを行った。本研究は、ケアを二つの意

味で捉える。第一は、災害に遭遇し、精神的に傷ついた

状況からの人間性の回復としてのケアである。これは前

述の精神保健福祉士、傾聴ボランティア、女性支援団体

のそれである。第二は、成人男性、女性、子どもという

属性に焦点当てるだけではなく、その人に対してのパー

ソナリティのケアである。本研究は特に後者に趣を置く。 

パーソナリティのケアは、LGBTIの人々が体現している

ように、多様であり、個別の生き方を肯定する。子育て

世代の多様な生き方をも肯定する。人間性を取り戻して

いく工程である。それは、男性、女性にも同様のことが

言えるのではないかと考える。 

以上の考察に基づき、以下では現段階での提言を行う。 

 

提言1 

暴力という課題は、組織、コミュニティにおいて、捉

え方が異なる事象である。そのため、組織、コミュニテ

ィは、暴力をなかったことにする空白地帯を作り出すこ

とを自覚する。 

 

提言2 

提言 1 に基づき、防災は、基本概念に、成人男性、女

性、子ども、lgbtiというパーソナリティを尊重するとい

う明示をすることで、性別、性自認という枠組みを横断

的に含めることにより、人間の多様な行動を理解、内省

する手掛かりとし、空白地帯を埋める行動を規定する。 

 

【今後の展開】 

本研究は、市民団体、行政へ調査から考察を行った。

調査の中で出てきたこととして、人口密集地域である都

市部、中山間、漁村地域の地域的な特色である。本研究

の限界として、地域の特色を考察の範囲にいれることが

できなかった。次に、先行研究においても指摘されてい

るが、客観的なデータに基づいて研究を進めることがで

きなかったことである。 
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 地域おこし協力隊員の変容過程に関する一考察 -  - 

笹川貴吏子（立教大学大学院） 

Keyword：地域おこし協力隊、外部者の変容、関係性の回復 

 

【はじめに】 
 今日、我が国の人口減少に伴う問題は極めて顕著であり、

農山村を起点として様々な問題が生じている。「人」、「土地」、

「むら」の 3つの空洞化という言葉で表現される農山村の

問題の一方、東京をはじめとする大都市では人、もの、経

済の一極集中化が起こるなど、今では地方も都市も共にア

ンバランスな状態に置かれている(小田切・藤山2013）。 

このような緊迫する現状を踏まえ、近年、農山村の地域

づくりにおいては「補助金から補助人へ」というスローガ

ンのもと、補助金を通じた「カネ」や「モノ」といった支

援よりも「補助人」による支援の重要性が主張されるよう

になってきた（小田切，2014）。この補助人、すなわち「地

域サポート人」 の一つに、2009 年から総務省の事業とし

て創設された地域おこし協力隊制度がある。 

地域づくりにおける外部者の役割や介入の意義について

は、地元学の手法を用いた地域づくりを筆頭にすでに多く

の先行研究にて論じられている（吉本，2001；真板・比田

井・高梨，2010；佐藤，2011；小田切，2014）。その中でも、

制度として外部者が地域づくりに関わる意義について前田

（2014）は、地域づくりにおける様々なアイディアやプラ

ンを実現するための「人」がいないことを指摘している。

また、稲垣（2014）は、過疎問題の本質がコミュニティの

活力低下にあると指摘し、「人口の量」ではなく、住民に寄

り添って行動ができるような人材の必要性として「人口の

質」について言及を行っている。 

しかしながら、先行研究の多くでは地域づくりを経ての

地域住民や地域の変容、当事者意識の芽生えについては触

れられているものの、そこに携わっていた外部者の変容に

ついてはほとんど語られておらず外部者がどこか機能的に

扱われているような印象を受け、そのことに対して筆者は

違和感を抱くようになった。もちろん、地域づくりにおけ

る主役は地域住民であり、そのことがメインに取り上げら

れることは不自然ではない。だが、筆者は今日の農山村の

問題や地域づくりを考える際に、外部者を機能やツールと

して捉えてしまうことに対し、危惧を覚えている。 

現在の地域おこし協力隊事業を見ていると、そういった

質的な隊員の変容や行動よりも、制度としての顔の見えな

い隊員像と「移住者」として数字で成果を重視するような、

国家の政策の範疇でしか隊員の活動が評価されていないよ

うな印象を受ける。また、隊員の変容や移住に移るまでの

過程が、どこか「単純化」や「美化」して語られることで、

現場の中での隊員の声や思い、葛藤、変容に伴うリアルな

心情がかき消されてしまっているようにも思えた。 

現在、地方創生の一環として地域おこし協力隊の人数を

3,000 人に増員するという目標が掲げられ（首相官邸，

2014）、協力隊を導入する自治体は年々増加している 。こ

のような地域づくりに参画する外部者の増加に伴い、地域

に与えるプラスの影響だけでなく、上述したような現場の

中での関係者の悩みや問題といったマイナスの面が様々な

形で表れているのもまた事実である（椎川・小田切・平井

ら，2015）。 

上述したような地域おこし協力隊制度が抱える問題の解

決に向けては、近年様々な対策や研究がなされている（小

田切，2014；村落LLP，2014；椎川・小田切・平井ら，2015）。

筆者としては、制度上の問題解決と改善に伴う質の向上と

同様に、地域の現場における地域内外の関係者の間で生起

する事象を丁寧に探っていくこともまた必要であると感じ

ている。 

本研究は、日本の農山村での地域づくりに外部者として

携わる地域おこし協力隊員を対象に、活動で生じた彼らの

変容に焦点を当て、現場における地域住民と隊員の相互行

為の内実について考察し、今日の地域づくりに有効な視座

を提供することを目的とする。農山村での問題が叫ばれる

今日、地域づくりに携わる外部者の変容に関する研究はま

だまだ数が少なく、そのような面からもこの研究を行って

いく意味はあると考えている。 

 

【研究方法】 

本研究では、地域おこし協力隊員が活動を行っていた

地域づくりのフィールドとして、茨城県の最北部に位置

する常陸太田市を対象に、元隊員への半構造化インタビ

ュー及び質的データ分析を行った。 

茨城県常陸太田市は、平成 16年 12月の「平成の大合

併」によって旧常陸太田市と旧金砂郷町、旧水府村、旧

里美村が合併して現在の常陸太田市として編成された。 

平成23年度に茨城県内初の取り組みとして地域おこし協

力隊制度を導入し、平成28年 4月現在市内4地区で5名

の隊員が活動を行っている。 

なお、本研究で対象とする地域おこし協力隊員につい

ては、具体的な変容過程を考察するために、すでに協力

隊の任期を終えた元隊員（里美地区隊員 2 名、金砂郷地

区隊員2名）の4名に焦点を絞って調査を実施した(表1)。 

 

表 1 茨城県常陸太田市調査インタビュー対象者 

（元地域おこし協力隊員）一覧 

 

 

4 名の元隊員それぞれに実施した半構造化インタビュ

ーに伴う質的データ分析については、大谷(2007)の SCAT

法(Steps for cording and Theorization)を参考に分析

を行った。これは、インタビューで得られたデータをオ

ープン・コーディングし、さらに焦点的コーディングを

行い、最後にデータマトリクス化して概念的カテゴリー

に分類するものである。また、コーディング作業の際の

アプローチ方法については、佐藤(2008)の帰納的アプロ

ーチと演繹的アプローチを併用して行った。 

  

【研究結果】 

 元隊員への半構造化インタビューデータから抽出され

たオープン・コーディングのコードを「変容」をキーワ

ードに分類したところ、①地域(農山村・現場)に対する

イメージの変化、②地域づくりに対するイメージの変化、

③協力隊の役割の変化、④活動内容の変化、⑤地域住民

の変化、➅自己の変化、⑦地域住民との関係性の変化、

⑧連携した外部者の変化、⑨地域内外での協力隊の認識

の変化の9つの項目に分類することができた。これらを、

「入隊前～活動初期」と「活動後期～任期終了後」の 2

つの時期に応じてデータマトリクス化して整理を行った

(表 2)。本稿では紙幅の都合上、例示する元隊員のデータ

マトリクスについては、1名のみとさせていただく。 

表 2  A氏（常陸太田市地域おこし協力隊 

里美地区元隊員）変容過程 

A氏 入隊前〜活動初期 活動後期 

～任期終了後 

①地域 

（農山村・現場） 

に対する 

イメージの変化 

・「何もない」と言わ

れているところに身

を投じて挑戦してみ

たかった(A1-006) 

 

・大学時代に、現場と

いう場は国内外関わ

らずに「現場」なのだ

と感じた。(A1-007 ) 

 

・「地域」が前提に

あるのではなく、一

人ひとりの暮らす

人がいる。(A1-073) 

 

・協力隊になって地

域は「個の集合体」

であることが分かっ

た(A1-072) 

②地域づくり 

に対する 

イメージの変化 

・赴任当初は地域づ

くりには経済活動が

伴わないと意味がな

いと考えており、教

育の大事さや地域の

誇りの醸成への視点

はなかった。

(A1-011) 

 

・何が地域づくりなの

かわからなかったと

きは、特産品開発や

経済活動を活性化す

るための活動をしな

くてはいけないと思

い焦りを感じていた。

(A1-012) 

・途中から、地域の

人が自分の地域に

誇りを持ち、住んで

いてよかったと思え

ることが重要だと思

うようになった。

(A1-013) 

 

 

・主体性が増えてい

くことが地域づくり

だと今は考えてい

る。(A1-016) 

 

③協力隊 

の役割の変化 

 

 

・協力隊の仕事は

プロセスを作ること

(A1-024) 

 

・コーディネーター

が、仕組みだけを

整えて地域の人に

押し付けてもその

後の継続性が見ら

れなければ意味が

ない。(A1-021) 

 

⑤地域住民の

変化 

・食の取り組みを増

やし、半信半疑なお

母さんたちに地域の

家庭料理の魅力を実

感してもらえるように

取り組んでいた。

(A1-028) 

 

・最初は他人事だっ

たお母さんたち

(A1-055) 

・2 年目の頃から地

域の人に当事者意

識の芽生えが見ら

れるようになった。

(A1-018 ) 

 

・3年目には、主体

的に事業に関わっ

てくれるようになっ

た。(A1-055) 

⑥自己の変化 ・協力隊になる前は、

自分の世界は狭く日

本の地域があること

を知らなかった。

(A1-065) 

 

・自分のテリトリー

だけで完結してい

た狭い世界に日本

の地域が入ってき

たことで世界が広

がった。(A1-067) 
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 地域おこし協力隊員の変容過程に関する一考察 -  - 

笹川貴吏子（立教大学大学院） 

Keyword：地域おこし協力隊、外部者の変容、関係性の回復 

 

【はじめに】 
 今日、我が国の人口減少に伴う問題は極めて顕著であり、

農山村を起点として様々な問題が生じている。「人」、「土地」、

「むら」の 3つの空洞化という言葉で表現される農山村の

問題の一方、東京をはじめとする大都市では人、もの、経

済の一極集中化が起こるなど、今では地方も都市も共にア

ンバランスな状態に置かれている(小田切・藤山2013）。 

このような緊迫する現状を踏まえ、近年、農山村の地域

づくりにおいては「補助金から補助人へ」というスローガ

ンのもと、補助金を通じた「カネ」や「モノ」といった支

援よりも「補助人」による支援の重要性が主張されるよう

になってきた（小田切，2014）。この補助人、すなわち「地

域サポート人」 の一つに、2009 年から総務省の事業とし

て創設された地域おこし協力隊制度がある。 

地域づくりにおける外部者の役割や介入の意義について

は、地元学の手法を用いた地域づくりを筆頭にすでに多く

の先行研究にて論じられている（吉本，2001；真板・比田

井・高梨，2010；佐藤，2011；小田切，2014）。その中でも、

制度として外部者が地域づくりに関わる意義について前田

（2014）は、地域づくりにおける様々なアイディアやプラ

ンを実現するための「人」がいないことを指摘している。

また、稲垣（2014）は、過疎問題の本質がコミュニティの

活力低下にあると指摘し、「人口の量」ではなく、住民に寄

り添って行動ができるような人材の必要性として「人口の

質」について言及を行っている。 

しかしながら、先行研究の多くでは地域づくりを経ての

地域住民や地域の変容、当事者意識の芽生えについては触

れられているものの、そこに携わっていた外部者の変容に

ついてはほとんど語られておらず外部者がどこか機能的に

扱われているような印象を受け、そのことに対して筆者は

違和感を抱くようになった。もちろん、地域づくりにおけ

る主役は地域住民であり、そのことがメインに取り上げら

れることは不自然ではない。だが、筆者は今日の農山村の

問題や地域づくりを考える際に、外部者を機能やツールと

して捉えてしまうことに対し、危惧を覚えている。 

現在の地域おこし協力隊事業を見ていると、そういった

質的な隊員の変容や行動よりも、制度としての顔の見えな

い隊員像と「移住者」として数字で成果を重視するような、

国家の政策の範疇でしか隊員の活動が評価されていないよ

うな印象を受ける。また、隊員の変容や移住に移るまでの

過程が、どこか「単純化」や「美化」して語られることで、

現場の中での隊員の声や思い、葛藤、変容に伴うリアルな

心情がかき消されてしまっているようにも思えた。 

現在、地方創生の一環として地域おこし協力隊の人数を

3,000 人に増員するという目標が掲げられ（首相官邸，

2014）、協力隊を導入する自治体は年々増加している 。こ

のような地域づくりに参画する外部者の増加に伴い、地域

に与えるプラスの影響だけでなく、上述したような現場の

中での関係者の悩みや問題といったマイナスの面が様々な

形で表れているのもまた事実である（椎川・小田切・平井

ら，2015）。 

上述したような地域おこし協力隊制度が抱える問題の解

決に向けては、近年様々な対策や研究がなされている（小

田切，2014；村落LLP，2014；椎川・小田切・平井ら，2015）。

筆者としては、制度上の問題解決と改善に伴う質の向上と

同様に、地域の現場における地域内外の関係者の間で生起

する事象を丁寧に探っていくこともまた必要であると感じ

ている。 

本研究は、日本の農山村での地域づくりに外部者として

携わる地域おこし協力隊員を対象に、活動で生じた彼らの

変容に焦点を当て、現場における地域住民と隊員の相互行

為の内実について考察し、今日の地域づくりに有効な視座

を提供することを目的とする。農山村での問題が叫ばれる

今日、地域づくりに携わる外部者の変容に関する研究はま

だまだ数が少なく、そのような面からもこの研究を行って

いく意味はあると考えている。 

 

【研究方法】 

本研究では、地域おこし協力隊員が活動を行っていた

地域づくりのフィールドとして、茨城県の最北部に位置

する常陸太田市を対象に、元隊員への半構造化インタビ

ュー及び質的データ分析を行った。 

茨城県常陸太田市は、平成 16年 12月の「平成の大合

併」によって旧常陸太田市と旧金砂郷町、旧水府村、旧

里美村が合併して現在の常陸太田市として編成された。 

平成23年度に茨城県内初の取り組みとして地域おこし協

力隊制度を導入し、平成28年 4月現在市内4地区で5名

の隊員が活動を行っている。 

なお、本研究で対象とする地域おこし協力隊員につい

ては、具体的な変容過程を考察するために、すでに協力

隊の任期を終えた元隊員（里美地区隊員 2 名、金砂郷地

区隊員2名）の4名に焦点を絞って調査を実施した(表1)。 

 

表 1 茨城県常陸太田市調査インタビュー対象者 

（元地域おこし協力隊員）一覧 

 

 

4 名の元隊員それぞれに実施した半構造化インタビュ

ーに伴う質的データ分析については、大谷(2007)の SCAT

法(Steps for cording and Theorization)を参考に分析

を行った。これは、インタビューで得られたデータをオ

ープン・コーディングし、さらに焦点的コーディングを

行い、最後にデータマトリクス化して概念的カテゴリー

に分類するものである。また、コーディング作業の際の

アプローチ方法については、佐藤(2008)の帰納的アプロ

ーチと演繹的アプローチを併用して行った。 

  

【研究結果】 

 元隊員への半構造化インタビューデータから抽出され

たオープン・コーディングのコードを「変容」をキーワ

ードに分類したところ、①地域(農山村・現場)に対する

イメージの変化、②地域づくりに対するイメージの変化、

③協力隊の役割の変化、④活動内容の変化、⑤地域住民

の変化、➅自己の変化、⑦地域住民との関係性の変化、

⑧連携した外部者の変化、⑨地域内外での協力隊の認識

の変化の9つの項目に分類することができた。これらを、

「入隊前～活動初期」と「活動後期～任期終了後」の 2

つの時期に応じてデータマトリクス化して整理を行った

(表 2)。本稿では紙幅の都合上、例示する元隊員のデータ

マトリクスについては、1名のみとさせていただく。 

表 2  A氏（常陸太田市地域おこし協力隊 

里美地区元隊員）変容過程 

A氏 入隊前〜活動初期 活動後期 

～任期終了後 

①地域 

（農山村・現場） 

に対する 

イメージの変化 

・「何もない」と言わ

れているところに身

を投じて挑戦してみ

たかった(A1-006) 

 

・大学時代に、現場と

いう場は国内外関わ

らずに「現場」なのだ

と感じた。(A1-007 ) 

 

・「地域」が前提に

あるのではなく、一

人ひとりの暮らす

人がいる。(A1-073) 

 

・協力隊になって地

域は「個の集合体」

であることが分かっ

た(A1-072) 

②地域づくり 

に対する 

イメージの変化 

・赴任当初は地域づ

くりには経済活動が

伴わないと意味がな

いと考えており、教

育の大事さや地域の

誇りの醸成への視点

はなかった。

(A1-011) 

 

・何が地域づくりなの

かわからなかったと

きは、特産品開発や

経済活動を活性化す

るための活動をしな

くてはいけないと思

い焦りを感じていた。

(A1-012) 

・途中から、地域の

人が自分の地域に

誇りを持ち、住んで

いてよかったと思え

ることが重要だと思

うようになった。

(A1-013) 

 

 

・主体性が増えてい

くことが地域づくり

だと今は考えてい

る。(A1-016) 

 

③協力隊 

の役割の変化 

 

 

・協力隊の仕事は

プロセスを作ること

(A1-024) 

 

・コーディネーター

が、仕組みだけを

整えて地域の人に

押し付けてもその

後の継続性が見ら

れなければ意味が

ない。(A1-021) 

 

⑤地域住民の

変化 

・食の取り組みを増

やし、半信半疑なお

母さんたちに地域の

家庭料理の魅力を実

感してもらえるように

取り組んでいた。

(A1-028) 

 

・最初は他人事だっ

たお母さんたち

(A1-055) 

・2 年目の頃から地

域の人に当事者意

識の芽生えが見ら

れるようになった。

(A1-018 ) 

 

・3年目には、主体

的に事業に関わっ

てくれるようになっ

た。(A1-055) 

⑥自己の変化 ・協力隊になる前は、

自分の世界は狭く日

本の地域があること

を知らなかった。

(A1-065) 

 

・自分のテリトリー

だけで完結してい

た狭い世界に日本

の地域が入ってき

たことで世界が広

がった。(A1-067) 
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・協力隊になる前は

地域コミュニティと都

会のつながりを意識

していなかった。

(A1-066) 

・里美を離れても、

他の地域で「個の

集合体である自分」

という視点を持て

る。(A1-081) 

 

上述したようなデータマトリクスを参考に元隊員 4 名

の変容過程を考察していくと、①地域（農山村・現場）

に対するイメージの変化、②地域づくりに対するイメー

ジの変化、③協力隊の役割の変化、④活動内容の変化の

項目に関しては、「入隊前～活動初期」には地域が「不在」

の状態であった隊員の中に、「活動後期～任期終了後」に

なると地域や地域住民の存在が浮かび上がってきている

ことや、地域づくりを経済の活性化に重きを置いた視点

から、住民の主体性を重視した視点で捉えるように変化

していることが読み取れる。 

また、⑤地域住民の変化、⑧連携した外部者の変化の

項目については、地域住民やそこに携わった外部者の当

事者意識の芽生えが見受けられるとともに、⑥自己の変

化、⑦地域住民との関係性の変化の項目では、隊員自身

においても都市と農山村とのつながりの認識や当事者意

識の芽生えが生じていることを考察することができた。  

さらに、⑨地域内外での協力隊の認識の変化について

は当初は「外部者」として認識されていた協力隊が、活

動を経ていくうちに「媒体者」 として認識されるように

なっていったことが伺えた。以上のように、元隊員への

調査結果から、時間の経過に従って隊員の中での地域社

会の像や地域づくりの意味が変容していることが伺えた。 

 

【考察】 

地域サポート人には、専門家と非専門家の二つのタイプ

があるが、地域おこし協力隊は後者に該当する。 

稲垣（2014，p．221）は、農山村の地域づくりにおいて

は、段階を踏んだ地域づくりのサポートを実施することの

重要性を指摘し、「①住民の主体的意識を醸成するサポート

（寄り添い型サポート）」と「②住民の主体性が生まれた後

の、集落の将来ビジョンづくりと実践に対するサポート（事

業導入型サポート）」について言及している。同時に稲垣

（2014）は、以上のような考えを足し算・掛け算になぞら

えて、まずは寄り添い型サポート（足し算のサポート）を

地道に行い、地域力がプラスになった段階で事業導入型サ

ポート（掛け算のサポート）を行うことにより効果が得ら

れることを指摘しているが（図 1）、その際の非専門家の役

割は、足し算のサポートの段階で地域に寄り添う地道な支

援を経て、住民の地域づくりに向けた心の準備を図るプロ

セスであることとして、地域づくりにおける非専門家であ

る外部人材が果たす役割を指摘している。 

 
図 1 地域力とサポートの関係 

（稲垣，2014，p．222） 

 

しかしながら、これまでの地域づくりにおいては足し算

のサポートが軽視されていたことを指摘するとともに、改

めてその重要性について言及を行っている。本研究におけ

る外部者の変容過程をもとに、足し算のサポートの役割を

考察するとすれば、足し算のサポートのような地域に寄り

添う地道な支援は、外部者にとっても「地域の不在」や距

離を解消し、無意識に農山村に抱いているマイナスのイメ

ージを払拭し、地域住民のニーズや想いを知る上での絶好

の機会になるといえ、その後の地域づくりを円滑に進める

効果があるといえる。 

また、小田切（2014）は地域サポート人の中から、経

験の積み重ねを経て専門家が誕生したことに触れ、地域

づくりの過程でそこに寄り添う外部人材の成長過程につ

いても言及している。さらに、そのような成長を経た外

部人材、とりわけ地域おこし協力隊がその地域への定住

を図ることにより、今日の農山村が抱える問題解決に大

きく貢献していることや、日本国内において近年顕在化

している国民の「田園回帰」 においても、その流れを作

り出す上で一助となっていると述べている。 

ここまで、常陸太田市での調査結果から得られたデー

タをもとに、今日の地域づくりを外部者の変容過程を交

えながら考察を行ってきた。 

しかしながら、本研究で明らかになった調査結果につ

いて筆者は、変容後だけでなく変容前についても注目し

て考察する必要があると考えている。元隊員の語りから

導き出される入隊当初の地域像や地域づくりの捉え方と

いうのは、上述したように地域に対してどこかマイナス

的なイメージを抱いていたり、顔の見えない地域づくり

像を抱いており、無意識の内に「活性化されるべき対象

としての地域」という視点で地域を捉えていたのが伺え

た。このように地域づくりが外部者による一方的な行為

として実施されている限り、地域住民に寄りそう活動を

行うことは難しいだろう。 

佐藤（2005，p．4）は、途上国での開発援助における

事例をもとに外部者が地域に与える正負の面について言

及している。特に、外部者が無自覚のうちに暴力性を帯

びることについて、「善意は善行を保証しない」と本質を

突いた指摘をしている。チェンバース（1995）もまた、

生活者の視点から、開発プロジェクトにおける外部者の

心構えとして「逆転」の発想を唱え、地域の人々から学

ぶことの重要性を説いている。以上のことから、地域づ

くりにおける外部者は、外部者である自身が地域に与え

る影響や地域の社会、文化に配慮し、地域の実情に沿っ

た活動を展開する必要があり、その上でも地域に寄りそ

う地道な活動を通して、「地域の不在」を解消していくこ

とは重要であろう。 

 

【まとめ】 

本研究であげたような地域づくりにおける元隊員の変

容のプロセスは、非専門家から専門家といった変容だけ

でなく、隊員個人のアイデンティティとも深く関わって

いるものである。本研究のテーマである外部者の変容に

ついていえば、調査結果からは元隊員の意識の中で「地

域」に対する捉え方の変化が見られ、入隊前に無意識の

うちに抱いていた「活性化されるべき対象としての地域」

から地域住民一人ひとりが個性を持つ「個の集合体であ

る地域」へと変容していったことが伺えた。 

これらを踏まえ、地域おこし協力隊制度における成果

の捉え方を、制度としての顔の見えない隊員像や、「移住

者」として数字で成果を重視するような国家の政策の範

疇として評価するのではなく、質的な変容をふまえた隊

員の「個」に焦点を当てて捉えていくことの重要性を改

めて提言したい。また、その際には、そこに潜む隊員の

葛藤や戸惑いについて丁寧に向き合っていくだけでなく、

本研究の調査結果にもみられたような、元隊員が入隊当

初抱いていた地域に対するマイナス的なイメージや、顔

の見えない地域づくり像を拭い去ることの必要性につい

ても触れたい。   

本研究では、地域づくりの現場における外部者である

地域おこし協力隊員の価値観の変化や当事者意識の芽生

えにも注目して考察を行ってきた。外部者の変容過程か

ら地域づくりについて考察することは、地域や地域住民

の変容と同様に、今日の農山村における地域づくりが抱

える課題の解決に寄与するとともに、地域づくり在り方

についても有効な視座を提供しうると考える。 
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・協力隊になる前は

地域コミュニティと都

会のつながりを意識

していなかった。

(A1-066) 

・里美を離れても、

他の地域で「個の

集合体である自分」

という視点を持て

る。(A1-081) 
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（稲垣，2014，p．222） 
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農業生産法人を核とする農村活性化の新展開 

○山藤篤（愛媛大学）・香月敏孝（愛媛大学） 

Keyword： 農村活性化、内発的展開、組織展開 

 

【問題・目的・背景】 
わが国の農村は、過疎化、高齢化の進展、混在化等

により、農村本来のもつ多様な役割を十分発揮できな

いばかりか、集落機能の脆弱化と並進して消滅さえ危

惧されている。そうした問題について、田園回帰や農

山村再生といった研究が、近年多くみられるようにな

った。 
 しかし、それらの既往研究は、農村の価値を再評価

し、それに基づいて多様な地域の特性に適合した展開

を事例の積み重ねによって評価するものが多い。言い

換えれば、農村活性化を巡る取組が各地で展開してい

るが、多くは最近の動向による成功事例を通して農村

の持つ可能性を示すことが論点の中心となり、他の地

域に示唆を与えるモデルとしては十分とはいえない。 
そこで本稿では、そうした既往研究や環境変化の状

況を踏まえながら、かねてより農村活性化を図ってい

る事例に注目し、それを一つのモデルと捉え、その可

能性について示す。 
 こうした目的の下、本稿では以下のような構成で検

討を行っていく。 
 

【研究方法・研究内容】 

まず農村をめぐる環境変化についての把握を行う。

つぎに、それを踏まえて農村内部から独自の変革をみ

せている実態について事例をもとに明らかにする。さ

いごに連携モデルの可能性についての検討を行う。 

 農村をめぐる環境変化については、統計データから

農業は今やマイナーな産業部門となっており、農村内

部においても主業的に農業を行っているのは少数であ

ることを示す。さらに農協や自治体の広域合併により、

農村住民にとっては、従前のサービスが受けにくくな

っているという側面を示す。 
 こうした環境変化によって農村内部が主体となった

取組が求められるようになった。すなわち補助金だけ

では、地域の維持そのものが困難な農村において、自

発的な取組が地域住民の生活基盤としてその役割を担

うようになったといえる。 
 つぎに本研究では代表的な中山間地において定住を

支え、農村内部から独自の変革をみせ農村活性化のモ

デルになりうる事例と目されるグループ組織「百姓百

品」の取組についてみた。同組織のある西予市野村町

は、地理的に不利な条件を抱える典型的農村である。 
 

【研究・調査･分析結果】 

１．農業・農村をめぐる環境変化 

（１）国民経済レベルからみた農業・農村の変化 

まず、国民経済レベルからみた農業・農村をめぐる

環境変化について、就業人口の変化を中心に整理して

みよう（第１図参照）。 

 1920年に農業就業人口は約 1,400万人であり、その
後、戦後の一時的な増加を挟み、1960年においても約
1,300万人とほぼ横ばいであった。また、全就業人口に
占める農業就業人口の割合は、1920年に51％であり、
1950 年においても 45％であったから、この段階まで
は、就業構成からみて農業は大きな比重を占めていた

といえる。 

 
 こうした就業構造が大きく変化するのが、1950年代
半ばから始まる高度経済成長期のことである。高度経

済成長期は1970年代初頭まで続く。1950年代半ば以
降、就業人口全体が増加する中で、農業就業人口は急

速に減少している。都市部での雇用拡大に伴い、農村

から農家の跡継ぎ層を含め若年層を中心につぎつぎと

都市に向かって人口移動が生じたからである。 
すなわち、農業就業人口は、1970年には 940万人（全
就業人口の18％）、1980年には550万人（同10％）、
1990年には390万人（同６％）、2000年には290万人
（同５％）、直近の 2010年には220万人（同４％）に
まで減少している。 

 こうして、就業構成からみた農業は、今やマイナー

な産業部門となっていることがわかる。また、第１表

に示したように、2010年における農業就業人口のほぼ
半分は、65歳以上の高齢者が占めている。このため、
高齢者の就業先として農業はなおもって重要な役割を

担っているものの、若年層の就業先としては極めてマ

イナーな産業となっている。 

 

 また、同じく2010年時点で、総人口（１億 2,806万
人）に占める農家人口（650 万人）の割合は５％、国
内総生産（481.7兆円）に占める農業部門（4.66兆円）
の割合は１％程度になっている。 

（２）農村内部の変化 

 次に、農村内部の変化について農業集落の世帯構成

のあり方を中心にみてみよう。農業集落は、もともと

自然発生的な地域社会であって、家と家とが地縁的、

血縁的に結びつき、自治組織、農事組合といった各種

の団体や社会関係を形成してきた社会生活の基礎的単

位である。 

 第２図に示したように、全国平均でみた農業集落は、

1960年には全世帯数が64戸で、このうち農家が 39戸
であり、全世帯に占める農家の割合は 61％であった。
この段階でも農家と非農家の混住化はある程度進んで

いることがわかるが、なお農業集落では農家世帯が過

半を占めている。 

 その後、同割合は、1970年に46％、1980年に23％
へ急速に減少した後、その後の減少は緩やかになるも

のの、1990年に16％、2000年に11％、2010には9％
までに減少している。このため、近年、農業集落にお

いても、農家は１割程度を占める少数派となっている。

９割程度は非農家という構成となるが、この中には他

から移り住んできた新住民のほか、農地を貸し出すな

どして農業を止めた世帯、農外に就業している農家の

子弟が独立して設けた世帯が含まれる。かつて農家を

中心に同質的な世帯構成をなしていた農業集落が今や

著しい異質な構成となっている。 

 

 また、これに加えて農家の構成についても、1990
年以降には第２図に示したように、主に自家で食べる

米や野菜等の生産にとどまる自給的農家と、農産物販

売は行っているが農業は副業的な位置づけとなってい

る副業的農家の割合が増加しており、農家の中でも主

業的に農業を行っている世帯は少数となっている。 

第３図に農協（総合農協）と市町村数の推移を示し

た。農協は 1975年の 4,942から 2011年には 745へと
大きく減少し（減少率 85％）、同じく市町村も 3,257
から1,727へとほぼ半減（減少率47％）している。 

 それぞれが広域合併したのは、次のような背景が挙

げられる。農協の場合は1990年頃までは行政機構とし
ての市町村区域に適合することが意識される面が強か

ったが、それ以降は金融自由化の進展への対応が迫ら

れた点が大きかったといえる。市町村の場合は、市町

村財源である政府からの地方交付税の大幅な削減が進

む中で、合併に向けて手厚い財政支援が行われたこと

が合併を促進した（特に、2005年 3月まで措置された
合併特例債の支援が大きかった）。いずれも財務体質

の強化をめざした合併という側面が強いといえる。 

こうした農協、市町村の広域合併は通常、職員削減

を伴っており、農村住民にとっては、単にこれら組織

への物理的、心理的距離が広がったばかりでなく、従
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農業生産法人を核とする農村活性化の新展開 

○山藤篤（愛媛大学）・香月敏孝（愛媛大学） 

Keyword： 農村活性化、内発的展開、組織展開 

 

【問題・目的・背景】 
わが国の農村は、過疎化、高齢化の進展、混在化等

により、農村本来のもつ多様な役割を十分発揮できな

いばかりか、集落機能の脆弱化と並進して消滅さえ危

惧されている。そうした問題について、田園回帰や農

山村再生といった研究が、近年多くみられるようにな

った。 
 しかし、それらの既往研究は、農村の価値を再評価

し、それに基づいて多様な地域の特性に適合した展開

を事例の積み重ねによって評価するものが多い。言い

換えれば、農村活性化を巡る取組が各地で展開してい

るが、多くは最近の動向による成功事例を通して農村

の持つ可能性を示すことが論点の中心となり、他の地

域に示唆を与えるモデルとしては十分とはいえない。 
そこで本稿では、そうした既往研究や環境変化の状

況を踏まえながら、かねてより農村活性化を図ってい

る事例に注目し、それを一つのモデルと捉え、その可

能性について示す。 
 こうした目的の下、本稿では以下のような構成で検

討を行っていく。 
 

【研究方法・研究内容】 

まず農村をめぐる環境変化についての把握を行う。

つぎに、それを踏まえて農村内部から独自の変革をみ

せている実態について事例をもとに明らかにする。さ

いごに連携モデルの可能性についての検討を行う。 

 農村をめぐる環境変化については、統計データから

農業は今やマイナーな産業部門となっており、農村内

部においても主業的に農業を行っているのは少数であ

ることを示す。さらに農協や自治体の広域合併により、

農村住民にとっては、従前のサービスが受けにくくな

っているという側面を示す。 
 こうした環境変化によって農村内部が主体となった

取組が求められるようになった。すなわち補助金だけ

では、地域の維持そのものが困難な農村において、自

発的な取組が地域住民の生活基盤としてその役割を担

うようになったといえる。 
 つぎに本研究では代表的な中山間地において定住を

支え、農村内部から独自の変革をみせ農村活性化のモ

デルになりうる事例と目されるグループ組織「百姓百

品」の取組についてみた。同組織のある西予市野村町

は、地理的に不利な条件を抱える典型的農村である。 
 

【研究・調査･分析結果】 

１．農業・農村をめぐる環境変化 

（１）国民経済レベルからみた農業・農村の変化 

まず、国民経済レベルからみた農業・農村をめぐる

環境変化について、就業人口の変化を中心に整理して

みよう（第１図参照）。 

 1920年に農業就業人口は約 1,400万人であり、その
後、戦後の一時的な増加を挟み、1960年においても約
1,300万人とほぼ横ばいであった。また、全就業人口に
占める農業就業人口の割合は、1920年に51％であり、
1950 年においても 45％であったから、この段階まで
は、就業構成からみて農業は大きな比重を占めていた

といえる。 

 
 こうした就業構造が大きく変化するのが、1950年代
半ばから始まる高度経済成長期のことである。高度経

済成長期は1970年代初頭まで続く。1950年代半ば以
降、就業人口全体が増加する中で、農業就業人口は急

速に減少している。都市部での雇用拡大に伴い、農村

から農家の跡継ぎ層を含め若年層を中心につぎつぎと

都市に向かって人口移動が生じたからである。 
すなわち、農業就業人口は、1970年には 940万人（全
就業人口の 18％）、1980年には550万人（同10％）、
1990年には390万人（同６％）、2000年には290万人
（同５％）、直近の 2010年には220万人（同４％）に
まで減少している。 

 こうして、就業構成からみた農業は、今やマイナー

な産業部門となっていることがわかる。また、第１表

に示したように、2010年における農業就業人口のほぼ
半分は、65歳以上の高齢者が占めている。このため、
高齢者の就業先として農業はなおもって重要な役割を

担っているものの、若年層の就業先としては極めてマ

イナーな産業となっている。 

 

 また、同じく2010年時点で、総人口（１億 2,806万
人）に占める農家人口（650 万人）の割合は５％、国
内総生産（481.7兆円）に占める農業部門（4.66兆円）
の割合は１％程度になっている。 

（２）農村内部の変化 

 次に、農村内部の変化について農業集落の世帯構成

のあり方を中心にみてみよう。農業集落は、もともと

自然発生的な地域社会であって、家と家とが地縁的、

血縁的に結びつき、自治組織、農事組合といった各種

の団体や社会関係を形成してきた社会生活の基礎的単

位である。 

 第２図に示したように、全国平均でみた農業集落は、

1960年には全世帯数が64戸で、このうち農家が 39戸
であり、全世帯に占める農家の割合は 61％であった。
この段階でも農家と非農家の混住化はある程度進んで

いることがわかるが、なお農業集落では農家世帯が過

半を占めている。 

 その後、同割合は、1970年に46％、1980年に23％
へ急速に減少した後、その後の減少は緩やかになるも

のの、1990年に16％、2000年に11％、2010には9％
までに減少している。このため、近年、農業集落にお

いても、農家は１割程度を占める少数派となっている。

９割程度は非農家という構成となるが、この中には他

から移り住んできた新住民のほか、農地を貸し出すな

どして農業を止めた世帯、農外に就業している農家の

子弟が独立して設けた世帯が含まれる。かつて農家を

中心に同質的な世帯構成をなしていた農業集落が今や

著しい異質な構成となっている。 

 

 また、これに加えて農家の構成についても、1990
年以降には第２図に示したように、主に自家で食べる

米や野菜等の生産にとどまる自給的農家と、農産物販

売は行っているが農業は副業的な位置づけとなってい

る副業的農家の割合が増加しており、農家の中でも主

業的に農業を行っている世帯は少数となっている。 

第３図に農協（総合農協）と市町村数の推移を示し

た。農協は 1975年の 4,942から 2011年には 745へと
大きく減少し（減少率 85％）、同じく市町村も 3,257
から1,727へとほぼ半減（減少率47％）している。 

 それぞれが広域合併したのは、次のような背景が挙

げられる。農協の場合は 1990年頃までは行政機構とし
ての市町村区域に適合することが意識される面が強か

ったが、それ以降は金融自由化の進展への対応が迫ら

れた点が大きかったといえる。市町村の場合は、市町

村財源である政府からの地方交付税の大幅な削減が進

む中で、合併に向けて手厚い財政支援が行われたこと

が合併を促進した（特に、2005年 3月まで措置された
合併特例債の支援が大きかった）。いずれも財務体質

の強化をめざした合併という側面が強いといえる。 

こうした農協、市町村の広域合併は通常、職員削減

を伴っており、農村住民にとっては、単にこれら組織

への物理的、心理的距離が広がったばかりでなく、従
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前のサービスが受けにくくなったという側面が否定で

きない。農協の場合には、1970年には組合員 29人に
対して１人の職員がいたが、2005年には 39人に１人
にまで減少している。市町村の場合は、大規模な合併

が始まる前の 2004年と比較して2010年の一般行政職
員は、全体で 12％程度削減されているが、農林水産業
の職員は全体の平均を上回る 21％の削減となってい
る。 

 

 

２．百姓百品株式グループの誕生 

西予市野村町は愛媛県の南西に位置し、東は四国山

地の四国カルスト・大野ヶ原があり、町全体が四国山

脈に囲まれている。酪農と養蚕、すなわち「ミルクと

シルクのまち」が町のキャッチフレーズであった。養

蚕の衰退後は、野菜や葉たばこをつくる農家が一時は

増加したものの、過疎化・高齢化が押し寄せ、現在で

は人口減少が進む典型的な中山間地の農村である。農

用地の多くが谷間や高台に散在することで優良農地の

集約化が進みにくく、耕種経営の１戸当たり平均経営

面積は１ha未満と零細経営が主体である。こうしたな

かで担い手不足と高齢化が並進し農協出荷をリタイア

せざるをえない農家も増えた。 
そして高齢化の進行とともに産地基盤も弱体化す

るもとでは、地元農協や行政も産地の再構築の方向性

を見出す対応が喫緊の課題となっている。しかし農協

は共販出荷が前提であることから、高齢・零細生産者

の規格外・小規模出荷に即した販売対応を行っていな

かった。他方、都市部では人口過剰の傾向が進む一方

で、食の安全や安心が見直され、直売所への関心が高

まりをみせた。またスーパーにおいてもインショップ

型の直売所が徐々に定着するものの、「川下」主導の傾

向があり「規格外品」はある程度しか販売されず、高

齢・零細生産者のつくる伝統野菜や加工品の取扱いは

限定的であった。 

そのようななかで、農協出荷が困難な農家の受け皿

として農民的組織販売を展開する百姓百品株式会社が

誕生し、高齢の零細農家に野菜等の販売チャンスを提

供している。 

一方、農村地域においては高齢者とならんで障害者

も他出が困難で、先述のような従前のサービスが受け

にくくなり地域に残っている。その点においても百姓

百品グループが主体となって福祉施設を開設した。そ

こで地域の障害者を積極的に受け入れ、同一グループ

内の農業生産法人の農作業を通して工賃（賃金）を支

払うことで活躍の場を設けている。（第４図参照） 

野村福祉園
（レインボーアグリ）

利用者：29人
職員：15人
支払額（平均）：４万4,000円

百姓百品
（直売所）

職員：40人（ほとんどが町内出身）
生産農家：550戸（野村町内）
年間売上高：２億7,000万円
　（松山市生協と連携）

2013年～

2002年頃～

百姓百品村
（農業生産法人） 2008年～

生産農家
（地域農家）

高齢・零細農家
多品目

耕作放棄地の解消
（約5.5ha）

農福連携
（作業受託・賃金支払い）

清掃委託

出荷

連
携
・
販
売

生協
（松山市内）

加工・業務用
（ネギ）

第４図　百姓百品グループの概要

 
３．直売所と生協の連携に至る背景と売上の拡大 

愛媛県下で事業を展開する生活協同組合コープえ

ひめは 13 店舗、県都松山市内には５店舗を展開して
いる。百姓百品がもっとも多く出荷している生協店舗

は、松山市束本（つかもと）店である。そして、この

束本店が百姓百品との最初の連携店舗にあたる。束本

店は1995年12月にオープンした売場面積・売上高と
もコープえひめ最大の店舗である。 
連携に至る背景には地域生協は、スーパーと異なり

組合員制であることから地元産品を積極的に取扱う食

の安心・安全が指向されていた。しかし松山市は宅地

化の影響でそうした仕入れが困難であった。そのため、

ちょうど束本店の近隣で産直を行っていた百姓百品に

対して、インショップ販売の提案を行ったのである。

百姓百品のリピーターと生協の組合員が一つの場所に

集まることでの、相乗効果に対する期待も背景にあっ

た。 
束本店の百姓百品の売場は青果物コーナーの一角

にある。売場面積は 32 ㎡であるが、束本店の野菜の

売上金額の６割を占め、販売からおよそ２時間で８割

を売上げる人気コーナーとなっている。 
第２表は「百姓百品」の店舗別売上の推移について

示したものである。 
2002年に束本店と連携を開始してから04年まで売
上げが増加した。こうした集客効果がみられたことか

ら、県下で束本店に次いで販売高のある松山市余戸（よ

うご）店でも「百姓百品」コーナーの展開を開始した。

また 09 年には三津（みつ）店の新規オープン当初か
ら「百姓百品」コーナーが設けられた。 

年 計 備考

1998 45.8 百姓百品生産者組合を設立

1999 52.1

2000 40.8

2001 34.3
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2002 77.0(97.0) 2.4(3.0) 79.4 生協（束本店）出店開始
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2005
105.8(61.6) 40.9(23.5) 26.9(15.5) 173.5

本店を乙亥の里に移設

生協（余戸店）出店（4月）
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2008 113.8(49.2) 67(29.0) 5.9(2.5) 44.6(19.3) 231.4 生協（三津店）出店（2月）
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宇和町（スーパー木村店）出店

（7月）

第２表　店舗別売上の推移
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４．農業生産法人と福祉施設の連携 

 農業生産法人「百姓百品村」は2008年から耕作放棄

を活用して加工・業務用のネギを出荷している。出荷・

販売は愛媛県内のうどんチェーン店を中心に全国約

20カ所の取引先と契約を結んでいる。第５図は百姓百

品村の売上高の推移を示しているが、2009年度は350

万円であったが15年度3,800万円と大幅に売上を伸ば

している。 

 

2011年度には出荷・販売先を確保したが農作業等の

人手不足から13年度まで2,000万円前後の売上であっ

た。しかし2014年度以降、再び売上を伸ばしている。

こうした背景には障害者福祉施設「野村福祉園（レイ

ンボーアグリ）」との連携がある。百姓百品村では障害

者に農作業やネギの加工を委託し工賃として賃金を支

払っている。 

 

 第６図は、野村福祉園の利用者の推移と平均工賃で

ある。2013 年６月に開設してから利用者が増え続け、

野村町内で29人が利用している。また2012年度の全

国の就労継続支援Ｂ型作業所の平均工賃は１万 4,190

円に対し、野村福祉園では平均４万円程度を実現して

いる。 

 

【考察・今後の展開】 

いま農村の抱える共通した課題として、高齢者、障

害者福祉の向上、あるいはそうした者たちの活躍が期

待されている。本稿ではそうした問題意識から地域で

自発的に展開する「百姓百品」グループの取組の展開

事例としてそのモデルからの可能性を示した。 
こうした産直、農業生産法人、障害者福祉施設がそ

れぞれの役割を担いつつ農村活性化に寄与する展開に

よって、耕作放棄地の解消といった効果も生んでいる。

この事例モデルがそのまま他の地域でも受け入れられ

るといった証明は不十分だが、地域に内在する高齢

者・障害者の再評価に繋がる可能性はみられる。 
 
【引用・参考文献】 

・小田切徳美,2014,『農山漁村は消滅しない』 

・神代英明,2011,「高齢者による「小さな経済」の効果

とその条件―「小さな経済循環」形成の必要性―」,小田

切徳美編著『農山村再生の実践』所収 

・「農村の再生・活性化に向けた新たな取組の現状と課

題」,2015,農林水産省 

・稲垣文彦,2015,「農山村再生の実践―震災復興から考

える「地域への人的資源」戦略モデル―」,農業問題研究,
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前のサービスが受けにくくなったという側面が否定で

きない。農協の場合には、1970年には組合員 29人に
対して１人の職員がいたが、2005年には 39人に１人
にまで減少している。市町村の場合は、大規模な合併

が始まる前の 2004年と比較して2010年の一般行政職
員は、全体で 12％程度削減されているが、農林水産業
の職員は全体の平均を上回る 21％の削減となってい
る。 

 

 

２．百姓百品株式グループの誕生 

西予市野村町は愛媛県の南西に位置し、東は四国山

地の四国カルスト・大野ヶ原があり、町全体が四国山

脈に囲まれている。酪農と養蚕、すなわち「ミルクと

シルクのまち」が町のキャッチフレーズであった。養

蚕の衰退後は、野菜や葉たばこをつくる農家が一時は

増加したものの、過疎化・高齢化が押し寄せ、現在で

は人口減少が進む典型的な中山間地の農村である。農

用地の多くが谷間や高台に散在することで優良農地の

集約化が進みにくく、耕種経営の１戸当たり平均経営

面積は１ha未満と零細経営が主体である。こうしたな

かで担い手不足と高齢化が並進し農協出荷をリタイア

せざるをえない農家も増えた。 
そして高齢化の進行とともに産地基盤も弱体化す

るもとでは、地元農協や行政も産地の再構築の方向性

を見出す対応が喫緊の課題となっている。しかし農協

は共販出荷が前提であることから、高齢・零細生産者

の規格外・小規模出荷に即した販売対応を行っていな

かった。他方、都市部では人口過剰の傾向が進む一方

で、食の安全や安心が見直され、直売所への関心が高

まりをみせた。またスーパーにおいてもインショップ

型の直売所が徐々に定着するものの、「川下」主導の傾

向があり「規格外品」はある程度しか販売されず、高

齢・零細生産者のつくる伝統野菜や加工品の取扱いは

限定的であった。 

そのようななかで、農協出荷が困難な農家の受け皿

として農民的組織販売を展開する百姓百品株式会社が

誕生し、高齢の零細農家に野菜等の販売チャンスを提

供している。 

一方、農村地域においては高齢者とならんで障害者

も他出が困難で、先述のような従前のサービスが受け

にくくなり地域に残っている。その点においても百姓

百品グループが主体となって福祉施設を開設した。そ

こで地域の障害者を積極的に受け入れ、同一グループ

内の農業生産法人の農作業を通して工賃（賃金）を支

払うことで活躍の場を設けている。（第４図参照） 
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ひめは 13 店舗、県都松山市内には５店舗を展開して
いる。百姓百品がもっとも多く出荷している生協店舗

は、松山市束本（つかもと）店である。そして、この

束本店が百姓百品との最初の連携店舗にあたる。束本

店は1995年12月にオープンした売場面積・売上高と
もコープえひめ最大の店舗である。 
連携に至る背景には地域生協は、スーパーと異なり

組合員制であることから地元産品を積極的に取扱う食

の安心・安全が指向されていた。しかし松山市は宅地

化の影響でそうした仕入れが困難であった。そのため、

ちょうど束本店の近隣で産直を行っていた百姓百品に

対して、インショップ販売の提案を行ったのである。

百姓百品のリピーターと生協の組合員が一つの場所に

集まることでの、相乗効果に対する期待も背景にあっ

た。 
束本店の百姓百品の売場は青果物コーナーの一角

にある。売場面積は 32 ㎡であるが、束本店の野菜の

売上金額の６割を占め、販売からおよそ２時間で８割

を売上げる人気コーナーとなっている。 
第２表は「百姓百品」の店舗別売上の推移について

示したものである。 
2002年に束本店と連携を開始してから04年まで売
上げが増加した。こうした集客効果がみられたことか

ら、県下で束本店に次いで販売高のある松山市余戸（よ

うご）店でも「百姓百品」コーナーの展開を開始した。

また 09 年には三津（みつ）店の新規オープン当初か
ら「百姓百品」コーナーが設けられた。 
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1998 45.8 百姓百品生産者組合を設立
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2002 77.0(97.0) 2.4(3.0) 79.4 生協（束本店）出店開始

2003 88.7(98.1) 1.7(1.9) 90.5

2004 114(99.3) 0.7(0.7) 114.8

2005
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４．農業生産法人と福祉施設の連携 

 農業生産法人「百姓百品村」は2008年から耕作放棄

を活用して加工・業務用のネギを出荷している。出荷・

販売は愛媛県内のうどんチェーン店を中心に全国約

20カ所の取引先と契約を結んでいる。第５図は百姓百

品村の売上高の推移を示しているが、2009年度は350

万円であったが15年度3,800万円と大幅に売上を伸ば

している。 

 

2011年度には出荷・販売先を確保したが農作業等の

人手不足から13年度まで2,000万円前後の売上であっ

た。しかし 2014年度以降、再び売上を伸ばしている。

こうした背景には障害者福祉施設「野村福祉園（レイ

ンボーアグリ）」との連携がある。百姓百品村では障害

者に農作業やネギの加工を委託し工賃として賃金を支

払っている。 

 

 第６図は、野村福祉園の利用者の推移と平均工賃で

ある。2013 年６月に開設してから利用者が増え続け、

野村町内で 29人が利用している。また2012年度の全

国の就労継続支援Ｂ型作業所の平均工賃は１万 4,190

円に対し、野村福祉園では平均４万円程度を実現して

いる。 

 

【考察・今後の展開】 

いま農村の抱える共通した課題として、高齢者、障

害者福祉の向上、あるいはそうした者たちの活躍が期

待されている。本稿ではそうした問題意識から地域で

自発的に展開する「百姓百品」グループの取組の展開

事例としてそのモデルからの可能性を示した。 
こうした産直、農業生産法人、障害者福祉施設がそ

れぞれの役割を担いつつ農村活性化に寄与する展開に

よって、耕作放棄地の解消といった効果も生んでいる。

この事例モデルがそのまま他の地域でも受け入れられ

るといった証明は不十分だが、地域に内在する高齢

者・障害者の再評価に繋がる可能性はみられる。 
 
【引用・参考文献】 

・小田切徳美,2014,『農山漁村は消滅しない』 

・神代英明,2011,「高齢者による「小さな経済」の効果
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地方移住の実態と今後の展望 

新井 直樹（公立鳥取環境大学） 

Keyword： 田園回帰、地方移住、移住誘致政策 

 

【はじめに】 
本報告では、まず、近年、大都市から地方への移住者が

増加する動きの背景となっている「田園回帰」の動向や主

張について整理するとともに、全国的な移住者の動向や実

態について検証する。 

その上で、近年の調査結果では、全国の中でも移住者数

が、例年、上位にある山陰地方（鳥取県、島根県）におけ

る移住や移住者の動向や実態とともに、移住者誘致政策の

取り組みの詳細を明らかにし、地方移住の実態と今後の展

望について考察する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 まず、近年の「田園回帰」の主張や動向について先行

研究や各種統計資料等などから整理し、その概念や論点

について指摘する。次に、全国の移住者数の把握を試み

るＮＨＫ・毎日新聞・明治大学共同調査などの結果から、

全国的な移住者の動向や実態について検証するとともに

課題について指摘する。 
その上で、同共同調査において全国の中でも各年ごと

の移住者数が例年、上位にあるとされる山陰地方、鳥取

県（2009～14年の調査結果において1位か2位）と島根
県（2009～14年の調査結果において1位～4位）の両県
や県内市町村における移住や移住者の動向や実態の詳細

を明らかにするとともに、両県や両県内の市町村の移住

者誘致や受け入れ態勢の整備などの取り組みの詳細を明

らかにし、地方移住の実態と今後の展望について考察す

る。 
調査研究方法としては、先行研究や政府、自治体公表

資料を参照するとともに、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（2014～15年
度）における提供資料や現地、関係者ヒアリング調査等

の成果を参照した。 
 
【研究・調査･分析結果】 

 まず「田園回帰」の主張や動向に関しては、2014年の

日本創生会議「増田レポート」の「地方消滅論」のアン

チテーゼとして注目を集めたが、都市から地方への移住

と言う単純な人口移動やＵＩＪターンの動向を意味する

ものから、若者のライフスタイルの変化や都市と農村の

交流、共生のための動きや、地域が人口減少に対応し、

移住者と地域住民が協働した持続可能な地域づくりの活

動を行う事など、幅広い概念や意義を示している事が確

認された。 

 また、全国的に移住者数等の実態を把握するには、既

存の国、自治体等の統計調査では困難で、現在、公表さ

れている全国の道府県の移住者数の調査結果においても

市町村情報を把握しているのは18県のみで上位5県が全

移住者数の約半数を占めるなど統計的に実態を把握する

事の限界がある事が確認された。 

 さらに、山陰地方、鳥取県、島根県の移住、移住者の

動向や実態から移住者数は県内市町村で偏在していた。

また、移住者増加への要因として企業誘致やコミュニテ

ィビジネスの創出などの就業機会の拡大ほかに、特に、

鳥取県では、移住誘致、受け入れ、定着と言った一連の

プロセスにおいて、県、市町村が関係団体、地域住民等

と連携したきめの細かい多様な移住者支援策に取り組ん

でいる事が明らかになった。 

 

【考察・今後の展開】 

 政府の推進する地方創生の一環として全国の地方自治

体が策定した地方版総合戦略においても移住者誘致を主

要な政策とする所は数多く、今後、益々、人口減少に悩

む多くの自治体が移住誘致政策に力を入れると見られる。 

こうした中、移住誘致に関してもＫＰＩ（重要業績評

価指標）が設定された事により、自治体間の移住者獲得

をめぐる競争が過熱化する事が予測される。現実に既に

先行して移住誘致策に積極的に取り組み人口を増加させ

るなど成果を示していた自治体が、近年、周辺の自治体

も同様の取り組みを展開し始めたことにより、移住者の

流入が鈍化し人口減少に転じる例も存在する。 

全国の自治体による移住者誘致の取り組みが、主に財

政的な移住者支援など、目先の自治体間の人口獲得競争

と類似の政策的な対応に終始することなく、移住者と地

域住民が協働し、中長期的に人口減少に対応した持続可

能な独自の地域づくりに向けた活動が展開される事を期

待したい。 

移住者による 5次産業参加型ビジネスモデルの検証 

豊田知世（島根県立大学） 

Keyword：中山間地域活性化、稲作、5次産業、6次産業 

 

【背景と目的】 
（１）背景と研究目的 

中山間地域では速いスピードで過疎化、高齢化が進んで

おり、島根県も中山間地域を中心に高齢化が著しく進んで

いる。2014 年時点では、島根県全体には、3,356 の集落が

あり、集落平均人数は 74.9人である。この 10年間で集落

平均人口は平均12名減少し、高齢化率も32.7％から37.5％

に上昇しており、集落機能の維持が懸念される地域も多い。

そのため、集落に住む 7割以上の住民は移住者の積極的な

受け入れ意思を示している（島根県（2015））。 

中山間地域の過疎が進む一方で、近年では地方移住を希

望する人も増加している。都市住民の農山漁村地域への移

住希望についての世論調査では、30代の移住希望者は2005

年には17％だったが、2014年には33％へと増加しており、

40代も 16％から 35％へと増加している。ただし、今すぐ

にでも地方に定住したいと考えている若い世代は少ない。5

年以内の移住希望は、60代以上ではおよそ 50％に対して、

30代は10％、40代が5.3％である。若い世代は、地方に
住む希望はあるが、高い年齢ほど差し迫った希望を持っ

ていない（内閣府（2015））。 
若い世代が移住を躊躇する理由は、地方へ移住した後

の収入確保について強い懸念を持っているためである。

図1は、移住・定住に対して重視する条件に対する調査

結果である。まだ移住をしていない地方移住希望者は、

地方定住者や IUターン者と比較して、収入額を重視す
る人が著しく多い。高い年齢層はこれまでの貯蓄や年金

があるため、収入に関する懸念は若い世代ほど大きくな

いが、現役世代の30代、40代は、移住に伴う収入の低
下が、移住希望者の大きな懸念となっている。また、地

方移住希望者の多くは、1 つの職業で収入を得ながら、
農業やその他の副業をもって収入の確保を希望する割

合が高い（図 2）。そのため、中山間地域への移住を促

すためには、副収入が得られるような小さな雇用の場を

準備することも重要である。 
本研究では、著しく高齢化が進んだ小規模集落において

も、新規移住者が定住できるような所得を、地域資源を活

用しながら確保することができるかどうか、島根県邑南町

にある10世帯程度の川角集落を事例に検証を行う。具体的

には、中山間地域の主要産業である第一次産業部分を、高

齢者が中心となった地元住民が担い、第二次＋第三次産業

部分（5 次産業）を移住者である青壮年層が担うビジネス

モデルを、稲作において検討することを目的とする。 
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図1 移住・定住に際し重視した（重視する）条件（国

土交通省（2015）より作成。） 
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図 2 地方在住者の働き方と地方移住希望者が希望す

る働き方（国土交通省（2015）より作成。） 

 

（２）研究対象地について 

本研究の対象とする川角集落は、広島県と島根県の県境

の中国山地の山に囲まれた邑南町の口羽地区の集落の一つ

である。10世帯16名（2010年）が住んでおり、65歳以上

の高齢化率は 70％以上（2009年）、平均年齢は約 80歳と、

小規模超高齢化集落である。 
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地方移住の実態と今後の展望 

新井 直樹（公立鳥取環境大学） 

Keyword： 田園回帰、地方移住、移住誘致政策 

 

【はじめに】 
本報告では、まず、近年、大都市から地方への移住者が

増加する動きの背景となっている「田園回帰」の動向や主

張について整理するとともに、全国的な移住者の動向や実

態について検証する。 

その上で、近年の調査結果では、全国の中でも移住者数

が、例年、上位にある山陰地方（鳥取県、島根県）におけ

る移住や移住者の動向や実態とともに、移住者誘致政策の

取り組みの詳細を明らかにし、地方移住の実態と今後の展

望について考察する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 まず、近年の「田園回帰」の主張や動向について先行

研究や各種統計資料等などから整理し、その概念や論点

について指摘する。次に、全国の移住者数の把握を試み

るＮＨＫ・毎日新聞・明治大学共同調査などの結果から、

全国的な移住者の動向や実態について検証するとともに

課題について指摘する。 
その上で、同共同調査において全国の中でも各年ごと

の移住者数が例年、上位にあるとされる山陰地方、鳥取

県（2009～14年の調査結果において1位か2位）と島根
県（2009～14年の調査結果において1位～4位）の両県
や県内市町村における移住や移住者の動向や実態の詳細

を明らかにするとともに、両県や両県内の市町村の移住

者誘致や受け入れ態勢の整備などの取り組みの詳細を明

らかにし、地方移住の実態と今後の展望について考察す

る。 
調査研究方法としては、先行研究や政府、自治体公表

資料を参照するとともに、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（2014～15年
度）における提供資料や現地、関係者ヒアリング調査等

の成果を参照した。 
 
【研究・調査･分析結果】 

 まず「田園回帰」の主張や動向に関しては、2014年の

日本創生会議「増田レポート」の「地方消滅論」のアン

チテーゼとして注目を集めたが、都市から地方への移住

と言う単純な人口移動やＵＩＪターンの動向を意味する

ものから、若者のライフスタイルの変化や都市と農村の

交流、共生のための動きや、地域が人口減少に対応し、

移住者と地域住民が協働した持続可能な地域づくりの活

動を行う事など、幅広い概念や意義を示している事が確

認された。 

 また、全国的に移住者数等の実態を把握するには、既

存の国、自治体等の統計調査では困難で、現在、公表さ

れている全国の道府県の移住者数の調査結果においても

市町村情報を把握しているのは18県のみで上位5県が全

移住者数の約半数を占めるなど統計的に実態を把握する

事の限界がある事が確認された。 

 さらに、山陰地方、鳥取県、島根県の移住、移住者の

動向や実態から移住者数は県内市町村で偏在していた。

また、移住者増加への要因として企業誘致やコミュニテ

ィビジネスの創出などの就業機会の拡大ほかに、特に、

鳥取県では、移住誘致、受け入れ、定着と言った一連の

プロセスにおいて、県、市町村が関係団体、地域住民等

と連携したきめの細かい多様な移住者支援策に取り組ん

でいる事が明らかになった。 

 

【考察・今後の展開】 

 政府の推進する地方創生の一環として全国の地方自治

体が策定した地方版総合戦略においても移住者誘致を主

要な政策とする所は数多く、今後、益々、人口減少に悩

む多くの自治体が移住誘致政策に力を入れると見られる。 

こうした中、移住誘致に関してもＫＰＩ（重要業績評

価指標）が設定された事により、自治体間の移住者獲得

をめぐる競争が過熱化する事が予測される。現実に既に

先行して移住誘致策に積極的に取り組み人口を増加させ

るなど成果を示していた自治体が、近年、周辺の自治体

も同様の取り組みを展開し始めたことにより、移住者の

流入が鈍化し人口減少に転じる例も存在する。 

全国の自治体による移住者誘致の取り組みが、主に財

政的な移住者支援など、目先の自治体間の人口獲得競争

と類似の政策的な対応に終始することなく、移住者と地

域住民が協働し、中長期的に人口減少に対応した持続可

能な独自の地域づくりに向けた活動が展開される事を期

待したい。 

移住者による 5次産業参加型ビジネスモデルの検証 

豊田知世（島根県立大学） 

Keyword：中山間地域活性化、稲作、5次産業、6次産業 

 

【背景と目的】 
（１）背景と研究目的 

中山間地域では速いスピードで過疎化、高齢化が進んで

おり、島根県も中山間地域を中心に高齢化が著しく進んで

いる。2014 年時点では、島根県全体には、3,356 の集落が

あり、集落平均人数は 74.9人である。この 10年間で集落

平均人口は平均12名減少し、高齢化率も32.7％から37.5％

に上昇しており、集落機能の維持が懸念される地域も多い。

そのため、集落に住む 7割以上の住民は移住者の積極的な

受け入れ意思を示している（島根県（2015））。 

中山間地域の過疎が進む一方で、近年では地方移住を希

望する人も増加している。都市住民の農山漁村地域への移

住希望についての世論調査では、30代の移住希望者は2005

年には17％だったが、2014年には33％へと増加しており、

40代も 16％から 35％へと増加している。ただし、今すぐ

にでも地方に定住したいと考えている若い世代は少ない。5

年以内の移住希望は、60代以上ではおよそ 50％に対して、

30代は 10％、40代が5.3％である。若い世代は、地方に
住む希望はあるが、高い年齢ほど差し迫った希望を持っ

ていない（内閣府（2015））。 
若い世代が移住を躊躇する理由は、地方へ移住した後

の収入確保について強い懸念を持っているためである。

図1は、移住・定住に対して重視する条件に対する調査

結果である。まだ移住をしていない地方移住希望者は、

地方定住者や IUターン者と比較して、収入額を重視す
る人が著しく多い。高い年齢層はこれまでの貯蓄や年金

があるため、収入に関する懸念は若い世代ほど大きくな

いが、現役世代の30代、40代は、移住に伴う収入の低
下が、移住希望者の大きな懸念となっている。また、地

方移住希望者の多くは、1 つの職業で収入を得ながら、
農業やその他の副業をもって収入の確保を希望する割

合が高い（図 2）。そのため、中山間地域への移住を促

すためには、副収入が得られるような小さな雇用の場を

準備することも重要である。 
本研究では、著しく高齢化が進んだ小規模集落において

も、新規移住者が定住できるような所得を、地域資源を活

用しながら確保することができるかどうか、島根県邑南町

にある10世帯程度の川角集落を事例に検証を行う。具体的

には、中山間地域の主要産業である第一次産業部分を、高

齢者が中心となった地元住民が担い、第二次＋第三次産業

部分（5 次産業）を移住者である青壮年層が担うビジネス

モデルを、稲作において検討することを目的とする。 
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図1 移住・定住に際し重視した（重視する）条件（国

土交通省（2015）より作成。） 
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図 2 地方在住者の働き方と地方移住希望者が希望す

る働き方（国土交通省（2015）より作成。） 

 

（２）研究対象地について 

本研究の対象とする川角集落は、広島県と島根県の県境

の中国山地の山に囲まれた邑南町の口羽地区の集落の一つ

である。10世帯16名（2010年）が住んでおり、65歳以上

の高齢化率は 70％以上（2009年）、平均年齢は約 80歳と、

小規模超高齢化集落である。 
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主要な産業は農業であるが、農業に従事する住民のほと

んどが年金収入によって生計を立てている。そのため、住

民のほとんどは自分たちが食べる米と知り合いにあげる米

を作っており、残りを農協に販売している。生活のためよ

りも、生きがいのために農業を行っている人が多い。米は

天日干し（この地域では「ハデ干し」という）をすると美

味しい米となるため、自分たちが食べる分はハデ干しをし

ている。しかし、農協に販売する米はハデ干しをしていな

い。これは、農協の買い取り価格はハデ干しの有無にかか

わらず同じ価格であるため、農協への販売分はハデ干しの

手間をかけずに出荷するからである。なお、2015年度の島

根県の農協の米買い取り価格は、1 等コシヒカリでも平均

200円未満／kgと、価格は低下傾向にある。 

また、集落には空き家も数件あり、集落の人たちは移住

者に対する強い希望を持っている。邑南町では地域支援活

動をマネージメントする「地域マネージャー」の仕事など

を斡旋しているが、給料は13万円／月（研修期間1年後の

本採用から16万円）であり、子供連れの家族ではマネージ

ャーの給料だけで生活することは難しい。 

このような川角集落において、新たな定住者のための所

得確保のためのビジネスモデルを検証したい。この地域の

主な地域資源は稲作であるため、稲作の第一次産業部分を

高齢者が中心となった地元住民が担い、5 次産業部分（第

二次産業＋第三次産業部分）を新たな定住者が行うと仮定

する。ここでは、稲作の第二次産業をハデ干しや味の劣化

を防ぐためのモミ貯蔵、第三次産業を個人販売と仮定し、

５次産業を実施するための費用と、それによる利益の増加

可能部分を推計することによって、新規定住者の所得確保

の可能性について検証する。 

 

【研究方法・研究内容】 

（１）米の食味調査方法と分析方法 

①アンケート調査 
まず、ハデ干しした川角米の美味しさについて、アン

ケート調査を実施した。食味アンケートは、2015 年 10
月 10日から 12日に、島根県立大学の松江キャンパスお
よび浜田キャンパスにて開催された学園祭にて実施した。

調査では、ブランド米として知られている島根県産の仁

多米と、対象地域で育てられた川角米の 2種類の米をブ
ラインドで食べてもらい、それぞれの米の食味について

アンケートを実施した。米の食味は日本穀物検定協会の

調査項目を参照し、外観（白さ、つやなど）、香り、感触

（舌触り、硬さなど）、味わい(甘味、風味など)、総合評

価の 5項目について、大変良い、良い、ふつう、少しお
とる、劣る、の5段階階で評価した。 
アンケートの目的は、金賞を受賞している仁多米と比

較して川角米の味に差が出るのか調査することである。

米価格は低迷傾向にあるが、島根県では、米の食味調査

で金賞を受賞した仁多米が県内外を問わず高値で取引さ

れており、道の駅では500円～600円/kgで販売されてい
る。また農協経由ではなく、インターネットを通じて個

人で販売している農家は800円～1,000円/kgの価格をつ
けている。なお、調査に用いた米は、農協に出荷され市

販されている「馬木産（米穀店での購入価格648円/kg）」
の仁多米と、川角集落の農家から 540 円/kg で購入した
米を調査に用いた。アンケート回答者には、仁多米と川

角集落で作られた米である事は伝えているが、どちらが

どの米であるかは明らかにしていない。 
②米の食味アンケートの分析方法 
アンケート調査の結果をもとに、１）仁多米と川角米

の美味しさは統計的に有意に差があるか、Wilcoxonの符
号付順位和検定を用いて検証する。また、２）本調査は

松江キャンパスと浜田キャンパスの 2箇所で実施したた
め、アンケートの信頼性を検証するため、2キャンパス間
に有意な差があるか、Mann-WhitneyのU検定によって
検証した。 

 
（２） ビジネスモデルの検討と所得効果の推計 

まず、川角米と同程度の味の米が収穫できる範囲を特

定し、収穫可能な米の量を推計する。米の食味は、土壌

や気象条件など条件によって異なる（青森県（2015））た
め、食味調査で用いた川角米の土壌と等しく、かつ、水

系も等しい場所で作られた米の食味は等しいと仮定し、

この範囲で収穫された米を「川角米」と仮定する。この

範囲は、標高地図および土地利用図1、土壌地図、集落の

土地利用情報から、推計を試みた。 
次に、「川角米」販売のビジネスモデルについて、以下

の仮定のもと推計を行う。「川角米」は、ハデ干しをした

後、味の品質を維持するためにもみ殻のまま冷蔵保存す

るとする。冷蔵保存した米のうち、集落内で消費される

米（成人一人当たり年間米消費量：平均60kg）と贈与分
（贈与分は、集落内消費の 2倍の量を知り合いなどに贈
与すると仮定）を差し引いた分を販売すると仮定する。

このビジネスモデルでは、ハデ干し用の三脚およびパイ

                                                   
1 土地利用調整総合支援ネットワークシステム
（LUCKY：Land Use Control bacK-up sYstem））利用。 

プ、米貯蔵庫用の冷蔵庫およびその電気代が生じる。必

要な費用は、表１にまとめた。ただし、貯蔵庫に必要な

場所を確保するための費用は含めない。また、ハデ干し

用に必要な人件費は、所得増加効果としてまとめるため、

費用項目として計上していない。 
 

表１ 費用推計のために用いたデータ 

用途 品目 単価 仕様

三脚 8,995円／セット 三段

パイプ 2,000円／本

貯蔵庫 1,150,000円／台
玄米240袋・120俵
（7.2トン）
1台あたり3坪必要

電気代 46,855円／1契約 年間農業用電気量Ｂ
電気料金

ハデ干
し用

モミ貯蔵
用

 

 

【研究・調査･分析結果】 

（１）川角米の食味調査 

①食味調査の結果 

食味アンケートでは 373 の有効回答を得た。回答者の

男女比はおよそ4対6、年齢層は20代が42％で最も高く、

次いで10代以下（23％）、40代、（13%）、30代（12％）

だった。 

仁多米と川角米、二つの米の食味に統計的に有意な差

があるのか、Wilcoxon の符号付順位和検定を行った（表

2）。「仁多米と川角米の結果の代表値差には差が無い」と

いう帰無仮説について、5％水準で検定したところ、帰無

仮説が採択されたため、「母代表値に差があるとはいえな

い」ため、仁多米と川角米の美味しさには、統計的に有

意な差が無いということができる。 

 

表 2  Wilcoxonの符号付順位和検定の結果 

ケース 数 検定統計
量（T）

Z値 P値

外観 138 1,280 0.579 0.563
香り 137 789 1.315 0.189
感触 136 1,349 0.404 0.686
味わい 138 1,362 1.240 0.215
総合評価 132 1,358 0.729 0.466
外観 226 2,298 0.780 0.435
香り 225 2,396 0.771 0.441
感触 226 4,000 0.742 0.458
味わい 226 4,599 1.106 0.269
総合評価 217 3,312 0.064 0.949
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 また、食味アンケートは松江キャンパス、浜田キャン

パスそれぞれのキャンパスで実施しているため、二つの

キャンパスで取られたデータに差が無いか、

Mann-WhitneyのU検定 を行った。その結果、「2つのキ

ャンパス間の標本に有意差がない」、という帰無仮説は

5％水準において採択され、結果に一定の信頼性がある事

が示された。 

 

（２）ビジネスモデルの検討 

川角米の食味は仁多米と比較して有意な違いがないこ

とが示された。そのため、川角米も仁多米と同程度の価

値があるとすると、川角米の価格を高く設定することも

可能であると仮定し、以下の通り推計を行った。 

まず調査で用いた川角米を収穫可能な範囲を推計し

（図3）、対象地域を推計したところ、10の集落が対象と

なった（表3）。 

 

 

図 3 川角集落と同一水系の推計 

 

表 3 川角集落と同一水系の集落 

総世帯数 総農家数 販売農家 人数 田の面積
（世帯） （世帯） （世帯） (人） (ha)

川角 10 6 2 16 2
神谷 14 9 7 17 3
菖蒲  11 11 9 23 4
日南川  11 9 4 16 3
大草 18 13 13 34 7
長田市 19 9 4 18 5
下戸河内 19 16 11 28 14
判場 10 2 - -  -
峺迫 10 10 9 32 7
上戸河内 12 9 7 15 4
柚ノ木 9 8 6 10 3
合計 143 102 72 209 52  

 

これらの収穫で収穫可能な米の量および販売可能量を

推計したのち、売上金額を推計したところ表 4 の結果と

なった。対象10集落ではおよそ 258トンの米が収穫可能

であると推計された。そのうち、日本人の１人当たり年

間平均米消費から地域内消費量を計上し、また村内消費

量の 2 倍の量を贈与すると仮定したところ、販売が可能

な米の量は全体でおよそ221.3トン／年と推計された。 

次に、この販売可能量を販売するケースを考える。通

常、島根県のコシヒカリを農協に販売する場合、200円／
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まず調査で用いた川角米を収穫可能な範囲を推計し

（図3）、対象地域を推計したところ、10の集落が対象と

なった（表3）。 

 

 

図 3 川角集落と同一水系の推計 

 

表 3 川角集落と同一水系の集落 

総世帯数 総農家数 販売農家 人数 田の面積
（世帯） （世帯） （世帯） (人） (ha)

川角 10 6 2 16 2
神谷 14 9 7 17 3
菖蒲  11 11 9 23 4
日南川  11 9 4 16 3
大草 18 13 13 34 7
長田市 19 9 4 18 5
下戸河内 19 16 11 28 14
判場 10 2 - -  -
峺迫 10 10 9 32 7
上戸河内 12 9 7 15 4
柚ノ木 9 8 6 10 3
合計 143 102 72 209 52  

 

これらの収穫で収穫可能な米の量および販売可能量を

推計したのち、売上金額を推計したところ表 4 の結果と

なった。対象10集落ではおよそ 258トンの米が収穫可能

であると推計された。そのうち、日本人の１人当たり年

間平均米消費から地域内消費量を計上し、また村内消費

量の 2 倍の量を贈与すると仮定したところ、販売が可能

な米の量は全体でおよそ221.3トン／年と推計された。 

次に、この販売可能量を販売するケースを考える。通

常、島根県のコシヒカリを農協に販売する場合、200円／
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kg未満で買い取られる。一方、仁多米はブランド化が進

んでいるため、インターネットでは約 1,000 円/kg、道の

駅でも 500円～800円/kgで販売されている。ここでは、

仁多米と川角米の食味の有意差が無い事から、川角米を

400 円／kg で販売する場合を想定し、付加価値の追加分

を推計した。表 4 より、対象地域の販売可能量を農協で

買い取った場合、およそ4,426万円だが、400円／kgで買

い取った場合は倍の 8,853万円となり、4,426万円の付加

価値が追加されることが推計された。 

 

表4 川角米販売可能量と付加価値追加分の推計結果 

米収
穫量

村内
消費

贈与
販売
用米

農協で買取
した場合

400/kgで販
売した場合

差し
引き

（トン） （トン） （トン） （トン） （千円） （千円） （千円）

川角 10.0 1.0 1.9 7.1 1,416 2,832 1,416
神谷 14.9 1.0 2.0 11.9 2,376 4,752 2,376
菖蒲 19.9 1.4 2.8 15.8 3,156 6,312 3,156
日南川 14.9 1.0 1.9 12.1 2,412 4,824 2,412
大草 34.9 2.0 4.1 28.7 5,748 11,496 5,748
長田市 24.9 1.1 2.2 21.7 4,332 8,664 4,332
下戸河内 69.7 1.7 3.4 64.7 12,936 25,872 12,936
判場 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0
峺迫 34.9 1.9 3.8 29.1 5,820 11,640 5,820
上戸河内 19.9 0.9 1.8 17.2 3,444 6,888 3,444
柚ノ木 14.9 0.6 1.2 13.1 2,628 5,256 2,628
合計 259.0 12.5 25.1 221.3 44,268 88,536 44,268  
 

付加価値を追加させるためには、ハデ干しをすること

に加え、食味を落とさないためにもみ貯蔵することを条

件にしている。そのため、ハデ干し費用およびもみ貯蔵

にかかる費用も必要となるため、販売用の米を確保する

ために必要な費用を表 5 のとおり推計した。ハデ干しに

は、米を干すための三脚とパイプの金額を推計し、対象

地域全体で約1,790万円の費用となった。またもみ貯蔵の

ために貯蔵庫（もみ貯蔵用の冷蔵庫）と、貯蔵庫のため

の電気料金を推計した。もみ貯蔵庫は、3,680万円、年間

の電気料金はおよそ 150 万円／年と推計された。ハデ干

し用の三脚とパイプ、およびもみ貯蔵庫は初年度のみ必

要であり、電気代は毎年必要である。川角米を収穫可能

な範囲全体では、初年度の必要経費はおよそ 5,620万円、

次年度以降は電気代の150万円が必要な費用となる。 

 

【考察・今後の展開】 

本研究では、中山間地域の地域資源を用いた新規定住

者のためのビジネスモデルの作成が可能か、島根県邑南

町の川角集落の稲作を事例に検証を行った。中山間地域

では、農林漁業における 6 次産業化による所得の増加策

が検討されているが、地域の高齢化により 6 次産業化が

困難な状況も見られる。また、過疎化が深刻な地域への

IUターン施策が全国で実施されているが、移住先で所得

を得ることができなければ、その地域で暮らし続けるこ

とは困難である。また、移住者がいきなり農作業を実施

し、収益を上げることは難しい。そのため、農作業は従

来通り地元住民が実施し、移住者は農作業を学びながら、

その地の産業から付加価値を増やす方法について稲作を

例に検討した。ここでは、従来の米作りをする第一次産

業部分を地元住民が実施し、ハデ干しやもみ貯蔵の二次

産業と、その米を販売する三次産業の 5 次産業部分を移

住してきた青壮年層が実施するケースを想定している。

都会では、契約やパートタイムの仕事をいくつか掛け持

ちする働き方もあるが、中山間地域ではそのような雇用

の機会が少ない。その中で、今回検証した 5 次産業は、

中山間地域における新しい働き方の 1 つではないだろう

か。ただし、素人がハデ干し作業に参加する場合、どの

程度の労働力が必要になるのか、また米の売り方や米の

ブランド化など、今回検討出来なかった部分も多いため、

引き続き実現可能性に向けた調査を続けていきたい。 
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もみ貯蔵費用* 電気代**

三脚
パイ
プ

購入費
貯蔵
庫

購入費
年間電
気代

初年度必
要費用*

次年度以
降毎年必
要費用**

(本） (本） （千円） （台） （千円） （千円） （千円） （千円）

川角 53 49 573 1 1,150 47 1,769 47
神谷 89 82 961 2 2,300 94 3,354 94
菖蒲 118 109 1,276 2 2,300 94 3,670 94
日南川 90 83 975 2 2,300 94 3,369 94
大草 214 198 2,324 4 4,600 187 7,111 187
長田市 162 149 1,752 3 3,450 141 5,342 141
下戸河内 482 445 5,230 9 10,350 422 16,002 422
判場 0 0 0 0 0 0 0 0
峺迫 217 200 2,353 4 4,600 187 7,141 187
上戸河内 128 119 1,392 2 2,300 94 3,786 94
柚ノ木 98 90 1,063 3 3,450 141 4,653 141

1,651 1,524 17,898 32 36,800 1,499 56,198 1,499
*）初年度のみ必要費用
**）毎年必要費用

費用のまとめはで干し費用*

表5 付加価値追加にかかる費用の推計結果 
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Keyword：地方創生、地域住民の声、意見交換・対話、 

 

【はじめに】 

愛知県北設楽郡設楽町は、愛知県の北東部に広がる三河

山間地域の中央に位置し、名古屋市中心部から約90キロメ

ートル、豊田市の中心部から60キロメートルの距離にある。

昭和35年には約15,000人だった人口は、昭和45年までに

約5,000人減少し、その後も人口減少が続き、平成28年1

月現在の人口は5,274人となっている。 

設楽町では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に

向け、町民の声を拾い反映することを目的に、各ステーク

ホルダーへのヒアリングやアンケート調査を実施した。 

本報告では、平成27年6月から平成28年3月にかけて

実施した各種のヒアリングやアンケート調査の分析結果を

紹介し、総合戦略策定における地域住民との対話の有効性

について報告する。 

 

【調査方法・内容】 

調査は、①町内の教育機関（4保育園、5小学校、2中学

校、1高校）、子育てサークル、事業者、U/Iターン者を対

象にした個別ヒアリング、②町内の事業所を対象にしたア

ンケート調査、③高校生を対象にしたアンケート調査を実

施した。①では各ステークホルダーの現状と課題、求めら

れる対策について個別ヒアリングを、②では現状と事業承

継について、③では卒業後の進路についてそれぞれアンケ

ート調査を実施した。 

 

【調査･分析結果】 

①ステークホルダーへの個別ヒアリング 

現在の取り組みや将来に向けた課題の抽出のため、以下

に挙げるステークホルダーに個別ヒアリングを実施した。 

ア．教育機関（4保育園、5小学校、2中学校、1高校の園

長または校長） 

イ．2つの子育てサークル 

ウ．5つの事業者 

エ．地域おこし協力隊を含む6人の移住・定住者 

各教育機関からは、児童の減少に伴う複式学級の実施や

学校の統廃合の問題、特に保育園からは保育士の不足が課

題として取り上げられたが、一方で少人数教育による手厚

い学習指導や周辺の環境を活用した自然体験、農業体験、

地域ボランティアの活用による地域密着型教育の実施が都

市部にはない教育の強みであることが確認できた。以前の

小学校では大人に暴言を吐くなどの問題行動を起こしてい

た小学校児童が、設楽町の小学校に転校してからは複式学

級で上級生の児童との交流や見守り、特別支援学級の手厚

いケアによって、落ち着きをみせるようになった事例など

が挙げられた。母子家庭など家庭の様々な事情に対しても、

学校と地域が密接に関わることで孤立させない子育てが出

来ることも強みとなっている事例があることが確認できた。 

事業所ヒアリングからは、いずれも人材不足が深刻な課

題として問題提起された。森林組合や淡水漁業組合では、

技術の継承問題が急務となっており、「仕事はあるが、若い

働き手が採用できない」問題が指摘された。一方で木材の

レーザー加工技術の鍛錬、オリジナル品種の改良など、事

業所ごとの取り組みが続けられていることも確認できた。I

ターン、U ターンの木工職人が町の資源を利用しインター

ネット通販などを活用し、事業を展開している一方、こう

した町内の仕事事情が10代の学生に伝わっておらず、若い

人材の流出を招いている課題も明らかとなった。 

 

②事業所を対象としたアンケート調査 

商工会を通じて町内の加盟事業者210社に事業承継の現

状についてアンケート調査を実施した（回答数83：うち有

効回答数は77）。 

表1：直近3年間の収支状況 

 

表 1 にあるように、建設業は収支均衡またはプラス基

調の会社が13/14社と90%を超えているのに対し、小売業
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kg未満で買い取られる。一方、仁多米はブランド化が進

んでいるため、インターネットでは約 1,000 円/kg、道の

駅でも 500円～800円/kgで販売されている。ここでは、

仁多米と川角米の食味の有意差が無い事から、川角米を

400 円／kg で販売する場合を想定し、付加価値の追加分

を推計した。表 4 より、対象地域の販売可能量を農協で

買い取った場合、およそ4,426万円だが、400円／kgで買

い取った場合は倍の 8,853万円となり、4,426万円の付加

価値が追加されることが推計された。 

 

表4 川角米販売可能量と付加価値追加分の推計結果 

米収
穫量

村内
消費

贈与
販売
用米

農協で買取
した場合

400/kgで販
売した場合

差し
引き

（トン） （トン） （トン） （トン） （千円） （千円） （千円）

川角 10.0 1.0 1.9 7.1 1,416 2,832 1,416
神谷 14.9 1.0 2.0 11.9 2,376 4,752 2,376
菖蒲 19.9 1.4 2.8 15.8 3,156 6,312 3,156
日南川 14.9 1.0 1.9 12.1 2,412 4,824 2,412
大草 34.9 2.0 4.1 28.7 5,748 11,496 5,748
長田市 24.9 1.1 2.2 21.7 4,332 8,664 4,332
下戸河内 69.7 1.7 3.4 64.7 12,936 25,872 12,936
判場 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0
峺迫 34.9 1.9 3.8 29.1 5,820 11,640 5,820
上戸河内 19.9 0.9 1.8 17.2 3,444 6,888 3,444
柚ノ木 14.9 0.6 1.2 13.1 2,628 5,256 2,628
合計 259.0 12.5 25.1 221.3 44,268 88,536 44,268  
 

付加価値を追加させるためには、ハデ干しをすること

に加え、食味を落とさないためにもみ貯蔵することを条

件にしている。そのため、ハデ干し費用およびもみ貯蔵

にかかる費用も必要となるため、販売用の米を確保する

ために必要な費用を表 5 のとおり推計した。ハデ干しに

は、米を干すための三脚とパイプの金額を推計し、対象

地域全体で約1,790万円の費用となった。またもみ貯蔵の

ために貯蔵庫（もみ貯蔵用の冷蔵庫）と、貯蔵庫のため

の電気料金を推計した。もみ貯蔵庫は、3,680万円、年間

の電気料金はおよそ 150 万円／年と推計された。ハデ干

し用の三脚とパイプ、およびもみ貯蔵庫は初年度のみ必

要であり、電気代は毎年必要である。川角米を収穫可能

な範囲全体では、初年度の必要経費はおよそ 5,620万円、

次年度以降は電気代の150万円が必要な費用となる。 

 

【考察・今後の展開】 

本研究では、中山間地域の地域資源を用いた新規定住

者のためのビジネスモデルの作成が可能か、島根県邑南

町の川角集落の稲作を事例に検証を行った。中山間地域

では、農林漁業における 6 次産業化による所得の増加策

が検討されているが、地域の高齢化により 6 次産業化が

困難な状況も見られる。また、過疎化が深刻な地域への

IUターン施策が全国で実施されているが、移住先で所得

を得ることができなければ、その地域で暮らし続けるこ

とは困難である。また、移住者がいきなり農作業を実施

し、収益を上げることは難しい。そのため、農作業は従

来通り地元住民が実施し、移住者は農作業を学びながら、

その地の産業から付加価値を増やす方法について稲作を

例に検討した。ここでは、従来の米作りをする第一次産

業部分を地元住民が実施し、ハデ干しやもみ貯蔵の二次

産業と、その米を販売する三次産業の 5 次産業部分を移

住してきた青壮年層が実施するケースを想定している。

都会では、契約やパートタイムの仕事をいくつか掛け持

ちする働き方もあるが、中山間地域ではそのような雇用

の機会が少ない。その中で、今回検証した 5 次産業は、

中山間地域における新しい働き方の 1 つではないだろう

か。ただし、素人がハデ干し作業に参加する場合、どの

程度の労働力が必要になるのか、また米の売り方や米の

ブランド化など、今回検討出来なかった部分も多いため、

引き続き実現可能性に向けた調査を続けていきたい。 

 

謝辞：本研究は大学 COC事業平成 27年度しまね地域共

創基盤研究「邑南町における稲作の 5 次産業化に関する

研究（研究代表：豊田知世）」の助成を受けたものです。 
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プ
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庫
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年間電
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初年度必
要費用*

次年度以
降毎年必
要費用**

(本） (本） （千円） （台） （千円） （千円） （千円） （千円）

川角 53 49 573 1 1,150 47 1,769 47
神谷 89 82 961 2 2,300 94 3,354 94
菖蒲 118 109 1,276 2 2,300 94 3,670 94
日南川 90 83 975 2 2,300 94 3,369 94
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【はじめに】 

愛知県北設楽郡設楽町は、愛知県の北東部に広がる三河

山間地域の中央に位置し、名古屋市中心部から約90キロメ

ートル、豊田市の中心部から60キロメートルの距離にある。

昭和35年には約15,000人だった人口は、昭和45年までに

約5,000人減少し、その後も人口減少が続き、平成28年1

月現在の人口は5,274人となっている。 

設楽町では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に

向け、町民の声を拾い反映することを目的に、各ステーク

ホルダーへのヒアリングやアンケート調査を実施した。 

本報告では、平成27年6月から平成28年3月にかけて

実施した各種のヒアリングやアンケート調査の分析結果を

紹介し、総合戦略策定における地域住民との対話の有効性

について報告する。 

 

【調査方法・内容】 

調査は、①町内の教育機関（4保育園、5小学校、2中学

校、1高校）、子育てサークル、事業者、U/Iターン者を対

象にした個別ヒアリング、②町内の事業所を対象にしたア

ンケート調査、③高校生を対象にしたアンケート調査を実

施した。①では各ステークホルダーの現状と課題、求めら

れる対策について個別ヒアリングを、②では現状と事業承

継について、③では卒業後の進路についてそれぞれアンケ

ート調査を実施した。 

 

【調査･分析結果】 

①ステークホルダーへの個別ヒアリング 

現在の取り組みや将来に向けた課題の抽出のため、以下

に挙げるステークホルダーに個別ヒアリングを実施した。 

ア．教育機関（4保育園、5小学校、2中学校、1高校の園

長または校長） 

イ．2つの子育てサークル 

ウ．5つの事業者 

エ．地域おこし協力隊を含む6人の移住・定住者 

各教育機関からは、児童の減少に伴う複式学級の実施や

学校の統廃合の問題、特に保育園からは保育士の不足が課

題として取り上げられたが、一方で少人数教育による手厚

い学習指導や周辺の環境を活用した自然体験、農業体験、

地域ボランティアの活用による地域密着型教育の実施が都

市部にはない教育の強みであることが確認できた。以前の

小学校では大人に暴言を吐くなどの問題行動を起こしてい

た小学校児童が、設楽町の小学校に転校してからは複式学

級で上級生の児童との交流や見守り、特別支援学級の手厚

いケアによって、落ち着きをみせるようになった事例など

が挙げられた。母子家庭など家庭の様々な事情に対しても、

学校と地域が密接に関わることで孤立させない子育てが出

来ることも強みとなっている事例があることが確認できた。 

事業所ヒアリングからは、いずれも人材不足が深刻な課

題として問題提起された。森林組合や淡水漁業組合では、

技術の継承問題が急務となっており、「仕事はあるが、若い

働き手が採用できない」問題が指摘された。一方で木材の

レーザー加工技術の鍛錬、オリジナル品種の改良など、事

業所ごとの取り組みが続けられていることも確認できた。I

ターン、U ターンの木工職人が町の資源を利用しインター

ネット通販などを活用し、事業を展開している一方、こう

した町内の仕事事情が10代の学生に伝わっておらず、若い

人材の流出を招いている課題も明らかとなった。 

 

②事業所を対象としたアンケート調査 

商工会を通じて町内の加盟事業者210社に事業承継の現

状についてアンケート調査を実施した（回答数83：うち有

効回答数は77）。 

表1：直近3年間の収支状況 

 

表 1 にあるように、建設業は収支均衡またはプラス基

調の会社が13/14社と90%を超えているのに対し、小売業
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では3/19社と16%に満たない。全体でも収支均衡または

プラス基調と回答する事業者は33社（41.7％）と半数以

下となっている。 

表2：後継者の有無 

 

次に後継者の有無についての質問では、全体で77社中

37社（48.1%）が「後継者がいる」と回答した。しかし業

種別では、建設業（11/14 社）、小売業（5/19 社）、卸売

業（0/1社）とばらつきが見られ、現在の収支状況が後継

者の有無に影響していることがわかる。さらに事業所の

将来的な展望（表3）を後継者がない事業者に尋ねた質問

では、「廃業（27/40社：67.5％）」を検討している事業所

が3分の2を超えている現状が明らかとなった。 

表3：事業所の将来 

 

一般的に「こんなところに雇用はない」「企業誘致によ

って雇用を生み出さないと、若い人は戻ってこない」と

いう声を町民からも聞くが、事業者へのアンケート結果

から、実際はいずれの企業も人手不足に悩み、後継者不

在により廃業を余儀なくされようとしている事業所が 6

割を超えている現状が明らかとなった。 

一方、閉店した店舗、廃業を検討している事業者から

は「後継者が居れば店舗、工場を引き継ぎたい」という

声も聞かれ、インフラを利活用することで若手の起業希

望者誘致への資源ともなり得る可能性があることが見出

せた。 

 

③高校生を対象としたアンケート調査 

設楽町内にある県立設楽高校の1年生から3年生まで

の全生徒を対象に卒業後の進路についての意向調査を実

施した。回答数は136名（普通科：71名、林業科：65名、

男女比は76：60）。 

高校生の就職希望地について尋ねた質問では「愛知県

内（設楽町、東三河地域などを除く）」の回答が最も多く

（23名：20%）、「東三河地域（18人：16%）」「設楽町（15

人：13%）」と続いている。 

表4：就職地を選んだ理由 

 

表4は就職地を選んだ理由を示しているが、「自分の出

身地だから（37名：23%）」が最も多く、「その地域に希望

する就職先があるから（30名：19%）」「実家から就職先の

企業・場所に通勤できるから（22名：14%）」と回答が続

いている。 

さらに「就職先が設楽町外の近隣市町村であった場合、

どこに住むか」という質問に「設楽町外に住む（設楽町

には住まない）」と回答した高校生の理由を示したのが表

5である。 

表5：設楽町外に住む理由 

回答結果から、「設楽町に魅力を感じないから（6名：

6%）」「設楽町に執着がないから（14名：13%）」「設楽町に

住む特別な理由はない（32名：31%）」とおよそ半数の高

校生が設楽町に暮らすことの意義を感じていないことが

わかる。 

一方で、高校生に就職先を決めるに当たって重要だと

思うことを尋ねた結果を表6に示す。 

表6：就職先を選ぶ際に重要なこと 

 

回答では、「自分が興味のある仕事である（40名：34%）」

「安定している（将来性がある）（18名：16%）」「自分の

夢を実現できる（12名：10%）」が上位3つの理由となっ

ており、表4の結果と合わせると、「自分の興味や夢が実

現でき、将来性がある仕事」が設楽町内にあれば、設楽

町内で仕事を行っていく意志があるものと考えることが

出来る。 

さらに、就職を希望する業種（第1希望）についての

回答結果が表7である。 

表7：就職を希望する業種（第1希望） 

 

表7では「（保育園を含む）医療・福祉系（31名：27%）」

「製造業（16名：14%）」「公務（11名：9%）」が上位3つ

となっている。いずれも現在、設楽町内では特に人手不

足として、その人材確保が急務とされている仕事である

ことが明らかとなった。 

以上のことから、現役の高校生は、「卒業後、町を出て

いく」ことを示唆する回答がある一方で、将来の仕事に

ついては「興味のある仕事がしたい」「安定した仕事がし

たい」と回答する生徒が5割を超え、「保育園を含む医療・

福祉系」「製造業」「公務」と言った町内で特に人手不足

が指摘される分野への就職希望者が 5 割に上ることが明

らかとなった。 

 

【考察・今後の展開】 

 設楽町では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定

に向け、町内の各ステークホルダーへの個別インタビュ

ーやアンケート調査を実施し、現状把握と課題抽出を行

った。町内のステークホルダーの声を丁寧に収集するこ

とは、統計データだけでは得られない町の現状を具体的

に把握するのに有効であった。同時に当事者との意見交

換は、その課題解決に向けた取り組みについて話し合う

機会ともなった。 

教育機関へのヒアリングを通して、児童の減少は小学

校の存続における課題である一方、少人数学級によるき

め細やかな教育や地域密着の子育て環境を強みとして捉

えられることが教育現場での事例を通して明らかとなっ

た。後継者不在のため廃業を考えている事業者が 6 割に

も上り、商工業の将来に大きな不安を抱える一方、「仕事

がない」という思い込みから脱却し、新たな労働力を獲

得していく余地が十分にあること、廃れていく商店街を

起業の資源と考えることで、新たな担い手を受け入れて

いく可能性があることが事業者へのアンケート結果から

明らかとなった。既にIターン/Uターン者が地域の資源

や魅力を発見し、職人として起業する事例も見られ、こ

うした先例をモデルとして地域内外に発信していく可能

性も見出すことができた。更に、高校進学・高校卒業後

の進学・就職で町外へ出て行く10代が6割を越える設楽

町において、若者の流出を防ぐ、または若者の就職時のU

ターンを促進することは、移住促進政策と合わせ、人口

減少対策の要となっていく。「実は若者が求める仕事は地

元にある」ことの共有とマッチングを進めていく必要性

が確認された。 
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教育機関、事業所、高校生の各ステークホルダーの現

状や課題を把握することで、「課題は一方では強み・資源

となる（少人数教育、商工業の後継者不在・廃業事業所

の増加）」「思い込みからの脱却（実はどこも人手不足、

高校生が働きたい仕事は町内にある）」ことが確認できた。

ここから人口減少に対する政策として、移住促進と合わ

せ、町内の若者の定住・町外に流出した若者の U ターン

政策も実施していく必要性が明らかとなった。 

現状把握からステークホルダーと併走することで、行

政主導での課題対策で往々にして生じる「当事者不在」

「パートナーが見えない政策」「ミスマッチな政策」を回

避することが出来、当事者性を醸成することにもつなが

る。地方創生において、地域住民が地域の課題を自分ご

ととして捉え、主体的に取り組む姿勢を醸成することは、

地方創生を進める風土をつくり、持続可能なまちづくり

を進めていく上で必要不可欠である。 
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Keyword：過疎化の熱力学的意味、非線形領域と相転移現象、過疎化から脱却するための相転移の初期条件 

 

１．はじめに 

（１）研究の背景 

我が国では戦後、早くから地方社会の過疎化防止対策と

して、観光客の誘致による地域の活性化や生活インフラの

整備による住民に残留を促す政策などを推進してきた。こ

の結果、地方市町村の一部には観光客の誘致などで活性状

態を呈するところも存在するが、多くの場合その周辺の農

村等集落を含めた市町村全体の人口は減少している。小布

施町もその一つと考える。このように、地方社会の過疎化

は依然進行しており、少子化と相まってそれら集落の多く

は近い将来存続の限界を迎えるであろうし、今では地方自

治体でさえも消滅可能性が指摘される。このようなことか

ら、地方社会の本質的な過疎化プロセスの解明や新たな視

点での解決策を展望し得る研究が求められている。 

（２）研究の目的 

これまでの戦後の過疎化防止対策は残念ながら期待通り

の成果を挙げたとは言い難い。我が国がグローバル社会の

中で存在し続けるには、生きている人間個体の細胞同様に

地方社会の農村等集落も途切れることなく担い手が確保さ

れその地の絆としての文化を継承する自己形成が求められ

る。現在、我が国では少子高齢化・総人口減少の下にある

とはいえ、地方社会や都市が活発に相互の関係を維持して

こそ国の活力が引き出せると考える。したがって、本論の

目的は地方社会の行き過ぎた過疎化を克服するための条件、

つまり、担い手の確保・育成機能をどう取り戻して行くか、

新しい視点で論ずることにある。 

（３）研究の視点 

本論を展開するに際し、生きている人間個体から成る社

会もまた宇宙の普遍的な法則に支配されるという前提を置

く。こうすることで、社会を宇宙の法則という客観的な切

り口で観察可能となる。したがって、本論の新しい視点と

は、社会を宇宙の法則性を以って“どう”捉えるかに集約

できる。 

 

２．研究方法 

（１）社会を熱力学的な系として認識 

社会は、地球や人間個体と同様に宇宙の一員であって、

宇宙の熱的な系、つまり、熱力学でいう開放系として外部

の系と物質やエネルギーをやり取りし自己形成する生きた

系である。以後、社会は生きた系として取り扱う。 

（２）社会の熱力学的な性質の把握 

社会は感情や判断などの作用も入り込むソフトな仕組み

であるから、物質のハードとしての熱力学の法則が直接そ

のまま社会に適用できない。本論では、社会を熱力学的に

捉える上で不可欠なエントロピー１）の増大則（後述）の理

解ついては系のミクロとマクロの関係に着目し物質の世界

と社会の仕組みとの接点を見出して行くこととする。 

 

３．研究内容 

（１）先行文献の調査 

地方社会の過疎化の本質を理解するに際し、『現代熱

力学』[１]、『生命を捉えなおす』[２]、『西洋の没落』[３]

を参考に２）社会を宇宙の法則で捉えることを試みる。 

（２）社会を捉える研究態度 

前出の『生命を捉えなおす』でいう「生命を物質的な

側面から捉えようとする研究態度」は、社会を生きてい

る系として考える場合その再現性の限界を知り、形而上

学的な要素を排除する上で極めて示唆に富むものである。 

（３）宇宙の法則を熱力学的に理解 

前出の『現代熱力学』を参考に、社会を熱力学的に捉

えるために宇宙の概要を表－１のように整理する。 

 

表－１ 宇宙の法則性の概要 

熱力学の第零法則：孤立系としての大宇宙（以下、単に宇宙）は本来
拡散し続ける非平衡系であるが、局所的な平衡系（局所平衡系）を

認める。ここでは、一意的に温度が定まり、エントロピーなどの状
態関数も定義される。 

熱力学の第一法則：宇宙そのものは孤立系であるから外界と物質やエ
ネルギーの交換を行わないことから内部のエネルギーは保存され
る。 

熱力学の第二法則：ビッグバン後の宇宙が膨張・拡散し続け、それに
伴い拡散した熱エネルギーは不可逆的に温度が低下し、やがて宇宙
の彼方で熱的平衡に達する。現在その温度は約2.8Ｋとされる。こ

の不可逆的な熱力学的拡散過程をエントロピーの増大則といい、エ
ントロピーはエネルギーと温度の関数で定義される。 

熱力学の第三法則：宇宙が拡散し熱的に平衡状態に限りなく近づくと
宇宙の温度は絶対零度に限りなく接近すると考えられ、絶対零度の
ときのエントロピーはゼロと定義される。 

 

ここに、熱力学の第零法則は、星雲などと同じように我 
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々社会もまた物質の側面を有する一つの系であって、状

態関数が定義される局所平衡系として取り扱えることが

理解できる。よって、生き物にとっての局所平衡系―社

会もその一つである―は、物質やエネルギーの流れを伴

う平衡系、つまり、動的平衡系であるという意味で平衡

に近い系（後述）として取り扱うものとする。    

（４）宇宙の法則性の出現状況 

ここでは、自然や社会といった系の変転の出現状況に

関し、前出の『現代熱力学』が示す条件―「平衡か」、

「平衡でないか」、あるいは「平衡の近傍か」といった

条件―を以って検討しその結果を表－２に示す。 

 

  表－２ 自然や社会の熱力学的出現状況 

系が平衡の場合：平衡系では変化自体が起きない。現時点ではこのよう
な自然・社会の状態は存在しない。 

系が平衡に近い場合：通常みられる自然環境や社会環境である。宇宙そ
のものは本質的には非平衡・非線形・不可逆・予測不能な孤立系であ

るが、平衡に近い系－例えば、地球という局所平衡系－の下では一般
に安定的な線形領域を有しオームの法則のような線形関係も得られ
る。そのような安定的な線形領域にある系でも揺らぎが生じ、そのこ

とが発端となって集中豪雨や豪雪などの天変地異やオイルショック時
のトイレットペーパー一斉購買など異常群集心理を引き起こす。線形
系ではやがてその揺らぎは吸収されもとの平穏な世界に戻る。 

平衡に近い系から平衡から遠く離れた系へ転移する場合：平衡に近い系
はランダムな揺らぎなどの因子によって、本来非線形系であるから初

期条件が整えばその平衡に近い系は多くの可能な状態のうちの一つの
新しい安定状態（秩序状態）へと非線形的に発展する可能性、つまり、
相転移の性質を持つ。社会は時代の盛衰を段階的（非線形的）に繰返

してきたという歴史的事実は、いわば、相転移による古い秩序から新
しい秩序への不可逆的な変転を繰返してきたことを連想させる。 

系が平衡から遠く離れた場合：いわゆる非平衡系そのもので、生物が穏

やかに生存し得る世界ではない。 

 

（５）人類の自然と社会の熱力学的認識 

我々社会は長い人類の歴史の中で、熱力学という学問

を知らないまでも自然や社会の変転プロセスを諺や言い

伝えとして表－３（左半分）に示すように熱力学的に捉 

 

表－３ 自然や社会の熱力学的理解 

人の自然や社会の認識 連想する熱力学的特性 

自

然 

四季の変化（周期性） 線形的／周期性（力学的） 

ゆく川の流れ…（発生・消滅繰返） 非平衡的 

覆水盆に返らず（元に戻らない） 不可逆的 

天変地異（不規則に発生） 非平衡／予測不能性 

お湯は冷める（一定の方向に変化） 非平衡⇒平衡／不可逆的 

水＝氷り＝蒸気（相が変わる） 安定的で可逆的な相の変化 

社

会 

人の噂も75日（やがて消える） 外乱⇒やがて安定 

ｵｲﾙｼｮｯｸ時一斉購買（群集心理） 外乱⇒やがて安定 

祇園精舎の鐘の声…（盛衰の繰返） 非平衡的 

時代の変遷（段階的発展） 安定⇒相転移⇒次の安定 

 

えていた。また、表－３（右半分）に示す熱力学的特性 

の分析欄には線形／非線形、可逆／不可逆などといった 

た用語が混在し矛盾を呈している。このことは、我々の

社会は、常に拡散している非平衡系としての宇宙の下で

熱力学の第二法則（エントロピーの増大則）に抗する何

らかの力が作用し平衡に近い線形領域として振る舞って

いることを示唆する。しかし、揺らぎ（外乱）などによ

ってその線形領域は壊れ易いことが、平衡に近い系の２

面性や多様性といった矛盾を引き出していると考える。 

（６）生きている社会の熱力学的な意味 

我々人類は社会を形成し宇宙の一部として変転してい

る。これまでのところで、我々の社会は熱的にエントロ

ピーの増大則に支配され生存し続けていることは疑いが

ないが、エントロピーの増大則に単に支配され続けてい

るだけなら我々生命体の温度は次第に低下し凍死して滅

びてしまっていても不思議はない。そういうことは実際

には有り得ない。そのようなことから、我々生命体は何

か特別な仕組みを以ってエントロピーの増大則に抗する

ことで生きている系を保持していることに気づく。とい

うのも『生命を捉えなおす』を参考にすれば、この生命

の仕組みこそが熱力学の第一法則でいう局所平衡系を連

想させるもので社会の変転を考える上で示唆に富む。 

我々の生物としての開放系、つまり、社会という生命

の仕組みは、外界から物質やエネルギーを取り入れ燃

焼・加工という一定の温度処理能力、つまり、温度に相

当する一定の産業力を保つ。そして、加工製品は“より”

産業力（つまり、温度）の低い他の社会へ商品（つまり、

熱流）として流れ、また、社会に溜まった不要な物質や

熱エネルギーはゴミ（つまり、熱流）として“より”温

度の低い外界に廃棄し生きている。つまり、製品や不要

な物質・熱・エネルギーを社会の外に排出することでそ

の社会のエントロピー増大を抑制しエントロピーの増大

則に抗しているのである。一方、系外に排出された製品

や不要な物質・熱・エネルギーによって、系外も含めた

自然系全体ではエントロピーが増加しエントロピーの増

大則に帳尻を合せている３）。 

したがって、生命が存在するところはそれだけ外界の

エントロピーが増大するということであって、昨今の文

明社会の環境問題にも通じるところがある。 

（７）物質の法則と社会の性質との接点  

熱力学でいうエントロピーの概念を社会に応用しよう 

とする場合に、系の巨視的状態を示すエントロピーの概 

念を物質的な側面（エネルギーと温度の関係）から理解 

するだけでは不十分で、加えてエントロピーの概念を統 

 
 

計的な側面からも理解する必要がある４）。つまり、系が

巨視的に取り得る状態の数に対応する微視的状態の数を

以って示すことが可能であることを理解しなければなら

ない５）。この統計的な微視的変数とはその社会が養うこ

との可能な人口に相当するもので、人口を熱力学的な変

数として捉えるという発想こそが行き過ぎた過疎化の本

質を理解する糸口となるのである（後述）。 

 

４．社会の熱力学的側面の分析 

ここでは、上述の研究成果をもとに社会そのものを熱

力学的な系として捉えその側面を分析しまとめる。 

（１）局所平衡系としての社会の認識 

まず、我々の社会は、地球規模、国レベル、市町村レ

ベル、さらには農村等集落単位、等いろいろなレベルで

捉えることができる。それぞれの社会は普遍的な宇宙の

“熱力学の法則”の支配を受け、前述した局所平衡系と

して平衡に近い系として振る舞う。一般に、社会もまた

外部の社会と物質やエネルギーをやり取りしながら生き

ている存在であるから、外界と区別される必要があり何

らかの境界（障壁）を持ち、その内部には社会を社会た

らしめる住民同士の絆（吸引力）が不可欠となる。 

（２）エントロピー増大則の社会的意味 

熱力学の法則の中でもエントロピー増大則の理解は社

会の過疎化問題を取り扱う上で特に重要である。そのこ

とは前述した通りであるが、ここではその意味をもう少

し具体的に解釈することとする。例えば、社会（マクロ）

の出現する状態数が増えることは、社会の構成員である

人（ミクロ）の取り得る状態数が増えることにつながり、

ミクロの取り得る自由度が高まることと理解できる。産

業度が高い、つまり、加工技術が高い都市では扱うエネ

ルギーの温度も高く大量のエネルギーを所有することに

なり、都市の養える人口は一次産業を主体にした地方社

会のそれに対し格段に大きなものになることは容易に想

像できる。都市への人口集中はある意味、宇宙の法則に

沿った人の熱的拡散現象である。 

（３）戦後の地方社会の過疎化の発端 

戦前・戦中まで地方社会の農村等集落では長男という

後継者もあり自己形成できていたが、戦後になって産業

が成長・高度化するに伴い過疎化が急進展し都市への過

剰な人口集中で農村等集落の自己形成機能は低下した。 

この原因として、大きく三つのプロセスが関与してい

る。先ず、戦後の地方社会は文明度の高い都市から民主

主義が到来し古くからの慣習から解放されると同時に機

械や電化製品も入り込み生活の自動化や省力化が進み、

生活の豊かさが増す中で高等教育が普及したことで男女

同権社会への移行や女性の社会進出を引き起こした。こ

うして、農耕に起源を発した農村等集落の絆も総じて弱

まった。これらは温度の高い方から低い方への熱流現象

として考えると理解しやすい。次に、通信や交通手段の

発達が地方と都市間の地理的・時間的障壁の排除に拍車

をかけ、地方社会と都市間の境界（障壁）はないも等し

い状況となった。三つめは、先の熱流現象に伴い地方社

会の住民は文明社会に洗脳され都市のへの憧れが急速に

高まった。つまり、熱的に励起された。こうして、文明

社会に洗脳された住民は易々と地域社会の弱まった絆を

脱し障壁を乗越えた。地方社会の崩壊の始まりである。 

結局、地方社会の住民（長男も含む）は就職や進学で

“より”自由度の高い都市へ不可逆的に流出することは

熱的には必然の拡散現象であると理解できる。 

（４）歴史に見る時代の変遷のプロセス 

我が国の発展段階は概ね古代⇒中世⇒近世⇒最近世⇒

現代といったように考えられる。このような時代の盛衰

の繰返しを前出の『西洋の没落』でも文化・文明の周期

性―つまり、社会は時代の盛衰を段階的に繰返すという

性質―を指摘しており６）、このことは非線形系特有の相

転移による古い秩序から新しい秩序への変転を連想させ

る。例えば、我が国の近世から最近世への変遷（江戸か

ら明治へ）を例にとると、ペリーの来航という外乱（揺

らぎ）は「江戸」を不安定な状況に追いやったがそこか

ら新しい時代へと相転移し「明治」が誕生したことに相

当する。因みに、前の時代の衰退から次の新しい時代へ

の幕開けには、前述した熱力学的な相転移を誘発する初

期条件（安定⇒不安定化）が不可欠となる（後述）。 

 

５．分析結果（熱力学的な社会の捉え方） 

（１）都市への人口集中の熱力学的意味 

明治の幕開け以降、政府の政策もあって地方社会から

人が都市に移動し我が国の工業化が実現し戦後の都市へ

の人口集中につながった。こうした現象は、工業化で大

量に高温のエネルギーを手にした都市は養える人口を飛

躍的に増大させ、人にとって自由度の高い都市を形成し

得たことは宇宙の必然の現象としての意味を持つ。 

（２）過疎化から脱却する条件 

こうした必然の都市への人口集中に抗して、地方社会
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々社会もまた物質の側面を有する一つの系であって、状

態関数が定義される局所平衡系として取り扱えることが

理解できる。よって、生き物にとっての局所平衡系―社

会もその一つである―は、物質やエネルギーの流れを伴

う平衡系、つまり、動的平衡系であるという意味で平衡

に近い系（後述）として取り扱うものとする。    

（４）宇宙の法則性の出現状況 

ここでは、自然や社会といった系の変転の出現状況に

関し、前出の『現代熱力学』が示す条件―「平衡か」、

「平衡でないか」、あるいは「平衡の近傍か」といった

条件―を以って検討しその結果を表－２に示す。 

 

  表－２ 自然や社会の熱力学的出現状況 

系が平衡の場合：平衡系では変化自体が起きない。現時点ではこのよう
な自然・社会の状態は存在しない。 

系が平衡に近い場合：通常みられる自然環境や社会環境である。宇宙そ
のものは本質的には非平衡・非線形・不可逆・予測不能な孤立系であ

るが、平衡に近い系－例えば、地球という局所平衡系－の下では一般
に安定的な線形領域を有しオームの法則のような線形関係も得られ
る。そのような安定的な線形領域にある系でも揺らぎが生じ、そのこ

とが発端となって集中豪雨や豪雪などの天変地異やオイルショック時
のトイレットペーパー一斉購買など異常群集心理を引き起こす。線形
系ではやがてその揺らぎは吸収されもとの平穏な世界に戻る。 

平衡に近い系から平衡から遠く離れた系へ転移する場合：平衡に近い系
はランダムな揺らぎなどの因子によって、本来非線形系であるから初

期条件が整えばその平衡に近い系は多くの可能な状態のうちの一つの
新しい安定状態（秩序状態）へと非線形的に発展する可能性、つまり、
相転移の性質を持つ。社会は時代の盛衰を段階的（非線形的）に繰返

してきたという歴史的事実は、いわば、相転移による古い秩序から新
しい秩序への不可逆的な変転を繰返してきたことを連想させる。 

系が平衡から遠く離れた場合：いわゆる非平衡系そのもので、生物が穏

やかに生存し得る世界ではない。 

 

（５）人類の自然と社会の熱力学的認識 

我々社会は長い人類の歴史の中で、熱力学という学問

を知らないまでも自然や社会の変転プロセスを諺や言い

伝えとして表－３（左半分）に示すように熱力学的に捉 

 

表－３ 自然や社会の熱力学的理解 

人の自然や社会の認識 連想する熱力学的特性 

自

然 

四季の変化（周期性） 線形的／周期性（力学的） 

ゆく川の流れ…（発生・消滅繰返） 非平衡的 

覆水盆に返らず（元に戻らない） 不可逆的 

天変地異（不規則に発生） 非平衡／予測不能性 

お湯は冷める（一定の方向に変化） 非平衡⇒平衡／不可逆的 

水＝氷り＝蒸気（相が変わる） 安定的で可逆的な相の変化 

社

会 

人の噂も75日（やがて消える） 外乱⇒やがて安定 

ｵｲﾙｼｮｯｸ時一斉購買（群集心理） 外乱⇒やがて安定 

祇園精舎の鐘の声…（盛衰の繰返） 非平衡的 

時代の変遷（段階的発展） 安定⇒相転移⇒次の安定 

 

えていた。また、表－３（右半分）に示す熱力学的特性 

の分析欄には線形／非線形、可逆／不可逆などといった 

た用語が混在し矛盾を呈している。このことは、我々の

社会は、常に拡散している非平衡系としての宇宙の下で

熱力学の第二法則（エントロピーの増大則）に抗する何

らかの力が作用し平衡に近い線形領域として振る舞って

いることを示唆する。しかし、揺らぎ（外乱）などによ

ってその線形領域は壊れ易いことが、平衡に近い系の２

面性や多様性といった矛盾を引き出していると考える。 

（６）生きている社会の熱力学的な意味 

我々人類は社会を形成し宇宙の一部として変転してい

る。これまでのところで、我々の社会は熱的にエントロ

ピーの増大則に支配され生存し続けていることは疑いが

ないが、エントロピーの増大則に単に支配され続けてい

るだけなら我々生命体の温度は次第に低下し凍死して滅

びてしまっていても不思議はない。そういうことは実際

には有り得ない。そのようなことから、我々生命体は何

か特別な仕組みを以ってエントロピーの増大則に抗する

ことで生きている系を保持していることに気づく。とい

うのも『生命を捉えなおす』を参考にすれば、この生命

の仕組みこそが熱力学の第一法則でいう局所平衡系を連

想させるもので社会の変転を考える上で示唆に富む。 

我々の生物としての開放系、つまり、社会という生命

の仕組みは、外界から物質やエネルギーを取り入れ燃

焼・加工という一定の温度処理能力、つまり、温度に相

当する一定の産業力を保つ。そして、加工製品は“より”

産業力（つまり、温度）の低い他の社会へ商品（つまり、

熱流）として流れ、また、社会に溜まった不要な物質や

熱エネルギーはゴミ（つまり、熱流）として“より”温

度の低い外界に廃棄し生きている。つまり、製品や不要

な物質・熱・エネルギーを社会の外に排出することでそ

の社会のエントロピー増大を抑制しエントロピーの増大

則に抗しているのである。一方、系外に排出された製品

や不要な物質・熱・エネルギーによって、系外も含めた

自然系全体ではエントロピーが増加しエントロピーの増

大則に帳尻を合せている３）。 

したがって、生命が存在するところはそれだけ外界の

エントロピーが増大するということであって、昨今の文

明社会の環境問題にも通じるところがある。 

（７）物質の法則と社会の性質との接点  

熱力学でいうエントロピーの概念を社会に応用しよう 

とする場合に、系の巨視的状態を示すエントロピーの概 

念を物質的な側面（エネルギーと温度の関係）から理解 

するだけでは不十分で、加えてエントロピーの概念を統 

 
 

計的な側面からも理解する必要がある４）。つまり、系が

巨視的に取り得る状態の数に対応する微視的状態の数を

以って示すことが可能であることを理解しなければなら

ない５）。この統計的な微視的変数とはその社会が養うこ

との可能な人口に相当するもので、人口を熱力学的な変

数として捉えるという発想こそが行き過ぎた過疎化の本

質を理解する糸口となるのである（後述）。 

 

４．社会の熱力学的側面の分析 

ここでは、上述の研究成果をもとに社会そのものを熱

力学的な系として捉えその側面を分析しまとめる。 

（１）局所平衡系としての社会の認識 

まず、我々の社会は、地球規模、国レベル、市町村レ

ベル、さらには農村等集落単位、等いろいろなレベルで

捉えることができる。それぞれの社会は普遍的な宇宙の

“熱力学の法則”の支配を受け、前述した局所平衡系と

して平衡に近い系として振る舞う。一般に、社会もまた

外部の社会と物質やエネルギーをやり取りしながら生き

ている存在であるから、外界と区別される必要があり何

らかの境界（障壁）を持ち、その内部には社会を社会た

らしめる住民同士の絆（吸引力）が不可欠となる。 

（２）エントロピー増大則の社会的意味 

熱力学の法則の中でもエントロピー増大則の理解は社

会の過疎化問題を取り扱う上で特に重要である。そのこ

とは前述した通りであるが、ここではその意味をもう少

し具体的に解釈することとする。例えば、社会（マクロ）

の出現する状態数が増えることは、社会の構成員である

人（ミクロ）の取り得る状態数が増えることにつながり、

ミクロの取り得る自由度が高まることと理解できる。産

業度が高い、つまり、加工技術が高い都市では扱うエネ

ルギーの温度も高く大量のエネルギーを所有することに

なり、都市の養える人口は一次産業を主体にした地方社

会のそれに対し格段に大きなものになることは容易に想

像できる。都市への人口集中はある意味、宇宙の法則に

沿った人の熱的拡散現象である。 

（３）戦後の地方社会の過疎化の発端 

戦前・戦中まで地方社会の農村等集落では長男という

後継者もあり自己形成できていたが、戦後になって産業

が成長・高度化するに伴い過疎化が急進展し都市への過

剰な人口集中で農村等集落の自己形成機能は低下した。 

この原因として、大きく三つのプロセスが関与してい

る。先ず、戦後の地方社会は文明度の高い都市から民主

主義が到来し古くからの慣習から解放されると同時に機

械や電化製品も入り込み生活の自動化や省力化が進み、

生活の豊かさが増す中で高等教育が普及したことで男女

同権社会への移行や女性の社会進出を引き起こした。こ

うして、農耕に起源を発した農村等集落の絆も総じて弱

まった。これらは温度の高い方から低い方への熱流現象

として考えると理解しやすい。次に、通信や交通手段の

発達が地方と都市間の地理的・時間的障壁の排除に拍車

をかけ、地方社会と都市間の境界（障壁）はないも等し

い状況となった。三つめは、先の熱流現象に伴い地方社

会の住民は文明社会に洗脳され都市のへの憧れが急速に

高まった。つまり、熱的に励起された。こうして、文明

社会に洗脳された住民は易々と地域社会の弱まった絆を

脱し障壁を乗越えた。地方社会の崩壊の始まりである。 

結局、地方社会の住民（長男も含む）は就職や進学で

“より”自由度の高い都市へ不可逆的に流出することは

熱的には必然の拡散現象であると理解できる。 

（４）歴史に見る時代の変遷のプロセス 

我が国の発展段階は概ね古代⇒中世⇒近世⇒最近世⇒

現代といったように考えられる。このような時代の盛衰

の繰返しを前出の『西洋の没落』でも文化・文明の周期

性―つまり、社会は時代の盛衰を段階的に繰返すという

性質―を指摘しており６）、このことは非線形系特有の相

転移による古い秩序から新しい秩序への変転を連想させ

る。例えば、我が国の近世から最近世への変遷（江戸か

ら明治へ）を例にとると、ペリーの来航という外乱（揺

らぎ）は「江戸」を不安定な状況に追いやったがそこか

ら新しい時代へと相転移し「明治」が誕生したことに相

当する。因みに、前の時代の衰退から次の新しい時代へ

の幕開けには、前述した熱力学的な相転移を誘発する初

期条件（安定⇒不安定化）が不可欠となる（後述）。 

 

５．分析結果（熱力学的な社会の捉え方） 

（１）都市への人口集中の熱力学的意味 

明治の幕開け以降、政府の政策もあって地方社会から

人が都市に移動し我が国の工業化が実現し戦後の都市へ

の人口集中につながった。こうした現象は、工業化で大

量に高温のエネルギーを手にした都市は養える人口を飛

躍的に増大させ、人にとって自由度の高い都市を形成し

得たことは宇宙の必然の現象としての意味を持つ。 

（２）過疎化から脱却する条件 

こうした必然の都市への人口集中に抗して、地方社会
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が過疎化から脱却するには前述した熱力学的な相転移を

活用しＵターンによる故郷回帰を誘発する初期条件を整

えることが必要となる。この場合の初期条件は、過疎化

で故郷が消滅するという危機感や総人口減少で国の存在

感の低下によって生じる先行き不安から“脱却する”と

いう強い国民的意欲を形成することである。 

（３）相転移を誘発する具体的政策 

危機感や先行き不安など不安定な現状からの強い脱却

意欲を国民的レベルで形成し相転移の初期条件を整える

には、例えば、都市に暮らすエネルギー消費の少ない団

塊世代（年金受給者）に着目し、彼らの都市での老後に

比べて故郷へのＵターンは彼らの生き方の自由度を高め

るとの政策を企画・立案し、世論を喚起することが不可

欠である。つまり、このままでは農村等集落の崩壊や地

方都市の消滅が現実のものとなるという不安や自らの都

市での生活の先行き不安をきっかけに、自らの故郷にＵ

ターンしようとする大衆的世論を形成することである。 

（４）相転移後の新しい時代の構想 

本論では、相転移後の新しい時代の構想として、核家

族に替わる新しい家族スタイル、つまり、団塊の世代が

『故郷に軸足を置いた親子 2 拠点家族』の形成を促し地

方社会と都市との共存関係を強めることを挙げる。更に

団塊世代に続くその子孫世代も一線を退いたら故郷にＵ

ターンし２拠点家族の反復継承に道を開く。以上のよう

な政策展開こそが国民意識を“都市一辺倒”から“故郷

回帰”へと反転させ、持続的なＵターン誘発と新たな時

代の幕開けの初期条件（呼び水）となり得ると考える。 

 

６．考察 

（１）団塊世代のＵターンは農村等の空き家・休耕田畑

を再興し里山を復活し、その地域の活力を養い得る。同

時にＵターン者に対し、不明な土地境界決定などの支援

や故郷は一昔前の故郷ではなく一から再出発するという

自覚を促すこと等も不可欠となる。 

（２）団塊世代の多彩な経験や能力は、地場産業の 6 次

産業化や生活等インフラの有効活用を促し、最小単位で

ある農村等集落の地域経営にも道を開き、元気になる。 

（３）やがて、子育て世代のＵ／Ｉターンにも道を開き、

人手を要する自然との対峙は出産意欲の啓発を促す。 

（４）更に自然に寄り添う“地方”に軸足を置いた２拠

点家族の形成は、自然の脅威や自然災害などに対し地方

と都市の共同作戦で対応でき、原子力発電に変わるフロ

ーエネルギー利用の機運を高める。こうした考え方はＴ

ＰＰを含む既存の産業・文明を新しいエネルギーに置き

換える開発・実用化を促し世界に先駆けた“より”高度

な文化的文明への道筋をつけることにつながる。 

 

７．今後の展開（おわりに） 

今後は、我が国の空白の時代を同様な熱力学的手法で

抜け出す処方箋を研究し続ける一方、社会を熱力学的に

捉えることの有用さを実証して行きたい。 
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【註】 

１）『現代熱力学』：参考文献[１] p58によれば、エン 

トロピーＳは熱Ｑと温度Ｔの関数（ｄＳ＝ｄＱ／Ｔ）で定 

義されるとある。ここに、熱はエネルギーの一つの形態で 

あるからエントロピーはエネルギーと温度で定義される。 

２）社会を宇宙の法則性を以って捉えるために、参考文献

[１]からは熱力学の平衡に近い系の非線形理論を、参考文

献[２]からは生命の熱力学的仕組みを、参考文献[３]から

は文化・文明の周期性を学んだ。そうした状況の下で社会

のもつ宇宙性の記述を試みた。ベースは参考文献にある。 

３）エントロピーの増大に帳尻を合わすメカニズムは参考 

文献[１]pp.92-93のヘルムホルツの式も参照されたい。 

４）エントロピーの統計的な意味については『現代熱力 

学』：参考文献[１]pp.67-68、及び、『生命を捉えなおす』： 

参考文献[２]pp.47-64を参照願いたい。 

５）註２）ではエントロピーをエネルギーと温度で定義し 

たが、統計的にエントロピーはミクロの取り得る状態数（人 

口）で定義される（S=ｋlogeW ここにS：エントロピー,W： 

ミクロの取り得る数，ｋ:定数）。 

６）『西洋の没落』：参考文献[３]p12の“文化と文明の 

周期性”から閉塞した社会からの脱出法にヒントを得た。 
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Keyword：過疎地域、宅配スーパー事業、ビジネスモデル

【背景】 

国内では、少子高齢化がますます進行している。総務省

の HPによれば、日本の人口は、2048年には 9,913万人、

2060年には 8,674万人になると予測されている。また、生

産年齢人口（15～64歳の人口）は、2060年年には 50.9％

となり、高齢人口（65歳以上の人口）は、2042年に 3,878

万人となるという。高齢化率（高齢人口の総人口に対する

割合）は、2060年には39.9％との予測であり、今後は人口

減少と少子高齢化が急速に進行する。この傾向は、全国に

おける地方部の、特に都道府県庁所在地から距離のある山

間部のような過疎地域において、とりわけ顕著となる可能

性が高い。統計によって違うが、ある人口予測では、東京

経済圏では減少せず、それ以外の地方部でさらに大きく減

少するとのデータもある。諸説あるが、明治初期の日本の

人口が 4,000万人にも満たなかった統計があるように、人

口減少自体は、過大に問題視されなくてもよいかもしれな

いが、急速な少子高齢化はさまざまな点で社会の歪を生ん

でいる。全国の過疎地域では、独居老人問題、老々介護、

若年者不在、医療介護施設不足、社会インフラの崩壊、買

い物難民問題などが、顕著になってきている。 

本稿は、こうした背景のもとで、全国の地方部の過疎地

域で問題になっている諸問題のひとつである買い物難民問

題に着目し、実際のケーススタディーを紐解きながら、宅

配スーパー事業のビジネスモデル提示を通じて、課題解決

を試みるものである。 

【研究方法・研究内容】 

 ケーススタディーとして扱うスーパーM 社（仮名）は、

県庁所在地から車で3時間の過疎地域に位置する1店舗の
みの小売業である。好調時は年商 2～3 億円の売り上げが
あったが、少子高齢化の影響を受けつつ年々減少して、現

在 1億円強である。店主が注力している手間暇かけた常時
100 種類を超える「お惣菜」が人気の主力商品でファミリ
ー層から定評がある。このスーパーが近年取り組んでいる

のは、買い物難民地域（集落）への移動スーパーである。

鮮魚専門冷蔵車を購入して、８集落へスーパーで扱う商材

を移動販売する。集落には、運転免許を返上した高齢者な

どが、移動手段に困っているケースが多々あり、自治体や

商工会議所からこうした移動スーパーのニーズ相談がある

ようだ。 

  
本稿では、この事例をケーススタディーとして丹念に追

いながら調査・記述し、公表資料・文献を読むとともに、

関係者にヒアリングを重ねてビジネスモデルを醸成する。

このビジネスモデルを他地域でも援用可能かどうかについ

てヒアリングやアンケート調査を通じて検証をすすめる手

法を採用した。 
【M社のケース研究】 
１．事業概要 
当社は、先代が昭和30年に食品小売業として創業、高
度成長期を経て昭和48年に法人化、地域住民の食卓を彩
る食品スーパーマーケットである。売場面積は、一般的

に見るコンビニ店 100～149㎡を上回る 200㎡である。
コンパクトな売場には、旬の素材・地元素材を使い自社

で手作りする惣菜、地元の鮮魚・農産品等生鮮三品、ナ

ショナルブランドの加工食品等など、必需品を揃えて、

スタッフ7名で人々の生活を支えている。 
（１）概況 
当社は、かつて、当地水産養殖業の隆盛期には現行売

上高の三倍にまで達したが、急激な産業の衰退と人口減

少等激しい環境変化を経験する。 
立地する市の人口統計によれば、平成 16 年の人口は

18,483人、平成27年は14,693人と、県内でも人口減少
が多い地域で、高齢化率は 43.3％となっており、地域需
要が低下している。   
近年、大手チェーンストアが市街地に進出するなど小

売店間の競争が激化しており、市内の個人商店は衰退し

大きく数を減らしている。こうした中で一世帯あたりの

少数世帯化や働く主婦の要望に応えて、7年前には食品加
工場を増設して惣菜商品の供給力を強化、合わせて顧客

からの配達ニーズに応えて移動販売サービスを開始した。

昨年には、来店顧客の回遊性や選択性を高めるために、

フロアレイアウト見直し・陳列什器刷新等の店舗の大幅

な改装を行い、見やすく手にとり易い売場づくりなど、

買い物利便性を強化している。 
（２）商品別「各部門」の特徴 
①食品スーパー（仕入品）：売上のメイン 
顧客は、周辺地域の50歳以上の女性が中心で、働く主
婦が仕事帰りに来店する。和・洋日配物、生鮮食品の購
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が過疎化から脱却するには前述した熱力学的な相転移を
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えることが必要となる。この場合の初期条件は、過疎化

で故郷が消滅するという危機感や総人口減少で国の存在

感の低下によって生じる先行き不安から“脱却する”と

いう強い国民的意欲を形成することである。 

（３）相転移を誘発する具体的政策 

危機感や先行き不安など不安定な現状からの強い脱却

意欲を国民的レベルで形成し相転移の初期条件を整える

には、例えば、都市に暮らすエネルギー消費の少ない団

塊世代（年金受給者）に着目し、彼らの都市での老後に

比べて故郷へのＵターンは彼らの生き方の自由度を高め

るとの政策を企画・立案し、世論を喚起することが不可

欠である。つまり、このままでは農村等集落の崩壊や地

方都市の消滅が現実のものとなるという不安や自らの都

市での生活の先行き不安をきっかけに、自らの故郷にＵ

ターンしようとする大衆的世論を形成することである。 

（４）相転移後の新しい時代の構想 

本論では、相転移後の新しい時代の構想として、核家

族に替わる新しい家族スタイル、つまり、団塊の世代が

『故郷に軸足を置いた親子 2 拠点家族』の形成を促し地

方社会と都市との共存関係を強めることを挙げる。更に

団塊世代に続くその子孫世代も一線を退いたら故郷にＵ

ターンし２拠点家族の反復継承に道を開く。以上のよう

な政策展開こそが国民意識を“都市一辺倒”から“故郷

回帰”へと反転させ、持続的なＵターン誘発と新たな時

代の幕開けの初期条件（呼び水）となり得ると考える。 

 

６．考察 

（１）団塊世代のＵターンは農村等の空き家・休耕田畑

を再興し里山を復活し、その地域の活力を養い得る。同

時にＵターン者に対し、不明な土地境界決定などの支援

や故郷は一昔前の故郷ではなく一から再出発するという

自覚を促すこと等も不可欠となる。 

（２）団塊世代の多彩な経験や能力は、地場産業の 6 次

産業化や生活等インフラの有効活用を促し、最小単位で

ある農村等集落の地域経営にも道を開き、元気になる。 

（３）やがて、子育て世代のＵ／Ｉターンにも道を開き、

人手を要する自然との対峙は出産意欲の啓発を促す。 

（４）更に自然に寄り添う“地方”に軸足を置いた２拠

点家族の形成は、自然の脅威や自然災害などに対し地方

と都市の共同作戦で対応でき、原子力発電に変わるフロ

ーエネルギー利用の機運を高める。こうした考え方はＴ

ＰＰを含む既存の産業・文明を新しいエネルギーに置き

換える開発・実用化を促し世界に先駆けた“より”高度

な文化的文明への道筋をつけることにつながる。 

 

７．今後の展開（おわりに） 

今後は、我が国の空白の時代を同様な熱力学的手法で

抜け出す処方箋を研究し続ける一方、社会を熱力学的に

捉えることの有用さを実証して行きたい。 
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義されるとある。ここに、熱はエネルギーの一つの形態で 

あるからエントロピーはエネルギーと温度で定義される。 
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[１]からは熱力学の平衡に近い系の非線形理論を、参考文

献[２]からは生命の熱力学的仕組みを、参考文献[３]から

は文化・文明の周期性を学んだ。そうした状況の下で社会

のもつ宇宙性の記述を試みた。ベースは参考文献にある。 

３）エントロピーの増大に帳尻を合わすメカニズムは参考 

文献[１]pp.92-93のヘルムホルツの式も参照されたい。 

４）エントロピーの統計的な意味については『現代熱力 

学』：参考文献[１]pp.67-68、及び、『生命を捉えなおす』： 

参考文献[２]pp.47-64を参照願いたい。 

５）註２）ではエントロピーをエネルギーと温度で定義し 

たが、統計的にエントロピーはミクロの取り得る状態数（人 
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国内では、少子高齢化がますます進行している。総務省

の HPによれば、日本の人口は、2048年には 9,913万人、

2060年には 8,674万人になると予測されている。また、生

産年齢人口（15～64歳の人口）は、2060年年には 50.9％

となり、高齢人口（65歳以上の人口）は、2042年に 3,878

万人となるという。高齢化率（高齢人口の総人口に対する

割合）は、2060年には39.9％との予測であり、今後は人口

減少と少子高齢化が急速に進行する。この傾向は、全国に

おける地方部の、特に都道府県庁所在地から距離のある山

間部のような過疎地域において、とりわけ顕著となる可能

性が高い。統計によって違うが、ある人口予測では、東京

経済圏では減少せず、それ以外の地方部でさらに大きく減

少するとのデータもある。諸説あるが、明治初期の日本の

人口が 4,000万人にも満たなかった統計があるように、人

口減少自体は、過大に問題視されなくてもよいかもしれな

いが、急速な少子高齢化はさまざまな点で社会の歪を生ん

でいる。全国の過疎地域では、独居老人問題、老々介護、

若年者不在、医療介護施設不足、社会インフラの崩壊、買

い物難民問題などが、顕著になってきている。 

本稿は、こうした背景のもとで、全国の地方部の過疎地

域で問題になっている諸問題のひとつである買い物難民問

題に着目し、実際のケーススタディーを紐解きながら、宅

配スーパー事業のビジネスモデル提示を通じて、課題解決

を試みるものである。 

【研究方法・研究内容】 

 ケーススタディーとして扱うスーパーM 社（仮名）は、

県庁所在地から車で3時間の過疎地域に位置する1店舗の
みの小売業である。好調時は年商 2～3 億円の売り上げが
あったが、少子高齢化の影響を受けつつ年々減少して、現

在 1億円強である。店主が注力している手間暇かけた常時
100 種類を超える「お惣菜」が人気の主力商品でファミリ
ー層から定評がある。このスーパーが近年取り組んでいる

のは、買い物難民地域（集落）への移動スーパーである。

鮮魚専門冷蔵車を購入して、８集落へスーパーで扱う商材

を移動販売する。集落には、運転免許を返上した高齢者な

どが、移動手段に困っているケースが多々あり、自治体や

商工会議所からこうした移動スーパーのニーズ相談がある

ようだ。 

  
本稿では、この事例をケーススタディーとして丹念に追

いながら調査・記述し、公表資料・文献を読むとともに、

関係者にヒアリングを重ねてビジネスモデルを醸成する。

このビジネスモデルを他地域でも援用可能かどうかについ

てヒアリングやアンケート調査を通じて検証をすすめる手

法を採用した。 
【M社のケース研究】 
１．事業概要 
当社は、先代が昭和30年に食品小売業として創業、高
度成長期を経て昭和48年に法人化、地域住民の食卓を彩
る食品スーパーマーケットである。売場面積は、一般的

に見るコンビニ店 100～149㎡を上回る 200㎡である。
コンパクトな売場には、旬の素材・地元素材を使い自社

で手作りする惣菜、地元の鮮魚・農産品等生鮮三品、ナ

ショナルブランドの加工食品等など、必需品を揃えて、

スタッフ7名で人々の生活を支えている。 
（１）概況 
当社は、かつて、当地水産養殖業の隆盛期には現行売

上高の三倍にまで達したが、急激な産業の衰退と人口減

少等激しい環境変化を経験する。 
立地する市の人口統計によれば、平成 16 年の人口は

18,483人、平成27年は14,693人と、県内でも人口減少
が多い地域で、高齢化率は 43.3％となっており、地域需
要が低下している。   
近年、大手チェーンストアが市街地に進出するなど小

売店間の競争が激化しており、市内の個人商店は衰退し

大きく数を減らしている。こうした中で一世帯あたりの

少数世帯化や働く主婦の要望に応えて、7年前には食品加
工場を増設して惣菜商品の供給力を強化、合わせて顧客

からの配達ニーズに応えて移動販売サービスを開始した。

昨年には、来店顧客の回遊性や選択性を高めるために、

フロアレイアウト見直し・陳列什器刷新等の店舗の大幅

な改装を行い、見やすく手にとり易い売場づくりなど、

買い物利便性を強化している。 
（２）商品別「各部門」の特徴 
①食品スーパー（仕入品）：売上のメイン 
顧客は、周辺地域の50歳以上の女性が中心で、働く主
婦が仕事帰りに来店する。和・洋日配物、生鮮食品の購
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入が多い。 
②惣菜（自社製造）：売上のサブ 
お寿司をはじめ揚げ物・煮物・炒め物等、常時30種類
以上を手作りで毎日製造している。また、高齢者顧客の

割合が高いため内容量を抑えて、食べきりサイズにして

いるため買い上げ点数の増加につながっている。直販所2
か所への卸の他、移動スーパーでも販売している。 
③仕出し 
慶弔時などにお弁当・折詰や皿鉢料理のニーズがあり、

注文も年々増加傾向にある。突発的な対応が求められる。 
④移動（食品）スーパー 
周辺地域で商店がない 8地区（隣町も含む）に出向い
て販売している。顧客は70歳以上の高齢者がほとんどで
惣菜が売上げの殆どを占め、季節の素材を使い簡単に料

理できない煮物や揚げ物・和え物などが人気である。 
 
２．当社を取り巻く商圏と変化 
（１）商圏変化 
商圏内の平成16年度は人口4,007人・世帯数1,830世
帯であったが、平成27年度は人口2,986人・世帯数1,582
世帯となっている。 
（２）来店顧客の変化 
商圏内の年齢構成は、60歳以上の人口が1,639人と全
体の約55％となっている。来店者の多くは高齢者である
が、高齢化が進み体力の低下や自動車運転免許証の返上

なども重なり来店頻度の低下につながっている。店舗で

はイートインコーナーも増設し、お客様の利便性向上に

つなげているが、今後も来店が困難な顧客が増加し、来

店頻度・買い上げ点数の減少は明らかである。電話によ

る個人宅配の依頼が増加し、配送対応するも、実際に商

品を見て触って購入したいと言う顧客が殆どなのが実態

である。 
（３）商圏内・市中心部の小売事業者 
①食品小売り（惣菜含む） 
当社より車で10分以内の移動圏内にミニスーパーが3
店舗ある。商圏地域の20～60代の多くが働いている中心
市街地には、高知県等で多店舗展開する食品スーパーの

地元店、地域密着したローカル型の食品スーパーの 2店
舗がある。チェーン展開するドラッグストアが２店あり、

商店街にはミニスーパーが１店舗ある。 
②食品の宅配 
市中心部を拠点にする宅配事業者は 1社あるが、当社
商圏との重層はみられない状態である。生協支所の宅配

サービスがある。 
③移動スーパー 
商圏内外で特に見られない。 
④仕出し 
仕出し部門は商圏地域に3社ある。 

 
３．経営環境変化への対応 
当社では商圏変化に応じて、これまで、以下のような

取り組みを行ってきた。 
（１）鮮度の高い惣菜の供給の強化 
 新鮮で地域の素材を使った惣菜を手作りするが、生産

性を上げるため、蒸気でマルチな調理ができるスチーム

コンベクション・オーブンや、高温で下ごしらえした食

材を一気に低温に落とすショックフリーザーを導入して、

限られた調理時間の中で鮮度の高いお惣菜を作っている。 
＜季節＞  ＜人気メニュー＞ 
・春 タケノコの煮物、春キャベツの炒め煮 
・夏 宗田節そうめん・冷麺・ざるそば 
・秋 地魚の煮物・芋天ぷら 
・冬 モツ煮込み・カレーライス・うどん 
（現在約300アイテム以上） 
（２）小売店舗のリニューアル 
来店顧客の高齢化に合わせた買い物利便性の向上と売

り場生産性を高めるために、①冷蔵什器を低床のコンパ

クトサイズの什器にすべて入れ替え、②ゴールデンゾー

ンにあわせた商品棚へ入れ替え、③通路幅の拡幅、④お

惣菜販売スペースの拡大など、来店顧客の増加や顧客満

足度を高める事ができた。また大手ボランタリーチェー

ンに加盟し調達コストを削減しN.B商品の値下げを実施
した。 
（３）移動スーパーの訪問エリア増 
直接小売り店舗へ来られないお客様の要望に応えて移

動スーパーの訪問箇所を増やしてきた。1年目は3地区、 
3年目は5地区、7年目は8地区で、移動スーパーの延べ
利用者数は、スタート時の年 2,000 人から、現在は年約
6,800名まで拡大している。 
 
４．経営課題 
 当社は、生鮮惣菜の品揃えの拡充と供給力の強化を図

り、買い物利便性向上等小売店舗をリニューアルするな

ど、客数・客単価の向上に打ち手を講じてきた。しかし

ながら、高齢化や免許証返納等により、自力で来店でき

ない顧客が確実に増加している中で、当店舗へ出向いて

買い物したいとする顧客要望が強くなっている。商圏内

では明らかに買い物できない顧客が増えており、地域の

生活需要に応えるには、移動スーパー事業の生産性向上

が経営課題となっている。 
移動スーパーは、モノの提供にとどまらず、食卓を彩

る季節の惣菜を生活者に届けることが出来る。また、買

い物の楽しみと共に生活者のコミュニティの場を提供す

るなど、取組む意義は大きい。 
（１）当社への要望 
 ①既存地域からの要望：各地域を巡回中の利用者から

の声は以下の通りである。 
＜既存顧客の要望＞   ＜現状＞ 
・商品の充実  生鮮・惣菜がメイン 
・訪問時間の変更  午後から指定場所での販売 
・訪問日の増加  基本的に一訪問地に週に一度 
・買い物の利便性  商品が見えにくい 
②新規地域からの要望：各地域の区長より依頼を受け、

訪問曜日・時間・場所を協議し決定する予定である（小

売店舗が無くなった２地域の650世帯1470名）。 
（２）仕入～販売までの業務プロセス 
①訪問地区選定 
地域からの要望に合わせたいが、午後訪問に限定して

いる。 
②仕入 
大手ボランタリーチェーンに加盟し NB商品の低コス
ト化を図っている。 
③品揃え 
自社製造の惣菜、日配食品や果物・野菜を揃える。 
④棚割り・陳列・ストック 
食品を専用かごに入れて車内陳列、利用者が多い地域

ではテーブルを置いて陳列する。 
⑤販売促進（集客） 
初回の訪問前にチラシを配布する。 
⑥移動準備・移動 
店舗から商品を販売車に積み込んで巡回地へ移動する。 
⑦接客  
顧客とのコミュニケーションを重視した対面販売で、

見守りにもつながっている。 
⑧販売 
簡易レジを使用し、その場で精算・レシート発行する。 
⑨車両 
片面開閉式の保冷系自動車を使用している。 
（３）移動スーパー事業のオペレーションモデルと収支 

①現在の売上高 日商約3万6千円 
③一日の所要時間6時間 訪問場所8か所 
 （午後から半日営業するので、夕刻の食卓用途） 

 ④品揃え100アイテム未満 
 ⑤欠品による補充頻度は平均2回 
 ⑥運営体制は現在1名  
＜運営一日の収支モデル＞ 単位（円） 
売上       36,000 
原価       28,800 
売上総利益  7,200 

  
燃料費        800 
人件費       4,200 
その他諸経費 1,000 
経費計    6,000 
営業利益    1,200 
（４）移動スーパーの重要課題 
生産性を高めて、移動スーパー部門を独立採算のとれ

る事業とするに当たり、以下の重要課題を抽出した。 
①地域に応じた品揃えとし、欠品させないこと。 
②顧客の購買意欲を高めて、移動スーパーへの来店頻度

を増やすこと。 
③対面販売を通じて顧客の要望を捉えた品揃え・サービ

スの改善を図ること。 
④効率的な運行ルートにすることで、顧客が求めるタイ

ミングで買物の場を提供すること。 
⑤惣菜の製造等店舗と、移動スーパーの販売等情報を共

有し、店舗の移動スーパー支援・業務連携すること。 
  
今後、地域の顧客価値を実現するため、商品管理・販

売管理・顧客管理と運行管理等を見直し、問題発見・改

善の継続を図ることが重要と認識するに至っている。 
 
５．重要課題の具現化のために 
対象顧客・品揃選定等商品管理、通期での売れ筋・死

筋商品把握等販売管理、地域の顧客の購買行動と品揃・

在庫把握等顧客管理など、マネジメント力を強化する体

制を整備する。このため、車両の企画・要求仕様決定と

運用・改善、POSシステムを活かした販売管理の運用・
改善、訪問地域が増えても効率性が高いルート管理の運

用・改善が必要である。一日の訪問先数・頻度を増やす

こと、店舗へ商品補充に返る頻度の削減を図る。 
（１）個別課題と解決策 
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入が多い。 
②惣菜（自社製造）：売上のサブ 
お寿司をはじめ揚げ物・煮物・炒め物等、常時30種類
以上を手作りで毎日製造している。また、高齢者顧客の

割合が高いため内容量を抑えて、食べきりサイズにして

いるため買い上げ点数の増加につながっている。直販所2
か所への卸の他、移動スーパーでも販売している。 
③仕出し 
慶弔時などにお弁当・折詰や皿鉢料理のニーズがあり、

注文も年々増加傾向にある。突発的な対応が求められる。 
④移動（食品）スーパー 
周辺地域で商店がない 8地区（隣町も含む）に出向い
て販売している。顧客は70歳以上の高齢者がほとんどで
惣菜が売上げの殆どを占め、季節の素材を使い簡単に料

理できない煮物や揚げ物・和え物などが人気である。 
 
２．当社を取り巻く商圏と変化 
（１）商圏変化 
商圏内の平成16年度は人口4,007人・世帯数1,830世
帯であったが、平成27年度は人口2,986人・世帯数1,582
世帯となっている。 
（２）来店顧客の変化 
商圏内の年齢構成は、60歳以上の人口が1,639人と全
体の約55％となっている。来店者の多くは高齢者である
が、高齢化が進み体力の低下や自動車運転免許証の返上

なども重なり来店頻度の低下につながっている。店舗で

はイートインコーナーも増設し、お客様の利便性向上に

つなげているが、今後も来店が困難な顧客が増加し、来

店頻度・買い上げ点数の減少は明らかである。電話によ

る個人宅配の依頼が増加し、配送対応するも、実際に商

品を見て触って購入したいと言う顧客が殆どなのが実態

である。 
（３）商圏内・市中心部の小売事業者 
①食品小売り（惣菜含む） 
当社より車で10分以内の移動圏内にミニスーパーが3
店舗ある。商圏地域の20～60代の多くが働いている中心
市街地には、高知県等で多店舗展開する食品スーパーの

地元店、地域密着したローカル型の食品スーパーの 2店
舗がある。チェーン展開するドラッグストアが２店あり、

商店街にはミニスーパーが１店舗ある。 
②食品の宅配 
市中心部を拠点にする宅配事業者は 1社あるが、当社
商圏との重層はみられない状態である。生協支所の宅配

サービスがある。 
③移動スーパー 
商圏内外で特に見られない。 
④仕出し 
仕出し部門は商圏地域に3社ある。 

 
３．経営環境変化への対応 
当社では商圏変化に応じて、これまで、以下のような

取り組みを行ってきた。 
（１）鮮度の高い惣菜の供給の強化 
 新鮮で地域の素材を使った惣菜を手作りするが、生産

性を上げるため、蒸気でマルチな調理ができるスチーム

コンベクション・オーブンや、高温で下ごしらえした食

材を一気に低温に落とすショックフリーザーを導入して、

限られた調理時間の中で鮮度の高いお惣菜を作っている。 
＜季節＞  ＜人気メニュー＞ 
・春 タケノコの煮物、春キャベツの炒め煮 
・夏 宗田節そうめん・冷麺・ざるそば 
・秋 地魚の煮物・芋天ぷら 
・冬 モツ煮込み・カレーライス・うどん 
（現在約300アイテム以上） 
（２）小売店舗のリニューアル 
来店顧客の高齢化に合わせた買い物利便性の向上と売

り場生産性を高めるために、①冷蔵什器を低床のコンパ

クトサイズの什器にすべて入れ替え、②ゴールデンゾー

ンにあわせた商品棚へ入れ替え、③通路幅の拡幅、④お

惣菜販売スペースの拡大など、来店顧客の増加や顧客満

足度を高める事ができた。また大手ボランタリーチェー

ンに加盟し調達コストを削減しN.B商品の値下げを実施
した。 
（３）移動スーパーの訪問エリア増 
直接小売り店舗へ来られないお客様の要望に応えて移

動スーパーの訪問箇所を増やしてきた。1年目は3地区、 
3年目は5地区、7年目は8地区で、移動スーパーの延べ
利用者数は、スタート時の年 2,000 人から、現在は年約
6,800名まで拡大している。 
 
４．経営課題 
 当社は、生鮮惣菜の品揃えの拡充と供給力の強化を図

り、買い物利便性向上等小売店舗をリニューアルするな

ど、客数・客単価の向上に打ち手を講じてきた。しかし

ながら、高齢化や免許証返納等により、自力で来店でき

ない顧客が確実に増加している中で、当店舗へ出向いて

買い物したいとする顧客要望が強くなっている。商圏内

では明らかに買い物できない顧客が増えており、地域の

生活需要に応えるには、移動スーパー事業の生産性向上

が経営課題となっている。 
移動スーパーは、モノの提供にとどまらず、食卓を彩

る季節の惣菜を生活者に届けることが出来る。また、買

い物の楽しみと共に生活者のコミュニティの場を提供す

るなど、取組む意義は大きい。 
（１）当社への要望 
 ①既存地域からの要望：各地域を巡回中の利用者から

の声は以下の通りである。 
＜既存顧客の要望＞   ＜現状＞ 
・商品の充実  生鮮・惣菜がメイン 
・訪問時間の変更  午後から指定場所での販売 
・訪問日の増加  基本的に一訪問地に週に一度 
・買い物の利便性  商品が見えにくい 
②新規地域からの要望：各地域の区長より依頼を受け、

訪問曜日・時間・場所を協議し決定する予定である（小

売店舗が無くなった２地域の650世帯1470名）。 
（２）仕入～販売までの業務プロセス 
①訪問地区選定 
地域からの要望に合わせたいが、午後訪問に限定して

いる。 
②仕入 
大手ボランタリーチェーンに加盟し NB商品の低コス
ト化を図っている。 
③品揃え 
自社製造の惣菜、日配食品や果物・野菜を揃える。 
④棚割り・陳列・ストック 
食品を専用かごに入れて車内陳列、利用者が多い地域

ではテーブルを置いて陳列する。 
⑤販売促進（集客） 
初回の訪問前にチラシを配布する。 
⑥移動準備・移動 
店舗から商品を販売車に積み込んで巡回地へ移動する。 
⑦接客  
顧客とのコミュニケーションを重視した対面販売で、

見守りにもつながっている。 
⑧販売 
簡易レジを使用し、その場で精算・レシート発行する。 
⑨車両 
片面開閉式の保冷系自動車を使用している。 
（３）移動スーパー事業のオペレーションモデルと収支 

①現在の売上高 日商約3万6千円 
③一日の所要時間6時間 訪問場所8か所 
 （午後から半日営業するので、夕刻の食卓用途） 

 ④品揃え100アイテム未満 
 ⑤欠品による補充頻度は平均2回 
 ⑥運営体制は現在1名  
＜運営一日の収支モデル＞ 単位（円） 
売上       36,000 
原価       28,800 
売上総利益  7,200 

  
燃料費        800 
人件費       4,200 
その他諸経費 1,000 
経費計    6,000 
営業利益    1,200 
（４）移動スーパーの重要課題 
生産性を高めて、移動スーパー部門を独立採算のとれ

る事業とするに当たり、以下の重要課題を抽出した。 
①地域に応じた品揃えとし、欠品させないこと。 
②顧客の購買意欲を高めて、移動スーパーへの来店頻度

を増やすこと。 
③対面販売を通じて顧客の要望を捉えた品揃え・サービ

スの改善を図ること。 
④効率的な運行ルートにすることで、顧客が求めるタイ

ミングで買物の場を提供すること。 
⑤惣菜の製造等店舗と、移動スーパーの販売等情報を共

有し、店舗の移動スーパー支援・業務連携すること。 
  
今後、地域の顧客価値を実現するため、商品管理・販

売管理・顧客管理と運行管理等を見直し、問題発見・改

善の継続を図ることが重要と認識するに至っている。 
 
５．重要課題の具現化のために 
対象顧客・品揃選定等商品管理、通期での売れ筋・死

筋商品把握等販売管理、地域の顧客の購買行動と品揃・

在庫把握等顧客管理など、マネジメント力を強化する体

制を整備する。このため、車両の企画・要求仕様決定と

運用・改善、POSシステムを活かした販売管理の運用・
改善、訪問地域が増えても効率性が高いルート管理の運

用・改善が必要である。一日の訪問先数・頻度を増やす

こと、店舗へ商品補充に返る頻度の削減を図る。 
（１）個別課題と解決策 
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①商品管理 
欠品が少なく無い惣菜の品揃を充実させる。食品や日

配品に加えて、雑貨・日用品等必需アイテムを揃えする。

地域顧客の要望に応えた売場をつくり、一アイテム当た

りの積載数も上げて利用者に商品の選択肢を増やすなど、

棚割り・陳列計画「プラノグラム」を検討・作成する。 
②販売管理 
いつ、どの商品が売れているのかわからないので、小

型POSシステムを導入・運用して、販売時点情報を分析
し地域ごとの売れ筋を、週・月・季節・年間単位等で把

握し、店舗と情報共有して品揃えに反映する。   
③顧客管理 
地区別で、来店する顧客の品揃等の要望を記録、月単

位で整理して翌月から要望に応えるなど、対面販売の良

さを活かした顧客サービスの改善を進める。地区別の顧

客買い物動向を把握・記録して、接客対応の改善も進め

る。  
④車両（売場）の開発 
片面のみの開閉式のため混雑時には利用者が欲しい商

品が発見できずに購入を諦める事が少なく無く、販売機

会のロスが発生している。棚割りできるアイテム数が少

ない。このため、3面開閉式の車両とする等の車両要求仕
様を定めて車両製作するなど、顧客の選択性・買い物利

便性の向上を図る。 
 ⑤運行ルートの改善 
 既存の利用者に運行ルートカード等を配布し周知する。

当社を起点に市内中心部の東回りルートと、市内から外

れた西回りルートを交互に回り、訪問箇所を増やすと共

に訪問頻度を上げることで、移動販売の効率化と利用者

の満足度向上を図る。 
 
６．今後の取組みについて 
 今後は、年後半～来年前半にかけて、新たな仕様の車

両（売場）を造り、上記の課題解決に取組んで、新オペ

レーションを確立する。日曜除く毎日、午前・午後訪問

日を交互に繰り返して、既存・新規サービス対象地区に、

移動スーパーを運行する予定である。 
  
【考察・今後の展開】 
当社は、過疎地で、地域に根差した小売店の品揃え「マ

ーチャンダイジング力」を活かした移動スーパー部門の

事業化に取組んでいる。今後、ビジネスモデルを確立す

るには、車両一台の「売場」生産性を高めることが必要

である。現在、粗利益率は 20%台後半にある。継続して
高い顧客価値を提供するには、30%を超える粗利益率を
実現し、将来に備えた原資の蓄積が重要と考えられる。

つまり、粗利という付加価値を得るには、顧客価値を継

続して提供することが事業の要である。過疎地でビジネ

スモデルを築くには、訪問先地域の顧客とコミュニケー

ション・関係づくりし、地域顧客の理解を深め、「限定・

小規模市場への対応力」マーケティング、「商品力・供給

力」マーチャンダイジングと「財務力」ファイナンス等

の三本柱をマネジメントして（計画・実施・評価・改善

を重ねて）、経営の実効性を高めることが大切である。 
このスーパーの強みは、年間 300種類を超える手作業
によるお惣菜のほか、生鮮食材の豊富な品揃えである。

取り扱いアイテムの 70%は生鮮食材である。高齢者の顧
客が多く、顧客にとっての価値は何かを常に考えて商売

を行っている。また、同社は小規模であって小回りがき

く組織でありながら、製造と小売を一体化させた独自の

運営システムが強みであり、競合他社に比べて鮮度の高

い商品を常に商うことができる。細部に気配りをしなが

ら店舗運営と移動スーパーを組み合わせることで、大規

模スーパーでは対応しきれないニーズや信頼を勝ち取る

ことができる。 
全国における地方部、特に財政的に余裕のない自治体

においては、過疎、高齢化、若者不足に悩んでいながら、

問題解決にお金と労力を割く余裕がない。社会インフラ

の十分でない地方は、自動車社会であるが、高齢者集落

が免許返上によって孤立することも多くなり、買い物難

民も増えている。日本海側や北東部などの冬場豪雪の地

域は特に深刻な問題である。こうしたビジネスモデルの

確立が望まれている。 
【引用・参考文献】 
[1]安室憲一『ビジネスモデルシンキング』文真堂 2005
年。 
[2]清成忠男『地域創生への挑戦』有斐閣,2010年。 
[3]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,pp.47-52,2011年。 
[4]根来龍之『ビジネス思考実験』日経BP,2015年。 
 
 

「安心から信頼へ」の地域社会を生む影響力の社会心理学的考察 

相原憲一（一般社団法人絆塾） 

Keyword： 影響力,不確実性,安心と信頼,演繹的手法 

1．問題意識と研究目的 

多様で不確実な社会の在り方を否定して一様で確実社

会に変貌するのではなく、そのままにしてそれを前提にい

かなるライフスタイルが大切であるかを論ずる時代であ

る。中央集権でなく、人間関係を重視する分散社会である。 

不確実性の時代、地域社会の在り方を問うとき、行政主

導の一枚岩的発想の限界があり、自発的個性を伸ばす多様

性を受容する「カオス社会」を前提に考えざるを得ない。 

都市型ニュータウンは画一的な住民生活空間を生み出し、

少子高齢による空洞化は一層顕著になる兆しがある。たと

えばメディアによく登場する横浜の港北ニュータウンは同

世代中心の横並び移入者で構成され少子高齢の将来に対す

る懸念が周辺地域ではとり挙げられている実感がある。 

「安心」という錦の御旗を提示し路線をひく権威権力主

導の地域活性は多様な民意が反映されない場合が多く、そ

の後自主的継続価値を生み出す人材が育たない現実があ

る。数々の災難を乗り越えてきた東京下町の底力を感じる

とき、カオス現象が地域活性の原点であったことは多くの

歴史が証明している。 

地域活性はまさしく地域住民の心理的観点から論ずる

必要がある。しかし、地域活性の研究に社会心理学を積極

的に導入してきた社会的潮流は必ずしも確認できない。 

そこでは、安心地域を売り物にした資本主義経済主導の大

型プロジェクトは、物理的過剰投資の遺産を生む可能性を

秘めている。人間関係を重視した信頼社会を生み出し、未

知へワクワクして住みたい気持ちを助長する社会心理学

的観点からの地域社会の展開が求められよう。 

本稿は、社会心理学の代表的著書をベースにして心理学

の本質に立ち返り、そこから見えるより地域社会の移り変

りを考えてみる。ポイントは影響力のあり方と、安心と信

頼社会の有り方に仮説を導入する演繹的推論である。 

2．地域活性研究の心理学的方法 

2.1 地域活性における影響力の三要件 

 地域活性の影響力は、図表１に示す様に 

  ・心理的要件 

  ・物理的要件 

  ・構造的要件 

に大別できよう。例えば、強いリーダーシップ（リーダ人

物ではない）の存在、港湾や河川を利用した街づくり、住

民主導が約束される都市政策などがバランスよく相互に関

係を深める影響力が満たされると継続的な活性状態を生む。

しかし、いずれか一つだけでは一時的な活性状態で終わっ

てしまうことは多くの歴史的事実が物語っている。 

     

図表1 影響力の三要件 

2.2心理学的手法導入の背景 

事例研究というと、政策論・市場流通や物理的優位な地

場産業の客観的側面からのテーマは数多い。また、リーダ

ーシップとなると特定のリーダー人物論や肩書にとどまり、

関係者の思考や行動を促す心理学的側面にはなかなか踏み

こまれてこなかった。その理由の一つはこれまでの心理学

研究自身にもあり、個人の心の問題は図表２に示す様に外

部からの影響によることに限られてきた経緯がある。R.フ

ロリダはパーソナリティ論で有名なビッグファイブを適用

した米国主要都市の性格分析を試みた[1]が、狩猟民族で移

動を苦としない国民特有の後天的要因にとどまっている。 

   

図表2 昨今の社会心理学での影響力 

これまでの社会心理学では、社会構造環境がパーソナリ

ティを支配しているとされた。また、著者たちは日本の農

耕民族的生活を前提に気質という遺伝的要因の重要性を

説いた[2]。これに対して、今日では同図後半に示す様に

進化心理学の進展に伴い人は進化とともに将来的に社会

構造環境を積極的に変えることができ、それが新たに人の

進化にも影響を及ぼすとされている。すなわち、人は単に

受動的ではなく能動的に社会構造環境と取り組むことで

心理的進化を図り将来の社会形成できるという心理学的

結論が下されている。このことは地域活性での社会心理学

的研究の重要性や、当事者の心理学知識の習得が必須と言
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①商品管理 
欠品が少なく無い惣菜の品揃を充実させる。食品や日

配品に加えて、雑貨・日用品等必需アイテムを揃えする。

地域顧客の要望に応えた売場をつくり、一アイテム当た

りの積載数も上げて利用者に商品の選択肢を増やすなど、

棚割り・陳列計画「プラノグラム」を検討・作成する。 
②販売管理 
いつ、どの商品が売れているのかわからないので、小

型POSシステムを導入・運用して、販売時点情報を分析
し地域ごとの売れ筋を、週・月・季節・年間単位等で把

握し、店舗と情報共有して品揃えに反映する。   
③顧客管理 
地区別で、来店する顧客の品揃等の要望を記録、月単

位で整理して翌月から要望に応えるなど、対面販売の良

さを活かした顧客サービスの改善を進める。地区別の顧

客買い物動向を把握・記録して、接客対応の改善も進め

る。  
④車両（売場）の開発 
片面のみの開閉式のため混雑時には利用者が欲しい商

品が発見できずに購入を諦める事が少なく無く、販売機

会のロスが発生している。棚割りできるアイテム数が少

ない。このため、3面開閉式の車両とする等の車両要求仕
様を定めて車両製作するなど、顧客の選択性・買い物利

便性の向上を図る。 
 ⑤運行ルートの改善 
 既存の利用者に運行ルートカード等を配布し周知する。

当社を起点に市内中心部の東回りルートと、市内から外

れた西回りルートを交互に回り、訪問箇所を増やすと共

に訪問頻度を上げることで、移動販売の効率化と利用者

の満足度向上を図る。 
 
６．今後の取組みについて 
 今後は、年後半～来年前半にかけて、新たな仕様の車

両（売場）を造り、上記の課題解決に取組んで、新オペ

レーションを確立する。日曜除く毎日、午前・午後訪問

日を交互に繰り返して、既存・新規サービス対象地区に、

移動スーパーを運行する予定である。 
  
【考察・今後の展開】 
当社は、過疎地で、地域に根差した小売店の品揃え「マ

ーチャンダイジング力」を活かした移動スーパー部門の

事業化に取組んでいる。今後、ビジネスモデルを確立す

るには、車両一台の「売場」生産性を高めることが必要

である。現在、粗利益率は 20%台後半にある。継続して
高い顧客価値を提供するには、30%を超える粗利益率を
実現し、将来に備えた原資の蓄積が重要と考えられる。

つまり、粗利という付加価値を得るには、顧客価値を継

続して提供することが事業の要である。過疎地でビジネ

スモデルを築くには、訪問先地域の顧客とコミュニケー

ション・関係づくりし、地域顧客の理解を深め、「限定・

小規模市場への対応力」マーケティング、「商品力・供給

力」マーチャンダイジングと「財務力」ファイナンス等

の三本柱をマネジメントして（計画・実施・評価・改善

を重ねて）、経営の実効性を高めることが大切である。 
このスーパーの強みは、年間 300種類を超える手作業
によるお惣菜のほか、生鮮食材の豊富な品揃えである。

取り扱いアイテムの 70%は生鮮食材である。高齢者の顧
客が多く、顧客にとっての価値は何かを常に考えて商売

を行っている。また、同社は小規模であって小回りがき

く組織でありながら、製造と小売を一体化させた独自の

運営システムが強みであり、競合他社に比べて鮮度の高

い商品を常に商うことができる。細部に気配りをしなが

ら店舗運営と移動スーパーを組み合わせることで、大規

模スーパーでは対応しきれないニーズや信頼を勝ち取る

ことができる。 
全国における地方部、特に財政的に余裕のない自治体

においては、過疎、高齢化、若者不足に悩んでいながら、

問題解決にお金と労力を割く余裕がない。社会インフラ

の十分でない地方は、自動車社会であるが、高齢者集落

が免許返上によって孤立することも多くなり、買い物難

民も増えている。日本海側や北東部などの冬場豪雪の地

域は特に深刻な問題である。こうしたビジネスモデルの

確立が望まれている。 
【引用・参考文献】 
[1]安室憲一『ビジネスモデルシンキング』文真堂 2005
年。 
[2]清成忠男『地域創生への挑戦』有斐閣,2010年。 
[3]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,pp.47-52,2011年。 
[4]根来龍之『ビジネス思考実験』日経BP,2015年。 
 
 

「安心から信頼へ」の地域社会を生む影響力の社会心理学的考察 

相原憲一（一般社団法人絆塾） 

Keyword： 影響力,不確実性,安心と信頼,演繹的手法 

1．問題意識と研究目的 

多様で不確実な社会の在り方を否定して一様で確実社

会に変貌するのではなく、そのままにしてそれを前提にい

かなるライフスタイルが大切であるかを論ずる時代であ

る。中央集権でなく、人間関係を重視する分散社会である。 

不確実性の時代、地域社会の在り方を問うとき、行政主

導の一枚岩的発想の限界があり、自発的個性を伸ばす多様

性を受容する「カオス社会」を前提に考えざるを得ない。 

都市型ニュータウンは画一的な住民生活空間を生み出し、
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る懸念が周辺地域ではとり挙げられている実感がある。 
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地域活性はまさしく地域住民の心理的観点から論ずる

必要がある。しかし、地域活性の研究に社会心理学を積極

的に導入してきた社会的潮流は必ずしも確認できない。 

そこでは、安心地域を売り物にした資本主義経済主導の大
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2．地域活性研究の心理学的方法 

2.1 地域活性における影響力の三要件 

 地域活性の影響力は、図表１に示す様に 

  ・心理的要件 

  ・物理的要件 

  ・構造的要件 

に大別できよう。例えば、強いリーダーシップ（リーダ人

物ではない）の存在、港湾や河川を利用した街づくり、住

民主導が約束される都市政策などがバランスよく相互に関
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図表1 影響力の三要件 

2.2心理学的手法導入の背景 

事例研究というと、政策論・市場流通や物理的優位な地

場産業の客観的側面からのテーマは数多い。また、リーダ

ーシップとなると特定のリーダー人物論や肩書にとどまり、

関係者の思考や行動を促す心理学的側面にはなかなか踏み

こまれてこなかった。その理由の一つはこれまでの心理学

研究自身にもあり、個人の心の問題は図表２に示す様に外

部からの影響によることに限られてきた経緯がある。R.フ

ロリダはパーソナリティ論で有名なビッグファイブを適用

した米国主要都市の性格分析を試みた[1]が、狩猟民族で移

動を苦としない国民特有の後天的要因にとどまっている。 

   

図表2 昨今の社会心理学での影響力 

これまでの社会心理学では、社会構造環境がパーソナリ

ティを支配しているとされた。また、著者たちは日本の農

耕民族的生活を前提に気質という遺伝的要因の重要性を

説いた[2]。これに対して、今日では同図後半に示す様に

進化心理学の進展に伴い人は進化とともに将来的に社会

構造環境を積極的に変えることができ、それが新たに人の

進化にも影響を及ぼすとされている。すなわち、人は単に

受動的ではなく能動的に社会構造環境と取り組むことで

心理的進化を図り将来の社会形成できるという心理学的

結論が下されている。このことは地域活性での社会心理学

的研究の重要性や、当事者の心理学知識の習得が必須と言
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える。著者は、これまで一連の社会資本研究の一環として

共感を生む五感などの生理的感性価値の観点から地域活

性や地域特性を論じてきた[3][4]。社会心理学は、認知科

学特に脳科学の進展を踏まえて急速な進展を見せている。

そこで、影響力に一歩踏み込んで社会心理学的解明に積極

的に取り組む価値が予測行動を支配する観点からある。 

2.3 社会心理学的な影響力の導入 

本テーマに取り組むには図表 3 にある様に大きく二つ

の切り口がある。一つには社会全体の潮流の中でどのよ

うな地域活性の在り方・実現を目標としているのかであ

る。もう一つは、そのための影響力の観点を社会心理学

に依存することの意義を確認することである。 

 

図表3 影響力の心理学的取り組み 

まず、前者であるが、ここでは幾多の受賞ある名著「安

心社会から信頼社会」[5]を参考として、私見を導入して

展開する。筆者は、人間の感性からソーシャルキャピタ

ルに対しての関心を十数年前から示して、今日は感性価

値としての信頼や共感を論じている[6]［7］［8］。一方、

人間関係心理を資本主義社会構造の違いから論じた山岸

は、もともとパットナムのソーシャルキャピタル[9]にヒ

ントを得ており、筆者の一連の研究との親和性が近いこ

とが研究の意識を高めた要因である。 

一方、後者は心理学の中核理論でもあり取り上げられ

る数多く成果がある。ノーベル賞を受賞したカーネマン

のプロスペクト理論や、過去の暗のイメージが強い心理

学潮流に対する将来の明の新しい潮流の一つであるポジ

ティブ心理学[10]など枚挙を厭わない。本稿で取り上げ

る「影響力の武器」[11]は、長年の超ベストセラーであ

り、一見セリングのハウツー書籍に感じられるが背景と

なる心理学の本質に戻ると大きな示唆を得る名著である。

背景にある本質を深く理解してみると、地域社会の活性

化に影響力を与える方法論の専門書として解釈できる。

但し、時代背景はもはや経済的な右肩上がりの安心安定

社会ではなく、価値の多様性を前提とし、環境保護の価

値も支配する不確実的でカオス時代であることから、あ

る程度の批判をもって斜めから受け止める必要がある。 

3．社会心理学における影響力 

3.1 人間社会の「安心と信頼」の解釈 

必ずしも物理的、構造的な要件ではない山岸の優れた

「安心と信頼」定義[5]をベースにはするものの、より広

い立場で直感的で判りやすく図表 4 に整理する。極論す

れば信頼は、右肩上がりの確定社会では不要であり、カ

オスの不確実性社会ではそれが必要である。一方、安心

は確定社会では充分であり、不確実社会では存在しない。 

 

図表4 「安心と信頼」の解釈 

3.2 社会心理学的な影響力  

 次に、影響力の内容を[11]によるビジネス場面での適

用を離れて、より本質から観て図表5に改めて示す。 

 

図表5 心理学における影響力 

多少わかり難い上から3項目に説明を加える。 

・返報性：人間はそれが直接的vs 間接的、短期的vs 長

期的いずれであろうが何らかのギブエンドテイク（リタ

ーン）を都合よく求める本能がある。   

・一貫性：コミットメント状況下で、失敗や違反に対し

てペナルティーや罰則の在り方が適切か不適切かで次へ

の姿勢が支配される。父性社会と母性社会の違いもある。 

・社会的判断：一人なら当事者意識で正確な判断ができ

ても不特定多数だと自覚が薄く責任分散で判断を誤る。 

3.3 影響力の運用例 

 具体的な影響力ある場面での理解のため、運用例を図

表 6 に示す。運用者の解釈次第では明暗、成功失敗、喜

劇悲劇などいずれになるか大きなばらつきが生じる。 

 

図表6 影響力の運用例 

 いくつかの運用事例を対比して説明してみる。 

・運用例1：返報性運用（間接的vs 直接的） 

三方良しという観点で返報性を考えると間接的かつ長

期的な返報を生む場合と、直接的かつ短期的な返報を求

める場合とがある。前者は来訪者がリピータになる前提

で信頼の人間関係を重視し、後者は遠隔経営者が現地収

益至上で短期安心を得る。V字回復した横浜野毛と新華僑

が支配しつつある現在の横浜中華街にその姿がある。 

    

写真1-1野毛の大道芸人 写真1-2中華街の大陸資本 

・運用例2：社会的判断運用（自主性vs外圧性） 

 一人の住民が自分のために行動した結果が、街全体の

共感を生む社会的判断もあれば、自治体の環境改善シン

ボルとなったが住民がもう一つ盛り上がらない例もある。

前者は地元出身のデザイナーが趣味で始め共感を得て町

並みを生むという例である。後者は地元が敬遠して、行

事主体の活動のみの日常生活感のない例である。前者は

暖簾の町でかつ里山資本主義の備中勝山[12]、後者は横

浜黄金町であるがやはり生活者の役割がカギである。 

   
写真2-1 暖簾の町勝山   写真2-2 横浜黄金町 

・運用例3：権威の運用（経済資本vs文化資本） 

 資本主義経済最優先の国策に対して、水の歴史文化の

資産を優先とすべきとする権威（権力）に対する異議申

し立ての先進事例は九州の柳川掘割物語となっている

[13]。市役所の広松伝氏の地元愛が市長を動かし逆転決     

 

定となった有名な話である。他方、天竜川の扇状地浜松

は江戸時代には元来水量の豊かな地であったが、自動車

生活・産業最優先のまちづくりの結果、街並みは一掃さ

れ暗渠の上に公園広場が作られたが人影がまばらである。 

   

写真3-1柳川掘割物語 写真3-2 浜松アクト通り界隈 

3.4 影響力と「安心・信頼」 

では、影響力はいかなる安心社会と信頼社会を生み出

すであろうか いくつかの実感ある場面を図表7に示す。 

 

     図表7 影響力と安心信頼の場面 

 P.ドラッガーも言うように地域社会は生き物であり、

いずれか一方で永続出来ることは時代が示すし今後も考

えられない。かつては右肩上がりの安心社会も、気が付

くとカオスであり、他方カオスから抜け出て健全で新た

な安定状態を創出できる姿勢も心理的に期待できる。 

4.社会構造的に求められる安心から信頼 

4.1不確実性社会での社会構造の在り方 

安心社会の後には必ずやってくる不確実性の時代。そ

のなかで信頼社会を生み出す要因としては、これまでと

は真逆の考え方を取り入れる必要も感じる。時代的変貌

は前提にするもののいくつか典型モデルを踏まえて代表

的地域の現状分析から将来傾向を想定してみる。分類し

て図表 8 に安心社会の現状と信頼社会に向けた姿勢をま

とめる。ここでは以下に示す 5 つのモデルとしたが、そ

れぞれの事例が首都圏にも全国的にも存在する。安心地

域社会にも、不確定時代は信頼が求められるし、現在信

頼地域社会もかつては安心社会であった。安心から不安

を乗り越え人間関係を活かして今日の信頼を生んでいる。 
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機会を生んでいる。同一製品の精密加工技術という安心
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5．今後の進展 
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リング」と「孤独なボウリング」とでは雲泥の差がある。  

渋谷の人混みは一人ではないが気持ちは孤独であり、備

中勝山の静かな暖簾の町を一人で歩いても孤独でないと

感じるであろう。心理的な影響力は活性の言葉では言い

表せない本質を秘め、また記述表現の困難さもある。 

本研究は、心理学研究の定石である演繹的推論をベー

スに進めてきたので、これを統計的仮説検定手法で検証
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【1.背景・目的】 
近年，地域における人口減少や高齢化，産業の衰退等を

背景として，地域づくり[1]が活発化している．地域づくり

は，「アクターが望ましいと思う地域の状態を実現するため

に，地域課題を解決するプロセス」と定義される．地域づ

くりを推進するため，現在多くの市町村でその担い手の育

成が重要な課題と認識されている[2]．そのため，地域づく

りの担い手の育成に関する様々な研究が実施されている．	

大西・富澤	(2011)	は，地域づくりに参画する市民の成

長モデルを設計した上で，市民の成長段階に即した学習プ

ログラムの設計・運用を行っている[3]．講義と実習を通じ

て，地域づくりに必要な知見の習得，また地域課題に対す

る深い理解の獲得を支援することを通じて，地域づくりの

現場で活躍する市民を輩出する等の成果を生み出している．	

三輪ら	(2008)	は，横浜を対象とした学生参画型実践教

育を実施している[4]．教養・専門科目に関する授業と，実

践参画型のプロジェクトから構成される「地域交流科目」

を設け，地域課題の把握，解決策構築，実行，評価という

地域づくりに関する一連のプロセスを遂行できる人材を育

成する研究を行っている．地域ニーズの調査と学生のプロ

ジェクトに関する意識調査の結果から，地域ニーズに沿っ

た人材を育成できていることを明らかにした．	

村田・渡辺	(2004)	は，台湾の地域づくりの人材育成・

活動支援システムの調査を通じて，その特徴と課題を明ら

かにしている[5]．地域づくりの事例が乏しいコミュニティ

において，地域づくりの経験がない住民をその担い手とし

て選定し，専門家の支援の下，計画作成，補助金申請，計

画実行までを行わせる仕組みが存在することを示した．	

これらの取り組みに共通する点は，地域づくりの初心者

に対して，地域づくりに関する知見と，その知見を活用し

た実践機会の提供を行うことを通じて，地域づくりを担う

人材の育成に貢献していることである．しかし，育成に 4

ヶ月から2年の期間がかかるなど，人的・時間的コストが

大きい．地域づくりには行政・住民・企業等多様な主体の

参加が期待されているが，人的・時間的コストが高ければ，

多様な人々の参加は難しい．大きなコストをかけられない

人々の参加を促進するためにも，地域づくりの展開を低コ

ストに実施できる技術を構築することが求められる．	

	 また岡田	(2009)	は，地域づくりの成功が，特定個人の

リーダーシップや，対象となる地域の地域性に依存すると

いう考えを批判している[6]．多くの市町村で地域づくりの

実施が望まれている今日，これらの条件が整った一部の地

域でしか効果的な地域づくりが行えないという状況は避け

なくてはならない．地域づくりを行う個人の能力や，地域

づくりを行う場所の地域性の影響を認めつつも，多様な地

域で効果的な地域づくりを実施できる技術が求められる．	

	 以上のことから，(i)低コストであること，(ii)個人の能

力に依らないこと，(iii)地域性に依らないこと，という3

つの条件を満たす，地域づくりの展開を支援するツールを

製作した．本稿は，初心者による地域づくりの展開を通じ

て，これらのツールの効果の試験的検証を行った結果を報

告することを目的とする．	

	

【2.研究方法】	

2-1.	研究対象	

A社が実施する地域づくりを研究対象とした．A社は①

大きなテーマで人脈形成，②重要なテーマの発見・特定，

③テーマを具体化(プロトタイピング)，④プロトタイプ

を定着・普及，の 4 段階で構成される地域共創プロセス

（以下，地域共創プロセス）を提案している（図1）[7]．

①から④の各段階において，多様な利害関係者による対

話ワークショップ(以下，対話WS)と，対話により生み出

されたアイデアの実践を交互に繰り返すことによって，

地域に新たな価値を創出することを目的としている．岩

手県遠野市において，地域共創プロセスに基づいた地域

づくりを実施し，新しい学びの場の創出[8]，産官学連携

によるお土産開発[9]，中学生を対象とした教育プログラ

ム開発[10]等，多様な地域課題の解決につながる新たな

価値を生み出した．以上の実績をふまえ，	A 社は効果的

な地域づくりの技術を保有していると考えられることか

ら，	A社が実施する地域づくりを研究対象とした．	

	 A社が実施する地域づくりの中でも，A社が新たに活動

を展開しようとしていた I 市および S 村における活動を

対象とした．過去に A 社による地域づくりの実績がある

地域内における地域づくりの展開は，対象地域の理解が

得やすいため容易であるが，地域づくりの展開を支援す
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る深い理解の獲得を支援することを通じて，地域づくりの

現場で活躍する市民を輩出する等の成果を生み出している．	

三輪ら	(2008)	は，横浜を対象とした学生参画型実践教

育を実施している[4]．教養・専門科目に関する授業と，実

践参画型のプロジェクトから構成される「地域交流科目」

を設け，地域課題の把握，解決策構築，実行，評価という

地域づくりに関する一連のプロセスを遂行できる人材を育

成する研究を行っている．地域ニーズの調査と学生のプロ

ジェクトに関する意識調査の結果から，地域ニーズに沿っ

た人材を育成できていることを明らかにした．	

村田・渡辺	(2004)	は，台湾の地域づくりの人材育成・

活動支援システムの調査を通じて，その特徴と課題を明ら

かにしている[5]．地域づくりの事例が乏しいコミュニティ

において，地域づくりの経験がない住民をその担い手とし

て選定し，専門家の支援の下，計画作成，補助金申請，計

画実行までを行わせる仕組みが存在することを示した．	

これらの取り組みに共通する点は，地域づくりの初心者

に対して，地域づくりに関する知見と，その知見を活用し

た実践機会の提供を行うことを通じて，地域づくりを担う

人材の育成に貢献していることである．しかし，育成に 4

ヶ月から2年の期間がかかるなど，人的・時間的コストが

大きい．地域づくりには行政・住民・企業等多様な主体の

参加が期待されているが，人的・時間的コストが高ければ，

多様な人々の参加は難しい．大きなコストをかけられない

人々の参加を促進するためにも，地域づくりの展開を低コ

ストに実施できる技術を構築することが求められる．	

	 また岡田	(2009)	は，地域づくりの成功が，特定個人の

リーダーシップや，対象となる地域の地域性に依存すると

いう考えを批判している[6]．多くの市町村で地域づくりの

実施が望まれている今日，これらの条件が整った一部の地

域でしか効果的な地域づくりが行えないという状況は避け

なくてはならない．地域づくりを行う個人の能力や，地域

づくりを行う場所の地域性の影響を認めつつも，多様な地

域で効果的な地域づくりを実施できる技術が求められる．	

	 以上のことから，(i)低コストであること，(ii)個人の能

力に依らないこと，(iii)地域性に依らないこと，という3

つの条件を満たす，地域づくりの展開を支援するツールを

製作した．本稿は，初心者による地域づくりの展開を通じ

て，これらのツールの効果の試験的検証を行った結果を報

告することを目的とする．	

	

【2.研究方法】	

2-1.	研究対象	

A社が実施する地域づくりを研究対象とした．A社は①

大きなテーマで人脈形成，②重要なテーマの発見・特定，

③テーマを具体化(プロトタイピング)，④プロトタイプ

を定着・普及，の 4 段階で構成される地域共創プロセス

（以下，地域共創プロセス）を提案している（図1）[7]．

①から④の各段階において，多様な利害関係者による対

話ワークショップ(以下，対話WS)と，対話により生み出

されたアイデアの実践を交互に繰り返すことによって，

地域に新たな価値を創出することを目的としている．岩

手県遠野市において，地域共創プロセスに基づいた地域

づくりを実施し，新しい学びの場の創出[8]，産官学連携

によるお土産開発[9]，中学生を対象とした教育プログラ

ム開発[10]等，多様な地域課題の解決につながる新たな

価値を生み出した．以上の実績をふまえ，	A 社は効果的

な地域づくりの技術を保有していると考えられることか

ら，	A社が実施する地域づくりを研究対象とした．	

	 A社が実施する地域づくりの中でも，A社が新たに活動

を展開しようとしていた I 市および S 村における活動を

対象とした．過去に A 社による地域づくりの実績がある

地域内における地域づくりの展開は，対象地域の理解が

得やすいため容易であるが，地域づくりの展開を支援す
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る技術の効果を検証するためには，A社による地域づくり

の実績がない地域を対象とする方が適切である．ゆえに，

過去にA社による地域づくりが実施されていないI市・S

村を対象地域とした．これらの二つの地域では地域共創

プロセスの①および②が展開されることが決定されてい

たことから，それらの活動を研究対象とした．	

	

図1	 A社が提案する地域共創プロセス	

	

2-2.	ツールの製作	

地域共創プロセスの①・②の展開を支援するツールを

製作した(表1)．まず地域づくりの初心者が地域づくりを

展開するまでの段階を，1.過去事例に関する知識の獲得，

2.過去事例に則った実践，の2段階に分けた．その上で，

各段階に必要な支援ツールを製作した．1.に関しては過

去事例・資料学習ツールを，2.に関しては対話WS実践ツ

ールを製作した．	

前者に関して，地域共創プロセス説明ビデオは，地域

共創プロセスの説明，およびそれらに基づいた地域づく

りの過去の事例の紹介を目的とした 6 分弱の映像である

[11]．また報告書は，過去事例の詳細，実践者のノウハ

ウ，および成果についてまとめられた20ページ弱の文書

である．地域づくりに関する知識がない初心者がこれら

の資料を視聴・閲覧することによって，A社が実施する地

域づくりに対する理解を促進することを目的とした．	

	 後者に関して，対話WS開催前の実施項目を記載した対

話 WS 実践ガイド，読むだけで対話 WS の進行が可能な司

会進行表，対話時のグループの作り方や注意点等が記載

された投影資料，および対話WS内で使用するワークシー

トを製作した．これらの 4 つのツールを活用すれば，初

心者でも特別な準備を行うことなく対話WSを実施できる

ことを目的とした．ただし対話の問いに関しては，地域

の現状を鑑みて設定する必要があることから，現地協力

者との企画会議を経て，資料を加筆修正することとした．	

	 地域共創プロセスは，多様な利害関係者による対話 WS

と，対話により生み出されたアイデアの実践を交互に実

施するが，本研究において前者の対話WSに関するツール

のみを製作した理由は 3 つある．一つ目は，近年，対話

WSは高度に体系化された手法が増加している[12，13]．A

社が地域共創プロセスの①・②で実施する対話WSは，そ

れらの手法を取り入れた上で独自の要素を加えたものだ

ったため，体系化が容易であると考えられた．二つ目は，

地域共創プロセスの①・②で実施する対話WSは，A社に

とって実践経験および知見が豊富であったため，ツール

の詳細まで作り込むことが可能であることが想定された．

三つ目は，対話WSによって生み出されたアイデアに基づ

く行動は個別具体的なものが多く，地域づくりの初心者

がそれらを支援することは困難であることが予想された．

以上の理由から，対話WSに対象を絞りツールを製作した．		

	

表1	 展開支援ツール	

	

	

2-3.	展開者	

	 上記のツールを活用して地域づくりを展開する展開者

を選定した(表2)．選定においては，性別や担当業務，役

職等を考慮し，可能な限り異なる属性の人物を選定した．

全ての展開者が地域づくりの初心者であった．1,2の展開

者が I 市における地域づくりの展開を，3 の展開者が S

村における地域づくりの展開を担当した．	

	

表2	 展開者の属性	

 
	

2-4.	地域性の把握	

	 I 市・S 村の地域性を把握するための調査を実施した．

敷田	(2012)	は，「アクター（住民・関係者）間の関係の

強さ」と「地域の開放度」の二軸を用いて地域の特徴を

分類する「地域の変動モデル」を提案している[1]．本研

究ではこのモデルを参照し，I市・S村双方で地域づくり

に関わった経験のある社会人 6 名に，自身の現地におけ

る経験を振り返り，I市・S村が「地域の変動モデル」の

どの象限に当てはまるかを回答してもらった．	

結果を表 3 に示す．I 市に関しては，5 名が「(4)自発

的参加による新しい共同性型」に，1 名が「(3)個人化が

進んだ都市や郊外	 拡散型」に当てはまると答えた．ま

たS村に関しては，6名全員が「(1)地縁・血縁社会	 男

性やボス中心の規律・統制型」に当てはまると答えた．

(3)・(4)は地域外に対して開放的であり，(1)は閉鎖的で

あるという特徴がある．ゆえに本研究で対象とする I 市

とS村は，「地域の開放度」という側面において地域性に

違いがみられることが分かった．「地域の開放度」が異な

るこれらの 2 つの地域において，前述のツールを活用し

た地域づくりの展開が可能かどうかを検証した．	

	

表3	 I市・S村の地域性の把握	

	

	

【3.結果】	

	 I市・S村において，地域共創プロセスの①・②の実践

を目的とする地域づくりを実施した．展開者は，地域共

創プロセス説明ビデオ，および報告書を視聴・閲覧し，

地域共創プロセスと過去事例に対する理解を深めた後，

現地の協力者である行政職員と，対話の問いや場づくり

の方法を検討する企画会議を実施した．企画会議で得ら

れた意見を踏まえ，司会進行表および投影資料の加筆修

正を行った．その後，それらの資料を用いて，対話WS当

日の運営を行った．対話 WS 終了後は，実施した対話 WS

の振り返りと次回対話WSの企画会議を，行政職員と実施

した．両地域とも，展開者以外の A 社の地域づくり経験

者が，必要に応じて展開者の活動を支援した．	

	 表4に，両地域で実施された対話WSのプログラムを示

す．第 1 回から第 3 回までは，I 市・S 村共通の対話 WS

を実施した．地域共創プロセスの①に該当する第 1 回・

第2回対話WSでは，参加者各自の価値観や興味関心を共

有することを通じて，参加者同士の人脈を形成すること

を目的とした．また地域共創プロセスの②に該当する第3

回対話WSでは，地域にとってその解決が重要で，かつ参

加者自身がその解決に関わりたいと感じる重要なテーマ

を発見・特定することを目指した．	

	 第3回対話WS実施後，I市のみが，プロジェクトの全

体説明，第3回対話WSで生まれたテーマの紹介，および

テーマへの参加者募集を行う発表会を実施した．S村では

行政職員と相談の上，発表会は実施しなかった． 
	

表4	 対話WSプログラム	

	

	

	 I市では4回の対話WSで延べ370名，S村では3回の

対話 WS で延べ 82 名の参加者が参加し，既存の人脈に加

え，地域づくりに関する新たな人脈が形成された．また

地域共創プロセスの③につながる重要なテーマが，I市で

9個，S村で8個発見・特定された．ゆえに，地域共創プ

ロセスの①・②の目的は達成されたといえる．	

以上のことから，表 1 に示したツールを用いることに

よって，経験者の支援の下，初心者でも地域共創プロセ

スの①・②に関する地域づくりの展開を目的とした対話

WSを実施できることが分かった．	

	

【4.考察】	

	 本研究では，(i)低コストであること，(ii)個人の能力

に依らないこと，(iii)地域性に依らないこと，という三

つの条件を満たす，地域づくりの展開を支援するツール
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る技術の効果を検証するためには，A社による地域づくり

の実績がない地域を対象とする方が適切である．ゆえに，

過去にA社による地域づくりが実施されていないI市・S

村を対象地域とした．これらの二つの地域では地域共創
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たことから，それらの活動を研究対象とした．	

	

図1	 A社が提案する地域共創プロセス	

	

2-2.	ツールの製作	

地域共創プロセスの①・②の展開を支援するツールを

製作した(表1)．まず地域づくりの初心者が地域づくりを

展開するまでの段階を，1.過去事例に関する知識の獲得，

2.過去事例に則った実践，の2段階に分けた．その上で，
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の資料を視聴・閲覧することによって，A社が実施する地

域づくりに対する理解を促進することを目的とした．	

	 後者に関して，対話WS開催前の実施項目を記載した対

話 WS 実践ガイド，読むだけで対話 WS の進行が可能な司

会進行表，対話時のグループの作り方や注意点等が記載
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心者でも特別な準備を行うことなく対話WSを実施できる

ことを目的とした．ただし対話の問いに関しては，地域
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と，対話により生み出されたアイデアの実践を交互に実

施するが，本研究において前者の対話WSに関するツール

のみを製作した理由は 3 つある．一つ目は，近年，対話

WSは高度に体系化された手法が増加している[12，13]．A

社が地域共創プロセスの①・②で実施する対話WSは，そ

れらの手法を取り入れた上で独自の要素を加えたものだ

ったため，体系化が容易であると考えられた．二つ目は，

地域共創プロセスの①・②で実施する対話WSは，A社に

とって実践経験および知見が豊富であったため，ツール

の詳細まで作り込むことが可能であることが想定された．
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の振り返りと次回対話WSの企画会議を，行政職員と実施

した．両地域とも，展開者以外の A 社の地域づくり経験

者が，必要に応じて展開者の活動を支援した．	

	 表4に，両地域で実施された対話WSのプログラムを示

す．第 1 回から第 3 回までは，I 市・S 村共通の対話 WS

を実施した．地域共創プロセスの①に該当する第 1 回・

第2回対話WSでは，参加者各自の価値観や興味関心を共

有することを通じて，参加者同士の人脈を形成すること

を目的とした．また地域共創プロセスの②に該当する第3

回対話WSでは，地域にとってその解決が重要で，かつ参

加者自身がその解決に関わりたいと感じる重要なテーマ

を発見・特定することを目指した．	

	 第3回対話WS実施後，I市のみが，プロジェクトの全

体説明，第3回対話WSで生まれたテーマの紹介，および

テーマへの参加者募集を行う発表会を実施した．S村では

行政職員と相談の上，発表会は実施しなかった． 
	

表4	 対話WSプログラム	

	

	

	 I市では4回の対話WSで延べ370名，S村では3回の

対話 WS で延べ 82 名の参加者が参加し，既存の人脈に加

え，地域づくりに関する新たな人脈が形成された．また

地域共創プロセスの③につながる重要なテーマが，I市で

9個，S村で8個発見・特定された．ゆえに，地域共創プ

ロセスの①・②の目的は達成されたといえる．	

以上のことから，表 1 に示したツールを用いることに

よって，経験者の支援の下，初心者でも地域共創プロセ

スの①・②に関する地域づくりの展開を目的とした対話

WSを実施できることが分かった．	

	

【4.考察】	

	 本研究では，(i)低コストであること，(ii)個人の能力

に依らないこと，(iii)地域性に依らないこと，という三

つの条件を満たす，地域づくりの展開を支援するツール
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を製作し，初心者による地域づくりの展開を通じて，こ

れらのツールの効果の試験的検証を行った．	

	 (i)に関して，初心者が地域づくりを展開するまでの段

階を，1.過去事例に関する知識の獲得，2.過去事例に則

った実践の 2 段階に分け，各段階に対応するツールを製

作した．前者に関しては，6分弱の映像，および20ペー

ジ弱の文書を視聴・閲覧することによって，地域共創プ

ロセスと過去事例について理解できる仕組みを構築した．

これらは，内容は A 社が実施する地域共創プロセスに限

定されてはいるものの，既存研究と比較して低コストに

地域づくりの方法について理解できる仕組みといえる．

後者に関しても，資料通りに実施項目を遂行すれば，地

域づくりに効果的な対話WSを開催できるツールを製作し

たことによって，事前学習を最小限に抑えて地域づくり

を開始することを可能にした．以上のことから，低コス

トに地域づくりを展開できるという条件はある程度満た

されたといえる．今後は地域づくり経験者による支援を

減らし，より展開を容易にするためツールの精査を行う．	

	 (ii)に関して，展開者として異なる属性の人物を選定

し，ツールの効果を試験的に検証した．対象人数が限ら

れてはいるものの，両地域において，地域づくりに関す

る新たな人脈の形成，および重要なテーマの発見・特定

が行われたことから，展開者の属性に依らず地域づくり

を展開できたといえる．今後は，展開者を増加させても

地域づくりの展開が可能か更なる検証が求められる．	

	 (iii)に関して，敷田	(2012)	が提案する「地域の変動

モデル」を参照して，I市・S村の地域性に関する調査を

実施し，「地域の開放度」という側面において違いがみら

れることを明らかにした．その上で，製作したツールを

活用して地域づくりを展開した結果，上述のように両地

域で活動が展開できた．ゆえに「地域の開放度」が異な

る地域であっても，製作したツールを活用することによ

って，地域づくりを展開できることが示された．今後は

他の側面で地域性の異なる地域における展開を通じて，

ツールの効果の検証を継続する必要がある．	

	 また，今後は対話により生み出されたアイデアの実践，

および地域共創プロセスの③・④に関する展開支援ツー

ルを製作し，実践を通じた効果検証を継続することによ

って，地域共創プロセス全体の展開を容易にし，多様な

地域における効果的な地域づくりの展開に寄与したい．	
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【問題・目的・背景】 

 本稿では、高等教育における地域活性を担う学生の育成

と既存の実践及び効果を俯瞰し、効果的な教育実践及びコ

ミュニティー開発の萌芽的研究を行った。 

高等教育を事例に扱った学問としてサービスラーニング

が存在する。これは、地域における様々な成果を挙げるこ

とを目的とした学習形態である。学生は学習機会を報酬と

し、大学における事前事後の授業学習カリキュラムと自治

体・企業・組合及び住民との協働よる大学の授業外学習カ

リキュラムによって学習の機会を得る。 

大学内と外を統合した学習について、ラーニングブリッ

ジ(以下LBと称す)として知られている。河合[1]らは、リフ

レクション活動と横断学習との往復による LB の重要性を

示す。複数のアウトカムの中から、授業での学習と授業外

における学習の往復によって、地域により深く入りアクシ

ョンできるとする。 

 
図 1 地域協働型LBモデル(河合らの論文より筆者加筆) 

琉球大学では、平成25年度より「ちゅら島の未来を創る

知の津梁（かけ橋）」事業が、平成 25年度文部科学省の大

学 COC 事業「地（知）の拠点整備事業」の補助事業に採

択された。その一環で離島地域の児童・生徒に対して琉球

大学の学生が主体的になって「琉大塾」を開講している。 

 

図 2 琉大塾型LBモデル 

「琉大塾」の取り組みは、離島の教育機会担保だけでなく、

参加する学生そのもの教育機会に寄与していると考える。

実際に参加した非教育学部かつ他県出身の学生からは、離

島の在り方・沖縄県への関わり方により深く取り組みたい

と述べる。この取り組みは、地域活性を目指す離島教育の

視点及び高等教育実践における機会の担保という点で一定

の効果があったと考える。地域活性という視点でもう一段

踏み込んだ実践事例を設計・運用する必要がある。 

そこで、地域活性という視点から沖縄県の現状について

論じていく。地域活性の成否においては人口動態の推移が

密接に関係している。沖縄県[2]は、合計特殊出生率は全国

でトップ水準である。しかし、有配偶率の低下によって人

口減の要因となっている。その上で離婚率の高さが挙げら

れる。その背景に、低所得であり、女性の自立志向性が強

く、南国という地域性が離婚を、他の地域と比較して許容

する環境であると考える。また、子育て環境も保育所入所

待機児童が解消されないことから、子育て環境は十分に整

っていないといえる。 

次に、社会移動に関しては、景気に大きく左右されてお

り、多くの移住者が沖縄県に来る半面で、3 年以内の転出

割合が高く、定着率は低いとされる。よって、人口増加が

続くものの、流入と流出のサイクルが他の地方と比較して

高い頻度で生じていると推察できる。その上で離島部に関

してはすでに人口減少化が始まっており、様々な問題とそ

れに対する取り組みが実施されている。 

 

図 3 圏域別人口推移[3]より筆者作成 

教育の取り組みでは、住みよく魅力ある島づくり計画

[4]、離島における公平な教育機会を提供するとある。 
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を製作し，初心者による地域づくりの展開を通じて，こ

れらのツールの効果の試験的検証を行った．	

	 (i)に関して，初心者が地域づくりを展開するまでの段

階を，1.過去事例に関する知識の獲得，2.過去事例に則

った実践の 2 段階に分け，各段階に対応するツールを製

作した．前者に関しては，6分弱の映像，および20ペー

ジ弱の文書を視聴・閲覧することによって，地域共創プ

ロセスと過去事例について理解できる仕組みを構築した．

これらは，内容は A 社が実施する地域共創プロセスに限

定されてはいるものの，既存研究と比較して低コストに

地域づくりの方法について理解できる仕組みといえる．

後者に関しても，資料通りに実施項目を遂行すれば，地

域づくりに効果的な対話WSを開催できるツールを製作し

たことによって，事前学習を最小限に抑えて地域づくり

を開始することを可能にした．以上のことから，低コス

トに地域づくりを展開できるという条件はある程度満た

されたといえる．今後は地域づくり経験者による支援を

減らし，より展開を容易にするためツールの精査を行う．	

	 (ii)に関して，展開者として異なる属性の人物を選定

し，ツールの効果を試験的に検証した．対象人数が限ら

れてはいるものの，両地域において，地域づくりに関す

る新たな人脈の形成，および重要なテーマの発見・特定

が行われたことから，展開者の属性に依らず地域づくり

を展開できたといえる．今後は，展開者を増加させても

地域づくりの展開が可能か更なる検証が求められる．	

	 (iii)に関して，敷田	(2012)	が提案する「地域の変動

モデル」を参照して，I市・S村の地域性に関する調査を

実施し，「地域の開放度」という側面において違いがみら

れることを明らかにした．その上で，製作したツールを

活用して地域づくりを展開した結果，上述のように両地

域で活動が展開できた．ゆえに「地域の開放度」が異な

る地域であっても，製作したツールを活用することによ

って，地域づくりを展開できることが示された．今後は

他の側面で地域性の異なる地域における展開を通じて，

ツールの効果の検証を継続する必要がある．	

	 また，今後は対話により生み出されたアイデアの実践，

および地域共創プロセスの③・④に関する展開支援ツー

ルを製作し，実践を通じた効果検証を継続することによ

って，地域共創プロセス全体の展開を容易にし，多様な

地域における効果的な地域づくりの展開に寄与したい．	
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体・企業・組合及び住民との協働よる大学の授業外学習カ

リキュラムによって学習の機会を得る。 

大学内と外を統合した学習について、ラーニングブリッ

ジ(以下LBと称す)として知られている。河合[1]らは、リフ

レクション活動と横断学習との往復による LB の重要性を

示す。複数のアウトカムの中から、授業での学習と授業外

における学習の往復によって、地域により深く入りアクシ

ョンできるとする。 

 
図 1 地域協働型LBモデル(河合らの論文より筆者加筆) 

琉球大学では、平成25年度より「ちゅら島の未来を創る

知の津梁（かけ橋）」事業が、平成 25年度文部科学省の大

学 COC 事業「地（知）の拠点整備事業」の補助事業に採

択された。その一環で離島地域の児童・生徒に対して琉球

大学の学生が主体的になって「琉大塾」を開講している。 

 

図 2 琉大塾型LBモデル 

「琉大塾」の取り組みは、離島の教育機会担保だけでなく、

参加する学生そのもの教育機会に寄与していると考える。

実際に参加した非教育学部かつ他県出身の学生からは、離

島の在り方・沖縄県への関わり方により深く取り組みたい

と述べる。この取り組みは、地域活性を目指す離島教育の

視点及び高等教育実践における機会の担保という点で一定

の効果があったと考える。地域活性という視点でもう一段

踏み込んだ実践事例を設計・運用する必要がある。 

そこで、地域活性という視点から沖縄県の現状について

論じていく。地域活性の成否においては人口動態の推移が

密接に関係している。沖縄県[2]は、合計特殊出生率は全国

でトップ水準である。しかし、有配偶率の低下によって人

口減の要因となっている。その上で離婚率の高さが挙げら

れる。その背景に、低所得であり、女性の自立志向性が強

く、南国という地域性が離婚を、他の地域と比較して許容

する環境であると考える。また、子育て環境も保育所入所

待機児童が解消されないことから、子育て環境は十分に整

っていないといえる。 

次に、社会移動に関しては、景気に大きく左右されてお

り、多くの移住者が沖縄県に来る半面で、3 年以内の転出

割合が高く、定着率は低いとされる。よって、人口増加が

続くものの、流入と流出のサイクルが他の地方と比較して

高い頻度で生じていると推察できる。その上で離島部に関

してはすでに人口減少化が始まっており、様々な問題とそ

れに対する取り組みが実施されている。 

 

図 3 圏域別人口推移[3]より筆者作成 

教育の取り組みでは、住みよく魅力ある島づくり計画

[4]、離島における公平な教育機会を提供するとある。 
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離島部における学校の通信回線や情報機器の整備を図ると

ともに、学校が、生涯学習の場となるよう目指していき、

県内外の教育機関と連携を図り、個性豊かな島々の文化を

継承し、調査研究・伝承・復元・後継者や担い手の育成な

どの交流促進に取り組むとある。その上で各担い手が協働

を通して、教育を通した地域の活性を目指していく方針で

ある。次稿では、離島において、地域活性を目指す教育プ

ログラムを研究・設計・運用した成果を報告する。 

次に沖縄県における中等教育終了後のプロセスについて

論じていく。離島部においては、高校入学段階から本島の

高校に通う生徒が 2割程度存在し、高校卒業後県外への流

出も少なくない。全国レベルで比較しても沖縄県の大学進

学率は低い。一般的に首都圏や都心部に近いほど、大学進

学率は高いことは明らかであり、大学数や保護者の所得に

関係すると推察する。 

沖縄県内の四年制大学数は国公立 4校・私立 3校、短期

大学 3校という県内の受け入れ先の少ない。その上、保護

者の所得も全国レベルと比較して低いことが一因として挙

げられる。 

一方で専門学校進学比率は高い。これは、四年制大学及

び短期大学より学費が安価であり、代替案という位置づけ

と考えるのが妥当である。現在、中教審によれば、実践的

な職業教育を行う新たな高等教育機関の在り方の中で、多

様な若者のニーズと産業界の要請にこたえるべく、専門学

校の中から専門職業人養成の高等教育機関として、実践・

実習を中心とした教育プログラム・学位授与などの論議が

なされている。専門学校の専門職大学・専門職業大学への

モデルチェンジは、地域産業の活性化を人材供給面から支

えるという機能を有しているとされ、この現状を踏まえて、

沖縄の地域性に呼応した専門学校教授モデルが設計運用さ

れるべきであると主張する。 

次に、県外への進学について検討を行う。県外に進学を

志しても、生活費や学費などの面から進学先を断念するこ

とも少なくない。そこで、2017年度より沖縄振興一括交付

金を財源に、返還不要の奨学金を創設し、県外進学希望す

る大学生に経済的な支援を実施する。[5]但し、それらの財

源にも限界がある。そこで次稿では、財団・民間企業が行

う給付型の奨学金についての情報提供や煩雑な事務手続き

の補助及びそれらを受給しうる評価基準となりうる学習成

果を実現する為の探求学習活動を中心とした授業・ゼミナ

ール・研究報告会の開催に向けて取り組んでいく。 

県内への国立大学について述べていく、医学・理工農学

部を有していることから県外からの入学者や大学全入時代

の昨今では減少傾向である浪人経験者も多く、多様な地域

からの入学者によって「うちなんちゅー（沖縄県出身者」

と「ないちゃー(県外出身者)」のコミュニティーが形成さ

れていく。 

上記で述べた現状の沖縄県内における中等教育・高等教

育における現状を踏まえた上で、小さな町や島嶼部で実現

しうる地域活性化施策及び地域活性化教育を推進すべく、

サービスラーニングモデルを設計・開発・運用している。 

 
図 4 SPICA SPACE JAMにおける全体像 

学生団体 SPICA 社会局と共同で開発したこのプロジェ

クトは、複数の問題を解決し、地域活性人材の育成に寄与

しうる示唆を受けることでプラットフォームとして現在運

用を行っている。学生の受け入れは、中等教育就学中の生

徒から対応しており、高校生からの学会発表や各種コンク

ールへの取り組みを支援する。その上、学問的な新規性及

び貢献性の部分で、学生団体は何をやっているのかわから

ないという問題についてアカデミックな示唆を受けること

で活動を可視化させていくことに意義がある。また、地域

活動への主体的な参加を行い、その上で大学施設を利用す

ることで、教員・職員に認知されることにより持続可能な

教育プログラムを実現できると考える。 

地域活性に向けた教育プラットフォームとは、様々な制

約や予算財源に影響されながらも、保有するリソースを最

大限生かし、人材育成及び後継に向けたプラットフォーム

をサスティナブルな視点で構築していかなくてはならない。

その上で既存の教育プログラムでは対応しきれなかった、

先端技術を実際に教育利用することにより、自己効力感の

向上や主体性の強化そして、地域の活性に向けた科学技術

の使い方を学ぶ「レバレッジ」能力の育成に寄与すると考

える。 

その方法論として、コミュニティーを設計運用した上で、

IoT 教育を通した先端教育プログラムを実装し、狭義の教

育効果による地域活性人材の育成に寄与すると共に、広義

の集客効果という地域活性を予算のかけられない小さな町

でも実践しうるというモデルに昇華していくことを目的と

している。 

【研究方法・研究内容】 

研究内容は、プロジェクトイベントが認知され、行喚起

され、その後どのような行動を選択するかを明らかにする。

研究方法として、イベント後に質的研究のエスノグラフィ

ーの方法を採用する。その理由として、アンケート調査で

は認知から参加行動・参加行動後を解明することが困難で

ある。 

また、参加者が何を考え、参加し、その後どのように意

識・行動変化したのかを質的に検討することは、地域を活

性するという視点において有効であると考えた。そして先

行研究では、ボランティア教育におけるサービスラーニン

グが事例として取り上げられているが、ボランティア教育

と地域活性教育は近似する部分も多く、実学力を育成する

という視点からも基礎研究を行う必要がある。 

その上で、質的研究を踏まえた行動モデル設計を以降の

実践研究に対する仮説提唱とする。実践における周知手法

とその効果を検証した上で、事例が他の地域に移転した場

合の留意点と共通基盤を明確にしている。 

【研究・調査･分析結果】 

1.実践事例(1)及び報告 

SPICA SPACE JAM Vol.1というタイトルで、学生団体

SPICA 社会局の主催イベントを行い、告知を行った上で

学生5名（沖縄県内に通う理学部在籍の大学1-4年）が参

加し、フューチャーセッション(以下FS)を実施した。 

 
図 5  SPICA SPACE JAM Vol.1 FSの模様 

FSについて林[5]は、によって、参加者に対して「互助

意識」「行動意識」「イノベーション意識」を高め、「己を

知り承認する」「行動し表現し成長する」「多様性を認め

る」「互助意識を持つ」「現状を理解する」「未来をデザイ

ンする」といった能力が高まったとの実感を与え、参加

者の行動に変化を与え、地域活動の活性化に寄与する方

向の手応えを与えていることを明らかにしている。また、

日高ら[6]は、FS と SNS 等のメンタリングフォローアッ

プの併用により地域活性に関する学習者から、それらを

支えるコミュニティーや地域に関する活動における周辺

的参加から十全参加になる可能性があると主張する。 

本実践において、FSを実施し、事後評価と運用後の評

価を測定した結果、イノベーション意識や行動意識に寄

与し、学生コミュニティーの互助意識活性に寄与したと

結論付けた。この実践が、大学主体ではないサービスラ

ーニングモデルの本格的運用となった。 

1.1実践期間 

 2016年 4月 10日（13時―15時） 

1.2実践評価設計及び結果 

 事後評価のアンケート及び受講者専用SNSコミュニテ

ィーを運用し採取現在も継続的に運用している。イベン

ト参加の動機として、大学友人からの訴求であった。そ

の上で、参加前と参加後の評価を比較した結果、参加後

の評価が高いことが明らかになった。その上で、地域に

関して、貢献していきたいという学生が大半を占めるも、

その方法がわからないという声が挙げられた。そこで、

投稿後に開催するイベントで、教育設計及び教育実践を

行いその評価から検討を行う。 

参加者が、人や町の為に役に立ちたい上で大切にして

いることとして、まず対話が挙げられる。参加する学生

の大半が、高等教育機関の教員だけでなく、社会人活動

家や民間企業系イベント団体などとの関わりを既に有し

ている。現在調査中であるため、本稿口頭発表時に報告

する。 

2.実践事例(2)及び報告 

 1.の参加者全員が、運営メンバーとなりドローンを活用

した勉強会を大学生及び中高生親子向けに実施した。ド

ローンとは、無人飛行機(UAV)のことであり、動画や画像

を撮影するだけでなく、センサーなどを付け様々な情報

を収集し、加工・処理・分析を行うことで産業化・事業

化・研究化を行うことができる。SPICA SPACE JAM Vol.2

というタイトルで実施。大学生 11名中学生2名とその保

護者が参加して、IoT教育の実践が行われた。 

2.1実践評価 

 大学生からの評価は非常に高く、この種のイベントを

行うとともに、地域活性に向けたサービスラーニング設

計のワークショップを実施する要望が高かった。また、

中学生の保護者及び生徒からも好評であり、次回参加し

たく、友人にも紹介したいという声が挙がった。 
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離島部における学校の通信回線や情報機器の整備を図ると

ともに、学校が、生涯学習の場となるよう目指していき、

県内外の教育機関と連携を図り、個性豊かな島々の文化を

継承し、調査研究・伝承・復元・後継者や担い手の育成な

どの交流促進に取り組むとある。その上で各担い手が協働

を通して、教育を通した地域の活性を目指していく方針で

ある。次稿では、離島において、地域活性を目指す教育プ

ログラムを研究・設計・運用した成果を報告する。 

次に沖縄県における中等教育終了後のプロセスについて

論じていく。離島部においては、高校入学段階から本島の

高校に通う生徒が 2割程度存在し、高校卒業後県外への流

出も少なくない。全国レベルで比較しても沖縄県の大学進

学率は低い。一般的に首都圏や都心部に近いほど、大学進

学率は高いことは明らかであり、大学数や保護者の所得に

関係すると推察する。 

沖縄県内の四年制大学数は国公立 4校・私立 3校、短期

大学 3校という県内の受け入れ先の少ない。その上、保護

者の所得も全国レベルと比較して低いことが一因として挙

げられる。 

一方で専門学校進学比率は高い。これは、四年制大学及

び短期大学より学費が安価であり、代替案という位置づけ

と考えるのが妥当である。現在、中教審によれば、実践的

な職業教育を行う新たな高等教育機関の在り方の中で、多

様な若者のニーズと産業界の要請にこたえるべく、専門学

校の中から専門職業人養成の高等教育機関として、実践・

実習を中心とした教育プログラム・学位授与などの論議が

なされている。専門学校の専門職大学・専門職業大学への

モデルチェンジは、地域産業の活性化を人材供給面から支

えるという機能を有しているとされ、この現状を踏まえて、

沖縄の地域性に呼応した専門学校教授モデルが設計運用さ

れるべきであると主張する。 

次に、県外への進学について検討を行う。県外に進学を

志しても、生活費や学費などの面から進学先を断念するこ

とも少なくない。そこで、2017年度より沖縄振興一括交付

金を財源に、返還不要の奨学金を創設し、県外進学希望す

る大学生に経済的な支援を実施する。[5]但し、それらの財

源にも限界がある。そこで次稿では、財団・民間企業が行

う給付型の奨学金についての情報提供や煩雑な事務手続き

の補助及びそれらを受給しうる評価基準となりうる学習成

果を実現する為の探求学習活動を中心とした授業・ゼミナ

ール・研究報告会の開催に向けて取り組んでいく。 

県内への国立大学について述べていく、医学・理工農学

部を有していることから県外からの入学者や大学全入時代

の昨今では減少傾向である浪人経験者も多く、多様な地域

からの入学者によって「うちなんちゅー（沖縄県出身者」

と「ないちゃー(県外出身者)」のコミュニティーが形成さ

れていく。 

上記で述べた現状の沖縄県内における中等教育・高等教

育における現状を踏まえた上で、小さな町や島嶼部で実現

しうる地域活性化施策及び地域活性化教育を推進すべく、

サービスラーニングモデルを設計・開発・運用している。 

 
図 4 SPICA SPACE JAMにおける全体像 

学生団体 SPICA 社会局と共同で開発したこのプロジェ

クトは、複数の問題を解決し、地域活性人材の育成に寄与

しうる示唆を受けることでプラットフォームとして現在運

用を行っている。学生の受け入れは、中等教育就学中の生

徒から対応しており、高校生からの学会発表や各種コンク

ールへの取り組みを支援する。その上、学問的な新規性及

び貢献性の部分で、学生団体は何をやっているのかわから

ないという問題についてアカデミックな示唆を受けること

で活動を可視化させていくことに意義がある。また、地域

活動への主体的な参加を行い、その上で大学施設を利用す

ることで、教員・職員に認知されることにより持続可能な

教育プログラムを実現できると考える。 

地域活性に向けた教育プラットフォームとは、様々な制

約や予算財源に影響されながらも、保有するリソースを最

大限生かし、人材育成及び後継に向けたプラットフォーム

をサスティナブルな視点で構築していかなくてはならない。

その上で既存の教育プログラムでは対応しきれなかった、

先端技術を実際に教育利用することにより、自己効力感の

向上や主体性の強化そして、地域の活性に向けた科学技術

の使い方を学ぶ「レバレッジ」能力の育成に寄与すると考

える。 

その方法論として、コミュニティーを設計運用した上で、

IoT 教育を通した先端教育プログラムを実装し、狭義の教

育効果による地域活性人材の育成に寄与すると共に、広義

の集客効果という地域活性を予算のかけられない小さな町

でも実践しうるというモデルに昇華していくことを目的と

している。 

【研究方法・研究内容】 

研究内容は、プロジェクトイベントが認知され、行喚起

され、その後どのような行動を選択するかを明らかにする。

研究方法として、イベント後に質的研究のエスノグラフィ

ーの方法を採用する。その理由として、アンケート調査で

は認知から参加行動・参加行動後を解明することが困難で

ある。 

また、参加者が何を考え、参加し、その後どのように意

識・行動変化したのかを質的に検討することは、地域を活

性するという視点において有効であると考えた。そして先

行研究では、ボランティア教育におけるサービスラーニン

グが事例として取り上げられているが、ボランティア教育

と地域活性教育は近似する部分も多く、実学力を育成する

という視点からも基礎研究を行う必要がある。 

その上で、質的研究を踏まえた行動モデル設計を以降の

実践研究に対する仮説提唱とする。実践における周知手法

とその効果を検証した上で、事例が他の地域に移転した場

合の留意点と共通基盤を明確にしている。 

【研究・調査･分析結果】 

1.実践事例(1)及び報告 

SPICA SPACE JAM Vol.1というタイトルで、学生団体

SPICA 社会局の主催イベントを行い、告知を行った上で

学生5名（沖縄県内に通う理学部在籍の大学1-4年）が参

加し、フューチャーセッション(以下FS)を実施した。 

 
図 5  SPICA SPACE JAM Vol.1 FSの模様 

FSについて林[5]は、によって、参加者に対して「互助

意識」「行動意識」「イノベーション意識」を高め、「己を

知り承認する」「行動し表現し成長する」「多様性を認め

る」「互助意識を持つ」「現状を理解する」「未来をデザイ

ンする」といった能力が高まったとの実感を与え、参加

者の行動に変化を与え、地域活動の活性化に寄与する方

向の手応えを与えていることを明らかにしている。また、

日高ら[6]は、FS と SNS 等のメンタリングフォローアッ

プの併用により地域活性に関する学習者から、それらを

支えるコミュニティーや地域に関する活動における周辺

的参加から十全参加になる可能性があると主張する。 

本実践において、FSを実施し、事後評価と運用後の評

価を測定した結果、イノベーション意識や行動意識に寄

与し、学生コミュニティーの互助意識活性に寄与したと

結論付けた。この実践が、大学主体ではないサービスラ

ーニングモデルの本格的運用となった。 

1.1実践期間 

 2016年 4月 10日（13時―15時） 

1.2実践評価設計及び結果 

 事後評価のアンケート及び受講者専用SNSコミュニテ

ィーを運用し採取現在も継続的に運用している。イベン

ト参加の動機として、大学友人からの訴求であった。そ

の上で、参加前と参加後の評価を比較した結果、参加後

の評価が高いことが明らかになった。その上で、地域に

関して、貢献していきたいという学生が大半を占めるも、

その方法がわからないという声が挙げられた。そこで、

投稿後に開催するイベントで、教育設計及び教育実践を

行いその評価から検討を行う。 

参加者が、人や町の為に役に立ちたい上で大切にして

いることとして、まず対話が挙げられる。参加する学生

の大半が、高等教育機関の教員だけでなく、社会人活動

家や民間企業系イベント団体などとの関わりを既に有し

ている。現在調査中であるため、本稿口頭発表時に報告

する。 

2.実践事例(2)及び報告 

 1.の参加者全員が、運営メンバーとなりドローンを活用

した勉強会を大学生及び中高生親子向けに実施した。ド

ローンとは、無人飛行機(UAV)のことであり、動画や画像

を撮影するだけでなく、センサーなどを付け様々な情報

を収集し、加工・処理・分析を行うことで産業化・事業

化・研究化を行うことができる。SPICA SPACE JAM Vol.2

というタイトルで実施。大学生 11名中学生2名とその保

護者が参加して、IoT教育の実践が行われた。 

2.1実践評価 

 大学生からの評価は非常に高く、この種のイベントを

行うとともに、地域活性に向けたサービスラーニング設

計のワークショップを実施する要望が高かった。また、

中学生の保護者及び生徒からも好評であり、次回参加し

たく、友人にも紹介したいという声が挙がった。 
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有名人(学者でも可)に自らのイベントや学習活動を認
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景に、地域活性の中でもコミュニティーデザインでも、
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名前を指して、Twitter によって発信したところ、両名か
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一昔前であれば、一般人かつ匿名性のあるユーザーの 

一言も、時に興味関心にもたれていく可能性がある。本

稿では、学生主体の活動という面を加味し、主体的かつ

創発性を促す取り組み事例として紹介した。これは、地

域活性や離島での実践においても関心を持ってもらう為

の施策として取り上げる。 

【考察・今後の展開】 

 始まったばかりの萌芽的な研究活動であるが、徐々に

認知度が上がり、地域を活性化させるために必要となる、

若者の教育的な支援からコミュニティーを形成していっ

た。その結果、2016年 10月から地域を活性化させる IoT

を用いた地域活性に即したPBL教育活動がスタートする。 

沖縄県のリーディング産業は、IT 関連業であり、地域性

に合致する。コミュニティーを形成するにあたり、継続

的かつ学習者が楽しく学習者の求める活動を支援し、結

果、自己効力感を高めることで、次なる活動への示唆が

見えてくる。学生が主体となる地域活性学は、今後さら

に深化させていかねばならない。既存の中等教育や予備

校・塾などのモデルの限界を踏まえ、高等教育の自由さ・

研究実践・探求学習などの活動を用い、コンクールだけ

でなく、答えのない社会課題や地域課題また自身の課題

に向けて取り組んでいくプラットフォームの設計運用が

必要だと考える。   

それは、林の示す「己を知り承認する」「行動し表現し

成長する」「多様性を認める」「互助意識を持つ」「現状を

理解する」「未来をデザインする」という地域活性に不可

欠な能力を育成し、実践の場を提供する可能性を有する

と考える。 

最後に、単一の世代や特定の組織体だけでは、地域活

性化プロジェクトを運営する上で困難な場面を回避でき

ない。そこで、様々な世代の多様な価値観を統合化し、

様々な活動に分岐派生させていくためにも、地域活性に

興味を持つ若者を育成する教育実践研究は地域活性に必

要であり、今後も実践によって課題解決に取り組みたい

と結論付ける。 
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１．序論 
地域社会において深刻化する高齢化や過疎化に対して、

コンテンツ作品の舞台（聖地と呼ばれる）に選ばれたこと

を契機に、作品ファンである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が

広まっている。この現況に応じて、軍司（2013）や花房（2014）

などが聖地自治体の取組事例を報告しているほか、観光業

界では、聖地巡礼者を対象とした旅行ガイド（JTB パブリ

ッシング2014、2015）まで発売されている。 

しかしながら、これまでの事例は、富山県南砺市を除き

（軍司 2015）1)、当該地域が聖地となることを企図して成

功したものではなく、たまさかコンテンツ制作者によって

聖地に選ばれたものである。すなわち、コンテンツ観光に

基づく地域活性化は、地域社会にとって言わば宝くじに当

たるようなものとなっており、コンテンツ観光に基づく地

域活性化に関心がありながらも、独自のコンテンツ作品を

制作する余力はない地域社会は、自治体としてどのような

施策を打ち出せば良いのか、ないしコンテンツ制作者に対

してどのようなアプローチが必要であるのか不明である。 

そこで本研究は、この研究の端緒として、日本を代表す

るアニメ制作会社 A社において企画制作業務の責任者を務

めるプロデューサー・ア氏と、東京キー局であるテレビ放

送局 B社においてアニメプロデュース業務を担当するイ氏

に対してヒアリング調査を行い 2)、アニメコンテンツ作品

の企画制作過程や、地域社会を舞台としたコンテンツ作品

制作に対する考え方、今後の制作動向など、コンテンツ制

作者の基礎的な考え方や捉え方を事例的に考察する。 

 

２．アニメコンテンツ作品の企画過程 

 (1)テレビ放送局主導（自社制作）の場合 

アニメコンテンツ作品の企画制作には、主にテレビ放送

局主導のものと、アニメ制作会社主導のものがある。テレ

ビ放送局には、アニメコンテンツ作品を自社制作するもの

と、他社制作作品の放映権を購入するもの、他社制作作品

の放映に放送枠を販売するものがあり 3)、イ氏は主に自社

放送分を、ア氏は様々な放送局での放送分を企画制作して

いる 4)。 

テレビ放送局のアニメコンテンツ作品制作は、放映開始

のおおむね 2年前頃に、アニメ担当プロデューサーが放送

企画を局内会議に掛けることからはじまる。この局内会議

で最重要視されるのは、企画の収益性である。アニメコン

テンツ作品の放映は深夜帯が中心だが、深夜 1時から朝 6

時までは視聴率がカウントされず、またスポンサーも付き

にくいため、視聴率等として現れる作品性よりも、企画自

体が十分な収益性を有しているかどうかが検討される 5)。

近年では、放映されるアニメコンテンツ作品数の増加によ

って、1 作品当たりのパッケージ売上が全体的に減少傾向

であることから、放映以外の収益源があるかどうかが重要

視される傾向にある 6)。 

企画されるアニメコンテンツ作品が、地域社会を舞台と

したものになるかどうかは、原作の有無にもよるが、放送

エリアがネックとなることが少なくない。B 放送局イ氏に

よれば、地域社会を舞台としたアニメコンテンツ作品は、

作品性が高くなりやすく、また日中に放映できる 7)などの

メリットがある一方、例えば東京キー局の放送エリアは関

東圏のみであるため、関東圏外を舞台とした作品は、視聴

者に親和性を持たせにくく、パッケージ販売などの収益に

つながりにくいというデメリットがある 8)。 

 

 (2)アニメ制作会社主導の場合 

アニメ制作会社のアニメコンテンツ作品制作は、放映開

始のおおむね 1-2年前頃からはじまる 9)。企画の正式な決

定は社内会議にて行われるが、企画の起点は多様であり、

広告代理店等による提案もあれば、アニメ監督、脚本家な

どのアニメ関係者による飲み会の席などでまとまることも

少なくない。自社放映分の年間数本を制作するテレビ放送

局と異なり、各社放映分の年間数十本を制作するアニメ制

作会社は、数多くの企画を必要としており、企画の起点の

間口は広くなっている 10)。 

企画されるアニメコンテンツ作品が、地域社会を舞台と

したものになるかどうかは、原作の有無によるほか、脚本

の作品性と宣伝展開によるところが大きい。A 社ア氏によ

れば、地域社会を舞台とすることは、作品に土地性が出、

実感のある作品にすることができるメリットがある一方、

例えば登場人物の生死などデリケートな内容を含む場合に
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 コンテンツ観光に基づく地域活性化とコンテンツ制作の実際 

軍司聖詞（早稲田大学） 
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１．序論 
地域社会において深刻化する高齢化や過疎化に対して、

コンテンツ作品の舞台（聖地と呼ばれる）に選ばれたこと

を契機に、作品ファンである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が

広まっている。この現況に応じて、軍司（2013）や花房（2014）

などが聖地自治体の取組事例を報告しているほか、観光業

界では、聖地巡礼者を対象とした旅行ガイド（JTB パブリ

ッシング2014、2015）まで発売されている。 

しかしながら、これまでの事例は、富山県南砺市を除き

（軍司 2015）1)、当該地域が聖地となることを企図して成

功したものではなく、たまさかコンテンツ制作者によって

聖地に選ばれたものである。すなわち、コンテンツ観光に

基づく地域活性化は、地域社会にとって言わば宝くじに当

たるようなものとなっており、コンテンツ観光に基づく地

域活性化に関心がありながらも、独自のコンテンツ作品を

制作する余力はない地域社会は、自治体としてどのような

施策を打ち出せば良いのか、ないしコンテンツ制作者に対

してどのようなアプローチが必要であるのか不明である。 

そこで本研究は、この研究の端緒として、日本を代表す

るアニメ制作会社 A社において企画制作業務の責任者を務

めるプロデューサー・ア氏と、東京キー局であるテレビ放

送局 B社においてアニメプロデュース業務を担当するイ氏

に対してヒアリング調査を行い 2)、アニメコンテンツ作品

の企画制作過程や、地域社会を舞台としたコンテンツ作品

制作に対する考え方、今後の制作動向など、コンテンツ制

作者の基礎的な考え方や捉え方を事例的に考察する。 

 

２．アニメコンテンツ作品の企画過程 

 (1)テレビ放送局主導（自社制作）の場合 

アニメコンテンツ作品の企画制作には、主にテレビ放送

局主導のものと、アニメ制作会社主導のものがある。テレ

ビ放送局には、アニメコンテンツ作品を自社制作するもの

と、他社制作作品の放映権を購入するもの、他社制作作品

の放映に放送枠を販売するものがあり 3)、イ氏は主に自社

放送分を、ア氏は様々な放送局での放送分を企画制作して

いる 4)。 

テレビ放送局のアニメコンテンツ作品制作は、放映開始

のおおむね 2年前頃に、アニメ担当プロデューサーが放送

企画を局内会議に掛けることからはじまる。この局内会議

で最重要視されるのは、企画の収益性である。アニメコン

テンツ作品の放映は深夜帯が中心だが、深夜 1時から朝 6

時までは視聴率がカウントされず、またスポンサーも付き

にくいため、視聴率等として現れる作品性よりも、企画自

体が十分な収益性を有しているかどうかが検討される 5)。

近年では、放映されるアニメコンテンツ作品数の増加によ

って、1 作品当たりのパッケージ売上が全体的に減少傾向

であることから、放映以外の収益源があるかどうかが重要

視される傾向にある 6)。 

企画されるアニメコンテンツ作品が、地域社会を舞台と

したものになるかどうかは、原作の有無にもよるが、放送

エリアがネックとなることが少なくない。B 放送局イ氏に

よれば、地域社会を舞台としたアニメコンテンツ作品は、

作品性が高くなりやすく、また日中に放映できる 7)などの

メリットがある一方、例えば東京キー局の放送エリアは関

東圏のみであるため、関東圏外を舞台とした作品は、視聴

者に親和性を持たせにくく、パッケージ販売などの収益に

つながりにくいというデメリットがある 8)。 

 

 (2)アニメ制作会社主導の場合 

アニメ制作会社のアニメコンテンツ作品制作は、放映開

始のおおむね 1-2年前頃からはじまる 9)。企画の正式な決

定は社内会議にて行われるが、企画の起点は多様であり、

広告代理店等による提案もあれば、アニメ監督、脚本家な

どのアニメ関係者による飲み会の席などでまとまることも

少なくない。自社放映分の年間数本を制作するテレビ放送

局と異なり、各社放映分の年間数十本を制作するアニメ制

作会社は、数多くの企画を必要としており、企画の起点の

間口は広くなっている 10)。 

企画されるアニメコンテンツ作品が、地域社会を舞台と

したものになるかどうかは、原作の有無によるほか、脚本

の作品性と宣伝展開によるところが大きい。A 社ア氏によ

れば、地域社会を舞台とすることは、作品に土地性が出、

実感のある作品にすることができるメリットがある一方、

例えば登場人物の生死などデリケートな内容を含む場合に
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は、配慮しなければならないなどのデメリットもある 11)。 

 

３．地域社会を舞台としたアニメコンテンツ作品の捉え方 

 (1)東京キーテレビ放送局プロデューサーの場合 

 「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」（フジ

テレビ、埼玉県秩父市が聖地）などのヒット作があり、ま

た本稿執筆時現在（2016年 7月）も「ふらいんぐうぃっち」

（日本テレビ、青森県弘前市が聖地）などが放映されてい

るものの、B 放送局イ氏によれば、一般に、東京キー局が

地域社会を舞台としたアニメコンテンツ作品を自社放送分

として制作することは、困難な状況になっている。B 放送

局の場合、30分アニメコンテンツ作品1話当たりの予算は

1200-2000 万円程度だが、パッケージ売上が減少傾向にあ

る現在、これを回収して収益を上げるためには、前述の通

り、大規模イベントの開催やゲーム作品化、海外販売など

が必要となっており、宣伝費を掛けて地域社会と連携して

も、東京キー局プロデューサーに求められる規模の収益を

十分には確保しにくいと考えられている。「あの花」のよう

な、地域社会と連携したヒット作もあるものの、収益性に

厳しい見極めが求められる東京キー局プロデューサーには、

地域社会と連携したアニメコンテンツ作品を制作するハー

ドルは高い。 

また、B放送局イ氏は、近年の、地域社会を舞台としたア

ニメコンテンツ作品の減少傾向をして、地域社会を舞台と

したアニメコンテンツ作品の制作ブームは終焉したとみて

いる。現在放映されているアニメコンテンツ作品は、おお

むね 2年前頃に企画されたものであり、すなわち 2年前の

段階ですでに、地域社会を舞台としたコンテンツ作品の制

作をするプロデューサーが減少していることから、現在の

段階で、2 年後に地域社会を舞台としたアニメコンテンツ

作品を企画するプロデューサーは少ないと考えられる。 

 

 (2)アニメ制作会社プロデューサーの場合 

一方、A社ア氏は、会社の収益性は重要であるものの、地

域社会を舞台とした作品を制作する場合は、会社の収益性

をあまり意識しすぎないことにしている。A 社ア氏が地域

社会を舞台としたアニメコンテンツ作品を制作しているの

は、作品で地域活性化を図ろうとしているまでの意図はな

いものの、地域社会の衰退状況の中で、地域社会に多少な

りとも貢献になればいいとの考えからであり、地域社会を

舞台としたアニメコンテンツ作品がヒットすることによっ

て、作品、作品ファン、地域社会に有機的関係が構築され

ればよいと考えている 12)。 

地域社会を舞台とした作品を制作することは、前述の通

り、実感のある作品ができたり、プロモーションとしての

効果があったりするため、アニメ制作会社のプロデューサ

ーにはおおむねプラスに捉えられている。アニメ制作会社

のプロデューサーにとって、制作する作品の舞台とした地

域社会は、ビジネス上の取引相手やビジネスの立脚地では

なく、ロケーションハンティング等の相談相手であり、登

場させようとする箇所に許可を得る相手である。よって、

アニメ制作会社が聖地で開催するイベント等は、会社の収

益性やファンサービス以上に、聖地との関係性の構築の意

味合いが強い 13)。 

 

４．結論および展望 

本研究は、コンテンツ観光に基づく地域活性化を企図し

ながらも、独自にアニメコンテンツ作品を制作する余力の

ない地域社会が、どのような施策を打ち出せばよいのかに

ついて明らかにするため、この研究の端緒として、アニメ

制作会社プロデューサー・ア氏と東京キーテレビ局アニメ

担当プロデューサー・イ氏にヒアリング調査を行い、アニ

メコンテンツ作品の企画制作過程や、地域社会を舞台とし

たアニメ制作に対する捉え方などについて事例的に考察し

た。その詳細は以上の通りであるが、地域社会によるアプ

ローチの観点からその要諦をまとめると、次の通りとなる。 

 

（１）アニメコンテンツ作品を自社制作しているテレビ

放送局は、ターゲットとする放送エリア内に広範に作品を

伝えることができる。しかし、当該地域を舞台としたアニ

メコンテンツ作品の制作を提案する場合は、地域社会や国

内アニメファンなどにとどまらない規模感のある十分な収

益性がある企画があることが不可欠である。 

（２）アニメコンテンツ作品を自社制作しているテレビ

放送局は、制作本数が少なく、企画の見極めが厳しい。ま

た、プロデューサーが、地域社会を舞台とした作品の制作

に乗り出すことは困難になりつつある。ただし、作品性が

重要視される日中のアニメ放送枠に、地域社会を舞台とす

る作品を制作する余地がある。東京キーテレビ放送局にお

ける日中のアニメ放送枠は、比較的、視聴率成績の芳しく

ないテレビ放送局の方が、確保しやすい。 

（３）アニメ制作会社は、数多くの企画を必要としてお

り、企画の 1つとして地域社会を舞台とした作品を制作す

ることにも比較的好意的である。また、企画の起点も多様

であり、当該地域を舞台としたアニメコンテンツ作品の制

作を提案する先も比較的豊富である。ただし、作品の放映

先もまた多様であり、当該地域の集客ターゲットによらず、

地方局、独立局、あるいはインターネット放送のみの放映

となることもある。 

 

本研究は、日本を代表するアニメ制作会社と東京キーテ

レビ放送局に対する事例調査に基づくものであり、調査結

果の詳細は、他アニメ制作会社・テレビ放送局等への今後

の調査等に基づいて、逐次、修正される必要がある。しか

しながら、本研究の調査結果からは、地域社会が企図する

形で、当該地域を舞台としたアニメを制作することをアニ

メ制作者に提案することは極めて困難である状況が、十分

に読み取れる。一般に、過疎化や高齢化などが進行する地

域社会には、アニメコンテンツ作品の制作やメディア事情

などに精通する人材が乏しいことから、すでに聖地となり

テレビ放送局やアニメ制作会社等と関係を構築し、ノウハ

ウを蓄積した自治体による仲介等の取り組みが、今後、求

められていくものと推察される。 

 

註 

 1)軍司（2015）は、富山県南砺市が制作した、同市を舞

台としたアニメ作品「恋旅」について、その制作理由や制

作が可能であった理由、制作の効果などを考察している。 

 2)A 社は日本を代表するコングロマリットの一部であり、

約80名の社員が年間約70億円の純利益をあげている（2016

年 3月期決算公告）。B放送局は 2015年関東地区全日帯・

ゴールデン帯・プライム帯年間視聴率第 1位を達成するテ

レビ放送局である。すなわち両社は、日本のアニメコンテ

ンツ作品制作・放送を牽引する地位にある代表事例である。 

 3)アニメコンテンツ作品の制作をするテレビ放送局・ア

ニメ制作会社には、自社制作作品の放映権をテレビ放送局

に販売するものと、テレビ放送局の放送枠を購入して自社

制作作品を放映するものがある。後者は、パッケージ（DVD・

ブルーレイなど）販売やグッズ販売などを主な収益源とし

ており、放送料は宣伝費から支出される。なお、厳密には、

アニメコンテンツ作品を自社制作するテレビ放送局が、ア

ニメ放送枠の制作をアニメ制作会社に委託する場合もある。

これは、テレビ放送局が人気ある原作の制作権を獲得する

ため、権利元の出版社等から他作品と合わせて制作権を購

入（いわゆるバーター取引）した場合であり、テレビ放送

局は人気作品側の制作に注力するため、他作品側の制作を

アニメ制作会社に委託する。 

 4)厳密には、B 放送局イ氏は、制作したアニメコンテン

ツ作品の放映権を、系列局の一部に販売している。また、

後述の通り、海外への放映権販売なども行っている。 

 5)そのため、アニメ放送枠を担当するプロデューサーは、

番組制作を担当する部署ではなく、放送外収入を扱うコン

テンツ関係の部署や、権利関係の部署などに所属すること

が多い。 

 6)パッケージ売上の減少よろしく、国内アニメファンの

消費性向は低下していると考えられつつあるため、声優等

による大規模イベントの開催やゲーム作品化など、ターゲ

ット層を国内アニメファンに限定しないことが求められつ

つある。また、日本のアニメコンテンツ作品は、特にアジ

ア地域で高値取引されることが多いことから、企画当初か

らアジア諸国での放映を念頭にされるものも少なくない。

この場合、海外放送局の慣行（日本で一般的な12話完結で

なく、24話完結でなければならないなど）や海外消費者の

嗜好（地域社会を舞台とすることが多い、いわゆる日常も

のや萌えアニメ等は人気が低いなど）に合わせた企画制作

が行われる。 

 7)B 放送局イ氏によると、例えば東京キー局の場合、視

聴率上位局では日中で 8-9%程度の視聴率を達成すること

が求められているため、アニメコンテンツ作品を日中に放

映することは困難であり、放映は深夜帯が中心となる。一

方、視聴率下位局では、4-5%程度であるため、日中にアニ

メコンテンツ作品を放映することが可能となる。ただし、

残虐性や猥褻性などを含むアニメコンテンツ作品は、東京

キー局では、その社会的影響とテレビ放送局としての社会

的責任を鑑み、日中には放映されないことが多い。 

 8)註6)の通り、声優などによるイベントの開催によって

収益性を確保する制作手法もあるが、地域社会でのイベン

ト収益は、東京キー局のプロデューサーに求められる収益

規模からすると小さ過ぎ、またこのイベント開催が大規模

なパッケージ販売促進に繋がるわけでもないため、イベン

ト開催を収益源とした、地域社会を舞台とした作品を自社

制作する東京キー局で放映することは困難となっている。 

 9)アニメコンテンツ作品の企画制作スケジュールについ

ては、一部、埼玉県産業労働部「アニメの聖地化プロジェ

クト会議」における諸講演（2014年4月 24日）、Anime Japan 

2015「アニメ制作を支える制作委員会現場担当者座談会」

（2015年 3月 21日）を参考にしている。 

 10)B放送局イ氏によれば、テレビ放送局が自社制作する

アニメコンテンツ作品は、自社放送分の年間数本であるた

め、各作品に全力が注がれる一方、企画段階での見極めが

厳しい。アニメ制作会社や広告代理店等は、年間数十本を

企画制作するため、多様な企画を必要としているが、総制
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は、配慮しなければならないなどのデメリットもある 11)。 

 

３．地域社会を舞台としたアニメコンテンツ作品の捉え方 

 (1)東京キーテレビ放送局プロデューサーの場合 

 「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」（フジ

テレビ、埼玉県秩父市が聖地）などのヒット作があり、ま

た本稿執筆時現在（2016年 7月）も「ふらいんぐうぃっち」

（日本テレビ、青森県弘前市が聖地）などが放映されてい

るものの、B 放送局イ氏によれば、一般に、東京キー局が

地域社会を舞台としたアニメコンテンツ作品を自社放送分

として制作することは、困難な状況になっている。B 放送

局の場合、30分アニメコンテンツ作品1話当たりの予算は

1200-2000 万円程度だが、パッケージ売上が減少傾向にあ

る現在、これを回収して収益を上げるためには、前述の通

り、大規模イベントの開催やゲーム作品化、海外販売など

が必要となっており、宣伝費を掛けて地域社会と連携して

も、東京キー局プロデューサーに求められる規模の収益を

十分には確保しにくいと考えられている。「あの花」のよう

な、地域社会と連携したヒット作もあるものの、収益性に

厳しい見極めが求められる東京キー局プロデューサーには、

地域社会と連携したアニメコンテンツ作品を制作するハー

ドルは高い。 

また、B放送局イ氏は、近年の、地域社会を舞台としたア

ニメコンテンツ作品の減少傾向をして、地域社会を舞台と

したアニメコンテンツ作品の制作ブームは終焉したとみて

いる。現在放映されているアニメコンテンツ作品は、おお

むね 2年前頃に企画されたものであり、すなわち 2年前の

段階ですでに、地域社会を舞台としたコンテンツ作品の制

作をするプロデューサーが減少していることから、現在の

段階で、2 年後に地域社会を舞台としたアニメコンテンツ

作品を企画するプロデューサーは少ないと考えられる。 

 

 (2)アニメ制作会社プロデューサーの場合 

一方、A社ア氏は、会社の収益性は重要であるものの、地

域社会を舞台とした作品を制作する場合は、会社の収益性

をあまり意識しすぎないことにしている。A 社ア氏が地域

社会を舞台としたアニメコンテンツ作品を制作しているの

は、作品で地域活性化を図ろうとしているまでの意図はな

いものの、地域社会の衰退状況の中で、地域社会に多少な

りとも貢献になればいいとの考えからであり、地域社会を

舞台としたアニメコンテンツ作品がヒットすることによっ

て、作品、作品ファン、地域社会に有機的関係が構築され

ればよいと考えている 12)。 

地域社会を舞台とした作品を制作することは、前述の通

り、実感のある作品ができたり、プロモーションとしての

効果があったりするため、アニメ制作会社のプロデューサ

ーにはおおむねプラスに捉えられている。アニメ制作会社

のプロデューサーにとって、制作する作品の舞台とした地

域社会は、ビジネス上の取引相手やビジネスの立脚地では

なく、ロケーションハンティング等の相談相手であり、登

場させようとする箇所に許可を得る相手である。よって、

アニメ制作会社が聖地で開催するイベント等は、会社の収

益性やファンサービス以上に、聖地との関係性の構築の意

味合いが強い 13)。 

 

４．結論および展望 

本研究は、コンテンツ観光に基づく地域活性化を企図し

ながらも、独自にアニメコンテンツ作品を制作する余力の

ない地域社会が、どのような施策を打ち出せばよいのかに

ついて明らかにするため、この研究の端緒として、アニメ

制作会社プロデューサー・ア氏と東京キーテレビ局アニメ

担当プロデューサー・イ氏にヒアリング調査を行い、アニ

メコンテンツ作品の企画制作過程や、地域社会を舞台とし

たアニメ制作に対する捉え方などについて事例的に考察し

た。その詳細は以上の通りであるが、地域社会によるアプ

ローチの観点からその要諦をまとめると、次の通りとなる。 

 

（１）アニメコンテンツ作品を自社制作しているテレビ

放送局は、ターゲットとする放送エリア内に広範に作品を

伝えることができる。しかし、当該地域を舞台としたアニ

メコンテンツ作品の制作を提案する場合は、地域社会や国

内アニメファンなどにとどまらない規模感のある十分な収

益性がある企画があることが不可欠である。 

（２）アニメコンテンツ作品を自社制作しているテレビ

放送局は、制作本数が少なく、企画の見極めが厳しい。ま

た、プロデューサーが、地域社会を舞台とした作品の制作

に乗り出すことは困難になりつつある。ただし、作品性が

重要視される日中のアニメ放送枠に、地域社会を舞台とす

る作品を制作する余地がある。東京キーテレビ放送局にお

ける日中のアニメ放送枠は、比較的、視聴率成績の芳しく

ないテレビ放送局の方が、確保しやすい。 

（３）アニメ制作会社は、数多くの企画を必要としてお

り、企画の 1つとして地域社会を舞台とした作品を制作す

ることにも比較的好意的である。また、企画の起点も多様

であり、当該地域を舞台としたアニメコンテンツ作品の制

作を提案する先も比較的豊富である。ただし、作品の放映

先もまた多様であり、当該地域の集客ターゲットによらず、

地方局、独立局、あるいはインターネット放送のみの放映

となることもある。 

 

本研究は、日本を代表するアニメ制作会社と東京キーテ

レビ放送局に対する事例調査に基づくものであり、調査結

果の詳細は、他アニメ制作会社・テレビ放送局等への今後

の調査等に基づいて、逐次、修正される必要がある。しか

しながら、本研究の調査結果からは、地域社会が企図する

形で、当該地域を舞台としたアニメを制作することをアニ

メ制作者に提案することは極めて困難である状況が、十分

に読み取れる。一般に、過疎化や高齢化などが進行する地

域社会には、アニメコンテンツ作品の制作やメディア事情

などに精通する人材が乏しいことから、すでに聖地となり

テレビ放送局やアニメ制作会社等と関係を構築し、ノウハ

ウを蓄積した自治体による仲介等の取り組みが、今後、求

められていくものと推察される。 

 

註 

 1)軍司（2015）は、富山県南砺市が制作した、同市を舞

台としたアニメ作品「恋旅」について、その制作理由や制

作が可能であった理由、制作の効果などを考察している。 

 2)A 社は日本を代表するコングロマリットの一部であり、

約80名の社員が年間約70億円の純利益をあげている（2016

年 3月期決算公告）。B放送局は 2015年関東地区全日帯・

ゴールデン帯・プライム帯年間視聴率第 1位を達成するテ

レビ放送局である。すなわち両社は、日本のアニメコンテ

ンツ作品制作・放送を牽引する地位にある代表事例である。 

 3)アニメコンテンツ作品の制作をするテレビ放送局・ア

ニメ制作会社には、自社制作作品の放映権をテレビ放送局

に販売するものと、テレビ放送局の放送枠を購入して自社

制作作品を放映するものがある。後者は、パッケージ（DVD・

ブルーレイなど）販売やグッズ販売などを主な収益源とし

ており、放送料は宣伝費から支出される。なお、厳密には、

アニメコンテンツ作品を自社制作するテレビ放送局が、ア

ニメ放送枠の制作をアニメ制作会社に委託する場合もある。

これは、テレビ放送局が人気ある原作の制作権を獲得する

ため、権利元の出版社等から他作品と合わせて制作権を購

入（いわゆるバーター取引）した場合であり、テレビ放送

局は人気作品側の制作に注力するため、他作品側の制作を

アニメ制作会社に委託する。 

 4)厳密には、B 放送局イ氏は、制作したアニメコンテン

ツ作品の放映権を、系列局の一部に販売している。また、

後述の通り、海外への放映権販売なども行っている。 

 5)そのため、アニメ放送枠を担当するプロデューサーは、

番組制作を担当する部署ではなく、放送外収入を扱うコン

テンツ関係の部署や、権利関係の部署などに所属すること

が多い。 

 6)パッケージ売上の減少よろしく、国内アニメファンの

消費性向は低下していると考えられつつあるため、声優等

による大規模イベントの開催やゲーム作品化など、ターゲ

ット層を国内アニメファンに限定しないことが求められつ

つある。また、日本のアニメコンテンツ作品は、特にアジ

ア地域で高値取引されることが多いことから、企画当初か

らアジア諸国での放映を念頭にされるものも少なくない。

この場合、海外放送局の慣行（日本で一般的な12話完結で

なく、24話完結でなければならないなど）や海外消費者の

嗜好（地域社会を舞台とすることが多い、いわゆる日常も

のや萌えアニメ等は人気が低いなど）に合わせた企画制作

が行われる。 

 7)B 放送局イ氏によると、例えば東京キー局の場合、視

聴率上位局では日中で 8-9%程度の視聴率を達成すること

が求められているため、アニメコンテンツ作品を日中に放

映することは困難であり、放映は深夜帯が中心となる。一

方、視聴率下位局では、4-5%程度であるため、日中にアニ

メコンテンツ作品を放映することが可能となる。ただし、

残虐性や猥褻性などを含むアニメコンテンツ作品は、東京

キー局では、その社会的影響とテレビ放送局としての社会

的責任を鑑み、日中には放映されないことが多い。 

 8)註6)の通り、声優などによるイベントの開催によって

収益性を確保する制作手法もあるが、地域社会でのイベン

ト収益は、東京キー局のプロデューサーに求められる収益

規模からすると小さ過ぎ、またこのイベント開催が大規模

なパッケージ販売促進に繋がるわけでもないため、イベン

ト開催を収益源とした、地域社会を舞台とした作品を自社

制作する東京キー局で放映することは困難となっている。 

 9)アニメコンテンツ作品の企画制作スケジュールについ

ては、一部、埼玉県産業労働部「アニメの聖地化プロジェ

クト会議」における諸講演（2014年4月 24日）、Anime Japan 

2015「アニメ制作を支える制作委員会現場担当者座談会」

（2015年 3月 21日）を参考にしている。 

 10)B放送局イ氏によれば、テレビ放送局が自社制作する

アニメコンテンツ作品は、自社放送分の年間数本であるた

め、各作品に全力が注がれる一方、企画段階での見極めが

厳しい。アニメ制作会社や広告代理店等は、年間数十本を

企画制作するため、多様な企画を必要としているが、総制
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作本数の 5-10%がヒットすればよい収益構造となっている。 

 11)アニメ制作会社主導の制作企画では、アニメ制作会社

が放映を持ち掛けるテレビ放送局を選択することから、一

般に、企画段階では放送エリアがネックとなることはない。

ただし、残虐性や猥褻性などを含む作品は、東京キー局で

はなく地方局や独立局などに持ち込むなどの配慮はなされ

ている。 

 12)ただし、作品ファンに舞台とした場所が特定されると、

ストーリー性に影響が出ることがあるため、これらは有機

的関係にあっても、一定の距離を保つことが必要であると

も認識している。また、作品ファンへの応対時期が、アニ

メ制作会社と聖地自治体では異なっていることも課題であ

る。アニメ制作会社は、アニメコンテンツ作品の制作が終

了すると、スタッフは解散し、各々が次回作の製作に移る

ことになる。一方、地域社会が作品ファンと対峙するのは、

作品放映後である。すなわち、地域社会が作品ファンとの

交流に基づいて、アニメ制作会社に共同した取り組みを提

案したり、要望を出したりしても、アニメ制作会社はこれ

に対応することが困難であることが少なくない。 

 13)ただし、聖地で開催されるイベント開催費用は宣伝費

から支出されるため、パッケージ販売や反響などが十分に

あることが予め予測されないと、開催が難しい。 

 

引用・参考文献 

・軍司聖詞，2013，コンテンツ観光に基づく地域活性化，

地域活性研究，4，217-225 

・軍司聖詞，2015，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 

・JTBパブリッシング，2014，るるぶあの日見た花の名前

を僕達はまだ知らない。 

・JTBパブリッシング，2015，るるぶガールズ&パンツァ

ー 

・花房真理子，2014，富山県南砺市城端におけるアニメ

フ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 

横浜地域における観光動機と観光情報源の利用に関する研究 

正木聡（法政大学地域研究センター） 

Keyword： 横浜、観光動機、観光情報源 

 

【問題・目的・背景】 
観光者の観光行動には動機があり、「美しい自然を見る」、

「おいしいものを食べる」、「温泉に入る」や目的地が要因

となるものには「観光・文化施設を訪れる」、「文化的名所

を訪ねる」等で、宿泊地での消費行動では「朝食、昼食、

夕食を食べる」、「直売所で買物をする」、「喫茶・スイーツ

を食べる」等の飲食、買物に関することが、ここ近年の既

存調査ではみられる。 

観光者の観光行動の誘発や現地観光行動をする際には、

何らかの観光情報源を利用しており、観光情報源には口コ

ミ等のパーソナルコミュニケーションから新聞、テレビ等

の一般メディア、ガイドブックや旅行雑誌等の観光メディ

ア、そして、ICT時代での Webサイトや SNSまで多岐にわ

たり、観光者はその観光情報源の内容に依拠した観光行動

を行っていることが背景にある。 

個別の観光情報源には、「旅行会社や旅行情報のWebサイ

ト」、「自治体や観光協会の Webサイト」、「旅行会社のパン

フレット」、「テレビ番組」、「ガイドブック」、「SNS やブロ

グ」、「新聞・雑誌」、「広告・チラシ」や「口コミ」等があ

り、既存調査の結果から、実際の観光情報源の内容にあた

り、それぞれがどのような観光情報であるかを検証して、

観光動機との関連性を考察する。 

【研究方法・研究内容】 

 研究方法は横浜市、内閣府、JTB総研、日本交通公社
等の既存調査結果から得られた観光情報源の利用で上位

を選択し、「旅行会社や旅行情報のWebサイト」、「自治体

や観光協会の Web サイト」、「旅行会社のパンフレット」、

「テレビ番組」、「ガイドブック」を対象として、質的調

査によるドキュメント分析を主として行う。 
それぞれの観光情報源の主要な観光情報、多く取り上

げられている観光情報、注目される観光情報の内容は何

であるか等を明らかにする。 
加えて「美しい自然を見る」、「おいしいものを食べる」、

「温泉に入る」等の観光動機、「買物・飲食」等の来訪目

的との関連性について考察する。 
なお、本研究の対象地域は、2014 年の観光集客実人数

3,452万人で、2015年の観光集客実人数が3,761万人と309

万人、9.0％増加している都市観光地の横浜地域でみる。 

【研究・調査･分析結果】 

1、 観光動機について 

 日本交通公社の『観光地マネジメント研究会基礎調査』

で国内観光の観光動機をみると「美しい自然を見る」が

大変重要である64.6％、やや重要である26.9％と一番多

く、「おいしいものを食べる」が大変重要である 58.6％、

やや重要である27.1％が上位２つの動機である。 

 

図-1 旅行動機の調査 出典：日本交通公社『観光地マネ

ジメント研究会基礎調査』（2013）n=1,576 

内閣府政府広報室の『観光立国の実現に関する世論調

査』（2015）から「国内旅行へ行きたいと思う条件」でみ

ると、「宿泊料が安い」55.3％、「移動手段が安いこと」

47.7％、「魅力ある宿泊施設があること」40.4％、「家族

と一緒に休みを取れること」39.7％、「連続して休めるこ

と」38.4％、「魅力的な観光地、食事、土産があること」

37.1％となっている。 

横浜市文化観光局の『観光動態消費動向調査』から横
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作本数の 5-10%がヒットすればよい収益構造となっている。 

 11)アニメ制作会社主導の制作企画では、アニメ制作会社

が放映を持ち掛けるテレビ放送局を選択することから、一

般に、企画段階では放送エリアがネックとなることはない。

ただし、残虐性や猥褻性などを含む作品は、東京キー局で

はなく地方局や独立局などに持ち込むなどの配慮はなされ

ている。 

 12)ただし、作品ファンに舞台とした場所が特定されると、

ストーリー性に影響が出ることがあるため、これらは有機

的関係にあっても、一定の距離を保つことが必要であると

も認識している。また、作品ファンへの応対時期が、アニ

メ制作会社と聖地自治体では異なっていることも課題であ

る。アニメ制作会社は、アニメコンテンツ作品の制作が終

了すると、スタッフは解散し、各々が次回作の製作に移る

ことになる。一方、地域社会が作品ファンと対峙するのは、

作品放映後である。すなわち、地域社会が作品ファンとの

交流に基づいて、アニメ制作会社に共同した取り組みを提

案したり、要望を出したりしても、アニメ制作会社はこれ

に対応することが困難であることが少なくない。 

 13)ただし、聖地で開催されるイベント開催費用は宣伝費

から支出されるため、パッケージ販売や反響などが十分に

あることが予め予測されないと、開催が難しい。 
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【問題・目的・背景】 
観光者の観光行動には動機があり、「美しい自然を見る」、

「おいしいものを食べる」、「温泉に入る」や目的地が要因

となるものには「観光・文化施設を訪れる」、「文化的名所

を訪ねる」等で、宿泊地での消費行動では「朝食、昼食、

夕食を食べる」、「直売所で買物をする」、「喫茶・スイーツ

を食べる」等の飲食、買物に関することが、ここ近年の既

存調査ではみられる。 

観光者の観光行動の誘発や現地観光行動をする際には、

何らかの観光情報源を利用しており、観光情報源には口コ

ミ等のパーソナルコミュニケーションから新聞、テレビ等

の一般メディア、ガイドブックや旅行雑誌等の観光メディ

ア、そして、ICT時代での Webサイトや SNSまで多岐にわ

たり、観光者はその観光情報源の内容に依拠した観光行動

を行っていることが背景にある。 

個別の観光情報源には、「旅行会社や旅行情報のWebサイ

ト」、「自治体や観光協会の Webサイト」、「旅行会社のパン

フレット」、「テレビ番組」、「ガイドブック」、「SNS やブロ

グ」、「新聞・雑誌」、「広告・チラシ」や「口コミ」等があ

り、既存調査の結果から、実際の観光情報源の内容にあた

り、それぞれがどのような観光情報であるかを検証して、

観光動機との関連性を考察する。 

【研究方法・研究内容】 

 研究方法は横浜市、内閣府、JTB総研、日本交通公社
等の既存調査結果から得られた観光情報源の利用で上位

を選択し、「旅行会社や旅行情報のWebサイト」、「自治体

や観光協会の Web サイト」、「旅行会社のパンフレット」、

「テレビ番組」、「ガイドブック」を対象として、質的調

査によるドキュメント分析を主として行う。 
それぞれの観光情報源の主要な観光情報、多く取り上

げられている観光情報、注目される観光情報の内容は何

であるか等を明らかにする。 
加えて「美しい自然を見る」、「おいしいものを食べる」、

「温泉に入る」等の観光動機、「買物・飲食」等の来訪目

的との関連性について考察する。 
なお、本研究の対象地域は、2014 年の観光集客実人数

3,452万人で、2015年の観光集客実人数が3,761万人と309

万人、9.0％増加している都市観光地の横浜地域でみる。 

【研究・調査･分析結果】 

1、 観光動機について 

 日本交通公社の『観光地マネジメント研究会基礎調査』

で国内観光の観光動機をみると「美しい自然を見る」が

大変重要である64.6％、やや重要である26.9％と一番多

く、「おいしいものを食べる」が大変重要である 58.6％、

やや重要である27.1％が上位２つの動機である。 

 

図-1 旅行動機の調査 出典：日本交通公社『観光地マネ

ジメント研究会基礎調査』（2013）n=1,576 

内閣府政府広報室の『観光立国の実現に関する世論調

査』（2015）から「国内旅行へ行きたいと思う条件」でみ

ると、「宿泊料が安い」55.3％、「移動手段が安いこと」

47.7％、「魅力ある宿泊施設があること」40.4％、「家族

と一緒に休みを取れること」39.7％、「連続して休めるこ

と」38.4％、「魅力的な観光地、食事、土産があること」

37.1％となっている。 
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浜に来訪する人は、「買物・飲食」が33.8％、「動植物園

などの見物」20.2％、「遊園地・テーマパークなどのレジ

ャーなど」15.5％、「文化財などの鑑賞（寺社・洋館）」

12.2％が上位を占めている。 

 

図-2  横浜への来訪の目的 出典：横浜市文化観光局 

『観光動態消費動向調査』（2015）n=10,689 

２、観光情報源について 

既存調査での観光情報源はJTB総合研究所が2015(平

成 27)年に行った『ライフスタイルと今後の旅行消費に関

する調査』で、ポスト団塊世代（56～64歳）の観光旅行

行動の段階別見ると、旅行のきっかけでは「旅行会社の

パンフレット」が46.4％と一番多く、「続いて友人や家族

との会話」が36.1％である。 

旅行先決定では「Webサイト」が35.8％と一番多く、

続いて「友人や家族との会話」が34.6％となっている。 

現地行動決定時ではポスト団塊世代は、「ガイドブック」

が 34.6％と一番多く利用していることがわかる。 

現地での行動決定時になると「ガイドブック」の利用

が 34.6％、「Webサイト」は29.6％でその差がみられる。 

JTB総合研究所の『女性の旅行と情報収集についての調

査』は、2014年 5月に過去 3年以内に宿泊を伴う旅行を

した首都圏、中京圏、関西圏の女性20歳～64歳の 2,060

人にインターネット調査を行っている. 

旅行を思い立つきっかけは、「友人や家族との会話」が

51.5％、「テレビ番組」は38.8％と2番目に多い。 

旅行先の決定時は「旅行会社のパンフレット」が48.7％、

現地での行動決定時は「ガイドブック」が 51.5％と一番

多く、「ガイドブック」は、現地での行動決定時には5割

強と一番多く使われている。 

図-3 :ポスト団塊世代(56～64歳)の旅行の決定段階別の

情報(2015) n＝882 

出典:JTB総合研究所『団塊世代のライフスタイルと今

後の旅行消費に関する調査』（2015） 

 

図-4：女性の旅行と情報収集についての調査 n=2,060 

出典：JTB総合研究所『女性の旅行と情報収集についての

調査』（2014） 

３、旅行会社のパンフレット 

ポスト団塊世代46.4％、女性42.0％と旅行のきっかけ

となる観光情報源である「旅行会社のパンフレット」は、
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表紙に「みなとみらい」、「横浜中華街」、「八景島シーパ

ラダイス」の写真を使用し、具体的に宿泊を伴う旅行代

金を明示してお手頃価格と訴求している。 

中頁には「みなとみらい」地区を巡るツアーバスルー

ト案内図、食事処のクーポンや中華街の飲食オプショナ

ルツアーの掲載と、おすすめホテルを日にちと部屋タイ

プ別の料金で明示している。 

４、テレビ番組 

女性38.8％、ポスト団塊世代21.7％と旅行の「きっか

け」になっている「テレビ番組」は、横浜を扱った 2016

年1～7月までをポータルサイトgooの首都圏地上波テレ

ビ番組表で検索すると、横浜を対象とした番組数は 224

番組で紹介された物件数は 378 件あり、「みなとみらい」

が 22.6％と一番多く、続いて「横浜中華街」が20.9％で

2 地域が突出しており、以下は「元町」が 7.9％、「横浜

駅周辺」が7.4％、横浜市北部の「港北」が6.3％、同市

南部の「八景島」が5.3％となっている。 

 
図-5 :2016年1～7月の首都圏地上波テレビ番組表で検索

した横浜関連番組数 出典: ポータルサイト goo から筆

者作成（2016）  n＝378 

Webサイトの食べログで飲食施設の首都圏地上波の「テ

レビに出た店」を2016年 1～7月の横浜で検索すると392

件あり、「みなとみらい」が25.5％、「横浜中華街」が15.3％

と突出しており、続いて「関内・馬車道」が 7.7％、「横

浜駅周辺」7.4％、「二俣川」が 6.4％となっている。 

 

図-6 :2016年 1月～7月のテレビ番組表で検索した横浜

のテレビ露出の飲食施設数 出典: 食べログWebサイトか

ら筆者作成（2016） n＝392 

2016 年 1～7 月に横浜を取り上げた首都圏地上波のテ

レビ番組を観光対象で分類すると378件あり、「飲食施設」

と「物販施設」の複合施設はその分量の多いほうに帰属

させて、そのうち「飲食施設」は 34.4％、「物販施設」は

24.6％、「博物館・美術館・水族館・動物園」は 11.1％、

「見どころ」は10.6％、「それ以外」が19.3％となり、「飲

食施設」と「物販施設」が多いことがわかる。 

５、Webサイト 

「旅行会社や旅行情報のWebサイト」では、「トリップ

アドバイザー」の一番多い口コミは「みなとみらい」、続

いて「三溪園」、「横浜ランドマークタワー」で、「トラベ

ルジェーピー」では、横浜観光のメインは「横浜中華街」

とトップで紹介し、「みなとみらい」が続いている。 

「横浜市公式観光情報サイト」では、横浜の魅力では「み

なとみらい」、「元町」、「馬車道・関内」がベスト3で、「横

浜中華街へ行こう」は独立した設定になっている。 

６、ガイドブック 

ガイドブックの代表的な2誌である『まっぷる』と『る

るぶ』は、どちらもタイトルが「横浜 中華街・みなとみ

らい」で、メイン地名の「横浜」に「中華街・みなとみ

らい」がサブ地名として併記され、表紙には大きく「中

華街」のキャッチコピーがあり、巻頭付録では「横浜中

華街」31～40頁程を掲載している。 

2誌の本編で地域別の記事では、合計 21～24頁の「み

なとみらい」から始まるように構成しており、「横浜赤レ

ンガ倉庫」、「横浜ランドマークタワー」、「クイーンズス

クエア横浜」、「MARKIS みなとみらい」などの物販施設、

「カップヌードルミュージアム」、「オービィ横浜」、「横

浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」などの博

物施設を紹介している。 

 

表-1 :2014-2016 年に発行の主な横浜のガイドブック

頁数  出典: 筆者作成（2016）  
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浜に来訪する人は、「買物・飲食」が33.8％、「動植物園

などの見物」20.2％、「遊園地・テーマパークなどのレジ

ャーなど」15.5％、「文化財などの鑑賞（寺社・洋館）」

12.2％が上位を占めている。 

 

図-2  横浜への来訪の目的 出典：横浜市文化観光局 

『観光動態消費動向調査』（2015）n=10,689 

２、観光情報源について 

既存調査での観光情報源はJTB総合研究所が2015(平

成 27)年に行った『ライフスタイルと今後の旅行消費に関

する調査』で、ポスト団塊世代（56～64歳）の観光旅行

行動の段階別見ると、旅行のきっかけでは「旅行会社の

パンフレット」が46.4％と一番多く、「続いて友人や家族

との会話」が36.1％である。 

旅行先決定では「Webサイト」が35.8％と一番多く、

続いて「友人や家族との会話」が34.6％となっている。 

現地行動決定時ではポスト団塊世代は、「ガイドブック」

が 34.6％と一番多く利用していることがわかる。 

現地での行動決定時になると「ガイドブック」の利用

が 34.6％、「Webサイト」は29.6％でその差がみられる。 

JTB総合研究所の『女性の旅行と情報収集についての調

査』は、2014年 5月に過去 3年以内に宿泊を伴う旅行を

した首都圏、中京圏、関西圏の女性20歳～64歳の 2,060

人にインターネット調査を行っている. 

旅行を思い立つきっかけは、「友人や家族との会話」が

51.5％、「テレビ番組」は38.8％と2番目に多い。 

旅行先の決定時は「旅行会社のパンフレット」が48.7％、

現地での行動決定時は「ガイドブック」が 51.5％と一番

多く、「ガイドブック」は、現地での行動決定時には5割

強と一番多く使われている。 

図-3 :ポスト団塊世代(56～64歳)の旅行の決定段階別の

情報(2015) n＝882 

出典:JTB総合研究所『団塊世代のライフスタイルと今

後の旅行消費に関する調査』（2015） 

 

図-4：女性の旅行と情報収集についての調査 n=2,060 

出典：JTB総合研究所『女性の旅行と情報収集についての

調査』（2014） 
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表紙に「みなとみらい」、「横浜中華街」、「八景島シーパ

ラダイス」の写真を使用し、具体的に宿泊を伴う旅行代

金を明示してお手頃価格と訴求している。 

中頁には「みなとみらい」地区を巡るツアーバスルー

ト案内図、食事処のクーポンや中華街の飲食オプショナ

ルツアーの掲載と、おすすめホテルを日にちと部屋タイ

プ別の料金で明示している。 

４、テレビ番組 

女性38.8％、ポスト団塊世代21.7％と旅行の「きっか

け」になっている「テレビ番組」は、横浜を扱った 2016

年1～7月までをポータルサイトgooの首都圏地上波テレ

ビ番組表で検索すると、横浜を対象とした番組数は 224

番組で紹介された物件数は 378 件あり、「みなとみらい」

が 22.6％と一番多く、続いて「横浜中華街」が20.9％で

2 地域が突出しており、以下は「元町」が 7.9％、「横浜

駅周辺」が7.4％、横浜市北部の「港北」が6.3％、同市

南部の「八景島」が5.3％となっている。 

 
図-5 :2016年1～7月の首都圏地上波テレビ番組表で検索

した横浜関連番組数 出典: ポータルサイト goo から筆

者作成（2016）  n＝378 

Webサイトの食べログで飲食施設の首都圏地上波の「テ

レビに出た店」を2016年 1～7月の横浜で検索すると392

件あり、「みなとみらい」が25.5％、「横浜中華街」が15.3％

と突出しており、続いて「関内・馬車道」が 7.7％、「横

浜駅周辺」7.4％、「二俣川」が 6.4％となっている。 

 

図-6 :2016年 1月～7月のテレビ番組表で検索した横浜

のテレビ露出の飲食施設数 出典: 食べログWebサイトか

ら筆者作成（2016） n＝392 

2016 年 1～7 月に横浜を取り上げた首都圏地上波のテ

レビ番組を観光対象で分類すると378件あり、「飲食施設」

と「物販施設」の複合施設はその分量の多いほうに帰属

させて、そのうち「飲食施設」は 34.4％、「物販施設」は

24.6％、「博物館・美術館・水族館・動物園」は 11.1％、

「見どころ」は10.6％、「それ以外」が19.3％となり、「飲

食施設」と「物販施設」が多いことがわかる。 

５、Webサイト 

「旅行会社や旅行情報のWebサイト」では、「トリップ

アドバイザー」の一番多い口コミは「みなとみらい」、続

いて「三溪園」、「横浜ランドマークタワー」で、「トラベ

ルジェーピー」では、横浜観光のメインは「横浜中華街」

とトップで紹介し、「みなとみらい」が続いている。 

「横浜市公式観光情報サイト」では、横浜の魅力では「み

なとみらい」、「元町」、「馬車道・関内」がベスト3で、「横

浜中華街へ行こう」は独立した設定になっている。 

６、ガイドブック 

ガイドブックの代表的な2誌である『まっぷる』と『る

るぶ』は、どちらもタイトルが「横浜 中華街・みなとみ

らい」で、メイン地名の「横浜」に「中華街・みなとみ

らい」がサブ地名として併記され、表紙には大きく「中

華街」のキャッチコピーがあり、巻頭付録では「横浜中

華街」31～40頁程を掲載している。 

2誌の本編で地域別の記事では、合計 21～24頁の「み

なとみらい」から始まるように構成しており、「横浜赤レ

ンガ倉庫」、「横浜ランドマークタワー」、「クイーンズス

クエア横浜」、「MARKIS みなとみらい」などの物販施設、

「カップヌードルミュージアム」、「オービィ横浜」、「横

浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」などの博

物施設を紹介している。 

 

表-1 :2014-2016 年に発行の主な横浜のガイドブック

頁数  出典: 筆者作成（2016）  
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タイトル 発行 横浜中華街 みなとみらい 山下公園・関内 元町・山手 横浜駅周辺

タビハナ 2014 27 25 17 16 4

ココミル 2014 25 27 17 21 0

楽楽 2014 22 25 15 18 11

たびまる 2015 24 26 20 14 10

ことりっぷ 2016 25 17 16 21 2

まっぷる 2016 44 22 14 12 8

るるぶ 2016 35 30 26 12 6

マニマニ 2016 17

プレミアム 2016 18
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『まっぷる』、『るるぶ』、『ことりっぷ』、『タビハナ』

は「横浜中華街」の頁数が一番多く、「みなとみらい」が

続いている。 

『ココミル』、『たびまる』、『楽楽』は「みなとみらい」

の頁が一番多く、「横浜中華街」が続いている。 

2016年新刊の『マニマニ』は、地域別の紹介ではなく、

「横浜中華街」以外は「レトロ喫茶」、「カフェ」、「朝ご

はん」、「洋食の名店」、「スイーツ」、「ベーカリー」、「雑

貨店」等のテーマやカテゴリー別に構成している。 

同じく2016年新刊の『プレミアム』も、「横浜中華街」

以外は地域別ではなく、「歩く・観る」、「美と出会う」、「食

べる」、「買う」、「泊まる」の５つで構成している。 

７、テレビ番組とガイドブックの関係 

2016年１～7月までに Webサイトの食べログで首都圏

地上波の「横浜中華街」で「テレビに出た店」と、2014-2016

年発行のガイドブックに掲載している「横浜中華街」の

飲食施設を対照すると、「テレビ」と「ガイドブック」が

重複する率は75.0％であった。「ガイドブック」のみの掲

載が44.4％、「テレビ」のみは 13.9％である。 

 

図-7 :2016年 1～7月のテレビ番組表で検索した「横浜中

華街」のテレビ露出と 2014-2016 年発行のガイドブック

に掲載の飲食施設 出典: 筆者作成（2016） n＝72 

 横浜地域は、観光動機で上位の「おいしいものを食べ

る」では、観光情報源での「旅行会社のパンフレット」、

「Webサイト」、「テレビ番組」、「ガイドブック」それぞれ

の内容で「横浜中華街」を主に紹介しており、横浜と言

えば「横浜中華街」が欠かせないその関連性が伺える。  

また、「美しい自然を見る」は都市観光で新たな人工建

造物の「みなとみらい」には相応しないが、「観光・文化

施設を訪れる」や横浜市の調査でみられる「買物・飲食」、

「遊園地・テーマパークなどのレジャー」は「みなとみ

らい」の状況に合致している。 

【考察・今後の展開】 

横浜地域への観光動機を既存の調査に鑑みると、「美し

い自然を見る」は直接的にはそぐわないが、人工の都市

美で置き換えると「みなとみらい」の高層ビルや観覧車

からの景観、夜景ともいえよう。 

また、「おいしいものを食べる」は、横浜で飲食施設が

集積するところの「横浜中華街」が該当するであろう。 

横浜市の調査での横浜に来訪する人は、「買物・飲食」

が 33.8％と一番多く、まさに大型物販施設が集積する「み

なとみらい」や前出の「横浜中華街」は合致している。 

観光情報源で旅行の「きっかけ」となるのは、ポスト

団塊世代が 1番目、女性が 2番目の旅行会社のパンフレ

ットは、「みなとみらい」、「横浜中華街」の写真が表紙に

使われており地域のイメージを創出している。 

「旅行先の決定」では、ポスト団塊世代は Web サイト

が一番多いが、やはりサイトでも「みなとみらい」、「横

浜中華街」は主要な紹介となっている。 

女性とポスト団塊世代の旅行のきっかけとなっている

「テレビ番組」をみても、横浜において「みなとみらい」、

「横浜中華街」が突出して、「飲食施設」と「物販施設」

が多いことがわかった。 

現地行動決定時ではポスト団塊世代、女性ともガイド

ブックが一番利用されており、代表する 2 誌は巻頭付録

に「横浜中華街」、地域別の記事は、「みなとみらい」か

ら構成しており、他のガイドブックも「みなとみらい」

と「横浜中華街」の上位2地域に多くの頁を割いている。 

「横浜中華街」の飲食施設の対照では、テレビとガイ

ドブックが重複する率は 75.0％であり、観光動機におけ

る旅行のきっかけ、現地行動決定時とも同じ観光情報が

繰り返すように再生産していることがわかる。 

観光動機と観光情報源に相応がみられ、どちらが先か

後かまでは言及できないが、メディアが取り上げるとこ

ろは同様なことが多くみられて、異なるメディアであっ

ても、同一分野のメディアでも変わらない。 

 今後の展開ではより年度を広げた分析と、都市観光地

以外の地域での検証を試みる所存である。 

【引用・参考文献】 

JTB総研, 2014, 女性と旅行の情報収集についての調査  
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観光・まちづくりの活動主体に有用な地域コミュニケーションスキル養成プログラムの試験的運用 

－映像アーカイブを活用した初心者向け「学びの仕掛け」の設計・実践を対象として－ 

富澤浩樹（岩手県立大学），大西律子（目白大学） 

Keyword： 地域コミュニケーション，観光・まちづくり，映像アーカイブ，官民協働 

 

【問題・目的・背景】 
近年、我が国の多くの市町村では、少子高齢化や産業

空洞化等の影響により人口減少傾向を辿っており、地域

の現場では、その担い手となる人材の育成が、久しく課

題となっている。著者らは2004年以来、そうした社会的

要請を受けて、地域のまちづくり活動を担う人材を育成

する仕組みの体系化に関する研究に取り組んでいる1）。

昨今では、社会貢献意識が傾向的に上昇してきており（内

閣府「社会意識に関する世論調査（2016年2月調査）」）、

地域の担い手の裾野拡大に向けては希望の持てる状況に

なって来ているとも考えられる。しかし、その一方で、

地域主体の観光・まちづくり活動の現場においては、傾

聴力、対話（会話）力、調整力からなるコミュニケーシ

ョンスキル 2）（以下、地域コミュニケーションスキル）

を、まちづくり活動初心者がいかに身に付け、いかに当

事者意識を持って取り組み、より中核的な人材として育

成していくのかが課題となっている 3）。 
そこで、本研究では、これまでの研究知見を基礎とし

ながら、先に述べた地域コミュニケーションスキルの養

成にかかる課題の処方箋を得ることを目標として、著者

らが埼玉県戸田市生涯学習課（以下、生涯学習課）と協

働で取り組んだ、まちづくり学習プログラム（以下、H27
年度版プログラム）に焦点を当てる（2016年2月より戸

田市民大学「生涯学習サポーター養成講座」の中で実施）。

具体的には、１）その開発・運用過程を明らかにすると

共に、２）観光・まちづくり活動の初心者層に特に求め

られる地域コミュニケーションスキル養成のための方法

の妥当性について検証した上で、3)既存自治体の生涯学

習講座において適用可能なまちづくり初心者向けのアプ

ローチについて考察する、ことを目的としている。 

【研究方法・研究内容】 
研究方法は、①本課題に対する著者らの研究ストック

を活用した内部検討及び関連研究の精査、②H27 年度版

プログラムの開発・運用過程における質的データ（著者

らのアクションリサーチや受講生に課した事前アンケー

ト、課題、講座後アンケート）の分析、が中心である。 
【研究・調査・分析結果】 
１）先行研究の調査 
地域コミュニケーションに関する研究は、その重要性

が2000年前後より指摘されているが4）、近年では、コミ

ュニケーションが創発される場に着目した研究が多いと

いえる。一例をあげれば、著者ら 5）は、地域イベントの

参加者が地域の理解を深め、課題解決のキッカケを得る

ことを目的に、地域イベントの現場において交流サロン

を運営した。また、熊澤ら 6）は、まちづくり活動の成果

を市民協働で制作することで、市民が対話する場面が生

み出されるとしている。 
しかし、地域コミュニケーションスキル養成について

の研究は、主に初等教育、看護・保健医療・福祉教育の

分野においてみられるものの、観光・まちづくり分野に

おいてはほとんどみられない 7）。一方、観光庁は、2012
年 3 月に『地域づくり人育成ハンドブック』8）を公開し

て、地域コミュニケーションスキルを重要な要素として

取り上げながら、その養成に必要な学習の範囲と進め方

を提示している。しかしながら、その人材像は、「多様な

個々の人材」「リーダーの役割を果たす様々な人材」「リ

ーダーを支える人材」の 3 区分となっており個々の経験

の段階に応じているとはいえず、まちづくり活動初心者

を対象としていない。 
一方、初心者を対象としたと研究としては、著者ら 9）

段 階 
修得内容 

初心者
1

初級者
2

中級者
3                 4

上級者
5

まち知識 
おぼろげに 
まちを知る 
〈受身〉 

視点を持って 
まちを確実に知る 
〈リテラシー獲得〉 

まちを体系的に知り、問題発見できる 
〈企画・提案技術獲得〉 まちづくり 

プロデューサー 
 

・テーマ別の知識充実 
・テーマに沿う活動を指導力・ 
 説得力・調整力をもって実践・展開 

まち意識 気づくレベル 興味・関心レベル 愛着・批判レベル 提言レベル 

まち行動 一歩外へ出る 指示されながら動く 見様見真似で 
主体的に動く 指導・説得・調整できる 

    ※著者らの先行研究よりモデル化したもの（脚注8）        

図1  まちづくりの現場で求められる人材像の5段階モデル 
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『まっぷる』、『るるぶ』、『ことりっぷ』、『タビハナ』

は「横浜中華街」の頁数が一番多く、「みなとみらい」が

続いている。 

『ココミル』、『たびまる』、『楽楽』は「みなとみらい」

の頁が一番多く、「横浜中華街」が続いている。 

2016年新刊の『マニマニ』は、地域別の紹介ではなく、

「横浜中華街」以外は「レトロ喫茶」、「カフェ」、「朝ご

はん」、「洋食の名店」、「スイーツ」、「ベーカリー」、「雑

貨店」等のテーマやカテゴリー別に構成している。 

同じく2016年新刊の『プレミアム』も、「横浜中華街」

以外は地域別ではなく、「歩く・観る」、「美と出会う」、「食

べる」、「買う」、「泊まる」の５つで構成している。 

７、テレビ番組とガイドブックの関係 

2016年１～7月までに Webサイトの食べログで首都圏

地上波の「横浜中華街」で「テレビに出た店」と、2014-2016

年発行のガイドブックに掲載している「横浜中華街」の

飲食施設を対照すると、「テレビ」と「ガイドブック」が

重複する率は75.0％であった。「ガイドブック」のみの掲

載が44.4％、「テレビ」のみは 13.9％である。 

 

図-7 :2016年 1～7月のテレビ番組表で検索した「横浜中

華街」のテレビ露出と 2014-2016 年発行のガイドブック

に掲載の飲食施設 出典: 筆者作成（2016） n＝72 

 横浜地域は、観光動機で上位の「おいしいものを食べ

る」では、観光情報源での「旅行会社のパンフレット」、

「Webサイト」、「テレビ番組」、「ガイドブック」それぞれ

の内容で「横浜中華街」を主に紹介しており、横浜と言

えば「横浜中華街」が欠かせないその関連性が伺える。  

また、「美しい自然を見る」は都市観光で新たな人工建

造物の「みなとみらい」には相応しないが、「観光・文化

施設を訪れる」や横浜市の調査でみられる「買物・飲食」、

「遊園地・テーマパークなどのレジャー」は「みなとみ

らい」の状況に合致している。 

【考察・今後の展開】 

横浜地域への観光動機を既存の調査に鑑みると、「美し

い自然を見る」は直接的にはそぐわないが、人工の都市

美で置き換えると「みなとみらい」の高層ビルや観覧車

からの景観、夜景ともいえよう。 

また、「おいしいものを食べる」は、横浜で飲食施設が

集積するところの「横浜中華街」が該当するであろう。 

横浜市の調査での横浜に来訪する人は、「買物・飲食」

が 33.8％と一番多く、まさに大型物販施設が集積する「み

なとみらい」や前出の「横浜中華街」は合致している。 

観光情報源で旅行の「きっかけ」となるのは、ポスト

団塊世代が 1番目、女性が 2番目の旅行会社のパンフレ

ットは、「みなとみらい」、「横浜中華街」の写真が表紙に

使われており地域のイメージを創出している。 

「旅行先の決定」では、ポスト団塊世代は Web サイト

が一番多いが、やはりサイトでも「みなとみらい」、「横

浜中華街」は主要な紹介となっている。 

女性とポスト団塊世代の旅行のきっかけとなっている

「テレビ番組」をみても、横浜において「みなとみらい」、

「横浜中華街」が突出して、「飲食施設」と「物販施設」

が多いことがわかった。 

現地行動決定時ではポスト団塊世代、女性ともガイド

ブックが一番利用されており、代表する 2 誌は巻頭付録

に「横浜中華街」、地域別の記事は、「みなとみらい」か

ら構成しており、他のガイドブックも「みなとみらい」

と「横浜中華街」の上位2地域に多くの頁を割いている。 

「横浜中華街」の飲食施設の対照では、テレビとガイ

ドブックが重複する率は 75.0％であり、観光動機におけ

る旅行のきっかけ、現地行動決定時とも同じ観光情報が

繰り返すように再生産していることがわかる。 

観光動機と観光情報源に相応がみられ、どちらが先か

後かまでは言及できないが、メディアが取り上げるとこ

ろは同様なことが多くみられて、異なるメディアであっ

ても、同一分野のメディアでも変わらない。 

 今後の展開ではより年度を広げた分析と、都市観光地

以外の地域での検証を試みる所存である。 

【引用・参考文献】 

JTB総研, 2014, 女性と旅行の情報収集についての調査  

JTB 総研, 2015, 団塊世代のライフスタイルと今後の旅

行消費に関する調査 

内閣府広報室, 2015, 観光立国の実現に関する与論調査 

日本交通公社, 2013, 観光地マネジメント研究会基礎調査 

横浜市文化観光局, 2015, 観光動態消費動向調査 
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観光・まちづくりの活動主体に有用な地域コミュニケーションスキル養成プログラムの試験的運用 

－映像アーカイブを活用した初心者向け「学びの仕掛け」の設計・実践を対象として－ 

富澤浩樹（岩手県立大学），大西律子（目白大学） 

Keyword： 地域コミュニケーション，観光・まちづくり，映像アーカイブ，官民協働 

 

【問題・目的・背景】 
近年、我が国の多くの市町村では、少子高齢化や産業

空洞化等の影響により人口減少傾向を辿っており、地域

の現場では、その担い手となる人材の育成が、久しく課

題となっている。著者らは2004年以来、そうした社会的

要請を受けて、地域のまちづくり活動を担う人材を育成

する仕組みの体系化に関する研究に取り組んでいる1）。

昨今では、社会貢献意識が傾向的に上昇してきており（内

閣府「社会意識に関する世論調査（2016年2月調査）」）、

地域の担い手の裾野拡大に向けては希望の持てる状況に

なって来ているとも考えられる。しかし、その一方で、

地域主体の観光・まちづくり活動の現場においては、傾

聴力、対話（会話）力、調整力からなるコミュニケーシ

ョンスキル 2）（以下、地域コミュニケーションスキル）

を、まちづくり活動初心者がいかに身に付け、いかに当

事者意識を持って取り組み、より中核的な人材として育

成していくのかが課題となっている 3）。 
そこで、本研究では、これまでの研究知見を基礎とし

ながら、先に述べた地域コミュニケーションスキルの養

成にかかる課題の処方箋を得ることを目標として、著者

らが埼玉県戸田市生涯学習課（以下、生涯学習課）と協

働で取り組んだ、まちづくり学習プログラム（以下、H27
年度版プログラム）に焦点を当てる（2016年2月より戸

田市民大学「生涯学習サポーター養成講座」の中で実施）。

具体的には、１）その開発・運用過程を明らかにすると

共に、２）観光・まちづくり活動の初心者層に特に求め

られる地域コミュニケーションスキル養成のための方法

の妥当性について検証した上で、3)既存自治体の生涯学

習講座において適用可能なまちづくり初心者向けのアプ

ローチについて考察する、ことを目的としている。 

【研究方法・研究内容】 
研究方法は、①本課題に対する著者らの研究ストック

を活用した内部検討及び関連研究の精査、②H27 年度版

プログラムの開発・運用過程における質的データ（著者

らのアクションリサーチや受講生に課した事前アンケー

ト、課題、講座後アンケート）の分析、が中心である。 
【研究・調査・分析結果】 
１）先行研究の調査 
地域コミュニケーションに関する研究は、その重要性

が2000年前後より指摘されているが4）、近年では、コミ

ュニケーションが創発される場に着目した研究が多いと

いえる。一例をあげれば、著者ら 5）は、地域イベントの

参加者が地域の理解を深め、課題解決のキッカケを得る

ことを目的に、地域イベントの現場において交流サロン

を運営した。また、熊澤ら 6）は、まちづくり活動の成果

を市民協働で制作することで、市民が対話する場面が生

み出されるとしている。 
しかし、地域コミュニケーションスキル養成について

の研究は、主に初等教育、看護・保健医療・福祉教育の

分野においてみられるものの、観光・まちづくり分野に

おいてはほとんどみられない 7）。一方、観光庁は、2012
年 3 月に『地域づくり人育成ハンドブック』8）を公開し

て、地域コミュニケーションスキルを重要な要素として

取り上げながら、その養成に必要な学習の範囲と進め方

を提示している。しかしながら、その人材像は、「多様な

個々の人材」「リーダーの役割を果たす様々な人材」「リ

ーダーを支える人材」の 3 区分となっており個々の経験

の段階に応じているとはいえず、まちづくり活動初心者

を対象としていない。 
一方、初心者を対象としたと研究としては、著者ら 9）

段 階 
修得内容 

初心者
1

初級者
2

中級者
3                 4

上級者
5

まち知識 
おぼろげに 
まちを知る 
〈受身〉 

視点を持って 
まちを確実に知る 
〈リテラシー獲得〉 

まちを体系的に知り、問題発見できる 
〈企画・提案技術獲得〉 まちづくり 

プロデューサー 
 

・テーマ別の知識充実 
・テーマに沿う活動を指導力・ 
 説得力・調整力をもって実践・展開 

まち意識 気づくレベル 興味・関心レベル 愛着・批判レベル 提言レベル 

まち行動 一歩外へ出る 指示されながら動く 見様見真似で 
主体的に動く 指導・説得・調整できる 

    ※著者らの先行研究よりモデル化したもの（脚注8）        

図1  まちづくりの現場で求められる人材像の5段階モデル 

 

251

第8回研究大会論文集.indd   251 16/08/29   15:58



【人口】 人口約13.6万人（2016.8.1現在） （平均年齢39.6歳（県内一位），高齢者人口：
1.36万人：15.7%） 人口・世帯ともにゆるやかな増加傾向にある

【産業】 印刷関連業，流通産業等   【市制】1966年市制施行
【地理】 埼玉県東南部・荒川を挟んで東京都板橋区・北区と接している

【将来都市像】 「みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち とだ」
【基本理念】「市民が安心して暮らせるまち」「市民が主体的にまちづくりに参画できるまち」

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

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

表1 戸田市の地域的特性

の観光・まちづくり学習プログラムに関する研究がある。

具体的には、地域の現場で求められる人材像を、まちづ

くりの活動主体の経験・知識の段階に応じて 5 段階の成

長プロセス（初心者・初級者・中級者（2段階）・上級者）

として捉え（図1）、各段階において有効に機能し得るま

ちづくり学習プログラムの開発、運用、評価を試みてき

ている。まちづくり活動初心者のための知見として、2004
年以来の研究ストックからなる著者らの映像アーカイブ

（まちづくり学習講座の記録、地域イベントでのキーパ

ーソンへのインタビュー、フィールドワークの様子等）

から、学習内容と対象層の興味・関心に応じてロールモ

デルを抽出し、学習コンテンツとして使用することが有

用であることが明らかになっている 10）。 
 以上を踏まえて、本研究では、①地域コミュニケーシ

ョンスキルの 3 要素である傾聴力、対話力、調整力の養

成を目的とした学習フレームを新たに設計すること、②

著者らの初心者向けまちづくり学習プログラムの知見を

その設計に活用することを、基本方針とした。 
２）H27年度版プログラムに用いる学習フレームの検討 
 埼玉県戸田市は、埼玉県の南東部にあり、東京都板橋

区・北区と荒川を境として接している。人口は13.6万人

余り。わが国では珍しく、人口・世帯数ともに緩やかな

増加傾向にある 11）。表 1は、戸田市の地域特性を整理し

てまとめたものである。 

2013年より設けられた戸田市民大学「生涯学習サポー

ター養成講座」は、『第3次戸田市生涯学習推進計画』12）

の基本政策に基づいて、地域活動に繋がるまちづくりの

活動主体の養成を目的としている。著者らは、生涯学習

課と協働で、初級者向け講座（H25 年度、H26 年度）、

中級者向け講座（H26 年度）を対象としたまちづくり学

習プログラムを研究開発し実証的に検証してきている 13）。 
H27 年度版プログラムの学習フレームは、以上の講座

実績での効果と課題を踏まえた上で、2015 年 6 月以降、

著者らと生涯学習課とで、対面、メール等で打ち合わせ

を重ねて検討された。その結果、①新規参加を促す、②

既存組織（サークル、NPO、まちづくり活動団体等）の

中で活動するための素地として地域コミュニケーション

スキルを養成する、③研修施設による坐学スタイルで 1
講座あたり150分、といった基本方針に合意した。 
以上を踏まえ、図2及び図3として示すH27年度版プ

ログラムの基本フレームを設計した。各回の講座は、上

記の基本方針より、連続で受講することも、1回のみ受講

することも可能なように構成した。また、講座タイトル

を「働く世代のためのコミュニケーションスキルアップ

講座」として、より若い世代の参加を促すこととした。

なお、H27年度版プログラムの運用体制は表2の通りで

ある。 
３）学習コンテンツの検討－映像アーカイブ活用 
 前述の通り、著者らの映像アーカイブは研究ストック

として存在しており、基本的には評価用の質的データと

して用いているが、一部映像については、まちづくり学

習講座内での利用許可を関係者から得ている。そこで、

先ず、H27 年度版プログラムの受講予定者の事前アンケ

ートを実施して、得られた結果（8名分、30代～50代）

を参考にしながら、映像コンテンツを構成した。 
事前アンケートの地域コミュニケーションスキルに関

表2  H27年度版プログラムの運用体制 
メンバー 講座での主な役割／専門 

研究者A 主講師・参与観察／都市計画・まちづくり学習 

研究者B 副講師・会場設営・参与観察／情報システム・メディア開発 

運営スタッフ（補助2名） 全体アシスト，板書，タイムキーパー，音声記録 

※戸田市役所生涯学習課職員３名がオブザーバーとして参加 

 

・セッション１～３の導入 

・「傾聴」「対話」「調整」スキルの確認 

図 3 H27年度版プログラム（第2回講座）の基本フレーム 

第２回講座  （全 150 分）  2016.3.5 

イントロダクション ・第１回アンケート，振り返りシートからの解説 
・映像による事例 
・「傾聴」「メモ取り」についてレクチャー 

・映像による事例，論点紹介 
・論点ワークショップ，解説 
・「傾聴」「対話」「調整」スキルの確認 

セッション２ 
【総括ワークショップ】 

アンケート・告知 

【学習目標】 自分の立ち位置確認／地域の捉え方，向かう姿勢への気付き／ 

地域コミュニケーション 

30分

60分

50分

5分

－－－－－－－－－－－－－－休 憩 （5分）－－－－－－－－－－－－－－ 

セッション１ 
【論点ワークショップ】 

・セッション１を踏まえての目標、講座総括 
「今後どうしていきたいですか？」 
・明日からのコミュニケーション（決意表明） 
・講師による総括 

映像

映像

第１回講座  （全 150 分）  2016.2.20 

イントロダクション ・スタッフ紹介／目的・背景・意図／概要説明 
・諸注意・配布資料の確認 

ワークショップイントロ  
 

セッション１ ・自己紹介（講座に参加した動機と期待すること） 
・講師からのコメント 

セッション２ 
【傾聴・対話・人付き合い】 

・受講生のアンケート結果の紹介 
・映像による事例 
・ワークショップ，講師による解説 

本日のまとめ 
・受講生からの感想 
・講師からのコメント 

アンケート・次回説明 

【学習目標】 自分の立ち位置確認／地域の捉え方，向かう姿勢への気付き 

－－－－－－－－－－－－－－休 憩 （5分）－－－－－－－－－－－－－－ 

25分

5分

20分

5分

20分

10分

映像

図 2 H27年度版プログラム（第1回講座）の基本フレーム 

【配布資料】講座テキスト、WS用テキスト、学習ノー
ト、ケーススタディ資料、受講アンケート 

【配布資料】講座テキスト、WS用テキスト、学習ノー
ト、ケーススタディ資料、受講アンケート 

する質問項目（4段階・SA）に着目すると、「当てはまる・

少し当てはまる」と回答した人数は、「周囲にうまく働き

かけることが難しいと感じる（傾聴・対話）」については

最も多く 7 名（86.5%）、ついで、「多様な意見・考えを

まとめることが難しく感じる（傾聴・対話・調整）」が5
名（62.5%）、そして、「やるべき事柄を抱えすぎている（調

整）」と「目標が見えなくなることがある（問題意識）」

が 4 名（50%）であった（上記項目内の括弧は対応する

地域コミュニケーションスキルの要素）。 
以上から，当初の狙い通り、問題意識が定まっていな

い、地域の現場においてコミュニケーション上の課題を

抱えているまちづくり活動初心者が受講生であると判断

できる。そこで、映像コンテンツは、著者らが他に実施

した研修においてゲストスピーカーを招いてインタビュ

ー会を実施した場面等を用いることにした。受講生とい

う立場は同じであること、現役 NPO 職員であることか

ら受講生にとって身近と思われるA氏～D氏（まちづく

りNPO職員等、40代～60代）と、ロールモデルとして

のAA氏（まちづくりNPO事務局長・30代男性）、BB
氏（関東圏の元児童センター所長・60代女性）を学習コ

ンテンツとして必要部分を編集し、基本フレームに配置

して活用することとした。図4と図5は、第1回講座お

よび第 2 回講座で用いる映像コンテンツの内容と提示意

図をまとめたものである。 
４）H27年度版プログラムの運用 

H27 年度版プログラムは、戸田市教育センターにて実

施された。以下では、各回の実施概要について示す。受

講生のプロフィールと出席状況は、表3の通りである。 
表3 受講生のプロフィールと出席状況 

受

講

生 

事前 
アンケート

※1 

年齢 
性別 

まちづくり活動内容 
（活動レベル※1） 

第1回 
出席 

第2回 
出席 

1 有 50代・女 子ども会・町会（前向きに活動） ○ － 

2 有 40代・女 
シティーセールス検討会議公募

委員、町会（お手伝い） － ○ 

3 有 30代・男 子育て、コーチング（お手伝い） － ○ 

4 有 50代・女 ボランティア市民センター勤務、

町会班長、移籍調査会（お手伝い） 
○ ○ 

5 有 40代・女 子ども・青少年（前向きに活動） － － 

6 有 40代・女 
市民大学講座3年目 

（前向きに活動）（お手伝い） 
○ ○ 

7 有 40代・女 
介護者サロン、社労士資格 

（お手伝い） 
○ ○ 

8 有 40代・女 
市民大学講座、星空観察会 

（お手伝い） 
○ ○ 

9 無 40代・女 町会、コミュニティサロン経営 ○ ○ 

＜第1回講座（2016年2月20日13：30～16：00）＞ 
先ず、本講座の全体

像と設計意図、学習

目標について主講師

より説明された。特

にワークショップ

（以下、WS）に向け

て、地域コミュニケ

ーションスキルを向上させる意義について、具体例をあ

げながら、特に傾聴力を中心に解説が行われた。次に、

セッション 1 では、受講生がそれぞれに参加動機と期待

することを含めて自己紹介を行った。それを踏まえ、セ

ッション 2 では、映像コンテンツ（既出：図 4）を用い

て、1分間の自己紹介例を示した。影像コンテンツ毎に受

講生の数名を講師が指名して、どう感じたかを訊いた上

で、地域コミュニケーションスキルに纏わる解説を行っ

た。なお、図 6 に示すように、影像コンテンツとともに

内容を起こしたテキストをモニター表示して、受講生の

理解を助けることにした。そして、受講生全員が講座の

＜セッション１＞  

Ａ氏 【内容】 1分間自己紹介例 (02：32)

・いいたいことが伝えられない例として 

Ｂ氏 【内容】 １分間自己紹介例 (01:32)

・話のポイントが伝わらない、わからない例として 

Ｃ氏 「内容」 1分間自己紹介 (01：22)

・傾聴、対話の姿勢を意識している例として 

ＡＡ氏 【内容】 自己紹介 (05:50)

・地域コミュニケーションスキルのモデルとして 

図4  H27年度版プログラム（第1回講座）使用映像の内容と提示意図 

受講シーン 【内容】 NPO研修初回の様子 (01:27)

・受講生の傾聴の姿勢が感じられない様子 

ＡＡ氏(1) 【内容】 エピソードの紹介 (01:01)

・傾聴の大切さ。地域へのいざないたいリーダーの姿 

＜セッション１＞  

Ｃ氏

・傾聴、共感、質問という対話のサイクル例 

Ｄ氏

・ズレたコミュニケーションのチャネル合わせ方法 

  図5 H27年度版プログラム（第2回講座）使用映像の内容と提示意図 

＜セッション２＞  

【内容】 対話シーン (02:10)

【内容】 具体的なやりとり (03:04)

BB氏

・地域コミュニケーションのルール 

【内容】 自己開示と向き合う姿勢 (01:55)

AA氏(2)

・相手を知るための投げかけ。対話の環境づくり 

【内容】 傾聴・共感ポイントの探索 (01:50)

（映像コンテンツ利用場面例） 
図6 H27年度版プログラム第1回の様子 
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【人口】 人口約13.6万人（2016.8.1現在） （平均年齢39.6歳（県内一位），高齢者人口：
1.36万人：15.7%） 人口・世帯ともにゆるやかな増加傾向にある

【産業】 印刷関連業，流通産業等   【市制】1966年市制施行
【地理】 埼玉県東南部・荒川を挟んで東京都板橋区・北区と接している

【将来都市像】 「みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち とだ」
【基本理念】「市民が安心して暮らせるまち」「市民が主体的にまちづくりに参画できるまち」

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

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

表1 戸田市の地域的特性

の観光・まちづくり学習プログラムに関する研究がある。

具体的には、地域の現場で求められる人材像を、まちづ

くりの活動主体の経験・知識の段階に応じて 5 段階の成

長プロセス（初心者・初級者・中級者（2段階）・上級者）

として捉え（図1）、各段階において有効に機能し得るま

ちづくり学習プログラムの開発、運用、評価を試みてき

ている。まちづくり活動初心者のための知見として、2004
年以来の研究ストックからなる著者らの映像アーカイブ

（まちづくり学習講座の記録、地域イベントでのキーパ

ーソンへのインタビュー、フィールドワークの様子等）

から、学習内容と対象層の興味・関心に応じてロールモ

デルを抽出し、学習コンテンツとして使用することが有

用であることが明らかになっている 10）。 
 以上を踏まえて、本研究では、①地域コミュニケーシ

ョンスキルの 3 要素である傾聴力、対話力、調整力の養

成を目的とした学習フレームを新たに設計すること、②

著者らの初心者向けまちづくり学習プログラムの知見を

その設計に活用することを、基本方針とした。 
２）H27年度版プログラムに用いる学習フレームの検討 
 埼玉県戸田市は、埼玉県の南東部にあり、東京都板橋

区・北区と荒川を境として接している。人口は13.6万人

余り。わが国では珍しく、人口・世帯数ともに緩やかな

増加傾向にある 11）。表 1は、戸田市の地域特性を整理し

てまとめたものである。 

2013年より設けられた戸田市民大学「生涯学習サポー

ター養成講座」は、『第3次戸田市生涯学習推進計画』12）

の基本政策に基づいて、地域活動に繋がるまちづくりの

活動主体の養成を目的としている。著者らは、生涯学習

課と協働で、初級者向け講座（H25 年度、H26 年度）、

中級者向け講座（H26 年度）を対象としたまちづくり学

習プログラムを研究開発し実証的に検証してきている 13）。 
H27 年度版プログラムの学習フレームは、以上の講座

実績での効果と課題を踏まえた上で、2015 年 6 月以降、

著者らと生涯学習課とで、対面、メール等で打ち合わせ

を重ねて検討された。その結果、①新規参加を促す、②

既存組織（サークル、NPO、まちづくり活動団体等）の

中で活動するための素地として地域コミュニケーション

スキルを養成する、③研修施設による坐学スタイルで 1
講座あたり150分、といった基本方針に合意した。 
以上を踏まえ、図2及び図3として示すH27年度版プ

ログラムの基本フレームを設計した。各回の講座は、上

記の基本方針より、連続で受講することも、1回のみ受講

することも可能なように構成した。また、講座タイトル

を「働く世代のためのコミュニケーションスキルアップ

講座」として、より若い世代の参加を促すこととした。

なお、H27年度版プログラムの運用体制は表2の通りで

ある。 
３）学習コンテンツの検討－映像アーカイブ活用 
 前述の通り、著者らの映像アーカイブは研究ストック

として存在しており、基本的には評価用の質的データと

して用いているが、一部映像については、まちづくり学

習講座内での利用許可を関係者から得ている。そこで、

先ず、H27 年度版プログラムの受講予定者の事前アンケ

ートを実施して、得られた結果（8名分、30代～50代）

を参考にしながら、映像コンテンツを構成した。 
事前アンケートの地域コミュニケーションスキルに関

表2  H27年度版プログラムの運用体制 
メンバー 講座での主な役割／専門 

研究者A 主講師・参与観察／都市計画・まちづくり学習 

研究者B 副講師・会場設営・参与観察／情報システム・メディア開発 

運営スタッフ（補助2名） 全体アシスト，板書，タイムキーパー，音声記録 

※戸田市役所生涯学習課職員３名がオブザーバーとして参加 

 

・セッション１～３の導入 

・「傾聴」「対話」「調整」スキルの確認 

図 3 H27年度版プログラム（第2回講座）の基本フレーム 

第２回講座  （全 150 分）  2016.3.5 

イントロダクション ・第１回アンケート，振り返りシートからの解説 
・映像による事例 
・「傾聴」「メモ取り」についてレクチャー 

・映像による事例，論点紹介 
・論点ワークショップ，解説 
・「傾聴」「対話」「調整」スキルの確認 

セッション２ 
【総括ワークショップ】 

アンケート・告知 

【学習目標】 自分の立ち位置確認／地域の捉え方，向かう姿勢への気付き／ 

地域コミュニケーション 

30分

60分

50分

5分

－－－－－－－－－－－－－－休 憩 （5分）－－－－－－－－－－－－－－ 

セッション１ 
【論点ワークショップ】 

・セッション１を踏まえての目標、講座総括 
「今後どうしていきたいですか？」 
・明日からのコミュニケーション（決意表明） 
・講師による総括 

映像

映像

第１回講座  （全 150 分）  2016.2.20 

イントロダクション ・スタッフ紹介／目的・背景・意図／概要説明 
・諸注意・配布資料の確認 

ワークショップイントロ  
 

セッション１ ・自己紹介（講座に参加した動機と期待すること） 
・講師からのコメント 

セッション２ 
【傾聴・対話・人付き合い】 

・受講生のアンケート結果の紹介 
・映像による事例 
・ワークショップ，講師による解説 

本日のまとめ 
・受講生からの感想 
・講師からのコメント 

アンケート・次回説明 

【学習目標】 自分の立ち位置確認／地域の捉え方，向かう姿勢への気付き 

－－－－－－－－－－－－－－休 憩 （5分）－－－－－－－－－－－－－－ 

25分

5分

20分

5分

20分

10分

映像

図 2 H27年度版プログラム（第1回講座）の基本フレーム 

【配布資料】講座テキスト、WS用テキスト、学習ノー
ト、ケーススタディ資料、受講アンケート 

【配布資料】講座テキスト、WS用テキスト、学習ノー
ト、ケーススタディ資料、受講アンケート 

する質問項目（4段階・SA）に着目すると、「当てはまる・

少し当てはまる」と回答した人数は、「周囲にうまく働き

かけることが難しいと感じる（傾聴・対話）」については

最も多く 7 名（86.5%）、ついで、「多様な意見・考えを

まとめることが難しく感じる（傾聴・対話・調整）」が5
名（62.5%）、そして、「やるべき事柄を抱えすぎている（調

整）」と「目標が見えなくなることがある（問題意識）」

が 4 名（50%）であった（上記項目内の括弧は対応する

地域コミュニケーションスキルの要素）。 
以上から，当初の狙い通り、問題意識が定まっていな

い、地域の現場においてコミュニケーション上の課題を

抱えているまちづくり活動初心者が受講生であると判断

できる。そこで、映像コンテンツは、著者らが他に実施

した研修においてゲストスピーカーを招いてインタビュ

ー会を実施した場面等を用いることにした。受講生とい

う立場は同じであること、現役 NPO 職員であることか

ら受講生にとって身近と思われるA氏～D氏（まちづく

りNPO職員等、40代～60代）と、ロールモデルとして

のAA氏（まちづくりNPO事務局長・30代男性）、BB
氏（関東圏の元児童センター所長・60代女性）を学習コ

ンテンツとして必要部分を編集し、基本フレームに配置

して活用することとした。図4と図5は、第1回講座お

よび第 2 回講座で用いる映像コンテンツの内容と提示意

図をまとめたものである。 
４）H27年度版プログラムの運用 

H27 年度版プログラムは、戸田市教育センターにて実

施された。以下では、各回の実施概要について示す。受

講生のプロフィールと出席状況は、表3の通りである。 
表3 受講生のプロフィールと出席状況 

受

講

生 

事前 
アンケート

※1 

年齢 
性別 

まちづくり活動内容 
（活動レベル※1） 

第1回 
出席 

第2回 
出席 

1 有 50代・女 子ども会・町会（前向きに活動） ○ － 

2 有 40代・女 
シティーセールス検討会議公募

委員、町会（お手伝い） － ○ 

3 有 30代・男 子育て、コーチング（お手伝い） － ○ 

4 有 50代・女 ボランティア市民センター勤務、

町会班長、移籍調査会（お手伝い） 
○ ○ 

5 有 40代・女 子ども・青少年（前向きに活動） － － 

6 有 40代・女 
市民大学講座3年目 

（前向きに活動）（お手伝い） 
○ ○ 

7 有 40代・女 
介護者サロン、社労士資格 

（お手伝い） 
○ ○ 

8 有 40代・女 
市民大学講座、星空観察会 

（お手伝い） 
○ ○ 

9 無 40代・女 町会、コミュニティサロン経営 ○ ○ 

＜第1回講座（2016年2月20日13：30～16：00）＞ 
先ず、本講座の全体

像と設計意図、学習

目標について主講師

より説明された。特

にワークショップ

（以下、WS）に向け

て、地域コミュニケ

ーションスキルを向上させる意義について、具体例をあ

げながら、特に傾聴力を中心に解説が行われた。次に、

セッション 1 では、受講生がそれぞれに参加動機と期待

することを含めて自己紹介を行った。それを踏まえ、セ

ッション 2 では、映像コンテンツ（既出：図 4）を用い

て、1分間の自己紹介例を示した。影像コンテンツ毎に受

講生の数名を講師が指名して、どう感じたかを訊いた上

で、地域コミュニケーションスキルに纏わる解説を行っ

た。なお、図 6 に示すように、影像コンテンツとともに

内容を起こしたテキストをモニター表示して、受講生の

理解を助けることにした。そして、受講生全員が講座の

＜セッション１＞  

Ａ氏 【内容】 1分間自己紹介例 (02：32)

・いいたいことが伝えられない例として 

Ｂ氏 【内容】 １分間自己紹介例 (01:32)

・話のポイントが伝わらない、わからない例として 

Ｃ氏 「内容」 1分間自己紹介 (01：22)

・傾聴、対話の姿勢を意識している例として 

ＡＡ氏 【内容】 自己紹介 (05:50)

・地域コミュニケーションスキルのモデルとして 

図4  H27年度版プログラム（第1回講座）使用映像の内容と提示意図 

受講シーン 【内容】 NPO研修初回の様子 (01:27)

・受講生の傾聴の姿勢が感じられない様子 

ＡＡ氏(1) 【内容】 エピソードの紹介 (01:01)

・傾聴の大切さ。地域へのいざないたいリーダーの姿 

＜セッション１＞  

Ｃ氏

・傾聴、共感、質問という対話のサイクル例 

Ｄ氏

・ズレたコミュニケーションのチャネル合わせ方法 

  図5 H27年度版プログラム（第2回講座）使用映像の内容と提示意図 

＜セッション２＞  

【内容】 対話シーン (02:10)

【内容】 具体的なやりとり (03:04)

BB氏

・地域コミュニケーションのルール 

【内容】 自己開示と向き合う姿勢 (01:55)

AA氏(2)

・相手を知るための投げかけ。対話の環境づくり 

【内容】 傾聴・共感ポイントの探索 (01:50)

（映像コンテンツ利用場面例） 
図6 H27年度版プログラム第1回の様子 
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感想を話し、振り返りアンケートを実施して閉講した。 
＜第2回講座（2016年3月5日13：30～16：00）＞ 
 先ず、前回の振り返り

を行い、新規受講生 2
名と講座の目的と学習

目標について共有した

（図 7）。そして、セッ

ション1では、映像コン

テンツを用いて、別講座

の受講生が無意識に受講している様子と聴くことを意識

したときの様子（既出：図5・受講シーン）、若手地域リ

ーダーが傾聴の大切さに気付いたときのエピソード（既

出：図5・AA氏(1)）を視聴して、前回同様、傾聴力を強

調した。セッション 2 では、傾聴力と対話力を説明する

ための映像コンテンツ（既出：図 5・B 氏・D 氏）を視

聴した。その上で、自己開示をして相手の懐に飛び込み

調整力を発揮したことを話す場面（既出：図5・BB氏）、

頷きながら傾聴し共感ポイントを探している場面（既

出：図5・AA氏(2)）を視聴して、傾聴力、対話力、調整

力を発揮して活動する地域活動のロールモデルの言葉を

影像で紹介した。さらに、セッション 3 では学習ノート

に考えをまとめてもらった上で「明日への決意表明（明

日からのコミュニケーション）」として、それぞれ発表し

た。主講師は、地域コミュニケーションの観点からエー

ルを贈り、アンケートを記述して閉講した。 
【考察・今後の課題】 

以下では、実施したH27年度版プログラムの妥当性に

ついて、地域コミュニケーションスキル養成の観点から

考察し、今後の課題を記述する。 
１）初心者層に特に求められる地域コミュニケーション

スキル養成のための方法の妥当性 

受講後アンケートにおいて、全ての受講生が「満足・

どちらかといえば満足」としており、本講座が初心者層

の期待に応えたものであったといえる。 
地域コミュニケーションスキル養成のための主要な方

法として用いた映像コンテンツは、活動の前提である自

身の立ち位置、問題意識に目を向ける切欠になったこと

が、「映像の一番分かりやすかった人の様に，自己体験を

皆がわかりやすい言葉にかえ，専門用語は使わない様に

心がける」「今日からでも実践的に使えそう」「どう自分

の中で実践していくが課題」「仕事・地域活動の振り返り

ができた」といった受講生のコメントから確認できた。 
以上から、少なくとも地域コミュニケーションスキル

の向上のための意識付けが行えたといえ、学習目標を概

ね達成できたと判断できる。地域コミュニケーションに

どのように活かされたのかについては追跡調査が必要で

あるが、まちづくり活動初心者のために、基本フレーム

（既出：図2・図3）は妥当であったといえる。 
２）既存自治体の生涯学習講座において適用可能なまち

づくり初心者向けのアプローチ 
H27 年度版プログラムは、1 日のみの講座で受講可能

となっており、既存自治体の生涯学習講座においても十

分に適用し得ることが示された。しかも、30代、40代の

働く世代、子育て世代へのアプローチに成功しており、

受講をきっかけに地域で活動する人材の裾野拡大に貢献

し得る可能性も示唆された。これは、地域コミュニケー

ションスキルが、家庭やビジネスシーンでも有効な汎用

性のあるスキルであるためと考えられる。 
今後の課題として、受講生の質的データの更なる分析、

映像アーカイブのシステム化、H27 年度版プログラムの

プロトタイプ化がある。また、受講生のフォローについ

て、そのアプローチ方法を含めて検討する必要がある。 

付記：本稿は、学研究費補助金 基盤研究(C)（課題番号：25501013）（代
表：大西律子）観光まちづくり活動におけるファシリテーター型リーダ
ーの育成に関する実証研究の成果の一部をとりまとめたものである。 
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（講師によるレクチャー場面例） 
図7 H27年度版プログラム第2回の様子 

観光による地方創生には何が必要か 

穂刈俊彦（あおぞら地域総研株式会社） 

Keyword： 地方創生、観光地の誘客要因、クラスター分析、重回帰分析 

 

【課題】 
地方創生が目指すものの一つに、地域に人の流れをつく

ることがある。観光をきっかけにして人の流れが生じ、加

速し、定着し、観光地を中心にして関連する産業が興れば、

地域は自立した産業地域として持続可能な社会をはぐくむ

ことができるかもしれない。そこで、地方創生を具体化す

るにあたり、観光を通じた地域経済の活性化をするにはど

うすべきかを考えることが必要になる。 

この研究では、観光を通じた地域政策づくりに必要な条

件を探るため、観光・レクリエーション活動を目的とする

観光者の行動と観光地の誘客要因の関係を都道府県単位で

俯瞰し、宿泊と日帰りの切り口から観光客を呼び込む要因

を分析し、観光による地域づくりのための提言を行う。 

 

【研究内容】 

 日本の国土という共通の土壌にある観光資源の種類はあ

る程度共通しているとしても、その数は都道府県ごとにま

ちまちである。その数の多さや少なさが観光客の誘致を左

右しているかもしれない。観光資源のいわば「量」の違い

が観光客の誘致を決定しているのならば、観光資源を増や

せばよいようにも思われる。 
 そのことを進めるべきかの前提として、都道府県ごとに、

Ritchie and Crouch(2003)で示される観光地の誘客要因
（core resources and attractors）の賦存状況に応じたグル
ープ化（クラスター分析）、発地と着地の関係分析、観光客

数と誘客要因の量的関係把握（重回帰分析）を行なう。 
 クラスター分析では、観光地の 7つの誘客要因を公開デ
ータによる代理変数に置き換え、都道府県をグループ化す

る。発地と着地の関係分析では、「旅行・観光消費動向調査」

のデータを用いて、都道府県相互の観光客移動状況を明ら

かにする。重回帰分析では、前記7つの要因に関する代理
変数を独立変数とし、観光入込客数を従属変数とし、これ

ら変数間の共変関係を明らかにする。 
 
【研究方法】 
 都道府県のグループ化および観光客数と誘客要因の量的

関係分析では、表1に示す代理変数を用いて7つの誘客要
因を分析する。 

表1 7つの誘客要因と代理変数 
誘客要因 代理変数

地形　気候 ・山地面積　k㎡　データで見る県勢　2016版　データは1982年度
・丘陵地面積　k㎡　データで見る県勢　2016版　データは1982年度
・台地面積　k㎡　データで見る県勢　2016版　データは1982年度
・低地面積　k㎡　データで見る県勢　2016版　データは1982年度

文化・歴史 ・有形文化財　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・民俗文化財　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・記念物　史跡　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・記念物　名勝　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・記念物　天然記念物　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・博物館（博物館、美術館、動植物園等）数
　　2011年　文部科学省　社会教育調査

いろいろな体験 ・スポーツレクリエーション施設数
　　2013年　観光庁　全国観光入込客統計に関する共通基準　集計表
・温泉地数　2013年　環境省　平成25年度温泉利用状況

特別なイベント ・行祭事・イベント数
　　2013年　観光庁　全国観光入込客統計に関する共通基準　集計表

エンターテインメント ・都市型観光　地点数
　　2013年　観光庁　全国観光入込客統計に関する共通基準　集計表
・生活関連サービス　娯楽業従業者　人
　　2012年　就業構造基本調査結果

宿泊　食事　設備 ・ホテル営業客室数　2013年度　厚生労働省　衛生行政報告例
・旅館営業客室数　2013年度　厚生労働省　衛生行政報告例

他地域との連携 ・姉妹提携自治体数　都道府県別姉妹提携自治体数
　　一般財団法人自治体国際化協会（クレア）　2016年HPから取得  

 
 都道府県のグループ化はクラスター分析によった。クラ

スター分析に際して、「エクセル統計 2015」を用いた。計
算設定として、データ内容は固体分類、計算距離はユーク

リッド距離、合併後の距離計算は群平均法によった。計算

結果は樹形図で表す（図1）。 
 観光客数と誘客要因の量的関係分析は、従属変数を観

光・レクリエーション客数（宿泊、日帰り別）とし、独立

変数を表 1に掲げるそれぞれの代理変数とする重回帰分析
によった。重回帰分析に際して、「エクセル統計 2015」を
用いた。回帰式の推計は最小二乗法、変数選択は増減法に

よった。対象となる数値に関するVIF（分散拡大要因）は
いずれも 10 を下回る数値を示しており、多重共線性は認
められない。 
 発地と着地の関係分析は、「2014年旅行・観光消費動向
調査年報（確報）集計事項一覧」の「第 9表」に記載され
たデータを加工して行なった。このデータは、観光客の居

住地と観光の主目的地が都道府県レベルでまとめられてお

り、観光・レクリエーションを目的とする観光客について、

居住地と主目的地、宿泊観光・レクリエーション客と日帰

り観光・レクリエーション客に分け、それぞれの数値をつ

き合わせた。 
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 先ず、前回の振り返り
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ための映像コンテンツ（既出：図 5・B 氏・D 氏）を視

聴した。その上で、自己開示をして相手の懐に飛び込み

調整力を発揮したことを話す場面（既出：図5・BB氏）、

頷きながら傾聴し共感ポイントを探している場面（既

出：図5・AA氏(2)）を視聴して、傾聴力、対話力、調整

力を発揮して活動する地域活動のロールモデルの言葉を

影像で紹介した。さらに、セッション 3 では学習ノート

に考えをまとめてもらった上で「明日への決意表明（明

日からのコミュニケーション）」として、それぞれ発表し

た。主講師は、地域コミュニケーションの観点からエー

ルを贈り、アンケートを記述して閉講した。 
【考察・今後の課題】 

以下では、実施したH27年度版プログラムの妥当性に

ついて、地域コミュニケーションスキル養成の観点から

考察し、今後の課題を記述する。 
１）初心者層に特に求められる地域コミュニケーション

スキル養成のための方法の妥当性 

受講後アンケートにおいて、全ての受講生が「満足・

どちらかといえば満足」としており、本講座が初心者層

の期待に応えたものであったといえる。 
地域コミュニケーションスキル養成のための主要な方

法として用いた映像コンテンツは、活動の前提である自

身の立ち位置、問題意識に目を向ける切欠になったこと

が、「映像の一番分かりやすかった人の様に，自己体験を

皆がわかりやすい言葉にかえ，専門用語は使わない様に

心がける」「今日からでも実践的に使えそう」「どう自分

の中で実践していくが課題」「仕事・地域活動の振り返り

ができた」といった受講生のコメントから確認できた。 
以上から、少なくとも地域コミュニケーションスキル

の向上のための意識付けが行えたといえ、学習目標を概

ね達成できたと判断できる。地域コミュニケーションに

どのように活かされたのかについては追跡調査が必要で

あるが、まちづくり活動初心者のために、基本フレーム

（既出：図2・図3）は妥当であったといえる。 
２）既存自治体の生涯学習講座において適用可能なまち

づくり初心者向けのアプローチ 
H27 年度版プログラムは、1 日のみの講座で受講可能

となっており、既存自治体の生涯学習講座においても十

分に適用し得ることが示された。しかも、30代、40代の

働く世代、子育て世代へのアプローチに成功しており、

受講をきっかけに地域で活動する人材の裾野拡大に貢献

し得る可能性も示唆された。これは、地域コミュニケー

ションスキルが、家庭やビジネスシーンでも有効な汎用

性のあるスキルであるためと考えられる。 
今後の課題として、受講生の質的データの更なる分析、

映像アーカイブのシステム化、H27 年度版プログラムの

プロトタイプ化がある。また、受講生のフォローについ

て、そのアプローチ方法を含めて検討する必要がある。 
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観光による地方創生には何が必要か 

穂刈俊彦（あおぞら地域総研株式会社） 

Keyword： 地方創生、観光地の誘客要因、クラスター分析、重回帰分析 

 

【課題】 
地方創生が目指すものの一つに、地域に人の流れをつく

ることがある。観光をきっかけにして人の流れが生じ、加

速し、定着し、観光地を中心にして関連する産業が興れば、

地域は自立した産業地域として持続可能な社会をはぐくむ

ことができるかもしれない。そこで、地方創生を具体化す

るにあたり、観光を通じた地域経済の活性化をするにはど

うすべきかを考えることが必要になる。 

この研究では、観光を通じた地域政策づくりに必要な条

件を探るため、観光・レクリエーション活動を目的とする

観光者の行動と観光地の誘客要因の関係を都道府県単位で

俯瞰し、宿泊と日帰りの切り口から観光客を呼び込む要因

を分析し、観光による地域づくりのための提言を行う。 

 

【研究内容】 

 日本の国土という共通の土壌にある観光資源の種類はあ

る程度共通しているとしても、その数は都道府県ごとにま

ちまちである。その数の多さや少なさが観光客の誘致を左

右しているかもしれない。観光資源のいわば「量」の違い

が観光客の誘致を決定しているのならば、観光資源を増や

せばよいようにも思われる。 
 そのことを進めるべきかの前提として、都道府県ごとに、

Ritchie and Crouch(2003)で示される観光地の誘客要因
（core resources and attractors）の賦存状況に応じたグル
ープ化（クラスター分析）、発地と着地の関係分析、観光客

数と誘客要因の量的関係把握（重回帰分析）を行なう。 
 クラスター分析では、観光地の 7つの誘客要因を公開デ
ータによる代理変数に置き換え、都道府県をグループ化す

る。発地と着地の関係分析では、「旅行・観光消費動向調査」

のデータを用いて、都道府県相互の観光客移動状況を明ら

かにする。重回帰分析では、前記7つの要因に関する代理
変数を独立変数とし、観光入込客数を従属変数とし、これ

ら変数間の共変関係を明らかにする。 
 
【研究方法】 
 都道府県のグループ化および観光客数と誘客要因の量的

関係分析では、表1に示す代理変数を用いて7つの誘客要
因を分析する。 

表1 7つの誘客要因と代理変数 
誘客要因 代理変数

地形　気候 ・山地面積　k㎡　データで見る県勢　2016版　データは1982年度
・丘陵地面積　k㎡　データで見る県勢　2016版　データは1982年度
・台地面積　k㎡　データで見る県勢　2016版　データは1982年度
・低地面積　k㎡　データで見る県勢　2016版　データは1982年度

文化・歴史 ・有形文化財　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・民俗文化財　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・記念物　史跡　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・記念物　名勝　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・記念物　天然記念物　2015年　文化庁　都道府県別指定等文化財件数
・博物館（博物館、美術館、動植物園等）数
　　2011年　文部科学省　社会教育調査

いろいろな体験 ・スポーツレクリエーション施設数
　　2013年　観光庁　全国観光入込客統計に関する共通基準　集計表
・温泉地数　2013年　環境省　平成25年度温泉利用状況

特別なイベント ・行祭事・イベント数
　　2013年　観光庁　全国観光入込客統計に関する共通基準　集計表

エンターテインメント ・都市型観光　地点数
　　2013年　観光庁　全国観光入込客統計に関する共通基準　集計表
・生活関連サービス　娯楽業従業者　人
　　2012年　就業構造基本調査結果

宿泊　食事　設備 ・ホテル営業客室数　2013年度　厚生労働省　衛生行政報告例
・旅館営業客室数　2013年度　厚生労働省　衛生行政報告例

他地域との連携 ・姉妹提携自治体数　都道府県別姉妹提携自治体数
　　一般財団法人自治体国際化協会（クレア）　2016年HPから取得  

 
 都道府県のグループ化はクラスター分析によった。クラ

スター分析に際して、「エクセル統計 2015」を用いた。計
算設定として、データ内容は固体分類、計算距離はユーク

リッド距離、合併後の距離計算は群平均法によった。計算

結果は樹形図で表す（図1）。 
 観光客数と誘客要因の量的関係分析は、従属変数を観

光・レクリエーション客数（宿泊、日帰り別）とし、独立

変数を表 1に掲げるそれぞれの代理変数とする重回帰分析
によった。重回帰分析に際して、「エクセル統計 2015」を
用いた。回帰式の推計は最小二乗法、変数選択は増減法に

よった。対象となる数値に関するVIF（分散拡大要因）は
いずれも 10 を下回る数値を示しており、多重共線性は認
められない。 
 発地と着地の関係分析は、「2014年旅行・観光消費動向
調査年報（確報）集計事項一覧」の「第 9表」に記載され
たデータを加工して行なった。このデータは、観光客の居

住地と観光の主目的地が都道府県レベルでまとめられてお

り、観光・レクリエーションを目的とする観光客について、

居住地と主目的地、宿泊観光・レクリエーション客と日帰

り観光・レクリエーション客に分け、それぞれの数値をつ

き合わせた。 
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【研究結果】 
１ 都道府県のグループ化（クラスター分析） 

 

 

図1 都道府県樹形図（距離表示は省略） 
 

 クラスター分析の結果、観光地の誘客要因の賦存状況

に着目すると、4つのグループが割り出された。それは、

①東京都、②北海道、③埼玉県・千葉県・神奈川県・愛

知県・兵庫県、④これら3つのグループ以外の県である。

なお、データの一部に欠損があるため、福井県、京都府、

大阪府、福岡県は判別できなかった。 

 

２ 発地と着地の関係 

 

図2 宿泊観光・レクリエーション客の発地 
 

 
図 3 日帰り観光・レクリエーション客の発地 

  

 発地と着地の関係分析の結果、宿泊観光・レクリエー

ション客については概ね、東北地方は宮城県、東日本（東

北地方除く）は東京都、関西地方・中国地方・四国地方

は大阪府、九州地方は福岡県を発地とするパターンが認

められた（図2）。 

 一方、日帰り観光・レクリエーション客の発地と着地

の都道府県ごとの隣接度合いは、宿泊観光・レクリエー

ション客に比べて高いことが認められた（図3）。 

 

 

３ 観光客数と誘客要因の量的関係（重回帰分析） 

 

図 4 宿泊観光・レクリエーション客数と誘客要因 

（独立変数間の矢印は相関係数、独立変数と従属変数の

矢印は標準偏回帰係数、**はp<0.01を示す） 

 

 

図 5 日帰り観光レクリエーション客数と誘客要因 

（独立変数間の矢印は相関係数、独立変数と従属変数の

矢印は標準偏回帰係数、**はp<0.01を示す） 

 

 重回帰分析の結果、宿泊と日帰りの間に共通する要因

と異なる要因があることがわかった。 

 都道府県単位でみると、宿泊観光・レクリエーション

客の数の大きさと関係していると統計的に判断できるの

は、他の条件を一定とするならば、スポーツレクリエー

ション施設数、ホテル営業客室数、旅館営業客室数であ

った。宿泊観光・レクリエーション客数の減少と関係し

ていると統計的に判断できるのは、他の条件を一定とす

るならば、都市型観光地点数であった（図4）。 

 他の条件を一定とするならば、日帰り観光・レクリエ

ーション客の数が大きい都道府県ほどスポーツレクリエ

ーション施設数が多く、生活関連サービス・娯楽業従業

者数が多く、旅館営業客室数が多いことが統計的に認め

られた。一方、日帰り観光・レクリエーション客数が多

い都道府県ほど、他の条件を一定とするならば、行祭事・

イベント数が少ないことが統計的に認められた（図5）。 

 

【考察】 

１ 都道府県のグループ化（クラスター分析） 

 ①東京都、②北海道、③埼玉県・千葉県・神奈川県・

愛知県・兵庫県と、④これら 3 つ以外のグループを比較

すると、観光資源のあり方は①②③のグループと④のグ

ループは異なっている。④のグループは観光資源の数の

点で似通った状況にあり、また多数を占めるグループで

ある。④のグループの内部では、概ねそれぞれの観光資

源の数には大きな違いはないと言いうる。それにもかか

わらず、④のグループにある県によっては、観光立県と

して全国でも著名なところがいくつも入っている。観光

資源の数が観光客誘致の決め手というよりも、その観光

資源を活かした観光に対する地域の取組みの質が観光客

誘致に影響を与えている可能性がある。 

 

２ 発地と着地の関係 

 概ね、東北地方は宮城県、東日本（東北地方除く）は

東京都、関西地方・中国地方・四国地方は大阪府、九州

地方は福岡県を発地とする宿泊観光・レクリエーション

客が多いということができる。 

 宿泊観光・レクリエーション客のケースに比べて、日

帰り観光・レクリエーション客の発地と着地の隣接度合

いは高いようである。日帰り観光・レクリエーション客

の移動距離を考えると、地元や隣接都道府県からのアク

セスを中心にした観光マーケティングが重要になりうる。 

 

３ 観光客数と誘客要因の量的関係（重回帰分析） 

 

Ａ 宿泊観光・レクリエーション客 

 宿泊観光・レクリエーション客は、スポーツレクリエ

ーション施設（スポーツリゾート、ゴルフ場、テニス場、

スケート場、プール、サイクリングコース、ハイキング

コース、自然歩道、自然研究路のことを言い、ゴルフ練

習場、運動用のプール、河川敷のサイクリングロードは

含まず、また野球やサッカーなどのスポーツ観戦も含ま

ない）を使った観光もしている可能性がある。 

 ホテル営業客室数、旅館営業客室数が宿泊観光・レク

リエーション客数の大きさと関係しているということは

理解が容易である。 

 都市型観光施設（ショッピング施設、グルメ施設、農

産物などの物産館のことを言い、郊外のショッピングセ

ンター、駅前商店街などのような日常利用が大半を占め

るものは含まない）が多い都道府県は、他の条件を一定

とするならば、宿泊観光・レクリエーション客が少ない

ということを理解することは困難である。この困難な問

題を解釈するならば、都市型観光地点は日帰り観光・レ

クリエーション客の増加と関連が強い場所であり、ある

いは地元の人がより多く利用する場所であり、地域の外
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すると、観光資源のあり方は①②③のグループと④のグ

ループは異なっている。④のグループは観光資源の数の

点で似通った状況にあり、また多数を占めるグループで

ある。④のグループの内部では、概ねそれぞれの観光資

源の数には大きな違いはないと言いうる。それにもかか

わらず、④のグループにある県によっては、観光立県と

して全国でも著名なところがいくつも入っている。観光

資源の数が観光客誘致の決め手というよりも、その観光

資源を活かした観光に対する地域の取組みの質が観光客

誘致に影響を与えている可能性がある。 

 

２ 発地と着地の関係 

 概ね、東北地方は宮城県、東日本（東北地方除く）は

東京都、関西地方・中国地方・四国地方は大阪府、九州

地方は福岡県を発地とする宿泊観光・レクリエーション

客が多いということができる。 

 宿泊観光・レクリエーション客のケースに比べて、日

帰り観光・レクリエーション客の発地と着地の隣接度合

いは高いようである。日帰り観光・レクリエーション客

の移動距離を考えると、地元や隣接都道府県からのアク

セスを中心にした観光マーケティングが重要になりうる。 

 

３ 観光客数と誘客要因の量的関係（重回帰分析） 

 

Ａ 宿泊観光・レクリエーション客 

 宿泊観光・レクリエーション客は、スポーツレクリエ

ーション施設（スポーツリゾート、ゴルフ場、テニス場、

スケート場、プール、サイクリングコース、ハイキング

コース、自然歩道、自然研究路のことを言い、ゴルフ練

習場、運動用のプール、河川敷のサイクリングロードは

含まず、また野球やサッカーなどのスポーツ観戦も含ま

ない）を使った観光もしている可能性がある。 

 ホテル営業客室数、旅館営業客室数が宿泊観光・レク

リエーション客数の大きさと関係しているということは

理解が容易である。 

 都市型観光施設（ショッピング施設、グルメ施設、農

産物などの物産館のことを言い、郊外のショッピングセ

ンター、駅前商店街などのような日常利用が大半を占め

るものは含まない）が多い都道府県は、他の条件を一定

とするならば、宿泊観光・レクリエーション客が少ない

ということを理解することは困難である。この困難な問

題を解釈するならば、都市型観光地点は日帰り観光・レ

クリエーション客の増加と関連が強い場所であり、ある

いは地元の人がより多く利用する場所であり、地域の外
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からやってくる宿泊観光・レクリエーション客は相対的

にこれらの施設があるところへ行かない可能性がある。 

 

Ｂ 日帰り観光・レクリエーション客 

 スポーツレクリエーション施設数が日帰り観光・レク

リエーション客数に影響を与えているということは、宿

泊観光・レクリエーション客と同じく、日帰り観光・レ

クリエーション客もこれらの施設を使った観光をしてい

る可能性がある。 

 都道府県レベルで生活関連サービス・娯楽業従業者の

数が大きいほど日帰り観光・レクリエーション客数も大

きいことは、こうした人的資源が日帰り観光・レクリエ

ーション客をもてなす決め手となっている可能性がある。

生活関連サービス・娯楽業に多くの人材を擁する都道府

県は、他の都道府県と比べて競争上優位にある可能性が

ある。反対に、日帰り観光・レクリエーション客をもて

なす必要があるから、こうした産業に多くの人材を擁す

るに至ったという逆の因果関係も考えられる。 

 他の条件を一定とするならば、行祭事・イベント数と

日帰り観光・レクリエーション客の数に逆の関係が認め

られることを理解することは困難である。そこで、この

ような関係が生じる可能性の意味を 3 つの側面から推測

する。 

 1つ目は、同じタイプのイベントが同じ時期に隣接する

地域で開催され、その結果、地域間で観光客の奪い合い

のようなことが生じている可能性である。イベントを個

別にみると、地域のブランドを活かして独自性を存分に

発揮しており、趣向も異なり、グルメの味も違い、アト

ラクションもさまざまなように見えるが、結局、他地域

の観光客から見るとどれも趣向が似ていて、時期も重な

っており、発地からほぼ等距離において複数のイベント

が行なわれている。観光客は目的地を選択することにな

る。これが奪い合いのようなものの内容であり、イベン

トの数と観光客の数に逆の関係をもたらす可能性の 1 つ

である。 

 2つ目は、同じ種類のイベントが年間で複数回あるので、

1回目は大入りだが、2回目以降はそれほどの集客ができ

ていないケースである。花火祭を春と冬に行なうケース

では、春の人出と冬の人出に大きな差が生じる。 

 3つ目は、他の条件と因果関係が密接にあるため、他の

条件が変化するとその影響を強く受ける可能性である。

例えば、ある地域で突発的な事態が生じて観光客の入込

が制限されることとなったので、都道府県全体での減少

する観光客の食い止めを図るために別の地域でイベント

を増やしていくことが考えられる。そうした努力にもか

かわらず結果的に都道府県での観光客数が減っている状

況を現象面だけで捉えると、観光客の減少とイベントの

増加とに関係があるように見える。 

 

Ｃ その他の要因 

 7つの観光資源の要因のうち、先に掲げたもの以外は、

他の条件が一定であるとするならば、それ単独では宿泊

観光・レクリエーション客数や日帰り観光・レクリエー

ション客の動向に統計的に意味のある影響を与えていな

いことがわかった。都道府県ごとにみると、先に掲げた

もの以外の観光資源の量は各都道府県に一様に賦存して

いる一方、その数の多寡は観光客誘引の決め手ではない

ということができる。そのことが意味しているのは、観

光資源の数が問題なのではなく、むしろ観光資源をどの

ように活用しているのかという質の問題が重要だという

ことである。 

 

【政策提言】 

 観光による地方創生のためには、①観光客を再定義し

て、フォーカスされた観光客のニーズやウォンツに適合

する観光施策を講じること、②観光に関わるアクター間

の連携を促すことが重要である。 

 そのためには観光客の観光目的、所得水準、発地、世

代、周遊経路、行動人数などを観光地が明確にする必要

がある。観光地は観光客の奪い合いから自由になるため、

観光イベントや観光訴求アイテムを他の観光地と異なっ

たものにすることが重要である。 

 さらに観光地の収穫逓増現象を生じさせるために、観

光地での観光業者間連携を進めるだけでなく、隣接する

地域同士での連携のような複数地域間での観光客の相互

受け入れを促すことが重要である。 

 

【引用・参考文献】 

Crouch(2007), “Modelling Destination 

Competitiveness”, available on WEB,  
http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Uploa

d/Resource/bookshop/Crouch_modelDestnComp-web.pdf 

Ritchie and Crouch (2003), “The Competitive 

Destination: A sustainable Tourism Perspective” 

ISCE（双方向型社会連携教育）を通した地域活性化への試み 

浅田真一・杉原多公通（新潟薬科大学） 

Keyword： ISCE、健康・自立セミナー、地域活性 

 

【問題・目的・背景】 

 高齢化の進展に伴い、身体的な健康状態の維持ととも

に主観的健康感の充実が、高齢者の健康増進、さらには、

地域社会の活性化を推し進める上で極めて重要な課題の

一つと考えられている。主観的健康感の充実を図る上で

は、ソーシャル・キャピタルの醸成とともに知的好奇心

を満たす取組みも必要である。このような観点から、様々

な自治体や大学が主催し、『市民大学』や『高齢者大学』

と呼ばれる取組みを展開している。しかし、開催場所等

に関しては主催団体の利便性が優先し、必ずしも地域住

民の利便性に配慮されているとは言えない。それ故、一

般的に参加者は少なく、十分に機能しているとは言えな

いのが現状である。 
 医師や薬剤師、看護師等の医療人の養成を目的とする

大学は、大学という閉鎖的な教育機関の中だけではプロ

フェッショナリズムを十分に教育することができず、そ

れ故、実務実習という形で医療機関の中で学ぶ機会を設

けている。医療を享受する住民はその健康状態の良悪に

関して社会的背景の影響を強く受けることが多く、それ

故、学生が地域社会に出て行って学ぶような取組みが必

要であると考えられているが、国家資格取得に伴う過密

なカリキュラムと教育に携わる人的資源の確保の困難さ

を反映し、現実にはこのような取組みを積極的に行って

いる大学はない。 
 高齢者は健康の維持・増進に強い関心をもつことから、

公民館や町内会館のような居住区にある会場で健康の維

持・増進につながるセミナーを開催すれば、多くの高齢

者の知的好奇心を満たすことができる。さらに、薬学部

学生が講師となってこのセミナーを開催すれば、学生自

身の学びの場となるであろう。加えて、セミナー開催時

に地域住民の健康に関するアンケート調査を実施し、こ

の結果を学生がまとめ、地域住民にフィードバックすれ

ば、住民も学生もともに地域社会が抱える問題点を共有

することになり、これらの過程を通したソーシャル・キ

ャピタルの醸成と相俟って地域社会の活性化につながる

はずである。このような考えから、地域社会を学びの場

とし、住民と学生が共に学びあう ISCE（双方向型社会連

携教育：Interactive Social Co-operative Education）を

企画し、実施した。 
 

【研究方法・研究内容】 

 平成25年に文部科学省により発表された『薬学教育モ

デル・コアカリキュラム』の改訂に伴い、平成27年度か

ら実施した本学薬学部における新カリキュラムにおいて、

複数年次にわたって、社会でに出て行って学習する『地

域におけるボランティア活動』と『地域住民の健康状態

を知る』という 2 つの必修科目を開講した。前者は、あ

る疾病に関して、その原因、病態、症状、治療方法、予

防法を学生が調査し、地域住民の前で発表して「健康・

自立の延伸につながる啓蒙ボランティア活動」を行う科

目である。また後者は、「地域住民に対して健康に関する

アンケート調査を問診形式で実施」し、この結果を学生

がまとめ、地域住民にフィードバックする科目であり、

住民と学生がともに地域社会が抱える問題点を共有する

ことにつながるものである。学生が地域住民に対して「健

康・自立の延伸につながる啓蒙ボランティア活動」を行

う場として、さらに「地域住民に対して健康に関するア

ンケート調査を問診形式で実施」する場として、『健康・

自立セミナー』の開催を準備した。本学が所在する新潟

市秋葉区の地域課および健康福祉課、本学と包括連携協

定を締結している南蒲原郡田上町の保健福祉課の助力を

得て、平成26年度後半から数回にわたって町内会長に対

して『健康・自立セミナー』の趣意を説明し、開催に向

けた協力依頼をした。その結果、新潟市秋葉区で8ヶ所、

南蒲原郡田上町で4ヶ所、合計12ヶ所の公民館や町内会
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からやってくる宿泊観光・レクリエーション客は相対的

にこれらの施設があるところへ行かない可能性がある。 

 

Ｂ 日帰り観光・レクリエーション客 

 スポーツレクリエーション施設数が日帰り観光・レク

リエーション客数に影響を与えているということは、宿

泊観光・レクリエーション客と同じく、日帰り観光・レ

クリエーション客もこれらの施設を使った観光をしてい

る可能性がある。 

 都道府県レベルで生活関連サービス・娯楽業従業者の

数が大きいほど日帰り観光・レクリエーション客数も大

きいことは、こうした人的資源が日帰り観光・レクリエ

ーション客をもてなす決め手となっている可能性がある。

生活関連サービス・娯楽業に多くの人材を擁する都道府

県は、他の都道府県と比べて競争上優位にある可能性が

ある。反対に、日帰り観光・レクリエーション客をもて

なす必要があるから、こうした産業に多くの人材を擁す

るに至ったという逆の因果関係も考えられる。 

 他の条件を一定とするならば、行祭事・イベント数と

日帰り観光・レクリエーション客の数に逆の関係が認め

られることを理解することは困難である。そこで、この

ような関係が生じる可能性の意味を 3 つの側面から推測

する。 

 1つ目は、同じタイプのイベントが同じ時期に隣接する

地域で開催され、その結果、地域間で観光客の奪い合い

のようなことが生じている可能性である。イベントを個

別にみると、地域のブランドを活かして独自性を存分に

発揮しており、趣向も異なり、グルメの味も違い、アト

ラクションもさまざまなように見えるが、結局、他地域

の観光客から見るとどれも趣向が似ていて、時期も重な

っており、発地からほぼ等距離において複数のイベント

が行なわれている。観光客は目的地を選択することにな

る。これが奪い合いのようなものの内容であり、イベン

トの数と観光客の数に逆の関係をもたらす可能性の 1 つ

である。 

 2つ目は、同じ種類のイベントが年間で複数回あるので、

1回目は大入りだが、2回目以降はそれほどの集客ができ

ていないケースである。花火祭を春と冬に行なうケース

では、春の人出と冬の人出に大きな差が生じる。 

 3つ目は、他の条件と因果関係が密接にあるため、他の

条件が変化するとその影響を強く受ける可能性である。

例えば、ある地域で突発的な事態が生じて観光客の入込

が制限されることとなったので、都道府県全体での減少

する観光客の食い止めを図るために別の地域でイベント

を増やしていくことが考えられる。そうした努力にもか

かわらず結果的に都道府県での観光客数が減っている状

況を現象面だけで捉えると、観光客の減少とイベントの

増加とに関係があるように見える。 

 

Ｃ その他の要因 

 7つの観光資源の要因のうち、先に掲げたもの以外は、

他の条件が一定であるとするならば、それ単独では宿泊

観光・レクリエーション客数や日帰り観光・レクリエー

ション客の動向に統計的に意味のある影響を与えていな

いことがわかった。都道府県ごとにみると、先に掲げた

もの以外の観光資源の量は各都道府県に一様に賦存して

いる一方、その数の多寡は観光客誘引の決め手ではない

ということができる。そのことが意味しているのは、観

光資源の数が問題なのではなく、むしろ観光資源をどの

ように活用しているのかという質の問題が重要だという

ことである。 

 

【政策提言】 

 観光による地方創生のためには、①観光客を再定義し

て、フォーカスされた観光客のニーズやウォンツに適合

する観光施策を講じること、②観光に関わるアクター間

の連携を促すことが重要である。 

 そのためには観光客の観光目的、所得水準、発地、世

代、周遊経路、行動人数などを観光地が明確にする必要

がある。観光地は観光客の奪い合いから自由になるため、

観光イベントや観光訴求アイテムを他の観光地と異なっ

たものにすることが重要である。 

 さらに観光地の収穫逓増現象を生じさせるために、観

光地での観光業者間連携を進めるだけでなく、隣接する

地域同士での連携のような複数地域間での観光客の相互

受け入れを促すことが重要である。 

 

【引用・参考文献】 

Crouch(2007), “Modelling Destination 

Competitiveness”, available on WEB,  
http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Uploa

d/Resource/bookshop/Crouch_modelDestnComp-web.pdf 

Ritchie and Crouch (2003), “The Competitive 

Destination: A sustainable Tourism Perspective” 

ISCE（双方向型社会連携教育）を通した地域活性化への試み 

浅田真一・杉原多公通（新潟薬科大学） 

Keyword： ISCE、健康・自立セミナー、地域活性 

 

【問題・目的・背景】 

 高齢化の進展に伴い、身体的な健康状態の維持ととも

に主観的健康感の充実が、高齢者の健康増進、さらには、

地域社会の活性化を推し進める上で極めて重要な課題の

一つと考えられている。主観的健康感の充実を図る上で

は、ソーシャル・キャピタルの醸成とともに知的好奇心

を満たす取組みも必要である。このような観点から、様々

な自治体や大学が主催し、『市民大学』や『高齢者大学』

と呼ばれる取組みを展開している。しかし、開催場所等

に関しては主催団体の利便性が優先し、必ずしも地域住

民の利便性に配慮されているとは言えない。それ故、一

般的に参加者は少なく、十分に機能しているとは言えな

いのが現状である。 
 医師や薬剤師、看護師等の医療人の養成を目的とする

大学は、大学という閉鎖的な教育機関の中だけではプロ

フェッショナリズムを十分に教育することができず、そ

れ故、実務実習という形で医療機関の中で学ぶ機会を設

けている。医療を享受する住民はその健康状態の良悪に

関して社会的背景の影響を強く受けることが多く、それ

故、学生が地域社会に出て行って学ぶような取組みが必

要であると考えられているが、国家資格取得に伴う過密

なカリキュラムと教育に携わる人的資源の確保の困難さ

を反映し、現実にはこのような取組みを積極的に行って

いる大学はない。 
 高齢者は健康の維持・増進に強い関心をもつことから、

公民館や町内会館のような居住区にある会場で健康の維

持・増進につながるセミナーを開催すれば、多くの高齢

者の知的好奇心を満たすことができる。さらに、薬学部

学生が講師となってこのセミナーを開催すれば、学生自

身の学びの場となるであろう。加えて、セミナー開催時

に地域住民の健康に関するアンケート調査を実施し、こ

の結果を学生がまとめ、地域住民にフィードバックすれ

ば、住民も学生もともに地域社会が抱える問題点を共有

することになり、これらの過程を通したソーシャル・キ

ャピタルの醸成と相俟って地域社会の活性化につながる

はずである。このような考えから、地域社会を学びの場

とし、住民と学生が共に学びあう ISCE（双方向型社会連

携教育：Interactive Social Co-operative Education）を

企画し、実施した。 
 

【研究方法・研究内容】 

 平成25年に文部科学省により発表された『薬学教育モ

デル・コアカリキュラム』の改訂に伴い、平成27年度か

ら実施した本学薬学部における新カリキュラムにおいて、

複数年次にわたって、社会でに出て行って学習する『地

域におけるボランティア活動』と『地域住民の健康状態

を知る』という 2 つの必修科目を開講した。前者は、あ

る疾病に関して、その原因、病態、症状、治療方法、予

防法を学生が調査し、地域住民の前で発表して「健康・

自立の延伸につながる啓蒙ボランティア活動」を行う科

目である。また後者は、「地域住民に対して健康に関する

アンケート調査を問診形式で実施」し、この結果を学生

がまとめ、地域住民にフィードバックする科目であり、

住民と学生がともに地域社会が抱える問題点を共有する

ことにつながるものである。学生が地域住民に対して「健

康・自立の延伸につながる啓蒙ボランティア活動」を行

う場として、さらに「地域住民に対して健康に関するア

ンケート調査を問診形式で実施」する場として、『健康・

自立セミナー』の開催を準備した。本学が所在する新潟

市秋葉区の地域課および健康福祉課、本学と包括連携協

定を締結している南蒲原郡田上町の保健福祉課の助力を

得て、平成26年度後半から数回にわたって町内会長に対

して『健康・自立セミナー』の趣意を説明し、開催に向

けた協力依頼をした。その結果、新潟市秋葉区で8ヶ所、

南蒲原郡田上町で4ヶ所、合計12ヶ所の公民館や町内会
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館、コミュニティーセンターや地域交流センター等を会

場として、2か月ごとに『健康・自立セミナー』を開催さ

せていただく運びとなった。1回の『健康・自立セミナー』

は1時間30分を予定し、会場の設営と片付けを含めて学

生が担当することとした。大学で町内会回覧板に挿入す

るチラシを作成し、町内会長に配信を依頼し、『受入れ疲

れ』を避けることとした。平成27年4月に本学薬学部に

入学した1年生165名を1グループ3～4名からなる48
グループに分け、1 つの会場に 4 グループを配置した。

グループごとに異なる疾病に関して調査し、医師である

本学教員および本学と包括連携協定を締結している新津

医療センター病院院長である医師の監修のもと、紙芝居

を作成した。開催回ごとに 2 グループが交代で調査内容

の発表を行い、住民の健康増進につながる啓蒙活動を行

った 1-3)。同時に、学生は住民に対して、セミナーの内容

の理解度・満足度や住民の健康状態等を問診形式でアン

ケートをとり、これらの活動を通して住民との間の円滑

なコミュニケーションを図る取組みを行った。また、紙

芝居を用いた学生による発表では重要な情報が十分に伝

わらない可能性があることから、セミナーの内容をまと

めたハンドアウト（資料）を教員が準備し、参加者への

『お土産』とした。さらに、学生が問診形式で地域住民

に対してアンケートを取らせていただく間、手隙の住民

もいることから、漢方薬の成分となる生薬の標本を持参

し、形状や臭いを確認してもらう『体験学習』コーナー

も併設した。 
 この『健康・自立セミナー』は 2 か月ごとに開催し、

担当する学生は 4 か月ごとに同じ地域・会場へ出向くこ

とになり、概ね4～5回のセミナーの実施が『地域におけ

るボランティア活動』と『地域住民の健康状態を知る』

という 2 つの必修科目の単位認定要件の一つとなってい

る。特定の学生に関しては、約 2 年間の期間であるが特

定地域の住民と『顔が見える関係』となり、10月期以降

は次の学年の学生が加わり、引き継いでいく形となる。 
 

【研究・調査･分析結果】 

 新潟市秋葉区は 95.4 km2 の面積（可住地面積 80.6 
km2）に 77,512 人（2016 年 7 月現在）が居住しており

老年（65 歳以上の高齢者）人口は 22,823 人、高齢化率

29.4%、2次救急まで対応可能な病院が2施設、その他病

院・クリニックが81施設（歯科を除く）、薬局が47施設

ある地域である。一方、南蒲原郡田上町は31.7 km2の面

積（可住地面積20.4 km2）に12,046人（2016年3月現

在）が居住しており、老年人口は3,842人、高齢化率31.9%、

1次救急の対応可能な病院はなく、その他病院・クリニッ

クが4施設（歯科を除く）、薬局が4施設ある地域である。

両地区ともに、高齢者率は新潟市の平均値よりも高く、

人口に対する医療機関の数は新潟市の平均値よりも少な

い。医療機関が身近にない分、健康の維持・増進に興味

をもつ住民が多い地域といえよう。両地区を合わせて、

大学は本学 1 校、高等学校は 3 校だけであり、居住する

高齢者は青年層と接する機会が少ない土地である。 
 第1回の『健康・自立セミナー』を平成28年2～3月

期に、第2回のセミナーを4～5月期に、第3回のセミナ

セミナーの様子 

ーを6～7月期に開催した。参加者情報を表1に示す。秋

葉区、田上町、いずれの地域も第 1 回のセミナー参加者

は多いが、回を重ねることによって参加者数に落ち着き

がみられ、リピーター率は約70～90%と高い。各町内会

に配信される回覧板だけによるセミナーの開催告知だが、

健康の維持・増進に興味をもつ高齢者を中心として、各

会場10名～30名程度が毎回参加している。さらに、JR
の駅や商店街近郊の会場では参加者が少なく、町内会館

や公民館のように住宅地の真ん中にある会場や地域コミ

ュニティーセンターのような老年者が集うような、居住

者の生活圏に即した会場では参加者が多い傾向がみられ

る。 
 第1回のセミナーでは『糖尿病』と『脂質異常症』、第

2回のセミナーでは『高血圧症』と『熱中症』、第3回の

セミナーでは『便秘』と『下痢』を題材として、学生グ

ループがその疾病の原因、病態、症状、治療方法、予防

法を調査し、発表した。いずれの疾病に関しても、学生

が発表した内容に関して参加した住民の約 75%～90%が

「よくわかった」、「大体わかった」と回答し、「あまりわ

からなかった」と回答した住民をはるかに上回る結果と

なった。また、「全く分からなかった」と回答した住民は

ほとんどおらず、住民の知的好奇心を満たす内容であっ

たといえる。学生のプレゼンテーション能力の向上を目

的として紙芝居形式での発表を行うことにしたが、各グ

ループによって作成した紙芝居に創意工夫がなされてい

たためか、「非常にわかりやすい」とコメントをした住民

も多く、評判は上々であった。また、セミナーの内容を

まとめたハンドアウト（資料）に関しても評判は良く、

これを集めるためにリピーター率が向上している可能性

も示唆される。 
 地域住民に対するアンケートに関しては、セミナーの

内容に関する理解度や次回以降のセミナーに関する要望

のほか、住民の病院・薬局の利用状況や医薬品の使用状

況、平成28年度からスタートを切った『かかりつけ薬剤

師』や『健康サポート薬局』に関する認知度、薬剤師に

求める能力等、毎回テーマを決め、住民の協力を得て情

報を収集している。問診形式でアンケートを取ることに

よって、学生にとっては地域住民とコミュニケーション

をとる好機となり、住民にとっては青年と会話する「ソ

ーシャル・キャピタルを醸成」する好機となっている。

住民に対してとったアンケートの自記述の項目では、「普

段、会ったり話したりすることがない青年と会話ができ

て楽しかった」、「親身に話を聞いてもらい、若い人から

元気をもらった気がする」等、「ソーシャル・キャピタル

の醸成」を裏付けるような意見が多々寄せられた。また、

薬剤師をはじめとする医療人に対する地域住民の思いを、

学生が住民から直接聞くことは、医療人としての使命感

を育む上でも、将来像を構築する上でも、非常に良い刺

激となっていることが、学生に対してとったアンケート

の結果からうかがえる。 
 さらに、アンケート収集の裏側で開催している、漢方

薬の成分となる生薬の標本の形状や臭いを確認してもら

う『体験学習』コーナーは、住民と教員や学生がフラン

クに会話する好機となり、住民の評判は良い。 
 一方、学生に対してとったアンケートの結果から、セ

ミナー開催前には初対面である住民との会話に自信をも

っていなかった学生が大半であったが、セミナー実施後

にはその大多数が自信をもつようになり、医療人として

欠かすことができない傾聴の態度が身についたこともう

かがえる。疾病に関する発表の後やアンケート収集時に

住民から詳細な質問が寄せられたことにより、「さらに勉

強を深める必要がある」と気付いた学生が多く、能動的

学習を促す切っ掛けとなっている。 
 第 1 回のセミナーを担当した学生は第 3 回のセミナー

も担当しており、同じ地域・会場へ赴いているが、セミ

ナーに参加した住民や学生の中にはそれぞれを覚えてい

る者もいて、アンケート収集時にはアンケート以外の会

話で盛り上がりを見せているグループもあった。この住

民の温かい心遣いと配慮のためか、この取組みを楽しみ

表1．『健康・自立セミナー』参加者数 
 

参加者情報 
第1回 

H28.2~3 
第2回 

H28.4~5 
第3回 

H28.6~7 

秋

葉

区 

参加者総数 
［人口比］ 

  男性比 
   女性比 
  75歳以上 
  65～74歳 
  64歳以下 
［老年人口比］ 

168名 
［0.22%］

56.5％ 
43.5％ 
32.4％ 
49.4％ 
18.2％ 

［0.60％］

128名 
［0.17％］ 

58.6％ 
41.4％ 
43.8％ 
43.8％ 
12.4％ 

［0.48％］ 

121名 
［0.16％］

53.7％ 
46.3％ 
39.7％ 
47.9％ 
12.4％ 

［0.46％］

田

上

町 

参加者総数 
［人口比］ 

  男性比 
   女性比 
  75歳以上 
  65～74歳 
  64歳以下 
［老年人口比］ 

75名 
［0.62%］

56.0％ 
44.0％ 
32.9％ 
57.9％ 
9.2％ 

［1.77%］

58名 
［0.48%］ 

55.2％ 
44.8％ 
24.1％ 
58.6％ 
17.3％ 

［1.25%］ 

58名 
［0.48%］

55.2％ 
44.8％ 
31.0％ 
58.6％ 
10.4％ 

［1.35%］
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館、コミュニティーセンターや地域交流センター等を会

場として、2か月ごとに『健康・自立セミナー』を開催さ

せていただく運びとなった。1回の『健康・自立セミナー』

は1時間30分を予定し、会場の設営と片付けを含めて学

生が担当することとした。大学で町内会回覧板に挿入す

るチラシを作成し、町内会長に配信を依頼し、『受入れ疲

れ』を避けることとした。平成27年4月に本学薬学部に

入学した1年生165名を1グループ3～4名からなる48
グループに分け、1 つの会場に 4 グループを配置した。

グループごとに異なる疾病に関して調査し、医師である

本学教員および本学と包括連携協定を締結している新津

医療センター病院院長である医師の監修のもと、紙芝居

を作成した。開催回ごとに 2 グループが交代で調査内容

の発表を行い、住民の健康増進につながる啓蒙活動を行

った 1-3)。同時に、学生は住民に対して、セミナーの内容

の理解度・満足度や住民の健康状態等を問診形式でアン

ケートをとり、これらの活動を通して住民との間の円滑

なコミュニケーションを図る取組みを行った。また、紙

芝居を用いた学生による発表では重要な情報が十分に伝

わらない可能性があることから、セミナーの内容をまと

めたハンドアウト（資料）を教員が準備し、参加者への

『お土産』とした。さらに、学生が問診形式で地域住民

に対してアンケートを取らせていただく間、手隙の住民

もいることから、漢方薬の成分となる生薬の標本を持参

し、形状や臭いを確認してもらう『体験学習』コーナー

も併設した。 
 この『健康・自立セミナー』は 2 か月ごとに開催し、

担当する学生は 4 か月ごとに同じ地域・会場へ出向くこ

とになり、概ね4～5回のセミナーの実施が『地域におけ

るボランティア活動』と『地域住民の健康状態を知る』

という 2 つの必修科目の単位認定要件の一つとなってい

る。特定の学生に関しては、約 2 年間の期間であるが特

定地域の住民と『顔が見える関係』となり、10月期以降

は次の学年の学生が加わり、引き継いでいく形となる。 
 

【研究・調査･分析結果】 

 新潟市秋葉区は 95.4 km2 の面積（可住地面積 80.6 
km2）に 77,512 人（2016 年 7 月現在）が居住しており

老年（65 歳以上の高齢者）人口は 22,823 人、高齢化率

29.4%、2次救急まで対応可能な病院が2施設、その他病

院・クリニックが81施設（歯科を除く）、薬局が47施設

ある地域である。一方、南蒲原郡田上町は31.7 km2の面

積（可住地面積20.4 km2）に12,046人（2016年3月現

在）が居住しており、老年人口は3,842人、高齢化率31.9%、

1次救急の対応可能な病院はなく、その他病院・クリニッ

クが4施設（歯科を除く）、薬局が4施設ある地域である。

両地区ともに、高齢者率は新潟市の平均値よりも高く、

人口に対する医療機関の数は新潟市の平均値よりも少な

い。医療機関が身近にない分、健康の維持・増進に興味

をもつ住民が多い地域といえよう。両地区を合わせて、

大学は本学 1 校、高等学校は 3 校だけであり、居住する

高齢者は青年層と接する機会が少ない土地である。 
 第1回の『健康・自立セミナー』を平成28年2～3月

期に、第2回のセミナーを4～5月期に、第3回のセミナ

セミナーの様子 

ーを6～7月期に開催した。参加者情報を表1に示す。秋

葉区、田上町、いずれの地域も第 1 回のセミナー参加者

は多いが、回を重ねることによって参加者数に落ち着き

がみられ、リピーター率は約70～90%と高い。各町内会

に配信される回覧板だけによるセミナーの開催告知だが、

健康の維持・増進に興味をもつ高齢者を中心として、各

会場10名～30名程度が毎回参加している。さらに、JR
の駅や商店街近郊の会場では参加者が少なく、町内会館

や公民館のように住宅地の真ん中にある会場や地域コミ

ュニティーセンターのような老年者が集うような、居住

者の生活圏に即した会場では参加者が多い傾向がみられ

る。 
 第1回のセミナーでは『糖尿病』と『脂質異常症』、第

2回のセミナーでは『高血圧症』と『熱中症』、第3回の

セミナーでは『便秘』と『下痢』を題材として、学生グ

ループがその疾病の原因、病態、症状、治療方法、予防

法を調査し、発表した。いずれの疾病に関しても、学生

が発表した内容に関して参加した住民の約 75%～90%が

「よくわかった」、「大体わかった」と回答し、「あまりわ

からなかった」と回答した住民をはるかに上回る結果と

なった。また、「全く分からなかった」と回答した住民は

ほとんどおらず、住民の知的好奇心を満たす内容であっ

たといえる。学生のプレゼンテーション能力の向上を目

的として紙芝居形式での発表を行うことにしたが、各グ

ループによって作成した紙芝居に創意工夫がなされてい

たためか、「非常にわかりやすい」とコメントをした住民

も多く、評判は上々であった。また、セミナーの内容を

まとめたハンドアウト（資料）に関しても評判は良く、

これを集めるためにリピーター率が向上している可能性

も示唆される。 
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をとる好機となり、住民にとっては青年と会話する「ソ

ーシャル・キャピタルを醸成」する好機となっている。

住民に対してとったアンケートの自記述の項目では、「普
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表1．『健康・自立セミナー』参加者数 
 

参加者情報 
第1回 

H28.2~3 
第2回 

H28.4~5 
第3回 

H28.6~7 

秋

葉

区 

参加者総数 
［人口比］ 

  男性比 
   女性比 
  75歳以上 
  65～74歳 
  64歳以下 
［老年人口比］ 

168名 
［0.22%］

56.5％ 
43.5％ 
32.4％ 
49.4％ 
18.2％ 

［0.60％］

128名 
［0.17％］ 

58.6％ 
41.4％ 
43.8％ 
43.8％ 
12.4％ 

［0.48％］ 

121名 
［0.16％］

53.7％ 
46.3％ 
39.7％ 
47.9％ 
12.4％ 

［0.46％］

田

上

町 

参加者総数 
［人口比］ 

  男性比 
   女性比 
  75歳以上 
  65～74歳 
  64歳以下 
［老年人口比］ 

75名 
［0.62%］

56.0％ 
44.0％ 
32.9％ 
57.9％ 
9.2％ 

［1.77%］

58名 
［0.48%］ 

55.2％ 
44.8％ 
24.1％ 
58.6％ 
17.3％ 

［1.25%］ 

58名 
［0.48%］

55.2％ 
44.8％ 
31.0％ 
58.6％ 
10.4％ 

［1.35%］
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にしている学生も段々と増えており、『健康・自立セミナ

ー』に携わるすべての関係者が互いに学びあう ISCE が

円滑に行われているといえよう。 
 
【考察・今後の展開】 

 今年から実施した ISCE は、①社会において地域住民

と学生が共に学びあうという取組みが、②今後も定期的

に行われるだけでなく、③地域住民の知的好奇心を満た

し、④ソーシャル・キャピタルの醸成につながる、地域

活性化につながる取組みの第一歩として上々のスタート

を切ったといえよう。 

 この取組みをマスコミが取り上げてくれたこと 1-3)と同

時に、セミナー受入れ地域の住民を発信源とした口コミ

で広がりを見せ、当初、好意的に受け止めていなかった

新潟市秋葉区や南蒲原郡田上町内の他の地区からも開催

して欲しいと依頼を受けるのと同時に、新潟市中央区や

西区、江南区、五泉市、阿賀野市、東蒲原群阿賀町等、

周辺地域からの問い合わせと開催要望があとを絶たない。 

 学生が社会の中で学ぶ社会連携教育の試みは、近年、

様々な大学で行われているが、地域で学生を受け入れる

ための準備に関する地域住民の負担は計り知れず、『受入

れ疲れ』の様相を呈している。今回の「社会において、

住民も学生も共に学びあう」ISCEの試みは、学生の受け

入れに関して地域住民に負担をかけることなく円滑に進

められており、ある意味、理想的な取組みといえるであ

ろう。本取組みの先に、「不必要な医薬品の需要低下によ

る地域の医療費の削減」や「学生が核となる地域の健康・

自立度の向上」等、地域活性化に結び付くと考えられる

さらなる方向性が見え隠れしている。本取組みの今後、

更なる拡充とともに継続性をもたせ、「医療系大学の教育

活動を通した地域活性化方法」の確立へと発展させる計

画である。 

 

【引用・参考文献】 

1) NHK「おはよう日本」平成28年2月21日首都圏版

放送． 
2) 新潟日報 平成28年2月23日朝刊14面.  
3) 新潟日報 平成28年5月14日朝刊18面. 

地域活性を担うアクターズネットワークの可視化

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】 
地域活性が政策課題として認識され、その担い手の発見

や育成のための施策が展開されてきた。例えば、平成 21

年度から、総務省により、都市地域から過疎地域等の条件

不利地域に住民票を移動して生活拠点を移した者を自治体

が地域おこし協力隊員として委嘱する「地域おこし協力隊」

のような施策が展開されている。

地域おこし協力隊員は、地域に一定の期間居住して、地

域ブランドや地場産品の開発・販売・PRなどの地域おこし

の支援を行うものとされるが、最終的には地域協力活動を

行いながら、その地域への定住・定着を図ることが企図さ

れている。これは、地域活性の契機として外部から人材を

地域に投入し、その定着による継続的な活動の担保を目標

とする取り組みであると位置付けられる。

地域おこし協力隊の取り組みについては、2015年に「地

域おこし協力隊員の定住状況等に関する調査」の結果が総

務省から発表されている 。その調査結果からもうかがえる

ように、隊員の活動よりも地域に新たな定住者が増加する

ことが強調されがちである。しかし、地域活性で重要なこ

とは、地域において様々な活動を行うアクターをいかに顕

在化し、そのアクター間のネットワークの強度を上げるの

かということに見出される 本田 2015a 。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

るような契機を作るという意味においてこそ、「地域おこし

協力隊」のような取り組みは位置付けられる必要があるの

である。

【研究の目的】 
本研究では、地域活性を担うアクターを如何に顕在化し、

さらにはそのネットワークを可視化させるのかという問い

を立てる。

2015 年の地域活性学会の研究大会において、既に本田

(2015a)として、自治体において広がりを見せているオープ

ンデータの取り組みに着目し、その事例分析を通じて、地

域活性におけるアクターの顕在化の方法について論じた。

その発表においては、オープンデータを推進している自治

体として知られる福井県鯖江市・石川県金沢市・神奈川県

横浜市・千葉県千葉市の事例を取り上げて、オープンデー

タの取り組みが地域活性に関わる地域におけるアクターの

顕在化につながる可能性を指摘した。

自治体におけるオープンデータの推進にあっては、特に

福井県鯖江市が注目を集めている。鯖江市は全国に先駆け

てオープンデータの取り組みに着手し、「データシティ鯖

江」を掲げ、その推進を図っているのである。その取り組

みを支えたのが従来から培われてきた市民参加の土壌であ

ると西田・塚越(2013)は指摘している。

オープンナレッジファンデーションジャパン(OKFJ)によ

れば、「オープンデータは目的を問わず、誰でもどこででも

自由に利用し、共有し、構築のベースにすることができる

データ」である。オープンデータの推進が論じられる際に

は、主に公共機関の保有するデータの公開が焦点となるが、

データを保有する主体の属性はここでは必ずしも重要な論

点とはならない。オープンデータとして公開されたデータ

が自由に利用され、共有されていくことこそが肝要であり、

行政がデータをオープンデータとして公開した場合、その

利用や共有の受け手たる市民の存在が特に重要となるので

ある。

オープンデータというかたちで地域にまつわる資源が新

たに投入されることで、地域における活動を喚起し、その

活動に関わるアクターを引き寄せることで、地域活性のア

クターを顕在化させる。本田(2015b)においては、地域にお

ける活動を発火させる導火線としてのオープンデータが機

能していることを説いたところである。

オープンデータの推進によって、地域活性にまつわるア

クターが顕在化されるとしても、それだけでは十全ではな

い。原田(2014)において説かれるように、地域におけるア

クターの存在以上に、アクター間のネットワークの存在、

つまり、アクターズネットワークの存在が重要性を帯びる

のである。そこで、地域活性にまつわるアクターズネット

ワークを如何に可視化するのかということがリサーチクエ

スチョンとして浮かび上がるのである。

【研究方法】

本研究では、オープンデータの推進の見られる地域活

性の取り組みに焦点を当て、オープンデータの取り組み

に注力をしている自治体の事例分析を行う。なお、2015
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年の地域活性学会の研究大会において研究発表である本

田(2015a)でも、オープンデータに取り組んでいる自治体

の事例分析を行ったが、本研究では、なかでも横浜市の

事例に重点を置くこととする。

【研究内容】

横浜市はオープンデータの推進に力を入れている自治

体である。そのスタート自体は、鯖江市などからは遅れ

たものの、その後の進捗状況は目覚ましい。また、後に

オープンデータを実施している自治体からも、その取り

組みが参考にされている 本田・野田・吉田(2016) 。

横浜市におけるオープンデータ施策の特徴としては、

行政ではなく、民間主導でオープンデータの推進が図れ

てきたことがあげられる。具体的には、2012年 12月に、

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、これを受けるようなかたちで行政における施策の積

極的な展開となったのである。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 。

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

公的データによって横浜の政策課題を多様な主体

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

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

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は、

2013年2月23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として「2.23 インターナシ

ョナル・オープンデータ・デー in YOKOHAMA」を主催

している。この2013年1月から、横浜市は「民間団体の

取り組みに対する支援」を開始し、オープンデータを介

した官民の連携を図っていくこととなったのである。オ

ープンデータに関わる官民連携について、横浜市は日本

マイクロソフト 株 との連携を2013年7月から拡大する

など、企業との連携も開始されている 。

横浜市役所の庁内では、2013年 3月・9月に職員研修

の実施、同年 5 月からオープンデータ推進プロジェクト

の設置および検討がなされてきた 。横浜市が保有するデ

ータにつき、オープンデータ化を進めるための体制整備

がなされてきたのである。

オープンデータを利用したサービスの展開としては、

2013年 8月に横浜市の金沢区役所が中心となって「かな

ざわ育なび.net」が開設されている。さらに、同年9月に

は、総務省のオープンデータ推進のための実証実験への

協力も行っている。2014年 7月には、オープンデータを

提供する「よこはまオープンデータカタログ 試行版 」

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/opendata/catal

og.html が開設されている。

横浜市の場合、単に保有しているデータをオープンデ

ータとして提供するという取り組みに留まらず、オープ

ンデータの推進を総合計画の中でも明記し、その活用に

あたることが目指されている。具体的には、2014 年 12

月に議会の議決も得て確定された横浜市の総合計画であ

る「横浜市中期4か年計画2014～2017」に、「オープンデ

ータの推進」が謳われているのである。

かように庁内でのオープンデータ施策の推進が加速す

る中で、2014年 2月22日には横浜インターナショナルオ

ープンデータデイが開催され、約180名の参加者を得て、

世界でも最大級のイベントなったとされている 。同年 6

月には横浜オープンデータソリューション発展委員会が

「横浜・神奈川 オープンデータフォーラム」を開催した。

このイベントの趣旨は、以下のように記されている。

オープンデータの基本的な思想や政策、海外や国内の

先進的な事例について、行政と民間の参加者間で共有

化すると共に、オープンデータの利活用によって、自

治体の未来を切り拓くという観点から、今後の施策や

事業のあり方について意見交換を行います 。

このイベントには、行政・企業・NPO・大学など多様

なアクターがパネルディスカッションに登壇するなどし

ている。

2014年 10月からは、「よこはまユース・アイデアソン」

が実施された。これは、参加対象者の年齢を15歳から 25

歳に限定したアイデアソンであり、10月のアイデアソン

実施から、毎月の勉強会などを経て、2015年 3月の表彰

式までの長期的なイベントである。この表彰式は、

「YOKOHAMA Ups!」の表彰式であり、「よこはまユー

ス・アイデアソン」はそのイベントと連動している。

「YOKOHAMA Ups!」は、スマートフォン・タブレット

などで利用可能なアプリ開発を通して、横浜市における

課題を市民が意識するきっかけをつくるために開催され

たコンテストである 。アイデア部門とアプリ開発部門の

募集があり、「よこはまユース・アイデアソン」で構想さ

れたアイデアやアプリがこのコンテストにエントリーさ

れたのである。

2015年 2月 21日は、例年と同様にオープンデータデイ

のイベントが横浜でも「インターナショナル・オープン

データ・デイ 2015@横浜」として開催された。これを主

催したのも横浜オープンデータソリューション発展委員

会である 。続く同年6月には、横浜市が主催者のひとつ

となって「オープンデータ自治体サミット」が開催され

ている。このイベントは、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

おり、さらには、Code for Japanとの連携企画や企業・大

学などの出展ブースもあり、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た。

以上のような一連の盛り上がりのなかで、2015年 9月

には、横浜市における「オープンデータ取組方針」が決

定された。この取組方針は、「第 1部 オープンデータ推

進の基本的な考え方」・「第 2 部 オープンデータの推進

に関する具体的な取組の方向性」の二部構成となってい

る。

この横浜市の事例に見られるように、地域に関するデ

ータというものに関心が集まることにより、従来は地域

活性のアクターとして登場しなかったようなアクターも

顕在化するようになったのである 本田 2015b 。とりわ

け、毎年世界的なイベントとして開催されるインターナ

ショナルオープンデータデイにおいて、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こと

からも推察される事柄である。地域における活動を発火

させる導火線としてオープンデータを位置付け、そこに

集う人々を地域活性にまつわるアクターとして可視化す

ることも可能となるのである。

【考察】

ここでまで、オープンデータの推進につき、横浜市の

事例を見てきた。まずは、オープンデータという新たな

資源が地域に投入されたことから事が始まる。横浜市の

場合、この始まりは横浜オープンデータソリューション

発展委員会のような民間の団体の活動を契機とする。そ

れを図示すると、以下の図 1 のようになるものと考えら

れる。

図１ オープンデータと地域

作成筆者

地域という「透明な箱」にオープンデータが投入され

たのである 。この投入を契機にして、オープンデータに

まつわり主にデータの活用などに関心を持ち地域におい

て活動するアクターの存在が顕在化する。

図 顕在化するアクター

作成筆者

図 2 の中の丸がアクターである。この段階では、アク

ター間のネットワークは可視化されていないため、アク

ター間は点線で結んである。この段階では、あくまでオ

ープンデータに関心を有するアクターの存在が明らかに

なっただけである。この点線を実線化する、つまりは可

視化する方法を構想する必要がある。

図 ネットワーク可視化の契機としてのイベント実施

作成筆者

そこで参照されるのは横浜市の事例である。横浜市に

おいては、前述のように、オープンデータにまつわり各

種のイベントが継続的に実施されていた。単に自治体が
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年の地域活性学会の研究大会において研究発表である本

田(2015a)でも、オープンデータに取り組んでいる自治体

の事例分析を行ったが、本研究では、なかでも横浜市の

事例に重点を置くこととする。

【研究内容】

横浜市はオープンデータの推進に力を入れている自治

体である。そのスタート自体は、鯖江市などからは遅れ

たものの、その後の進捗状況は目覚ましい。また、後に

オープンデータを実施している自治体からも、その取り

組みが参考にされている 本田・野田・吉田(2016) 。

横浜市におけるオープンデータ施策の特徴としては、

行政ではなく、民間主導でオープンデータの推進が図れ

てきたことがあげられる。具体的には、2012年 12月に、

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、これを受けるようなかたちで行政における施策の積

極的な展開となったのである。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 。

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

公的データによって横浜の政策課題を多様な主体

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

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

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は、

2013年2月23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として「2.23 インターナシ

ョナル・オープンデータ・デー in YOKOHAMA」を主催

している。この2013年1月から、横浜市は「民間団体の

取り組みに対する支援」を開始し、オープンデータを介

した官民の連携を図っていくこととなったのである。オ

ープンデータに関わる官民連携について、横浜市は日本

マイクロソフト 株 との連携を2013年7月から拡大する

など、企業との連携も開始されている 。

横浜市役所の庁内では、2013年 3月・9月に職員研修

の実施、同年 5 月からオープンデータ推進プロジェクト

の設置および検討がなされてきた 。横浜市が保有するデ

ータにつき、オープンデータ化を進めるための体制整備

がなされてきたのである。

オープンデータを利用したサービスの展開としては、

2013年 8月に横浜市の金沢区役所が中心となって「かな

ざわ育なび.net」が開設されている。さらに、同年9月に

は、総務省のオープンデータ推進のための実証実験への

協力も行っている。2014年 7月には、オープンデータを

提供する「よこはまオープンデータカタログ 試行版 」

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/opendata/catal

og.html が開設されている。

横浜市の場合、単に保有しているデータをオープンデ

ータとして提供するという取り組みに留まらず、オープ

ンデータの推進を総合計画の中でも明記し、その活用に

あたることが目指されている。具体的には、2014 年 12

月に議会の議決も得て確定された横浜市の総合計画であ

る「横浜市中期4か年計画2014～2017」に、「オープンデ

ータの推進」が謳われているのである。

かように庁内でのオープンデータ施策の推進が加速す

る中で、2014年 2月22日には横浜インターナショナルオ

ープンデータデイが開催され、約180名の参加者を得て、

世界でも最大級のイベントなったとされている 。同年 6

月には横浜オープンデータソリューション発展委員会が

「横浜・神奈川 オープンデータフォーラム」を開催した。

このイベントの趣旨は、以下のように記されている。

オープンデータの基本的な思想や政策、海外や国内の

先進的な事例について、行政と民間の参加者間で共有

化すると共に、オープンデータの利活用によって、自

治体の未来を切り拓くという観点から、今後の施策や

事業のあり方について意見交換を行います 。

このイベントには、行政・企業・NPO・大学など多様

なアクターがパネルディスカッションに登壇するなどし

ている。

2014年 10月からは、「よこはまユース・アイデアソン」

が実施された。これは、参加対象者の年齢を15歳から 25

歳に限定したアイデアソンであり、10月のアイデアソン

実施から、毎月の勉強会などを経て、2015年 3月の表彰

式までの長期的なイベントである。この表彰式は、

「YOKOHAMA Ups!」の表彰式であり、「よこはまユー

ス・アイデアソン」はそのイベントと連動している。

「YOKOHAMA Ups!」は、スマートフォン・タブレット

などで利用可能なアプリ開発を通して、横浜市における

課題を市民が意識するきっかけをつくるために開催され

たコンテストである 。アイデア部門とアプリ開発部門の

募集があり、「よこはまユース・アイデアソン」で構想さ

れたアイデアやアプリがこのコンテストにエントリーさ

れたのである。

2015年 2月 21日は、例年と同様にオープンデータデイ

のイベントが横浜でも「インターナショナル・オープン

データ・デイ 2015@横浜」として開催された。これを主

催したのも横浜オープンデータソリューション発展委員

会である 。続く同年6月には、横浜市が主催者のひとつ

となって「オープンデータ自治体サミット」が開催され

ている。このイベントは、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

おり、さらには、Code for Japanとの連携企画や企業・大

学などの出展ブースもあり、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た。

以上のような一連の盛り上がりのなかで、2015年 9月

には、横浜市における「オープンデータ取組方針」が決

定された。この取組方針は、「第 1部 オープンデータ推

進の基本的な考え方」・「第 2 部 オープンデータの推進

に関する具体的な取組の方向性」の二部構成となってい

る。

この横浜市の事例に見られるように、地域に関するデ

ータというものに関心が集まることにより、従来は地域

活性のアクターとして登場しなかったようなアクターも

顕在化するようになったのである 本田 2015b 。とりわ

け、毎年世界的なイベントとして開催されるインターナ

ショナルオープンデータデイにおいて、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こと

からも推察される事柄である。地域における活動を発火

させる導火線としてオープンデータを位置付け、そこに

集う人々を地域活性にまつわるアクターとして可視化す

ることも可能となるのである。

【考察】

ここでまで、オープンデータの推進につき、横浜市の

事例を見てきた。まずは、オープンデータという新たな

資源が地域に投入されたことから事が始まる。横浜市の

場合、この始まりは横浜オープンデータソリューション

発展委員会のような民間の団体の活動を契機とする。そ

れを図示すると、以下の図 1 のようになるものと考えら

れる。

図１ オープンデータと地域

作成筆者

地域という「透明な箱」にオープンデータが投入され

たのである 。この投入を契機にして、オープンデータに

まつわり主にデータの活用などに関心を持ち地域におい

て活動するアクターの存在が顕在化する。

図 顕在化するアクター

作成筆者

図 2 の中の丸がアクターである。この段階では、アク

ター間のネットワークは可視化されていないため、アク

ター間は点線で結んである。この段階では、あくまでオ

ープンデータに関心を有するアクターの存在が明らかに

なっただけである。この点線を実線化する、つまりは可

視化する方法を構想する必要がある。

図 ネットワーク可視化の契機としてのイベント実施

作成筆者

そこで参照されるのは横浜市の事例である。横浜市に

おいては、前述のように、オープンデータにまつわり各

種のイベントが継続的に実施されていた。単に自治体が
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オープンデータを提供し、あとは特段の活動は行わない

という他の自治体と横浜市は一線を画している。

イベントの実施により、開催側・参加者側の両者のア

クターが顕在化するとともに、そのアクター間のネット

ワークも可視化されるのである 図3 。とりわけ、イベン

トが実施されることで、例えばそのイベントの場に人々

が集い、誰と誰がある地域の課題に関心を有しているの

かも明らかとなる。オープンデータに関するイベントは、

アイデアソンやハッカソンなど、その場で一定の成果物

が求められるものも多いが、必ずしも成果物を出すこと

が目標ではなく、アクターのネットワークを可視化する

機会として捉えることも可能であるものと考えられる。

【研究結果】

本研究では、オープンデータの推進に着目し、横浜市

の事例分析を通じて、地域活性のアクターの顕在化及び

に可視化の方途について検討し、オープンデータにまつ

わるイベントの実施により、地域活性に関わるアクター

間のネットワークの可視化の契機になることを指摘した。

オープンデータに関するイベントとしてアイデアソン

やハッカソンが実施されるところであるが、その成果と

して、アプリの開発があげられる。本研究でも言及した

「YOKOHAMA Ups!」のようなアプリコンテストも実施

されていることから、アプリの開発に注目が集まるとこ

ろではあるが、本研究において示したように、地域活性

のアクターの顕在化やネットワークの可視化という観点

から捉えるのであれば、必ずしもアプリの開発は目標と

はならない。オープンデータの推進を地域活性化の取り

組みの中で再定位することが求められていると結論付け

られるだろう。

【注】

1  以下より入手した。最終アクセス 2016年 8月 4
日(以降のURLについても同様)。 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000376274.pdf 

2  http://okfn.jp/2014/03/23/defining-open-data/より引用し

た。 

3  横浜オープンデータソリューション発展委員会の
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一般教養科目における地域連携活動導入の試み

星野敦子（十文字学園女子大学）

： 地域連携活動、カリキュラム、社会的基礎力

【はじめに】 
本学は 年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業」に

採択され「新座市をキャンパスに プラスとなる人づくり

まちづくり」をテーマとして地域連携活動を核とした教育

改革に取り組んでいる。 年度にカリキュラム改革を行い、

地域志向科目を核として「〝地的好奇心〟に満ちた、活力・

実践力のある 型の学生を育てる」ことを目指して

いる。

本研究においては、地域志向科目の一つである共通科目

「地域で学ぶ」と学生の社会的基礎力養成との関係を明ら

かにして、また学生の能力を高めるための授業モデルを提

案することを目的としている。「地域で学ぶ」では主として

ゲスト講師による地域活動に関する講義で構成されており、

そこで紹介された地域活動に、学生が実際に参加できる仕

組みを作っている。

このように「正課」と「課外」が連動する教育システム

により地域実践教育を実施している例としては松本大学や

広島経済大学などがある。さらに両大学に共通している点

として①学生の「気づき」を引き出すためのアクティブラ

ーニングの導入 ②学生、大学、および企業の関係が

「 」となるようなサービスラーニングの要素がある

の２点が挙げられている（梅木、 ）。

また「課題解決能力」と「コミュニケーションスキル」

の習得を目標として授業と地域連携活動を統合した例とし

ては、東北文教大学短期大学部の大学教育・学生支援推進

事業（Ｈ ～Ｈ ）などがあり、授業と統合することで教

育効果が向上することが示されている。

【方法】

授業を通して地域活動に参加した学生の割合や、参加学

生の感想などを分析するとともに、授業の初回と最終回に

調査をおこない、学生の地域活動に関する意識の変化をし

らべた。さらに本学が１，２年生向けに独自に開発したル

ーブリック「Ｊモデルベーシック：に基づいて、社会的コ

ンピテンスの実態を調べ、より効果的な授業モデルを検討

した。

【結果】

（１）人材育成指針

図１は本学における人材育成指針「Ｊモデル・プラス」

と地域志向科目の構成を示している。「知的コンピテンス」

と「社会的コンピテンス」について汎用的能力としての「ベ

ーシック」、専門的能力としての「アドバンス」の２段階に

ついてルーブリックを作成して、形成的評価を行いながら

【図１】Ｊモデル・プラスと地域志向科目 
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オープンデータを提供し、あとは特段の活動は行わない

という他の自治体と横浜市は一線を画している。

イベントの実施により、開催側・参加者側の両者のア

クターが顕在化するとともに、そのアクター間のネット

ワークも可視化されるのである 図3 。とりわけ、イベン

トが実施されることで、例えばそのイベントの場に人々

が集い、誰と誰がある地域の課題に関心を有しているの

かも明らかとなる。オープンデータに関するイベントは、

アイデアソンやハッカソンなど、その場で一定の成果物

が求められるものも多いが、必ずしも成果物を出すこと

が目標ではなく、アクターのネットワークを可視化する

機会として捉えることも可能であるものと考えられる。

【研究結果】

本研究では、オープンデータの推進に着目し、横浜市

の事例分析を通じて、地域活性のアクターの顕在化及び

に可視化の方途について検討し、オープンデータにまつ

わるイベントの実施により、地域活性に関わるアクター

間のネットワークの可視化の契機になることを指摘した。

オープンデータに関するイベントとしてアイデアソン

やハッカソンが実施されるところであるが、その成果と

して、アプリの開発があげられる。本研究でも言及した

「YOKOHAMA Ups!」のようなアプリコンテストも実施

されていることから、アプリの開発に注目が集まるとこ

ろではあるが、本研究において示したように、地域活性

のアクターの顕在化やネットワークの可視化という観点

から捉えるのであれば、必ずしもアプリの開発は目標と

はならない。オープンデータの推進を地域活性化の取り

組みの中で再定位することが求められていると結論付け

られるだろう。

【注】

1  以下より入手した。最終アクセス 2016年 8月 4
日(以降のURLについても同様)。 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000376274.pdf 

2  http://okfn.jp/2014/03/23/defining-open-data/より引用し

た。 

3  横浜オープンデータソリューション発展委員会の

Webサイト http://yokohamaopendata.jp/?page_id=19より引

用した。 

4 以下の横浜市政策局のWebサイトを参照した。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/opendata/ 

5 横浜市におけるオープンデータの推進については、上

記の横浜市政策局のWebサイトのほか、横浜市調査季報

編集部(2014)を参照した。 

6 以下の横浜オープンデータソリューション発展委員会

Webサイトを参照した。 

http://yokohamaopendata.jp/2014/06/01/yokohama-internationa

l-open-data-day-2014%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%83%ac

%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/ 

7 以下の横浜オープンデータソリューション発展委員会

Webサイトから引用した。 

http://yokohamaopendata.jp/2014/06/07/2014%E5%B9%B46
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%A5%88%E5%B7%9D-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3

%83%97%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC/ 

8 「YOKOHAMA Ups!」については、以下のサイトを参

照した。https://jobhub.jp/camp/yokohama-ups#ttl02 

9  2016年は 3月5日に「インターナショナル・オープン

データ・デイ2016@横浜」が開催された。 

10 地域を透明な箱として捉えることにつき、河井(2009)

を参照した。 
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実践力のある 型の学生を育てる」ことを目指して
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本研究においては、地域志向科目の一つである共通科目

「地域で学ぶ」と学生の社会的基礎力養成との関係を明ら

かにして、また学生の能力を高めるための授業モデルを提

案することを目的としている。「地域で学ぶ」では主として

ゲスト講師による地域活動に関する講義で構成されており、

そこで紹介された地域活動に、学生が実際に参加できる仕

組みを作っている。

このように「正課」と「課外」が連動する教育システム

により地域実践教育を実施している例としては松本大学や

広島経済大学などがある。さらに両大学に共通している点

として①学生の「気づき」を引き出すためのアクティブラ

ーニングの導入 ②学生、大学、および企業の関係が

「 」となるようなサービスラーニングの要素がある

の２点が挙げられている（梅木、 ）。

また「課題解決能力」と「コミュニケーションスキル」

の習得を目標として授業と地域連携活動を統合した例とし

ては、東北文教大学短期大学部の大学教育・学生支援推進

事業（Ｈ ～Ｈ ）などがあり、授業と統合することで教

育効果が向上することが示されている。

【方法】

授業を通して地域活動に参加した学生の割合や、参加学

生の感想などを分析するとともに、授業の初回と最終回に

調査をおこない、学生の地域活動に関する意識の変化をし

らべた。さらに本学が１，２年生向けに独自に開発したル

ーブリック「Ｊモデルベーシック：に基づいて、社会的コ

ンピテンスの実態を調べ、より効果的な授業モデルを検討

した。

【結果】

（１）人材育成指針

図１は本学における人材育成指針「Ｊモデル・プラス」

と地域志向科目の構成を示している。「知的コンピテンス」

と「社会的コンピテンス」について汎用的能力としての「ベ

ーシック」、専門的能力としての「アドバンス」の２段階に

ついてルーブリックを作成して、形成的評価を行いながら

【図１】Ｊモデル・プラスと地域志向科目 
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能力開発を行い、４年生では３年間で培った力を基盤と

して、ゼミや実習を通して実践的専門能力（「プラス」レ

ベル）の育成を行っている。

図２はベーシックレベルとアドバンスレベルの内容を

示している。社会的コンピテンスは「対人領域」「対自己

領域」及び「対課題領域」の３領域からなり、それぞれ

３つの能力が含まれている。知的コンピテンスについて

は、ベーシックレベルでは「知識活用力」、アドバンスレ

ベルでは「問題解決力」の育成を目標としており、両レ

ベルとも５つの能力で構成されている。

これらの各能力について４段階のルーブリックが作ら

れている。たとえば「話し合う力」については以下の４

段階となっている。

①得意なことや自信のあることについては、自分の意

見を述べることができる

②大抵の場合には、自分の意見をはっきりと主張でき

る方だ

③意見が対立したり立場が上の人に対しても、自分の

意見をはっきりと述べることができる

④意見が対立したり立場が上の人から理解を得られな

い場合であっても、妥協せず、自分の意見を粘り強

く主張することができる

（２）地域志向科目と「地域で学ぶ」

「 型」の学生を育成するための核となるのが

「地域志向科目」である。図１で示したように、地域志

向科目は「地域を学ぶ」「地域で学ぶ」「地域に活かす」

の３つの局面で設定されている。これらはＪモデルの内

容と時系列的に連動するものではなく、いずれの局面も

Ｊモデルの各レベルと有機的に関連していると考えられ

ている。科目「地域で学ぶ」は「地域の活動を通してコ

ミュニケーション能力、実践力を育成する」ための科目

であり、全学科に解放された教養科目として１年後期に

開講されている。「正課」と「課外」が連動する教育シス

テムを構築するため、授業では主として地域で活躍する

ゲスト講師による講義を行い、それと関連する地域の活

動に授業を離れて参加できるよう、担当教員がコーディ

ネートしている。

表１はゲスト講師による授業とそれに関連した活動に

参加した学生のデータを示しいている。受講生全体の

％が授業期間中に授業に関連した活動に参加している。

例えば地域の商店会の活動についての授業に関わる活動

として、「チャリティもちつき大会」や「駅前イルミネー

ション設置」のボランティア、さらに別の商店会のもち

つきと同時に開催されたエネルギーをテーマとした催し

「エネカフェ」などに、計 名の学生が参加している。

課外活動の参加者が最も多かったのは、大学敷地内に

ある「十文字の森」での子供向けプレイパーク（プレプ

ラ十文字の森）など、「子どもの自然体験活動」に関する

ものであり、計 名の学生が参加した。参加学生からは

「コミュニケーション力が高まった」「子どもたちの様子

をみていて自分も自然と話をしたり活動に参加できた」

という感想が多く寄せられた。

【表１】授業と連携活動

授業テーマ 関連活動 参加者

新座市におけるエコライフ調査について エコライフ調査データ入力 3

地元の芋を利用したさつまいもプロジェ
クトと指月喝

さつまいもプロジェクト 14

森の子クラブ 4

十文字の森プレプラ 19

野火止用水ゆるキャラフェスティバル
子供工作教室

7

すぐそこ新座発見ウォーキング 10

フラッッシュモブ（ダンス） 3

エネカフェ in 新座 3

チャリティ餅つき大会 16

駅前イルミネーション 1

その他 埼玉クイズ選手権 9

地元の活動など 7

履修者数　101名　　活動参加者数　　92名（延べ数　96名）　　　活動不参加者　9名

子どもの自然体験活動について
（ふるさと支援隊、森の子、プレプラ、ゆ
るキャラフェスティバル）

栄4丁目その他の商店会活動について

新座市の商工業とアトム通貨

【図2】Ｊモデルにおける「育成すべき能力」 

（３）地域活動に対する興味

第１回目の授業と最終回の授業の際に、地域活動に関

する興味の有無についての調査を行った。図 はその結

果をまとめたものである。

最初の授業では「やや興味がある」または「とても興

味がある」と答えた学生は ％であったが、最終回で

は ％とやや増加している。特に「とても興味がある」

の割合が倍以上となっている点は重要である。

【図 】地域活動に対する興味（前後比較）

表 は、活動に対する興味の変化と活動への参加率に

ついてまとめたものである。興味の変化については「と

ても興味がある」（４）〜「全く興味がない」（１）の前

後の差の平均値を示している。最も参加率が低かったの

が「あまり興味がない」と答えたグループであるが、一

方興味の変化の平均値はもっとも大きくなっている。興

味が低い学生ほど変化が大きく、全体としては授業を通

して地域活動に対する興味を向上させることにつながっ

ているといえる。

【表 】活動に対する興味の変化と活動参加率

（４）地域活動と社会的コンピテンス

本研究では、主としてベーシックレベルにおける社会的

コンピテンスと地域活動の関係についての分析を行った。

図 は地域活動に関する興味（事前）の有無による各

能力の違いを示している。ルーブリック評価は１項目ず

つ丁寧に説明しながら学生による自己評価を行ったもの

である。

【図 】地域活動への興味と社会的コンピテンス

総体的にみて、地域活動について興味を示している学

生はそうでない学生に比較して社会的コンピテンスが高

く、特に「前を向く力」「実践する力」「他者を思う力」

などでは差が大きくなっている。一方「協働する力」「自

己を理解する力」については興味の低い学生の方がやや

高くなっている。対象が 年生ということもあり、いず

れの能力も、段階のルーブリックにおいて高いものでも

に達しておらず、今後、地域志向科目や地域活動を通し

てどの程度能力の向上が図れるかが課題となる。

今回は、ルーブリック評価の前後比較をしていないが、

地域活動に参加した学生の感想から、特に「コミュニケ

ーション力」の向上に効果があったことが分かっている。

以下は「十文字の森プレプラ」に参加した学生の感想

の一部である。

活動に対する興味（事前） 活動参加率 興味の変化 

全く興味がない（1） 100.0% 2

あまり興味がない（18） 72.2% 0.39

やや興味がある（77） 94.8% 0.12

とても興味がある（5） 100.0% -0.8

※（　）内はサンプル数
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「私は１２月１９日のプレプラの森に参加しました。ま

ず、学校の近くにそうやって子供たちが遊ぶ場所がある

ことにびっくりしました。わたしは一人っ子で、周りに

も子供があまりいないので、うまく接することができる

のか不安でした。最初は子供たちがすごく上手に遊んで

いたので、どうその中に入ったらいいのかわからなくて

突っ立っていました。そのあと奥のほうで秘密基地をつ

くっている子供たちを見つけ話かけました。（中略）

私が座る用にタイヤを運んできてくれました。それをき

っかけに他の子供たちにも話かけ、鬼ごっこをしたり、

剣で戦ったり、一緒にマシュマロを焼いて食べました。

（中略）普段子供たちと触れ合う機会がないので、プレ

プラの森に参加できてよかったです。楽しかったです。」

【考察】

今回の分析から、「地域で学ぶ」の現状は以下のように

なっている。

①授業を通して参加者の 割以上の学生が地域での活動

に参加している

②地域活動に対する興味は授業の前後でわずかに向上い

ている

③地域活動に対する興味が低い学生ほど向上している

④地域活動に興味がある学生のほうがそうでない学生と

比較して社会的コンピテンスが高い傾向にある

⑤地域の活動に参加することでコミュニケーション力の

向上に効果があることが明らかになったが、ルーブリッ

クによる定量的評価は行っていないため、社会的コンピ

テンスに対する効果は不明である

図 は、 年生を対象とした「地域で学ぶ」をＪモデル

ベーシック向上のために有効に機能させるための授業モ

デルを示している。今回の分析や他大学の実践をとおし

て「学生の動機づけ」「ゲスト講師と担当教員の役割の明

確化」「コーディネータの重要性」などがポイントとなっ

ており、今年度後期からさっそく実践し、評価を行って

いきたいと考えている。

【引用・参考文献】

東北文教大学短期大学部大学教育・学生支援推進事業（Ｈ

～Ｈ ）「生活関連図による地域体験活動と授業の統

合」

梅木真寿郎（ ）、地域実践教育における評価システム

の現状と課題 〜松本大学コミュニティ・ビジネス型地

域連携教育と広島経済大学 興動館教育プログラムの取

り組みから学ぶべきこと～、「地域経済」第 号、

【図5】地域志向科目「地域で学ぶ」授業モデル 

地域の文化資源を活用するためのスタンプラリーツールキット開発と実践	

高尾俊介・高見知里（情報科学芸術大学院大学）	

Keyword：	観光、文化資源、スタンプラリー、デジタルファブリケーション、IoT	

	

【概要】 
	 地域振興を目的として、地方で様々なイベントが盛んに

行われている。どの地域にも歴史に支えられた有形・無形

の文化的な資源があり、それらをコンテンツ活用する事例

も少なくない。地域の特徴や人々の生活に根ざした地域固

有の資源を「自らのもの」として有効に活用することは、

地域住民のシビックプライドの醸成に繋がる。	

	 その一方で、核家族化の進展による地域コミュニティの

喪失などを原因として、地域の文化資源に紐付いた風習が

廃れてしまうことは、地域にとって潜在的な問題である。

エコミュージアムやエコツーリズムに代表されるような形

態によって地域の文化資源を活用する場合、現代人はマル

チメディア的な表現に慣れ親しんでおり、歴史的な文化資

源を当時の人々が鑑賞したように体験し、その意味や機能

を理解することが難しいため、その利活用においては何ら

かの補助的な仕組みが不可欠である。	

	 本研究はそのような観点から、1）地域の文化資源の価値

や効用を、鑑賞者へ伝える補助的な機能を付与すること、2）

文化資源に紐付いた風習を再興すること、の2点を目的と

して、スタンプラリーツールキットの開発を行った。尚、

ここで言うスタンプラリーは、単に図柄を集めて巡ること

ではなく、文化資源の鑑賞支援として事前学習を目的とし

たものである。	

	 本稿では、2015年より岐阜県揖斐川町で実施した「地獄

絵スタンプラリー」の2回の実践と、その過程におけるス

タンプラリーツールキットの開発について述べる。	

	

図1：播隆院一心寺収蔵の地獄絵	

	

【背景】	

	 揖斐川町は、滋賀県及び福井県の県境と隣接した人口 2

万 1 千人の町である。2014 年 10 月、地域振興を目的とし

た音楽とマーケットの複合フェスティバル「揖斐川ワンダ

ーピクニック」の実行委員会から、著者らが所属する産業
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図2:プロジェクト進行のプロセス	
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図1：播隆院一心寺収蔵の地獄絵	

	

【背景】	
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行した。	

	

図2:プロジェクト進行のプロセス	
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【目的】 
	 著者らは「文化資源としての地獄絵の鑑賞支援」と「揖

斐川町地域における地獄絵拝観という風習の再興」を目的

として、「地獄絵スタンプラリー」を企画した。企画の形態

をスタンプラリーとした理由は、以下のとおりである。 
1. 子どもから大人まで参加できる 
2. チェックポイントを会場内の要所に配置することで、参
加者をイベントエリア内で回遊させることができる 
3. チェックポイントごとに地獄絵を知るための仕掛けを
用意できる 
4. ゴールを地獄絵が収蔵されている一心寺に設定するこ
とで、拝観場所へと来場者を誘導できる 
	 また、イベントの監修は一心寺の住職である竹中純瑜氏

に依頼した。 

図3:地獄絵の調査	

図4:地獄絵スタンプラリー・マップ（2016）	

	 	

	

【研究と実践】	

1.	スタンプ収集を通じた地獄絵拝観の再興と鑑賞支援方

法の開発	

	 2015 年 5 月に実施された「揖斐川ワンダーピクニック」

には約1万人の来場があり、第1回の「地獄絵スタンプラ

リー」には家族連れを含む約500人が参加した。	

	 鑑賞者は受付で配布された台紙を持って、揖斐川町内に

設置されたチェックポイントを巡り、地獄絵をモチーフと

した図柄と解説が印字されたスタンプを収集した。スタン

プを押すことで台紙に地獄で行われる審判や刑罰のイメー

ジが現れ、合わせてその解説を読むことができる。参加者

を地獄絵が展示されたゴールへ誘導すると共に、イベント

の形式を援用して地獄絵拝観の風習をなぞった。スタンプ

をすべて集めた参加者には、特製の絵馬を配布した。	

	 第 1回の実施時、参加した大人は押印された解説文を読

み理解を深めていた。一方、未就学児には「地獄へ行かな

いためには悪事を働いてはならない」という地獄絵の教化

的側面が伝わっておらず、文字情報以外の伝達手段が必要

だと分かった。	

	

図5:地獄絵スタンプラリーの体験の流れ	

	

図6:印字されたスタンプと台紙	

	

2.	音声による鑑賞支援方法の開発	

	 第 1回の実施で得た分析をもとに、スタンプ押下時にイ

ンタラクションを追加することとした。2016年5月に開催

された「揖斐川ワンダーピクニック」内で第2回目となる

「地獄絵スタンプラリー」を実施した。スタンプラリーに

は約750 人が参加した。地獄の刑罰の様子をイメージした

叫び声や不気味な音声が再生されるインタラクションを付

与したことで、スタンプを押すこと自体を怖がる子どもや、

地獄絵拝観後に怯えながら帰っていく子どもが現れた。	

	

図7:第2回の地獄絵スタンプラリーの様子	

	

図8:制作した展示台と電子回路部分	

3.	デジタル工作機器を用いたツールキットの開発	

	 スタンプラリー実施のためのツールキットはスタンプ、

台紙、インタラクティブなスタンプ台、ノボリ他サイン、

ノベルティの5つで構成される。イベント実施に必要な製

作物が多種に及ぶため、製作は少量多品種のデザインに向

くデジタル工作機器（レーザー加工機、大型切削加工機、

カッティングプロッター）を用いた。スタンプで印字する

図柄は住職の法話を元に選定し、レーザー加工機を利用し

て試作と製作を行った。ノボリはカッティングプロッター

を利用した簡易スクリーン印刷の技法を用いて製作した。	

	 第 2回の実施にあたり追加したインタラクション部分は、

感圧センサーとArduino を用いて実装した。スタンプとス

タンプ台に磁石と磁力センサーを組み込むことで、人がス

タンプを押下したときのみ動作する仕組みとした。また、

外部電源がない野外でもチェックポイントを設置できるよ

うにするため、モバイル電源で駆動するよう設計した。	 	

	

【考察と展望】 
	 2 回の実践を通じて、現代のメディア技術を用いて、地

域の文化資源に対して鑑賞支援することができた。またス

タンプラリーの形式を用いることで、文化資源に紐付いた

風習を再興できた。	

	 今回提案したスタンプラリーツールキットは、図柄と合

わせて音声を入れ替えることで美術館での作品の音声ガイ

ドや地域の観光案内など様々なイベントでも活用可能であ

る。またインタラクションの付与の手段として、VRやIoT、

物理的な物体の制御など音声以外の方法でも、鑑賞にまつ

わる体験を補助・拡張することができる。今後はこのよう

な可能性を踏まえて、他の文化資源への応用についても探

求していきたい。	

	

【引用・参考文献】	

1.	上田麻紀子、三橋俊雄：「内発的地域づくりの検討	:宮

津市養老地域のエコミュージアムを通して」『デザイン学研

究』研究発表大会概要集(51)（2004）	

2.	新井重三：エコミュージアム理念と活動、牧野出版、1997	
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渡辺ゆうか、津田和俊、岩嵜博論、すすたわり、水野大二

郎、太田知也、松井茂：	FABに何が可能か「つくりながら

生きる」21	世紀の野生の思考、フィルムアート社（2013）	

4.	西山徳明：地域資源の発掘と活用：基本的な考え方と調

査・計画『まちづくり教科書２町並み保全型まちづくり』

丸善株式会社、（2004）	
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 北海道遺産に選定されている江差町地域文化資源の持続可能性に関する調査研究 

濱谷雅弘（北海道科学大学） 

Keyword： 地域文化資源、持続可能性、地域貢献 

 

【問題・目的・背景】 
北海道遺産にも選定されている道南江差町の重要な地域

文化資源の姥神大神宮渡御祭（以下、姥神さんと称する）

は 370年も続く道内で最も古いお祭りである。この全道で

最も歴史があるお祭りも近年の少子高齢化と人口減少の進

展などにより、存続が危惧され始めている。その現状は11

年前から継続している本学生の姥神さん開催時期の地域貢

献・交流活動を通じて、山車に関わる若者の減少傾向など

が徐々に明らかになった。よって、本研究ではその実態を

学生たちの社会調査実習を兼ねた現地調査や交流活動など

により各種データを収集し、姥神さんの持続可能性に関し

て分析する。最終的には極めて貴重なこの地域文化資源の

保存と持続性に関する調査結果を取りまとめ、江差町及び

関係機関・団体や町民と共に地域文化資源の将来の在り方

について、具体的な対策を構築することが目的である。 

図１. 神社前に集合した各町内の山車 

［Ｈ27年 8月撮影］ 

【研究方法・研究内容】 

 調査・研究方法は、以下に示すとおりである。 

1．町の年齢別人口・世帯数等の動向調査と将来推計を既 

 存データにより実施 

2．江差町の産業構造を明らかにし、特に観光産業分野に 

 おける観光資源と観光入込客数の動向調査を実施 

3．山車（全13台）の保存会がある各町内別の年齢別人 

口・世帯数等の動向調査を実施 

4．町内別の姥神さんに対する意識と関わり方の実態等に 

関する全町民アンケート調査の実施（＊最重要項目） 

5．実行委員会役員、山車巡行責任者、頭取や若者頭経験 

者へのヒアリング調査の実施 

 昨年度後期から本年度前期までの本研究の調査やデー

タ分析による研究はここまでとする。特に山車を保存管

理している各町内の住民に対するアンケート票は 2,000

票を戸別配付し、回収率は 18％であった。また、長く姥

神さんを支えてきた町の長老、実行委員会役員の方々な

ど関係者からの将来に向けた熱い思いや危機感が詰まっ

たヒアリング調査結果は、町民意識（アンケート結果）

とのギャップも垣間見ることができた。 

【研究・調査･分析結果】 

１．人口動向 

 江差町の人口は、Ｈ8年3月 31日現在で11,207人、10

年後のＨ18年同期では10,003人、更に10年後のＨ28年

同期では 8,109人と 20年間で 3,098人も減少している。

Ｈ8年時との比較では20年間で 27.6％減になる。 

 

      （出典：江差町人口ビジョン H28年 3月）                    

図 2は、町より入手した江差町人口ビジョン報告書より 

抜粋した国立社会保障・人口問題研究所による2015年以 

降 2060年までの人口推計である。このグラフからは、年 

少人口が年々減少していることから少子化が急激に進ん 

でいることが分かる。また、2035年には老年人口が生産 

年齢人口を上回ると予測されている。このままでは自力 

で町を維持していくことが困難になると推察される。 

２．観光入込客の動向 
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図 3．最近の観光入込客動向 
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豊榮山 ﾎｳｴｲｻﾞﾝ     蛭子山 ｴﾋﾞｽﾔﾏ    豊年山 ﾎｳﾈﾝﾔﾏ 

楠公山 ﾅﾝｺｳﾔﾏ     義公山 ｷﾞｺｳｻﾞﾝ     譽山 ﾎﾏﾚﾔﾏ 
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政宗山 ﾏｻﾑﾈﾔﾏ 
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最近の観光入込客数の動向を北海道経済部観光局が毎

年公開している観光入込客に関するデータより独自集計

すると図 3 の結果となる。江差町の観光は、ほとんどが

日帰り観光客であり総観光入込客数の内宿泊客が占める

割合は平均わずか7％前後で推移している。 

 宿泊施設は、過去に十数軒存在していたが現在では９

軒が営業している。姥神さんの時期は江差町の人口が 4，

5倍まで膨れ上がるので全く客室が足りない状態になる。 
３．各町内別人口動向 

 江差町には 24の町（地区）がある。その内表 1と図 4

に示す13台の山車を保有・保存する町内は17町であり、

3つの町で巡行しているのが義公山（南浜町・柏町・南が

丘）と政宗山（緑丘・新地町・円山）の2台である。 
この2台を巡行する地区の人口はそれぞれH27年:1,336 

人、893人と江差町内では最も多くの人口を有している。 

 しかし、図 4 に示されているとおりどこの地区も人口

は減少してきており、ここ 10年間における 18町の年平

均人口減少率は2.25％である。近年 H27年までの10年間

で 13台の山車を管理し、毎年 8月 9日～11日の 3日間、

町内巡行している18町内の総人口は実に1,585人も減少

している。最も減少率が高い町内は、清正山を保存する

本町で34.8％、最も低い政宗山を保存する緑丘・新地町・

円山地区の13.8％とは21％もの差がある。  

表 1．13台の山車を保存する各町内別人口動向 
陣屋町・海岸

町
新栄町 愛宕町 豊川町 中歌町 姥神町 津花町

南浜町・柏町・

南が丘
茂尻町 橋本町 上野町 本町

緑丘・新地町・

円山

松寳丸 新栄山 神功山 豊榮山 蛭子山 豊年山 楠公山 義公山 誉山 聖武山 源氏山 清正山 政宗山

H１７年 755 368 218 747 381 129 216 1850 502 178 174 382 1036

H１８年 749 371 207 691 365 130 208 1782 493 177 173 364 1046

H１９年 733 352 203 680 360 130 204 1733 483 157 168 347 1040

H２１年 690 366 197 656 330 124 191 1632 447 146 149 302 984

H２２年 671 349 190 628 319 127 187 1579 435 141 142 282 978

H２３年 655 340 184 596 319 123 190 1514 433 142 142 283 924

H２４年 638 335 187 581 305 116 186 1472 440 134 141 264 911

H２５年 630 323 186 569 313 110 173 1431 430 149 133 256 923

H２６年 629 318 176 545 310 111 171 1399 430 143 130 251 941

H２７年 622 308 171 543 297 108 164 1336 395 135 130 249 893

133 60 47 204 84 21 52 514 107 43 44 133 143

17.6% 16.3% 21.6% 27.3% 22.0% 16.3% 24.1% 27.8% 21.3% 24.2% 25.3% 34.8% 13.8%

増減（H17～

H27)

町内会・山車

年代

 
図 4．最近の各町内別人口動向 

 
町内人口が最も少ない地区は、豊年山を保存する姥神

町でH27年:108人である。次いで源氏山の上野町が130

人、聖武山の橋本町が135人となっている。 
 このように、13 台の山車を長期間保存・維持管理し、
毎年決められた 8月 9～11日に厳かに町内巡行する各町
内間の姥神さんに関わる人数格差は、子ども達の減少と

も重なり非常に大きくなってきている。 
４．各町内の山車 

 神輿の渡御に供奉する現在の山車で最も古い山車は愛

宕町の神功山である。その人形は宝暦4年（1754年）に 

制作されており、北海道指定有形民俗文化財にも指定さ

れている。 

図 5．江差町の13台の山車 

13 台の各山車には小さい子ど
もから長老まで役割分担がきち

んと決められている。巡行最高責

任者は頭取と呼ばれ、頭取は人望 
が無いと務まらない。一度はそこ

まで上りつめたい江差人の憧れの役職となっている。 
５．全町民アンケートの結果 

山車を保存管理する各18の町内（計2,000世帯）への

アンケート調査を平成28年春に実施した。 
①調査実施日：学生11名とH28年4月4日(月)アンケー
ト用紙を町内各戸へポスティングにより配付  
②回収予定日：返信用の封筒により、H28年 4月末日ま
でに設定。 
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 北海道遺産に選定されている江差町地域文化資源の持続可能性に関する調査研究 

濱谷雅弘（北海道科学大学） 

Keyword： 地域文化資源、持続可能性、地域貢献 

 

【問題・目的・背景】 
北海道遺産にも選定されている道南江差町の重要な地域

文化資源の姥神大神宮渡御祭（以下、姥神さんと称する）

は 370年も続く道内で最も古いお祭りである。この全道で

最も歴史があるお祭りも近年の少子高齢化と人口減少の進

展などにより、存続が危惧され始めている。その現状は11

年前から継続している本学生の姥神さん開催時期の地域貢

献・交流活動を通じて、山車に関わる若者の減少傾向など

が徐々に明らかになった。よって、本研究ではその実態を

学生たちの社会調査実習を兼ねた現地調査や交流活動など

により各種データを収集し、姥神さんの持続可能性に関し

て分析する。最終的には極めて貴重なこの地域文化資源の

保存と持続性に関する調査結果を取りまとめ、江差町及び

関係機関・団体や町民と共に地域文化資源の将来の在り方

について、具体的な対策を構築することが目的である。 

図１. 神社前に集合した各町内の山車 

［Ｈ27年 8月撮影］ 

【研究方法・研究内容】 

 調査・研究方法は、以下に示すとおりである。 

1．町の年齢別人口・世帯数等の動向調査と将来推計を既 

 存データにより実施 

2．江差町の産業構造を明らかにし、特に観光産業分野に 

 おける観光資源と観光入込客数の動向調査を実施 

3．山車（全13台）の保存会がある各町内別の年齢別人 

口・世帯数等の動向調査を実施 

4．町内別の姥神さんに対する意識と関わり方の実態等に 

関する全町民アンケート調査の実施（＊最重要項目） 

5．実行委員会役員、山車巡行責任者、頭取や若者頭経験 

者へのヒアリング調査の実施 

 昨年度後期から本年度前期までの本研究の調査やデー

タ分析による研究はここまでとする。特に山車を保存管

理している各町内の住民に対するアンケート票は 2,000

票を戸別配付し、回収率は 18％であった。また、長く姥

神さんを支えてきた町の長老、実行委員会役員の方々な

ど関係者からの将来に向けた熱い思いや危機感が詰まっ

たヒアリング調査結果は、町民意識（アンケート結果）

とのギャップも垣間見ることができた。 

【研究・調査･分析結果】 

１．人口動向 

 江差町の人口は、Ｈ8年3月 31日現在で11,207人、10

年後のＨ18年同期では10,003人、更に10年後のＨ28年

同期では 8,109人と 20年間で 3,098人も減少している。

Ｈ8年時との比較では20年間で 27.6％減になる。 

 

      （出典：江差町人口ビジョン H28年 3月）                    

図 2は、町より入手した江差町人口ビジョン報告書より 

抜粋した国立社会保障・人口問題研究所による2015年以 

降 2060年までの人口推計である。このグラフからは、年 

少人口が年々減少していることから少子化が急激に進ん 

でいることが分かる。また、2035年には老年人口が生産 

年齢人口を上回ると予測されている。このままでは自力 

で町を維持していくことが困難になると推察される。 

２．観光入込客の動向 
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図 3．最近の観光入込客動向 
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最近の観光入込客数の動向を北海道経済部観光局が毎

年公開している観光入込客に関するデータより独自集計

すると図 3 の結果となる。江差町の観光は、ほとんどが

日帰り観光客であり総観光入込客数の内宿泊客が占める

割合は平均わずか7％前後で推移している。 

 宿泊施設は、過去に十数軒存在していたが現在では９

軒が営業している。姥神さんの時期は江差町の人口が 4，

5倍まで膨れ上がるので全く客室が足りない状態になる。 
３．各町内別人口動向 

 江差町には 24の町（地区）がある。その内表 1と図 4

に示す13台の山車を保有・保存する町内は17町であり、

3つの町で巡行しているのが義公山（南浜町・柏町・南が

丘）と政宗山（緑丘・新地町・円山）の2台である。 
この2台を巡行する地区の人口はそれぞれH27年:1,336 

人、893人と江差町内では最も多くの人口を有している。 

 しかし、図 4 に示されているとおりどこの地区も人口

は減少してきており、ここ 10年間における 18町の年平

均人口減少率は2.25％である。近年 H27年までの10年間

で 13台の山車を管理し、毎年 8月 9日～11日の 3日間、

町内巡行している18町内の総人口は実に1,585人も減少

している。最も減少率が高い町内は、清正山を保存する

本町で34.8％、最も低い政宗山を保存する緑丘・新地町・

円山地区の13.8％とは21％もの差がある。  

表 1．13台の山車を保存する各町内別人口動向 
陣屋町・海岸
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町内人口が最も少ない地区は、豊年山を保存する姥神

町でH27年:108人である。次いで源氏山の上野町が130

人、聖武山の橋本町が135人となっている。 
 このように、13 台の山車を長期間保存・維持管理し、
毎年決められた 8月 9～11日に厳かに町内巡行する各町
内間の姥神さんに関わる人数格差は、子ども達の減少と

も重なり非常に大きくなってきている。 
４．各町内の山車 

 神輿の渡御に供奉する現在の山車で最も古い山車は愛

宕町の神功山である。その人形は宝暦4年（1754年）に 

制作されており、北海道指定有形民俗文化財にも指定さ

れている。 

図 5．江差町の13台の山車 

13 台の各山車には小さい子ど
もから長老まで役割分担がきち

んと決められている。巡行最高責

任者は頭取と呼ばれ、頭取は人望 
が無いと務まらない。一度はそこ

まで上りつめたい江差人の憧れの役職となっている。 
５．全町民アンケートの結果 

山車を保存管理する各18の町内（計2,000世帯）への

アンケート調査を平成28年春に実施した。 
①調査実施日：学生11名とH28年4月4日(月)アンケー
ト用紙を町内各戸へポスティングにより配付  
②回収予定日：返信用の封筒により、H28年 4月末日ま
でに設定。 
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③回収結果：町内よってばらつきが多少あるもの実際に

は5月中旬まで返信があり、総数365名から回答を得た。 

④集計結果  以下に主な集計・分析結果を示す。 

図 6．回答者の年齢構成 

最も多かった回

答者の年齢層は

60 歳代で全体の

28％（101人）、

次いで70歳代の

20％（73人）、50

歳代19％（70人） 

である。50～70歳代で全体の約 7割近くを占めている。 

この回答者属性を見ただけでも町の高齢化がかなり進ん

でいることが分かる。 

      図7．姥神さんの現状と課題 

 
 少子高齢化と人口減少問題に直面している江差町の重

要な地域文化資源である姥神さんの現状認識と町民が強

く問題視、課題としている部分について聞いてみた。 

 結果として山車の町内巡行に必要な人材(人力)不足が

一番の課題であることが分かった。通算11回学生と参加

させて頂いているこの江差町地域連携・交流活動の場で

は、確実に山車の引き手や巡行スタッフが少ない山車が

存在していた。その他には10～12％を占めた、「若手・担

い手・後継者不足」、「山車の保存・巡行経費の負担」、「深

刻な少子高齢化」の3つの課題がクローズアップされる。 
    図8．姥神さんの今後・将来への思い 

 次に姥神さんの今後・将来について聞いてみたところ

図 8 に示すとおり「縮小する町でも持続、保存できる道

をみんなで探ることが最も重要」：143人と「お祭りを支

える人を創る、育てる、来てもらうことでの持続するま

ちづくりの推進」：142人という結果が得られた。合計で

285人全体の約8割もの町民が前向きに現状を理解し、姥

神さんを何とか持続させていきたい、行くべきだという

強い意志がこの結果から読み取れる。 
  図9．町外の学生・若者や子ども達の参加について 

 11年前から姥神さんの中歌町の山車「蛭子山」町内巡

行をまちづくりの現場研修としてもサポートしている学

生は、昨年までで延べ113人である。平均10名ほどが毎

年一時滞在町民になりきり、2日間江差町で活動・交流し

ている。そのことも少し影響しているのか、図 9 の設問

10では「大学生や若者にもっと巡行支援してほしい」と

回答した方が1/4占めている。また、「江差町の周辺に住

む中高生ももっと参加してほしい」との回答がトップで

26.7％であった。 

江差町民は、山車巡行に必要な若者や中高生、そして

子ども達まで減少してきている危機的実態を把握してお

り、姥神さんの将来に対する課題を共有している。  

最後の設問で貴方にとって姥神さんとは？という問に

回答して頂いた。結果は下図10のとおりで、自分たちの

お祭りに対する文化的価値観や370有余年の歴史を持ち、

今日まで山車を保存維持し、町内巡行を持続して来たこ

とへの自負が強くうかがえる。 

   図10．貴方にとって姥神さんとは 

 

 

 

 

 

 

 

６．ヒアリング調査の結果 

アンケート用紙を各戸へポスティングした後から直ぐ

に地元の姥神さん関係者、巡行最高責任者である頭取経

験者など多方面の方々から連絡を受け、H28年 5月にヒア

リング調査を実施した。その結果から見えた驚きの事実

は、ある程度は想定内ではあったものの改めて江差人の

姥神さんに対する熱い思いに振れる結果であった。会っ

て直接お話を聞いた方々全員が現在の姥神さん・山車巡

行が抱えている課題、問題点をそれぞれの立場、思考で

きちんと整理し、持ち合わせていたのである。 

ヒアリング調査の主な結果は以下の通りである。 

①地元出身の若者、30～50歳代の町出身者が 8月 9～11

日のお祭り期間に以前ほど帰れなくなってきているとい

う現状＝殆どの方の共通認識。 

②観光客向けの姥神さんなのか、自分達だけで維持する

自分たちの為のお祭りなのかよく考えて議論する必要が

ある。＝40～50歳代も一同に集まって話し合う場を設け

たい。お祭り（姥神さん）シンポジウムなるもので町民

が一堂に集まる企画が重要。 

③町内だけでは無理なこと、できないことへの対応策、

改善策の検討＝町や関係機関・団体などとの役割分担。 

④町内巡行をしっかり支援する山車の曳き手を担当・体

験したいという来訪者（子どもからお年寄りまで）の増

加策と迎い入れ対応策の検討と実践。 

 いずれにしても今は姥神さんの問題や課題がどこにど

れだけあって、これから私たちはいつ何をどこでどうや

るべきなのか、4組織（神社・観光協会・頭取会・実行委

員会）が別々ではなく協働で力を合わせて話し合ってい

くという流れを構築する必要が急務であると考える。 

７．学生たちの関わり 

前述したが、本研究に取組むきっかけとなったのは 11

年前にゼミ生を 5 人連れて初めて江差町を訪問し、姥神

さん中歌町の山車「蛭子山」の引き手を体験したことか

ら始まる。中歌町は図11にあるように江差町歴まち商店

街と称され、歴史を生かすまちづくり事業として整備さ

れた「えさしいにしえ街道」が通る町内であり、旧国道・ 

図 11．えさしいにしえ街道  旧中心商店街であった

町内である。既存の

歴史的建造物や復元

された古い町並みで

景観整備されており、

散策コースにもなっ

ている。 

主な学生達の現地での実習は、姥神さんの「蛭子山」

巡行に関わることによる地元江差人との交流を通じて、

この姥神さんがなぜ370有余年も前から続いているのか、

持続するまちづくりの原点とその背景を探ることを目的

の一つにあげている。その答えは一概には言えないがお

そらく現地に行き、観光客的に沿道で観賞すのではなく、

姥神さんに直接参加することでしか分からないと考える。 

中歌町「蛭子山」の半纏を着て、2日間江差の若衆にな

りきり地元の方々と一緒に山車巡行をサポートする学生

たちの姿は以下の図12に示すとおりで、引き手はもとよ

り、町内の各戸やお店、事業所などを訪問して山車巡行

費用に充てる寄付金や奉献酒を募る活動も会計担当の若

衆としてお手伝いしている。 

図 12．蛭子山を曵く学生と接待を受ける学生達   

【考察・今後の展開】 

８．考察とまとめ 

 今後は、まだ分析が完了していない町内13台の山車を

管理する各町内間のアンケート調査結果の比較から見え

る格差や町より入手した町内別の年齢別人口の推移から

も今後の課題と問題点を探り、将来展望についても明ら

かにしたいと考えている。 

現在、若者や中高生と子どもが激減し、山車巡行が大

変厳しい状況になっている町内と問題ない町内とでは将

来に向けた意識も含めてどんな違いや差があるのか分析

する予定である。また、本学が支援する中歌町以外の町

内で同じように町外からの支援学生チームや団体・企

業・子ども会チームなどと連携した取組みをしている事

例も追加調査し、姥神さんの持続可能性についての調

査・研究成果としてまとめたいと考えている。 
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・江差町観光協会,1999年,江差姥神大神宮渡御祭祭図録 

・爲岡進,2002年,江差姥神大神宮祭礼写真集 

・茂尻誉山記念誌編集委員会，1998年，「誉山七十年の 

歩み」 

・NPO法人魅せる北海道，2012，「姥神大神宮渡御祭」 

・江差町，2011，「第5次江差町総合計画 2011～2020」 

・江差町，2016，「江差町人口ビジョン」 

276

第8回研究大会論文集.indd   276 16/08/29   15:59



③回収結果：町内よってばらつきが多少あるもの実際に

は5月中旬まで返信があり、総数365名から回答を得た。 

④集計結果  以下に主な集計・分析結果を示す。 

図 6．回答者の年齢構成 

最も多かった回

答者の年齢層は

60 歳代で全体の

28％（101人）、

次いで70歳代の

20％（73人）、50

歳代19％（70人） 

である。50～70歳代で全体の約 7割近くを占めている。 

この回答者属性を見ただけでも町の高齢化がかなり進ん

でいることが分かる。 

      図7．姥神さんの現状と課題 

 
 少子高齢化と人口減少問題に直面している江差町の重

要な地域文化資源である姥神さんの現状認識と町民が強

く問題視、課題としている部分について聞いてみた。 

 結果として山車の町内巡行に必要な人材(人力)不足が

一番の課題であることが分かった。通算11回学生と参加

させて頂いているこの江差町地域連携・交流活動の場で

は、確実に山車の引き手や巡行スタッフが少ない山車が

存在していた。その他には10～12％を占めた、「若手・担

い手・後継者不足」、「山車の保存・巡行経費の負担」、「深

刻な少子高齢化」の3つの課題がクローズアップされる。 
    図8．姥神さんの今後・将来への思い 

 次に姥神さんの今後・将来について聞いてみたところ

図 8 に示すとおり「縮小する町でも持続、保存できる道

をみんなで探ることが最も重要」：143人と「お祭りを支

える人を創る、育てる、来てもらうことでの持続するま

ちづくりの推進」：142人という結果が得られた。合計で

285人全体の約8割もの町民が前向きに現状を理解し、姥

神さんを何とか持続させていきたい、行くべきだという

強い意志がこの結果から読み取れる。 
  図9．町外の学生・若者や子ども達の参加について 

 11年前から姥神さんの中歌町の山車「蛭子山」町内巡

行をまちづくりの現場研修としてもサポートしている学

生は、昨年までで延べ113人である。平均10名ほどが毎

年一時滞在町民になりきり、2日間江差町で活動・交流し

ている。そのことも少し影響しているのか、図 9 の設問

10では「大学生や若者にもっと巡行支援してほしい」と

回答した方が1/4占めている。また、「江差町の周辺に住

む中高生ももっと参加してほしい」との回答がトップで

26.7％であった。 

江差町民は、山車巡行に必要な若者や中高生、そして

子ども達まで減少してきている危機的実態を把握してお

り、姥神さんの将来に対する課題を共有している。  

最後の設問で貴方にとって姥神さんとは？という問に

回答して頂いた。結果は下図10のとおりで、自分たちの

お祭りに対する文化的価値観や370有余年の歴史を持ち、

今日まで山車を保存維持し、町内巡行を持続して来たこ

とへの自負が強くうかがえる。 

   図10．貴方にとって姥神さんとは 

 

 

 

 

 

 

 

６．ヒアリング調査の結果 

アンケート用紙を各戸へポスティングした後から直ぐ

に地元の姥神さん関係者、巡行最高責任者である頭取経

験者など多方面の方々から連絡を受け、H28年 5月にヒア

リング調査を実施した。その結果から見えた驚きの事実

は、ある程度は想定内ではあったものの改めて江差人の

姥神さんに対する熱い思いに振れる結果であった。会っ

て直接お話を聞いた方々全員が現在の姥神さん・山車巡

行が抱えている課題、問題点をそれぞれの立場、思考で

きちんと整理し、持ち合わせていたのである。 

ヒアリング調査の主な結果は以下の通りである。 

①地元出身の若者、30～50歳代の町出身者が 8月 9～11

日のお祭り期間に以前ほど帰れなくなってきているとい

う現状＝殆どの方の共通認識。 

②観光客向けの姥神さんなのか、自分達だけで維持する

自分たちの為のお祭りなのかよく考えて議論する必要が

ある。＝40～50歳代も一同に集まって話し合う場を設け

たい。お祭り（姥神さん）シンポジウムなるもので町民

が一堂に集まる企画が重要。 

③町内だけでは無理なこと、できないことへの対応策、

改善策の検討＝町や関係機関・団体などとの役割分担。 

④町内巡行をしっかり支援する山車の曳き手を担当・体

験したいという来訪者（子どもからお年寄りまで）の増

加策と迎い入れ対応策の検討と実践。 

 いずれにしても今は姥神さんの問題や課題がどこにど

れだけあって、これから私たちはいつ何をどこでどうや

るべきなのか、4組織（神社・観光協会・頭取会・実行委

員会）が別々ではなく協働で力を合わせて話し合ってい

くという流れを構築する必要が急務であると考える。 

７．学生たちの関わり 

前述したが、本研究に取組むきっかけとなったのは 11

年前にゼミ生を 5 人連れて初めて江差町を訪問し、姥神

さん中歌町の山車「蛭子山」の引き手を体験したことか

ら始まる。中歌町は図11にあるように江差町歴まち商店

街と称され、歴史を生かすまちづくり事業として整備さ

れた「えさしいにしえ街道」が通る町内であり、旧国道・ 

図 11．えさしいにしえ街道  旧中心商店街であった

町内である。既存の

歴史的建造物や復元

された古い町並みで

景観整備されており、

散策コースにもなっ

ている。 

主な学生達の現地での実習は、姥神さんの「蛭子山」

巡行に関わることによる地元江差人との交流を通じて、

この姥神さんがなぜ370有余年も前から続いているのか、

持続するまちづくりの原点とその背景を探ることを目的

の一つにあげている。その答えは一概には言えないがお

そらく現地に行き、観光客的に沿道で観賞すのではなく、

姥神さんに直接参加することでしか分からないと考える。 

中歌町「蛭子山」の半纏を着て、2日間江差の若衆にな

りきり地元の方々と一緒に山車巡行をサポートする学生

たちの姿は以下の図12に示すとおりで、引き手はもとよ

り、町内の各戸やお店、事業所などを訪問して山車巡行

費用に充てる寄付金や奉献酒を募る活動も会計担当の若

衆としてお手伝いしている。 

図 12．蛭子山を曵く学生と接待を受ける学生達   

【考察・今後の展開】 

８．考察とまとめ 

 今後は、まだ分析が完了していない町内13台の山車を

管理する各町内間のアンケート調査結果の比較から見え

る格差や町より入手した町内別の年齢別人口の推移から

も今後の課題と問題点を探り、将来展望についても明ら

かにしたいと考えている。 

現在、若者や中高生と子どもが激減し、山車巡行が大

変厳しい状況になっている町内と問題ない町内とでは将

来に向けた意識も含めてどんな違いや差があるのか分析

する予定である。また、本学が支援する中歌町以外の町

内で同じように町外からの支援学生チームや団体・企

業・子ども会チームなどと連携した取組みをしている事

例も追加調査し、姥神さんの持続可能性についての調

査・研究成果としてまとめたいと考えている。 
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農耕文化圏における＜有＞用の長物「集落トマソン」の定義研究 

新 雄太（信州大学） 

Keyword：トマソン、地域資源、用途転用 

 

【研究背景と目的】 

1.研究目的 

	 現存する「トマソン（不動産に付着していて美しく保存

されている無用の長物〔1〕）」のなかで、『無用』であ

ったトマソンが日々の暮らしやコミュニティ・家族の都

合などによって『有用』に変容し使い続けられてきた事例

を、中山間地域をはじめとする世界中の里山農耕文化圏

において収集し、新たにそれらを「集落トマソン」と命名

する。	

	 本研究の目的は、集落トマソンを「本来の目的や機能が

転じ別の用途等に活用されている私的・公的所有物」と仮

説的に定義し、その成立過程や在り方を収集・分析するこ

とで、「集落トマソン」の定義の明確化・体系化等を行う。	

2.研究背景 

2-1.「トマソン」のこれまでの扱われ方	

	 「トマソン」とは、1972 年に前衛芸術家の赤瀬川原平

氏らによって四谷で発見された「無用階段〔pic.1〕」に

端を発する。このように「トマソン」とは、前述のとおり

「不動産に付着していて美しく保存されている無用の長

物〔1〕」、または「使いようがなくて無用になっている

けれども、なにかたたずまいが変な物〔2〕」と定義され

ている芸術上の概念で、21 のタイプに確認・分類されて

いる〔2〕。	 	

pic.1：無用階段（東京都,1972）	

	 そもそも「トマソン」の名前は、当時プロ野球の巨人軍

に大型移籍した元大リーガーのゲーリー・トマソン選手

に由来する。四番打者に居座り続けたにも関わらず、成績

を残せない姿から名付けられた〔2〕。	

	 従来、そのほとんどが都市に存在する対象に限られて

きた。また、学術的にはとりわけ芸術分野で考察は深めら

れたが、半ば都市を散策するうえでの「趣味」として流行

した経緯があった。特に建築史家・建築家の藤森照信氏ら

によって結成された「路上観察学会〔3〕」の活動の中で

は、その佇まいやコンポジション、成立過程等を発見者同

士で想像し愉しむための、まち歩きの一つの手法であっ

た。つまり、トマソンの持つ歴史遺産的価値や都市計画

学・住居学的な使用法は明確に構築されていない。	

	 そして、概念が作られてから約40年経過する中で、「ト

マソン」という名の響きによる独特の不思議な概念が独

り歩きし、一般化された。「珍百景」などに代表されるよ

うな事例や、「全く無用ではないけれど、その用途が不明」

な事例までもトマソンとして扱われるようになり、トマ

ソン自体の定義が変容してきている。	

2-2.本研究の着想に至った経緯	

	 平成26年度より信州大学で筆者が実施している、地域

実践型の人材育成講座「地域戦略プロフェッショナル・ゼ

ミ－中山間地域の未来学Ⅰ〔4〕」の開講時に「集落トマ

ソン（季節変容型）」を地域住民との会話の中から発見し

た。これこそが、都市内で散見されるトマソンと異なる里

山の美学であると感じ、既存の地域資源を上手に暮らし

に取り入れる社会技術上の概念として、まさに『有用』で

あると考えた。	

	 また、現在のように情報通信技術や物流サービスが発

展し、大概の物が手に入るようになった時代と異なり、特

に里山の農耕文化圏における、その場所や地域性でしか

手に入れることのできない素材で生まれる形や構成、技

術に興味がある。そうした創意工夫の数々を記述するこ

とによって見出せる新たな建築計画が逆説的にあり得る

のではないかという思いから事例収集を始めた。	

 

【研究方法・内容】	

3.研究方法 

3-1.サンプル収集 

	 これまで不定期に発見してきた収集物の他に、平成 27

年11月7日に長野県長野市信更町（長野市の中山間地域）

において、「中山間地域の未来学Ⅱ〔4〕」の中の一つの講

座で、『集落トマソン・ワークショップ』を実施した。講

師は、藤森照信氏。信更町の涌池地区と古藤地区の両集落

に分かれた計22名が一人当たり３つの集落トマソンを探

し写真で収めてくる内容である。必要に応じて、成立過程

等を把握するための住民への聞き取りが必要となること

があり、現在の姿からは見えない原型やこれまでの履歴

等を可能な限り紐解くこととした。	

	 現地の公民館のスクリーン上に、これらの写真を投影

し、両地区の住民を招いた発表会と意見交換を行った

〔pic.2〕。その後、それぞれ両地区の地図上に撮影箇所

をプロットし、このうち「集落トマソン」と定義され得る

対象を抽出。これまで不定期で収集してきたものと合わ

せて計約100個のサンプルの確認・分類を行っている。	

pic.2：発表会の様子（長野市,2015）	

3-2.分類 

	 収集した「集落トマソン」のサンプルを、現時点では下

記の３つのカテゴリーを用いて仮に分類（各々名付け・成

立過程・発見地等の記述）し、体系化を試みている。	

①	用途転用型	

	 かつて使われていた用途から転用し、素材の特性や

形状などを活用し、再利用しているもの	

②	季節変容型	

	 同じ対象物が季節によって用途等を変えながら使

われているもの、または使われ方が変容することを見

込んで用意されたもの	

③	簡易仮説型	

	 即物的に簡易な操作や行為によって場やモノに新

たな価値付けが仮説的に施されたもの。元に戻すこと

も同じく簡易に行える。	

 

【研究・調査結果】 

4.研究結果 

4-1.カテゴリー別の収集結果 

	 現時点で、３つのカテゴリーに分類した代表的収集例

を下記に示す。	

① 用途転用型	

収集例：「電信柱倉庫〔pic.3〕」	

	 長野市信更町涌池地区のかつて集落内で使われて

いた電信柱が、コンクリート製が台頭したことによっ

て交換され、不要となった。これら木製の電信柱を柱・

梁材として活用した土建屋の資材倉庫。この他に、土

留めとして利用された例も確認された。	

pic.3：電信柱倉庫（長野市,2015）	

② 季節変容型	

収集例：「花だん階段〔pic.4〕」	

	 これは「2-2.本研究の着想に至った経緯」でも触れ

た事例である。長野市の中山間地域である七二会（な

にあい）平出地区の民家の前面にある斜面（階段＋ス

ロープ）だが、夏季は階段の縁にあたるコンクリの枠

内にある土を用いた花壇として花が咲き、ここの住民

と車は隣のスロープを動線体とする。冬季は凍結する

ため、住民は階段を動線体とし、隣のスロープを車が

使う。つまり、季節によって同じ階段でも使われる性

格・用途が変わるのである。	

pic.4：花だん階段（長野市,2014）	
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農耕文化圏における＜有＞用の長物「集落トマソン」の定義研究 

新 雄太（信州大学） 

Keyword：トマソン、地域資源、用途転用 

 

【研究背景と目的】 

1.研究目的 

	 現存する「トマソン（不動産に付着していて美しく保存

されている無用の長物〔1〕）」のなかで、『無用』であ

ったトマソンが日々の暮らしやコミュニティ・家族の都

合などによって『有用』に変容し使い続けられてきた事例

を、中山間地域をはじめとする世界中の里山農耕文化圏

において収集し、新たにそれらを「集落トマソン」と命名

する。	

	 本研究の目的は、集落トマソンを「本来の目的や機能が

転じ別の用途等に活用されている私的・公的所有物」と仮

説的に定義し、その成立過程や在り方を収集・分析するこ

とで、「集落トマソン」の定義の明確化・体系化等を行う。	

2.研究背景 

2-1.「トマソン」のこれまでの扱われ方	

	 「トマソン」とは、1972 年に前衛芸術家の赤瀬川原平

氏らによって四谷で発見された「無用階段〔pic.1〕」に

端を発する。このように「トマソン」とは、前述のとおり

「不動産に付着していて美しく保存されている無用の長

物〔1〕」、または「使いようがなくて無用になっている

けれども、なにかたたずまいが変な物〔2〕」と定義され

ている芸術上の概念で、21 のタイプに確認・分類されて

いる〔2〕。	 	

pic.1：無用階段（東京都,1972）	

	 そもそも「トマソン」の名前は、当時プロ野球の巨人軍

に大型移籍した元大リーガーのゲーリー・トマソン選手

に由来する。四番打者に居座り続けたにも関わらず、成績

を残せない姿から名付けられた〔2〕。	

	 従来、そのほとんどが都市に存在する対象に限られて

きた。また、学術的にはとりわけ芸術分野で考察は深めら

れたが、半ば都市を散策するうえでの「趣味」として流行

した経緯があった。特に建築史家・建築家の藤森照信氏ら

によって結成された「路上観察学会〔3〕」の活動の中で

は、その佇まいやコンポジション、成立過程等を発見者同

士で想像し愉しむための、まち歩きの一つの手法であっ

た。つまり、トマソンの持つ歴史遺産的価値や都市計画

学・住居学的な使用法は明確に構築されていない。	

	 そして、概念が作られてから約40年経過する中で、「ト

マソン」という名の響きによる独特の不思議な概念が独

り歩きし、一般化された。「珍百景」などに代表されるよ

うな事例や、「全く無用ではないけれど、その用途が不明」

な事例までもトマソンとして扱われるようになり、トマ

ソン自体の定義が変容してきている。	

2-2.本研究の着想に至った経緯	

	 平成26年度より信州大学で筆者が実施している、地域

実践型の人材育成講座「地域戦略プロフェッショナル・ゼ

ミ－中山間地域の未来学Ⅰ〔4〕」の開講時に「集落トマ

ソン（季節変容型）」を地域住民との会話の中から発見し

た。これこそが、都市内で散見されるトマソンと異なる里

山の美学であると感じ、既存の地域資源を上手に暮らし

に取り入れる社会技術上の概念として、まさに『有用』で

あると考えた。	

	 また、現在のように情報通信技術や物流サービスが発

展し、大概の物が手に入るようになった時代と異なり、特

に里山の農耕文化圏における、その場所や地域性でしか

手に入れることのできない素材で生まれる形や構成、技

術に興味がある。そうした創意工夫の数々を記述するこ

とによって見出せる新たな建築計画が逆説的にあり得る

のではないかという思いから事例収集を始めた。	

 

【研究方法・内容】	

3.研究方法 

3-1.サンプル収集 

	 これまで不定期に発見してきた収集物の他に、平成 27

年11月7日に長野県長野市信更町（長野市の中山間地域）

において、「中山間地域の未来学Ⅱ〔4〕」の中の一つの講

座で、『集落トマソン・ワークショップ』を実施した。講

師は、藤森照信氏。信更町の涌池地区と古藤地区の両集落

に分かれた計22名が一人当たり３つの集落トマソンを探

し写真で収めてくる内容である。必要に応じて、成立過程

等を把握するための住民への聞き取りが必要となること

があり、現在の姿からは見えない原型やこれまでの履歴

等を可能な限り紐解くこととした。	

	 現地の公民館のスクリーン上に、これらの写真を投影

し、両地区の住民を招いた発表会と意見交換を行った

〔pic.2〕。その後、それぞれ両地区の地図上に撮影箇所

をプロットし、このうち「集落トマソン」と定義され得る

対象を抽出。これまで不定期で収集してきたものと合わ

せて計約100個のサンプルの確認・分類を行っている。	

pic.2：発表会の様子（長野市,2015）	

3-2.分類 

	 収集した「集落トマソン」のサンプルを、現時点では下

記の３つのカテゴリーを用いて仮に分類（各々名付け・成

立過程・発見地等の記述）し、体系化を試みている。	

①	用途転用型	

	 かつて使われていた用途から転用し、素材の特性や

形状などを活用し、再利用しているもの	

②	季節変容型	

	 同じ対象物が季節によって用途等を変えながら使

われているもの、または使われ方が変容することを見

込んで用意されたもの	

③	簡易仮説型	

	 即物的に簡易な操作や行為によって場やモノに新

たな価値付けが仮説的に施されたもの。元に戻すこと

も同じく簡易に行える。	

 

【研究・調査結果】 

4.研究結果 

4-1.カテゴリー別の収集結果 

	 現時点で、３つのカテゴリーに分類した代表的収集例

を下記に示す。	

① 用途転用型	

収集例：「電信柱倉庫〔pic.3〕」	

	 長野市信更町涌池地区のかつて集落内で使われて

いた電信柱が、コンクリート製が台頭したことによっ

て交換され、不要となった。これら木製の電信柱を柱・

梁材として活用した土建屋の資材倉庫。この他に、土

留めとして利用された例も確認された。	

pic.3：電信柱倉庫（長野市,2015）	

② 季節変容型	

収集例：「花だん階段〔pic.4〕」	

	 これは「2-2.本研究の着想に至った経緯」でも触れ

た事例である。長野市の中山間地域である七二会（な

にあい）平出地区の民家の前面にある斜面（階段＋ス

ロープ）だが、夏季は階段の縁にあたるコンクリの枠

内にある土を用いた花壇として花が咲き、ここの住民

と車は隣のスロープを動線体とする。冬季は凍結する

ため、住民は階段を動線体とし、隣のスロープを車が

使う。つまり、季節によって同じ階段でも使われる性

格・用途が変わるのである。	

pic.4：花だん階段（長野市,2014）	
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③	簡易仮説型	

収集例：「切り株ベンチ〔pic.5〕」	

	 スウェーデンのダーラナ地方フローダの山中で発

見したもので、二つの同じ高さで並ぶ切り株に一枚の

木板を掛けることでできる簡易な休憩ベンチ。切り株

と木板であることは忘れずに、即物的に場の価値を変

容させている。	

pic.5：切り株ベンチ（フローダ,2015）	

 

【考察・今後の展開】	

5-1.考察 

	 本研究の新規性・独創性は、（１）集落が持つ土着的な

暮らしと密接な関係にあることによって「価値が転用」し

たトマソンが現役で多く活用されている点に着目し、さ

らに（２）収集者の主観的観察に留まらず、必要に応じて

地域住民へのヒアリング等による第三者視点分析を行う

ため、地域との相互作用を持った生きた解釈が可能にな

る。または、トマソンの集落史としての資料的価値を確認

することにも繋がる。このため（３）研究の波及効果とし

て、「集落トマソン」は長きにわたり地域を支えてきた集

落運営のアーカイヴに外ならず、建築計画学の新たな記

述手法となる点も特筆したい。そして、どう仕様もなくそ

うせざるを得ない里山暮らしの限られた資源と技術で生

み出される知恵や創意工夫の中には、建築計画で活用可

能な多くの小さな発明が包含されている。	

5-2.今後の展開 

	 今後、サンプル数は増えているが同じ文化圏での収集

が続いているため、さらに他の地域での収集を行なって

いく。また、今回のワークショップのように、教育手法と

しての有効性も確認されているため、引き続き、現場主義

で密なコミュニケーションを原則としたフィールドワー

クとして試みていきたい。	

そして、「修繕型」や「用途復活型」等のメンテナンスを

繰り返して活用する事例も確認されているので、新たな

分類の方向性も試みる予定である。また、町村史等の文献

調査による第三者視点分析も行い、要素を抽出したモデ

リング図をもとに「集落トマソン」の定義をよりする体系

的に把握し、明確化する。	

	 こうしたトマソンの歴史遺産的価値と都市計画（集落

計画）学的な使用法を明確に構築することによって、本研

究の将来的な展開として、現存する空き家・空き店舗等の

社会課題へ適用可能な知見を見出すことが期待される。	

【引用・参考文献】 

・＊1:赤瀬川原平,1987,「超芸術トマソン」,ちくま文庫 
・＊2:赤瀬川原平,1996,「トマソン大図鑑 無の巻／空の
巻」,ちくま文庫 
・＊3：赤瀬川源平・藤森照信・南伸坊,1986,「路上観
察学会⼊⾨」,筑摩書房 
・＊4：⽂部科学省地（知）の拠点整備事業「地域戦略
プロフェッショナル・ゼミ」（平成26年〜） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

金融機関を核とした地域産業コミュニティによる経営人材の育成事例

武田 哲（米沢信用金庫）、小野浩幸（山形大学）

： 経営人材育成、産学連携、地域産業コミュニティ

【背景と目的】 
地方創生において、地域が持つ強みや特性を活かし、産

業界がイノベーション活動を自律的に展開する仕組みの構

築が求められている。イノベーションの創出には、地域の

知の拠点である大学との連携が有効であると考えられる。

しかし、地域中小企業にとって大学は依然として敷居が高

く連携が進んでいないのが現状である。

山形県置賜地方は、かつてはパーソナルコンピュータの

生産が日本一であった米沢市をはじめとした東北有数の工

業エリアである。また、同じ米沢市に立地する山形大学工

学部は、有機エレクトロニクスの世界的研究拠点を形成し

つつあり、互いの連携によるイノベーション創出が期待さ

れている。一方、科学技術政策研究所が実施した企業意識

アンケート調査 によると、山形県内の企業は下請け型で

研究開発に取り組まないとする割合が高く、この経営者意

識が産学連携の阻害要因になっていることが推測される。

そこで、地域中小企業に対し大きな影響力を持つ金融機

関が核となって、地域産業界の経営者コミュニティを形成

し、経営人材育成を行うことにより経営者意識に変化をも

たらすことができるのではないかと考えた。

米沢市にある米沢信用金庫が独自事業として経営者育成

塾を山形大学と連携して継続的に開催し、その過程で意識

調査を行った。その結果、経営者の意識が有意に変化し、

産学連携事例が生まれるに至ったので、その結果について

報告するものである。

【研究方法】

１．金融機関が核となって経営人材育成を行う地域産業

界の経営者コミュニティを形成する＝経営者塾の構築

２．経営者塾会員企業を対象に産学連携及び研究開発に

関する意識を定点調査する。

３．意欲が認められる経営者塾会員により産学連携プロ

ジェクトを働き掛け、意識の変化が産学連携を誘発する

かどうかを検証する。

【研究結果】

経営者塾の設立

金融機関が核となって形成する経営者コミュニティ

（経営者塾）を使って行う経営人材育成と産学連携の促

進、イノベーションの創出に至る一連の活動について説

明する。（図１）

＜図１＞

経営者塾の運営は、米沢信用金庫と山形大学が共同で

行い、経営人材育成からイノベーションの創出までを階

層別にサポートする。まず、カテゴリー３として経営者

塾全会員向けにセミナーや情報交換会、大学の研究シー

ズ情報の提供を行い、経営者の意欲向上を目指す。次に

カテゴリー２では、意欲が向上した会員と米沢信用金庫

に在籍する産学金連携コーディネーター が共同で事業

分析から課題や強み（知的資産）等を明らかにする。技

術課題に関しては山形大学の研究者、経営課題に関して

はコンサルタント等の外部専門家、さらに公的産業支援

機関と連携し、研究開発等を可能とする企業体質にする

ための事業価値向上を目指す。カテゴリー１では、具体

的に産学連携による大学シーズの事業化・商品化を図る

ことで、イノベーションの創出を目指す。その際、金融

機関のサポート・コーディネートにより、地域企業グル

ープによる研究開発コンソーシアムへと発展させる。カ

テゴリー３からカテゴリー１へのサイクルを常にまわす

ことで、地域から継続的にイノベーションの創出を図る。

経営者意欲の変化

経営者の意欲を把握することを目的に経営者塾会員企

業にアンケート調査を実施した。調査時期は、平成２７

年１月、平成２７年７月から９月、平成２８年３月、平

図１ 経営者塾イメージ
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③	簡易仮説型	

収集例：「切り株ベンチ〔pic.5〕」	

	 スウェーデンのダーラナ地方フローダの山中で発

見したもので、二つの同じ高さで並ぶ切り株に一枚の

木板を掛けることでできる簡易な休憩ベンチ。切り株

と木板であることは忘れずに、即物的に場の価値を変

容させている。	

pic.5：切り株ベンチ（フローダ,2015）	
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たトマソンが現役で多く活用されている点に着目し、さ

らに（２）収集者の主観的観察に留まらず、必要に応じて

地域住民へのヒアリング等による第三者視点分析を行う
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述手法となる点も特筆したい。そして、どう仕様もなくそ

うせざるを得ない里山暮らしの限られた資源と技術で生

み出される知恵や創意工夫の中には、建築計画で活用可

能な多くの小さな発明が包含されている。	

5-2.今後の展開 

	 今後、サンプル数は増えているが同じ文化圏での収集

が続いているため、さらに他の地域での収集を行なって

いく。また、今回のワークショップのように、教育手法と

しての有効性も確認されているため、引き続き、現場主義

で密なコミュニケーションを原則としたフィールドワー

クとして試みていきたい。	

そして、「修繕型」や「用途復活型」等のメンテナンスを

繰り返して活用する事例も確認されているので、新たな

分類の方向性も試みる予定である。また、町村史等の文献

調査による第三者視点分析も行い、要素を抽出したモデ

リング図をもとに「集落トマソン」の定義をよりする体系

的に把握し、明確化する。	

	 こうしたトマソンの歴史遺産的価値と都市計画（集落

計画）学的な使用法を明確に構築することによって、本研

究の将来的な展開として、現存する空き家・空き店舗等の

社会課題へ適用可能な知見を見出すことが期待される。	

【引用・参考文献】 

・＊1:赤瀬川原平,1987,「超芸術トマソン」,ちくま文庫 
・＊2:赤瀬川原平,1996,「トマソン大図鑑 無の巻／空の
巻」,ちくま文庫 
・＊3：赤瀬川源平・藤森照信・南伸坊,1986,「路上観
察学会⼊⾨」,筑摩書房 
・＊4：⽂部科学省地（知）の拠点整備事業「地域戦略
プロフェッショナル・ゼミ」（平成26年〜） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

金融機関を核とした地域産業コミュニティによる経営人材の育成事例

武田 哲（米沢信用金庫）、小野浩幸（山形大学）

： 経営人材育成、産学連携、地域産業コミュニティ

【背景と目的】 
地方創生において、地域が持つ強みや特性を活かし、産

業界がイノベーション活動を自律的に展開する仕組みの構

築が求められている。イノベーションの創出には、地域の

知の拠点である大学との連携が有効であると考えられる。

しかし、地域中小企業にとって大学は依然として敷居が高

く連携が進んでいないのが現状である。

山形県置賜地方は、かつてはパーソナルコンピュータの

生産が日本一であった米沢市をはじめとした東北有数の工

業エリアである。また、同じ米沢市に立地する山形大学工

学部は、有機エレクトロニクスの世界的研究拠点を形成し

つつあり、互いの連携によるイノベーション創出が期待さ

れている。一方、科学技術政策研究所が実施した企業意識

アンケート調査 によると、山形県内の企業は下請け型で

研究開発に取り組まないとする割合が高く、この経営者意

識が産学連携の阻害要因になっていることが推測される。

そこで、地域中小企業に対し大きな影響力を持つ金融機

関が核となって、地域産業界の経営者コミュニティを形成

し、経営人材育成を行うことにより経営者意識に変化をも

たらすことができるのではないかと考えた。

米沢市にある米沢信用金庫が独自事業として経営者育成

塾を山形大学と連携して継続的に開催し、その過程で意識

調査を行った。その結果、経営者の意識が有意に変化し、

産学連携事例が生まれるに至ったので、その結果について

報告するものである。

【研究方法】

１．金融機関が核となって経営人材育成を行う地域産業

界の経営者コミュニティを形成する＝経営者塾の構築

２．経営者塾会員企業を対象に産学連携及び研究開発に

関する意識を定点調査する。

３．意欲が認められる経営者塾会員により産学連携プロ

ジェクトを働き掛け、意識の変化が産学連携を誘発する

かどうかを検証する。

【研究結果】

経営者塾の設立

金融機関が核となって形成する経営者コミュニティ

（経営者塾）を使って行う経営人材育成と産学連携の促

進、イノベーションの創出に至る一連の活動について説

明する。（図１）

＜図１＞

経営者塾の運営は、米沢信用金庫と山形大学が共同で

行い、経営人材育成からイノベーションの創出までを階

層別にサポートする。まず、カテゴリー３として経営者

塾全会員向けにセミナーや情報交換会、大学の研究シー

ズ情報の提供を行い、経営者の意欲向上を目指す。次に

カテゴリー２では、意欲が向上した会員と米沢信用金庫

に在籍する産学金連携コーディネーター が共同で事業

分析から課題や強み（知的資産）等を明らかにする。技

術課題に関しては山形大学の研究者、経営課題に関して

はコンサルタント等の外部専門家、さらに公的産業支援

機関と連携し、研究開発等を可能とする企業体質にする

ための事業価値向上を目指す。カテゴリー１では、具体

的に産学連携による大学シーズの事業化・商品化を図る

ことで、イノベーションの創出を目指す。その際、金融

機関のサポート・コーディネートにより、地域企業グル

ープによる研究開発コンソーシアムへと発展させる。カ

テゴリー３からカテゴリー１へのサイクルを常にまわす

ことで、地域から継続的にイノベーションの創出を図る。

経営者意欲の変化

経営者の意欲を把握することを目的に経営者塾会員企

業にアンケート調査を実施した。調査時期は、平成２７

年１月、平成２７年７月から９月、平成２８年３月、平

図１ 経営者塾イメージ
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成２８年７月の計４回である。

当初、産学連携を必要としないとする経営者意識が、

産学連携活動や研究開発の阻害要因であることが確認で

きた。その後、会員企業が経営者塾に参加したことで、

産学連携に対する経営者の意欲に変化が表れた。（図２）

平成２７年１月調査時点では、産学連携活動について、

「産学連携の実施予定はない」と回答した企業が約半数

を占めていたが、平成２７年７月から９月調査時点で１

１．３％まで低下し、平成２８年３月時点においても２

５．７％と低下している。一方で、産学連携に対し、平

成２７年７月から１１月時点で「興味がある」が７６．

０％、平成２８年３月時点で「産学連携の実施予定があ

る・興味がある」が６５．７％となった。平成２７年１

月調査時点で「産学連携の予定はない」と回答した企業

の意欲が変化してきている。

また、平成２８年７月実施アンケート調査においても

産学連携に対して「興味がある」と回答した企業が約８

割と高い数値となっていることから、経営者塾に参加す

ることで経営者の産学連携に対する意欲が向上している

ことが確認できた。（図３）

産学連携の有効性については、「経営者塾に参加したこ

とで有効性を再認識した」と回答した企業が２３．０％、

「経営者塾に参加したことで有効性を認識した」と回答

した企業が３１．１％であった（図４）。約半数の企業が

経営者塾に参加したことで産学連携の有効性を認識して

おり、以前から有効性を認識していた３３．８％を加味

すれば、約９割の企業が産学連携を有効だと感じている

ことになる。

産学連携事例の創出

前述のとおり、経営塾により会員企業の産学連携に対

する意欲の向上が図られた。さらに、経営者塾に大学研

究者を参加させることにより、連携ができやすい環境を

整えたところ、会員企業内から産学連携プロジェクトに

発展する事例がでてきた。ここでは、三つの事例を紹介

したい。

①コーディネーターによる企業体質強化（カテゴリー ）

最初に、金融機関に所属する産学金連携コーディネー

ターによる会員企業の強みの強化が図られた事例を紹介

する。経営者は、自社の商品を他社のものとは異なる良

い性能があると考えていたが、商品の成分分析や販路拡

大手法についてのノウハウを有していない状況であった。

企業と金融機関コーディネーターがともに企業分析を実

施することで、次のステージを見据えて産学連携を行う

ことを決断。経営者塾に参加したことで山形大学研究者

と企業のマッチングがスムーズとなり、商品の成分分析

から他社商品との差別化や新事業展開へ進展している。

②大学に対する技術相談から研究開発へ（カテゴリー ）

次が、技術相談から共同研究に発展したケースである。

経営者は、独自で研究開発を行い、特許を取得する等、

他社にない技術を有していた。しかし、納入先は実質１

図２ 経営者意欲の変化

図３ 産学連携への意欲

図４ 産学連携の有効性認識 

社であり、商品価値と比較し低価格での販売を強いられ

ていた。経営者は、技術力には自信があったが、今後の

事業展開に不安を感じ、金融機関コーディネーターに相

談、専門家派遣に至った。企業、専門家、金融機関コー

ディネーターによる企業分析を実施、発明協会とも連携

し特許評価したところ、かなり価値の高い技術を有して

いることが判明。新たな販路開拓を検討することになっ

たが、新商品開発には技術的な課題が大きく、産学連携

（共同研究）に発展、新商品開発に着手している。産学

連携による技術支援にとどまらず、専門家も交えた出口

戦略の検討や補助金獲得支援や融資による資金面の支援

も実行することで面的支援が図られている

③公的資金を得てコンソーシアム形成

つ目として、大学のシーズを活かし、新たな地域再生

エネルギーの活用を図るコンソーシアムを形成したケー

スである。地域の観光関連事業組合が産学連携を実施す

ることで、地域再生エネルギーの活用と集客効果を見込

んで実施された。産学連携事業として、 や自治体に

よる助成なども獲得するようになり、地域活性化に大き

な展示効果をもたらすに至っている。

【考察・今後の展開】

経営者塾を通して、地域特有の産学連携阻害要因であ

る経営者の意欲向上が図られ、阻害要因克服が可能であ

ることが検証された。また、金融機関を核とした地域産

業コミュニティが産学連携のツールとして有効であるこ

とが検証できた。

金融機関は、融資を実行することで企業と運命共同体

的な要素を含んでいる。その金融機関が関与することは、

企業経営者の意欲にダイレクトにアプローチすることが

可能であり、本事業における経営者塾が阻害要因克服に

大きな貢献が認められたと考えられる。実際の事例にお

いて、経営者の意欲向上からイノベーションへ繋がって

おり、今後、更なる意欲向上と連携促進が図られること

で地域活性化が期待できる。
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きた。その後、会員企業が経営者塾に参加したことで、
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０％、平成２８年３月時点で「産学連携の実施予定があ

る・興味がある」が６５．７％となった。平成２７年１

月調査時点で「産学連携の予定はない」と回答した企業

の意欲が変化してきている。

また、平成２８年７月実施アンケート調査においても

産学連携に対して「興味がある」と回答した企業が約８

割と高い数値となっていることから、経営者塾に参加す

ることで経営者の産学連携に対する意欲が向上している

ことが確認できた。（図３）
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とで有効性を再認識した」と回答した企業が２３．０％、

「経営者塾に参加したことで有効性を認識した」と回答

した企業が３１．１％であった（図４）。約半数の企業が

経営者塾に参加したことで産学連携の有効性を認識して

おり、以前から有効性を認識していた３３．８％を加味

すれば、約９割の企業が産学連携を有効だと感じている

ことになる。

産学連携事例の創出

前述のとおり、経営塾により会員企業の産学連携に対

する意欲の向上が図られた。さらに、経営者塾に大学研

究者を参加させることにより、連携ができやすい環境を

整えたところ、会員企業内から産学連携プロジェクトに

発展する事例がでてきた。ここでは、三つの事例を紹介

したい。

①コーディネーターによる企業体質強化（カテゴリー ）

最初に、金融機関に所属する産学金連携コーディネー

ターによる会員企業の強みの強化が図られた事例を紹介

する。経営者は、自社の商品を他社のものとは異なる良

い性能があると考えていたが、商品の成分分析や販路拡

大手法についてのノウハウを有していない状況であった。

企業と金融機関コーディネーターがともに企業分析を実

施することで、次のステージを見据えて産学連携を行う

ことを決断。経営者塾に参加したことで山形大学研究者

と企業のマッチングがスムーズとなり、商品の成分分析

から他社商品との差別化や新事業展開へ進展している。

②大学に対する技術相談から研究開発へ（カテゴリー ）

次が、技術相談から共同研究に発展したケースである。

経営者は、独自で研究開発を行い、特許を取得する等、

他社にない技術を有していた。しかし、納入先は実質１
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図４ 産学連携の有効性認識 

社であり、商品価値と比較し低価格での販売を強いられ

ていた。経営者は、技術力には自信があったが、今後の

事業展開に不安を感じ、金融機関コーディネーターに相

談、専門家派遣に至った。企業、専門家、金融機関コー

ディネーターによる企業分析を実施、発明協会とも連携

し特許評価したところ、かなり価値の高い技術を有して

いることが判明。新たな販路開拓を検討することになっ

たが、新商品開発には技術的な課題が大きく、産学連携

（共同研究）に発展、新商品開発に着手している。産学

連携による技術支援にとどまらず、専門家も交えた出口

戦略の検討や補助金獲得支援や融資による資金面の支援

も実行することで面的支援が図られている

③公的資金を得てコンソーシアム形成

つ目として、大学のシーズを活かし、新たな地域再生

エネルギーの活用を図るコンソーシアムを形成したケー

スである。地域の観光関連事業組合が産学連携を実施す

ることで、地域再生エネルギーの活用と集客効果を見込

んで実施された。産学連携事業として、 や自治体に

よる助成なども獲得するようになり、地域活性化に大き

な展示効果をもたらすに至っている。

【考察・今後の展開】

経営者塾を通して、地域特有の産学連携阻害要因であ

る経営者の意欲向上が図られ、阻害要因克服が可能であ

ることが検証された。また、金融機関を核とした地域産

業コミュニティが産学連携のツールとして有効であるこ

とが検証できた。

金融機関は、融資を実行することで企業と運命共同体

的な要素を含んでいる。その金融機関が関与することは、

企業経営者の意欲にダイレクトにアプローチすることが

可能であり、本事業における経営者塾が阻害要因克服に

大きな貢献が認められたと考えられる。実際の事例にお

いて、経営者の意欲向上からイノベーションへ繋がって

おり、今後、更なる意欲向上と連携促進が図られること

で地域活性化が期待できる。
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Keyword： 大学と金融機関の連携、中小企業支援、社会的ネットワーク 

 

【背景】 
地方、特に東北地区において、教育機関卒業時に若者が

都市圏等に流出する現象が顕著である。次世代を担う層の

流失は、地域の活性化にとって深刻な問題となっている。

このような事態の原因の一つとして、地域では中小企業が

占める割合が特に高く、大学等の卒業者が学んだことを活

かせるような研究開発型企業が少ないことが推測される。 
一方、金融庁は 2003 年に地域密着型金融政策（日本版
リレーションシップバンキング）を導入した。そこでは、

地域金融機関に対し「技術評価や優良案件発掘のための産

学官のネットワーク強化」等、地域における事業創出機能

も求められている。当初は金融再生の要請からスタートし

た地域密着型金融であったが、現在では地域における産業

活性化の担い手としての地域金融機関に期待が集まってい

る。 
これらのことから、地域金融機関と地方大学等が連携協

定等を締結し地域産業を活性化させようとする取り組みが

多く行われている。しかし、これらの活動は金融庁や地方

財務局、業界紙等によって事例紹介が散発的に行われてい

るのみで全国的な状況は必ずしも明らかにされていない。 
そこで、本稿では全国の大学と地域金融機関の連携状況

についてアンケート調査するとともに、特徴ある事例をピ

ックアップして詳細調査した。その結果について報告する

ものである。 
 
【先行研究等】 
(1) 金融庁「地域密着型金融政策」 

前述のとおり、地域密着型金融政策は金融庁により

2003 年に導入された。当時は、地域密着型金融ではな
く「リレーションシップバンキング」という言葉が用い

られていた。言葉が示すように、地域密着型金融政策は、

米国のリレーションシップバンキングをモデルとして

検討され、導入された。しかし、多くの学説が指摘する

ように地域密着型金融は米国のリレーションシップバ

ンキングといくつかの相違点を有している。それは、地

域密着型金融には「得られた情報を活用したコンサルテ

ィング機能の発揮」や「顧客同士のビジネスマッチング」、

さらには「技術評価や優良案件発掘のための産学官のネ

ットワーク強化」や「創業・新事業支援の強化」などが

盛り込まれている。この米国等のリレーションシップバ

ンキングとの違いが我が国の地域密着型金融の特筆す

べき特徴の一つとなっている。 
(2) リレーションシップバンキングに関する研究 

資金の貸し手と借り手の間が緊密な関係を構築し、情

報の非対称性を克服することにより、高度な金融機能を

果たそうとするのがリレーションシップバンキングで

ある。米国コミュニティバンクなどにおいて「顧客との

継続的な関係（リレーションシップ：Relationship）」
を基盤にした取引が行われていることは比較的古くか

ら指摘されていた。情報経済学の分野において、80 年
代後半からリレーションシップと金融の関係が議論さ

れるようになった。 
Petersenと Rajanは、逆選択やモラルハザードを手
掛かりとして、借り手のことが分からない段階では貸出

金利の設定は高いが、借り手情報が蓄積された段階では

金利は低下するモデルを提唱し、データからの実証を試

みている。Bergerと Udellは、長期の関係が低い金利
と少ない担保をもたらすことについて全米中小企業金

融調査から実証を試みている。これらの研究を踏まえて、

Bergerと Udellは情報の非対称性を克服する貸出技術
（lending technology）という概念を導入し、リレーシ
ョンシップを基盤として定性的な情報を基に行われる

貸し付けをリレーションシップ貸出（relationship 
lending）、財務情報のような定量的情報を基に行われる
貸付をトランザクション貸出（transaction lending）と
して概念整理した。 
日本では、メインバンク制という独特の金融機関と企

業との関係が存在することが指摘され、多くの研究が行

われてきた。リレーションシップバンキングとは別の概

念ではあるが、長期の取引関係を基盤とした融資等の実

行という点では共通するところも多い。Aoki と Patric
は、メインバンク制度を企業と銀行、慣行、制度的取り

決めの全てを含んだ資金調達・ガバナンスのシステムと

して定義した。そして、このような日本の企業と金融機

関の関係は金融系列と呼ばれ、戦後の経済成長の原動力

の一つとして機能したことを指摘している。 

金融機関による産学官ネットワークに関しては、金融

庁が 2008年から 2010年の 3年間にわたって「地域密
着型金融に関する取組み事例集」を発表している。また、

全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協

会、全国信用組合中央協会の各団体では、会員が実施す

る取り組みについて取り組み概況と一部の個別事例を

公表している。しかし、これらでは、単発の事例を紹介

するにとどまっており、全国の状況や動向について定量

的に把握されていない状況にある。 
 

【研究目的】 

本研究では、日本の金融機関が地域の産業発展に果た

してきた影響力に着目する。そして、金融庁の地域密着

型金融政策の導入を契機として取り組まれている産業創

出機能の強化のための取り組みに着目する。 

本稿では、これまでのメインバンクとしての機能には

見られなかった「産学官のネットワークの強化」に焦点

をあて、その全国状況及び特徴ある地域事例を明らかに

する。 

 

【研究方法】 

産学官ネットワーク強化がどの程度図られているのか

を明らかにするため、以下の方法により調査検証を行う。 
１．全国立大学法人及び金融機関を対象として、大学等

の教育研究機関と金融機関との連携状況に関するアン

ケート調査を実施する 

２．アンケートデータから社会的ネットワーク分析を試

み、全国の状況及びネットワーク形成の状態について

検証する 

３．特徴ありとされた事例をピックアップし現地インタ

ビュー調査等により事例検証する 

 

【アンケート調査結果】 

 実施したアンケートの概要は以下のとおり。 
○調査期間 2014年9月1日から同年9月12日 
○調査方式 調査票による質問回答方式（郵送） 
○調査対象 86国立大学法人、562金融機関 
○回収数（率） 327（50.5％） 

 
回答のあった大学、地方銀行、信用金庫、信用組合の

うち大学等と連携して産学官金のネットワークを構築し

ていると回答した状況を表 1に示す。アンケート結果に
よれば、回答大学の70％超、銀行の80％超が何らかの連

携関係を構築していると回答している。その大半が連携

協定を締結したうえでの関係構築であるとしている。 
 

a.大学 (n=63) 44 69.8% 4 6.3% 0 0.0% 14 22.2% 1 1.6%
b.銀行 (n=49) 38 77.6% 2 4.1% 0 0.0% 6 12.2% 3 6.1%
c.信用金庫 (n=139) 65 46.8% 16 11.5% 1 0.7% 53 38.1% 4 2.9%
d.信用組合 (n=76) 4 5.3% 9 11.8% 1 1.3% 62 81.6% 0 0.0%

5.その他
1.協定を結び

連携
2協定に.こだわ

らず連携
3.近々に協定
を結ぶ予定

4.連携活動は
していない

 
表１:大学と地域金融機関の連携の状況 

 
具体的な連携活動の内容について、大学からの回答状

況を図 1のグラフに示す。また、金融機関からの回答状
況を同じく図2に示す。 

0 10 20 30 40

1セミナーの開催

2職員向け講習の開催

3コーディネータ育成

4大学教職員向け講習等の開催

5学生向け講習等の開催

6ニーズ・シーズマッチング

7技術相談の窓口の設置

8地域活性化等のコンサルティング

9学金共同での企業訪問

10大学発ベンチャーの支援

11インターンシップの実施

12不動産など施設の相互利用

13人事交流

14専門人員の配置

15競争的資金の獲得

16金融機関からの人材受入

17その他

大学（n=64）

 
図１:大学における連携活動の取り組み状況 

 

0 10 20 30 40

1セミナーの共催・開催

2職員向け講習の開催

3専門部署の設置

4産学コーディネータの配置

5産学コーディネータの大学への派遣

6大学との人事交流（相互）

7大学教職員向け講習等の開催

8学生向け講習等の開催

9ニーズ・シーズマッチング

10大学への技術相談

11地域活性化等のコンサルティング

12大学と共同での企業訪問

13大学発ベンチャーの支援

14産学連携支援のための融資

15競争的資金の獲得

16不動産など施設の相互利用

17その他

銀行(n=42) 信用金庫(n=82) 信用組合(n=14)

 

図２:金融機関における連携活動の取り組み状況 
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占める割合が特に高く、大学等の卒業者が学んだことを活

かせるような研究開発型企業が少ないことが推測される。 
一方、金融庁は 2003 年に地域密着型金融政策（日本版
リレーションシップバンキング）を導入した。そこでは、

地域金融機関に対し「技術評価や優良案件発掘のための産

学官のネットワーク強化」等、地域における事業創出機能

も求められている。当初は金融再生の要請からスタートし

た地域密着型金融であったが、現在では地域における産業

活性化の担い手としての地域金融機関に期待が集まってい

る。 
これらのことから、地域金融機関と地方大学等が連携協

定等を締結し地域産業を活性化させようとする取り組みが

多く行われている。しかし、これらの活動は金融庁や地方

財務局、業界紙等によって事例紹介が散発的に行われてい

るのみで全国的な状況は必ずしも明らかにされていない。 
そこで、本稿では全国の大学と地域金融機関の連携状況

についてアンケート調査するとともに、特徴ある事例をピ

ックアップして詳細調査した。その結果について報告する

ものである。 
 
【先行研究等】 
(1) 金融庁「地域密着型金融政策」 

前述のとおり、地域密着型金融政策は金融庁により

2003 年に導入された。当時は、地域密着型金融ではな
く「リレーションシップバンキング」という言葉が用い

られていた。言葉が示すように、地域密着型金融政策は、

米国のリレーションシップバンキングをモデルとして

検討され、導入された。しかし、多くの学説が指摘する

ように地域密着型金融は米国のリレーションシップバ

ンキングといくつかの相違点を有している。それは、地

域密着型金融には「得られた情報を活用したコンサルテ

ィング機能の発揮」や「顧客同士のビジネスマッチング」、

さらには「技術評価や優良案件発掘のための産学官のネ

ットワーク強化」や「創業・新事業支援の強化」などが

盛り込まれている。この米国等のリレーションシップバ

ンキングとの違いが我が国の地域密着型金融の特筆す

べき特徴の一つとなっている。 
(2) リレーションシップバンキングに関する研究 

資金の貸し手と借り手の間が緊密な関係を構築し、情

報の非対称性を克服することにより、高度な金融機能を

果たそうとするのがリレーションシップバンキングで

ある。米国コミュニティバンクなどにおいて「顧客との

継続的な関係（リレーションシップ：Relationship）」
を基盤にした取引が行われていることは比較的古くか

ら指摘されていた。情報経済学の分野において、80 年
代後半からリレーションシップと金融の関係が議論さ

れるようになった。 
Petersenと Rajanは、逆選択やモラルハザードを手
掛かりとして、借り手のことが分からない段階では貸出

金利の設定は高いが、借り手情報が蓄積された段階では

金利は低下するモデルを提唱し、データからの実証を試

みている。Bergerと Udellは、長期の関係が低い金利
と少ない担保をもたらすことについて全米中小企業金

融調査から実証を試みている。これらの研究を踏まえて、

Bergerと Udellは情報の非対称性を克服する貸出技術
（lending technology）という概念を導入し、リレーシ
ョンシップを基盤として定性的な情報を基に行われる

貸し付けをリレーションシップ貸出（relationship 
lending）、財務情報のような定量的情報を基に行われる
貸付をトランザクション貸出（transaction lending）と
して概念整理した。 
日本では、メインバンク制という独特の金融機関と企

業との関係が存在することが指摘され、多くの研究が行

われてきた。リレーションシップバンキングとは別の概

念ではあるが、長期の取引関係を基盤とした融資等の実

行という点では共通するところも多い。Aoki と Patric
は、メインバンク制度を企業と銀行、慣行、制度的取り

決めの全てを含んだ資金調達・ガバナンスのシステムと

して定義した。そして、このような日本の企業と金融機

関の関係は金融系列と呼ばれ、戦後の経済成長の原動力

の一つとして機能したことを指摘している。 

金融機関による産学官ネットワークに関しては、金融

庁が 2008年から 2010年の 3年間にわたって「地域密
着型金融に関する取組み事例集」を発表している。また、

全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協

会、全国信用組合中央協会の各団体では、会員が実施す

る取り組みについて取り組み概況と一部の個別事例を

公表している。しかし、これらでは、単発の事例を紹介

するにとどまっており、全国の状況や動向について定量

的に把握されていない状況にある。 
 

【研究目的】 

本研究では、日本の金融機関が地域の産業発展に果た

してきた影響力に着目する。そして、金融庁の地域密着

型金融政策の導入を契機として取り組まれている産業創

出機能の強化のための取り組みに着目する。 

本稿では、これまでのメインバンクとしての機能には

見られなかった「産学官のネットワークの強化」に焦点

をあて、その全国状況及び特徴ある地域事例を明らかに

する。 

 

【研究方法】 

産学官ネットワーク強化がどの程度図られているのか

を明らかにするため、以下の方法により調査検証を行う。 
１．全国立大学法人及び金融機関を対象として、大学等

の教育研究機関と金融機関との連携状況に関するアン

ケート調査を実施する 

２．アンケートデータから社会的ネットワーク分析を試

み、全国の状況及びネットワーク形成の状態について

検証する 

３．特徴ありとされた事例をピックアップし現地インタ

ビュー調査等により事例検証する 

 

【アンケート調査結果】 

 実施したアンケートの概要は以下のとおり。 
○調査期間 2014年9月1日から同年9月12日 
○調査方式 調査票による質問回答方式（郵送） 
○調査対象 86国立大学法人、562金融機関 
○回収数（率） 327（50.5％） 

 
回答のあった大学、地方銀行、信用金庫、信用組合の

うち大学等と連携して産学官金のネットワークを構築し

ていると回答した状況を表 1に示す。アンケート結果に
よれば、回答大学の70％超、銀行の80％超が何らかの連

携関係を構築していると回答している。その大半が連携

協定を締結したうえでの関係構築であるとしている。 
 

a.大学 (n=63) 44 69.8% 4 6.3% 0 0.0% 14 22.2% 1 1.6%
b.銀行 (n=49) 38 77.6% 2 4.1% 0 0.0% 6 12.2% 3 6.1%
c.信用金庫 (n=139) 65 46.8% 16 11.5% 1 0.7% 53 38.1% 4 2.9%
d.信用組合 (n=76) 4 5.3% 9 11.8% 1 1.3% 62 81.6% 0 0.0%

5.その他
1.協定を結び

連携
2協定に.こだわ

らず連携
3.近々に協定
を結ぶ予定

4.連携活動は
していない

 
表１:大学と地域金融機関の連携の状況 

 
具体的な連携活動の内容について、大学からの回答状

況を図 1のグラフに示す。また、金融機関からの回答状
況を同じく図2に示す。 

0 10 20 30 40

1セミナーの開催

2職員向け講習の開催

3コーディネータ育成

4大学教職員向け講習等の開催

5学生向け講習等の開催

6ニーズ・シーズマッチング

7技術相談の窓口の設置

8地域活性化等のコンサルティング

9学金共同での企業訪問

10大学発ベンチャーの支援

11インターンシップの実施

12不動産など施設の相互利用

13人事交流

14専門人員の配置

15競争的資金の獲得

16金融機関からの人材受入

17その他

大学（n=64）

 
図１:大学における連携活動の取り組み状況 

 

0 10 20 30 40

1セミナーの共催・開催

2職員向け講習の開催

3専門部署の設置

4産学コーディネータの配置

5産学コーディネータの大学への派遣

6大学との人事交流（相互）

7大学教職員向け講習等の開催

8学生向け講習等の開催

9ニーズ・シーズマッチング

10大学への技術相談

11地域活性化等のコンサルティング

12大学と共同での企業訪問

13大学発ベンチャーの支援

14産学連携支援のための融資

15競争的資金の獲得

16不動産など施設の相互利用

17その他

銀行(n=42) 信用金庫(n=82) 信用組合(n=14)

 

図２:金融機関における連携活動の取り組み状況 
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約6割を超す大学が「3シーズ・ニーズのマッチング」、
「1セミナーの開催」、「4技術相談の窓口の設置」を活動
内容として挙げ、一方，大学と金融機関間での「13人事
交流」、大学内の「14 専門人員の配置」などに人的投資
に取り組む大学は少数にとどまっている。多くの金融機

関が、「10大学への技術相談」、「9シーズ・ニーズのマッ
チング」、「1セミナーの共催・開催」と活動内容として挙
げており、この点では大学の回答と符合している。同様

に、「5産学コーディネータの大学への派遣」、「14産学連
携支援のための融資」、「15競争的資金の獲得」といった
円滑な資金提供に関する活動は少数にとどまっている。 

 
【社会的ネットワーク分析】 

アンケートで得られたデータを使い、大学等と金融機

関の連携状況を定量的に把握するため社会的ネットワー

ク分析（social network analysis）の手法を用いる。社会
的ネットワークとは、個人や組織が結びつけられた社会

的な構造を指す。社会的ネットワーク分析は、「点（ノー

ド；nodeまたはpoint）」と「線（紐帯；tieまたは line）」
という観点から社会的隣接性を考察する。ネットワーク

は点と線の集合でとらえ、点で示される主体の性質や機

能に着目するのではなく、図 3に示すような点と点を結
ぶ線の状況に着目して関係性を分析する。大学等と金融

機関の連携は組織間で結びつく社会的ネットワークであ

るといえる。したがって、その結びつきの状況に着目す

ることによりネットワーク全体の特徴を明らかにできる。 

 

図３: ネットワークの形態 

 

都道府県別に点の数（以下、「位数」という。）と線の

数（以下、「次数」という。）をカウントした。そのうち、

点が都道府県外に及ぶ位数および次数を併せてカウント

した。こうすることで、同一地域内でネットワークが形

成されている割合が明らかになる。結果を表2に示す。 

位数
A

次数
B

地域外の
位数
C

地域外の
次数
D

C/A
（％）

D/B
（％）

北海道 39 81 3 5 7.7 6.2
青森県 10 16 0 0 0.0 0.0
岩手県 9 18 1 1 11.1 5.6
宮城県 8 10 2 2 25.0 20.0
秋田県 7 16 0 0 0.0 0.0
山形県 18 44 1 1 5.6 2.3
福島県 16 34 1 1 6.3 2.9
茨城県 12 22 0 0 0.0 0.0
栃木県 19 36 0 0 0.0 0.0
群馬県 11 24 1 1 9.1 4.2
埼玉県 19 58 1 1 5.3 1.7
千葉県 13 22 0 0 0.0 0.0
東京都 59 102 13 13 22.0 12.7
神奈川県 7 8 0 0 0.0 0.0
新潟県 13 25 1 1 7.7 4.0
富山県 21 40 11 11 52.4 27.5
石川県 12 24 3 9 25.0 37.5
福井県 8 18 1 1 12.5 5.6
山梨県 8 14 0 0 0.0 0.0
長野県 14 26 1 1 7.1 3.8
岐阜県 22 50 6 9 27.3 18.0
静岡県 41 130 6 9 14.6 6.9
愛知県 36 80 7 13 19.4 16.3
三重県 12 26 3 3 25.0 11.5
滋賀県 16 52 7 17 43.8 32.7
京都府 22 50 4 6 18.2 12.0
大阪府 28 42 8 8 28.6 19.0
兵庫県 10 16 1 1 10.0 6.3
奈良県 9 16 2 2 22.2 12.5
和歌山県 8 14 1 1 12.5 7.1
鳥取県 9 16 0 0 0.0 0.0
島根県 6 8 0 0 0.0 0.0
岡山県 11 24 0 0 0.0 0.0
広島県 17 32 3 3 17.6 9.4
山口県 5 8 1 1 20.0 12.5
徳島県 2 2 0 0 0.0 0.0
香川県 11 18 2 2 18.2 11.1
愛媛県 3 4 0 0 0.0 0.0
高知県 6 10 0 0 0.0 0.0
福岡県 12 20 3 3 25.0 15.0
佐賀県 5 8 0 0 0.0 0.0
長崎県 6 8 1 1 16.7 12.5
熊本県 11 36 1 1 9.1 2.8
大分県 6 10 0 0 0.0 0.0
宮崎県 3 4 0 0 0.0 0.0
鹿児島県 3 4 0 0 0.0 0.0
沖縄県 3 4 0 0 0.0 0.0

計 646 1,330 96 128 14.9 9.6  

表２: 都道府県別位数及び次数と地域外ネットワークの比率 

 

このネットワーク分析の結果、都道府県別にカウント

した位数の合計は 646，次数の合計は 1,330となった．
都道府県別のカウント数のうち、ネットワークが都道府

県外に及ぶものは、位数で 14.9％，次数で 9.6％に過ぎ
ないことが明らかとなった。 
都道府県別位数と次数の関係を図 4に示す。これをみ
ると、位数の増加に対して次数が直線的（1次関数的）に
増加している。ウェブ型のネットワークが形成されてい

るのであれば、次数は位数の増加に対して 2次関数的増
加を示すはずであることから、大学等と金融機関とのネ

ットワークはウェブ型を形成するには至っていない。ネ

ットワークの形状としてスター型ネットワークの形成が

多く見られたが、中心性を有する点が多数ある多極型（ウ

ェブ型）のネットワーク形成に至っていないことが明ら

かとなった。 
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図４:全国ネットワークの都道府県別位数と次数分布 

 

【個別事例調査結果】 

 アンケート調査における自由記述で、他地域で進んで

いると思われる連携事例を問うたたところ、最多事例が

山形大学の取り組みであった。 

そこでは、「山形大学方式」ともいえる産学金連携が行

われている。その概要を以下に述べる。 

(1) 産官学金連携「山形大学方式」の概要 
山形大学の金融機関との連携は、2007年の金融機関職
員を対象とした産学金連携コーディネータ研修と、コー

ディネータ認定制度発足に始まる。研修では、金融機関

が産学連携を実践する必要性についての理解が重視され

る。基礎理解を深めるための座学の後、工場のラインを

実際に視察し、課題分析と改革提案を作成し、対象とな

った企業に提案するという実践的な研修カリキュラムが

組まれている。研修後に各自が実践した内容についてレ

ポート課し、一定の条件を満たした者に「産学金連携コ

ーディネータ」の認定が行われる。認定期間は１年間で、

期間内にコーディネータの活動実績がある者が更新され

る。2015年度までの9年間で山形県内のすべての地域金
融機関を含む 12 の金融機関及び県信用保証協会から総
勢 378名が受講し、233名が認定コーディネータとして
活動している。 
山形大学では認定コーディネータの活動をシステムと

してサポートしている。研修を受けたコーディネータが

企業現場で経営課題分析を行う。その相談を山形大学内

のプラットフォーム事務局に持ち込む。事務局には数名

のアドバイザーが配備され、認定コーディネータととも

に課題解決に向けたプランを作成する。興味深いのは、

プラットフォームを構成する 2つの金融機関から職員が
出向派遣され、事務局でOJTを兼ねて配備されるととも
に、社会人大学院の MOT 専攻に入学し専門的人材育成
が行われていることである。 
寄せられた相談案件について、技術的課題については

山形大学の技術者等に相談し、経営的課題については国

や県の中小企業支援制度を通じてコンサルタントなどを

活用する。アドバイザーとコーディネータは、専門家と

現地に同行し相談案件のフォローを行う。年によって実

績数は変化するが、2015年の支援実績数は 2500件を超
える。 

 
図５:産学金連携山形方式の事業スキーム 

 
以上、山形大学方式にみるシステムとしての特徴を以

下に整理することができよう。 
①大学がハブとなりスター型のネットワークを形成 
②大学が世話役となり県内に本支店をもつ全金融機関

が加入するプラットフォームを構築 
③プラットフォームが 223名に及ぶ金融機関職員から
なるコーディネータを擁し、年間2500件もの具体的
中小企業支援活動を展開 
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約6割を超す大学が「3シーズ・ニーズのマッチング」、
「1セミナーの開催」、「4技術相談の窓口の設置」を活動
内容として挙げ、一方，大学と金融機関間での「13人事
交流」、大学内の「14 専門人員の配置」などに人的投資
に取り組む大学は少数にとどまっている。多くの金融機

関が、「10大学への技術相談」、「9シーズ・ニーズのマッ
チング」、「1セミナーの共催・開催」と活動内容として挙
げており、この点では大学の回答と符合している。同様

に、「5産学コーディネータの大学への派遣」、「14産学連
携支援のための融資」、「15競争的資金の獲得」といった
円滑な資金提供に関する活動は少数にとどまっている。 

 
【社会的ネットワーク分析】 

アンケートで得られたデータを使い、大学等と金融機

関の連携状況を定量的に把握するため社会的ネットワー

ク分析（social network analysis）の手法を用いる。社会
的ネットワークとは、個人や組織が結びつけられた社会

的な構造を指す。社会的ネットワーク分析は、「点（ノー

ド；nodeまたはpoint）」と「線（紐帯；tieまたは line）」
という観点から社会的隣接性を考察する。ネットワーク

は点と線の集合でとらえ、点で示される主体の性質や機

能に着目するのではなく、図 3に示すような点と点を結
ぶ線の状況に着目して関係性を分析する。大学等と金融

機関の連携は組織間で結びつく社会的ネットワークであ

るといえる。したがって、その結びつきの状況に着目す

ることによりネットワーク全体の特徴を明らかにできる。 
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三重県 12 26 3 3 25.0 11.5
滋賀県 16 52 7 17 43.8 32.7
京都府 22 50 4 6 18.2 12.0
大阪府 28 42 8 8 28.6 19.0
兵庫県 10 16 1 1 10.0 6.3
奈良県 9 16 2 2 22.2 12.5
和歌山県 8 14 1 1 12.5 7.1
鳥取県 9 16 0 0 0.0 0.0
島根県 6 8 0 0 0.0 0.0
岡山県 11 24 0 0 0.0 0.0
広島県 17 32 3 3 17.6 9.4
山口県 5 8 1 1 20.0 12.5
徳島県 2 2 0 0 0.0 0.0
香川県 11 18 2 2 18.2 11.1
愛媛県 3 4 0 0 0.0 0.0
高知県 6 10 0 0 0.0 0.0
福岡県 12 20 3 3 25.0 15.0
佐賀県 5 8 0 0 0.0 0.0
長崎県 6 8 1 1 16.7 12.5
熊本県 11 36 1 1 9.1 2.8
大分県 6 10 0 0 0.0 0.0
宮崎県 3 4 0 0 0.0 0.0
鹿児島県 3 4 0 0 0.0 0.0
沖縄県 3 4 0 0 0.0 0.0

計 646 1,330 96 128 14.9 9.6  

表２: 都道府県別位数及び次数と地域外ネットワークの比率 

 

このネットワーク分析の結果、都道府県別にカウント

した位数の合計は 646，次数の合計は 1,330となった．
都道府県別のカウント数のうち、ネットワークが都道府

県外に及ぶものは、位数で 14.9％，次数で 9.6％に過ぎ
ないことが明らかとなった。 
都道府県別位数と次数の関係を図 4に示す。これをみ
ると、位数の増加に対して次数が直線的（1次関数的）に
増加している。ウェブ型のネットワークが形成されてい

るのであれば、次数は位数の増加に対して 2次関数的増
加を示すはずであることから、大学等と金融機関とのネ

ットワークはウェブ型を形成するには至っていない。ネ

ットワークの形状としてスター型ネットワークの形成が

多く見られたが、中心性を有する点が多数ある多極型（ウ

ェブ型）のネットワーク形成に至っていないことが明ら

かとなった。 
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図４:全国ネットワークの都道府県別位数と次数分布 

 

【個別事例調査結果】 

 アンケート調査における自由記述で、他地域で進んで

いると思われる連携事例を問うたたところ、最多事例が

山形大学の取り組みであった。 

そこでは、「山形大学方式」ともいえる産学金連携が行

われている。その概要を以下に述べる。 

(1) 産官学金連携「山形大学方式」の概要 
山形大学の金融機関との連携は、2007年の金融機関職
員を対象とした産学金連携コーディネータ研修と、コー

ディネータ認定制度発足に始まる。研修では、金融機関

が産学連携を実践する必要性についての理解が重視され

る。基礎理解を深めるための座学の後、工場のラインを

実際に視察し、課題分析と改革提案を作成し、対象とな

った企業に提案するという実践的な研修カリキュラムが

組まれている。研修後に各自が実践した内容についてレ

ポート課し、一定の条件を満たした者に「産学金連携コ

ーディネータ」の認定が行われる。認定期間は１年間で、

期間内にコーディネータの活動実績がある者が更新され

る。2015年度までの9年間で山形県内のすべての地域金
融機関を含む 12 の金融機関及び県信用保証協会から総
勢 378名が受講し、233名が認定コーディネータとして
活動している。 
山形大学では認定コーディネータの活動をシステムと

してサポートしている。研修を受けたコーディネータが

企業現場で経営課題分析を行う。その相談を山形大学内

のプラットフォーム事務局に持ち込む。事務局には数名

のアドバイザーが配備され、認定コーディネータととも

に課題解決に向けたプランを作成する。興味深いのは、

プラットフォームを構成する 2つの金融機関から職員が
出向派遣され、事務局でOJTを兼ねて配備されるととも
に、社会人大学院の MOT 専攻に入学し専門的人材育成
が行われていることである。 
寄せられた相談案件について、技術的課題については

山形大学の技術者等に相談し、経営的課題については国

や県の中小企業支援制度を通じてコンサルタントなどを

活用する。アドバイザーとコーディネータは、専門家と

現地に同行し相談案件のフォローを行う。年によって実

績数は変化するが、2015年の支援実績数は 2500件を超
える。 

 
図５:産学金連携山形方式の事業スキーム 

 
以上、山形大学方式にみるシステムとしての特徴を以

下に整理することができよう。 
①大学がハブとなりスター型のネットワークを形成 
②大学が世話役となり県内に本支店をもつ全金融機関

が加入するプラットフォームを構築 
③プラットフォームが 223名に及ぶ金融機関職員から
なるコーディネータを擁し、年間2500件もの具体的
中小企業支援活動を展開 
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小林重人（北陸先端科学技術大学院大学）

： 地域通貨、共助行動、相互扶助、流通ネットワーク

1. 研究背景・目的 
近年、地域活性化を目的とした住民主体のイベントが

全国各地で開催され、新たな地域資源の発掘や交流人口

の増加に寄与している。その一方で、増加するイベント

参加者に対応できるだけのスタッフが不足していたり、

予算が賄えなかったりという新たな問題が発生している。

地域の内外から新たにイベントの運営に協力してくれる

ボランティアを集めることは、受け入れ体制や周知方法

の構築が伴うため実現することが難しい。こうした問題

を解決するための手段として古くから「地域通貨」と言

われる特定の地域のみで使えるお金が実践されてきた。 

地域通貨は「コミュニティの手によって作られる、特

定の地域でしか流通しない、利子のつかないお金」であ

ることから、地域通貨を使用する人々の間で、同じ地域

の中で相互に支え合う信頼と協同の関係を築くことがで

きる（西部 2002）と言われている。とりわけ日本では参

加者間の相互扶助を媒介することで地域コミュニティの

活性化を志向するタイプの地域通貨が最も多く実践され

（山﨑2013）、地域経済の活性化を主とする世界の事例と

比較しても特異な状況となっている（Lietaer 2004）。 

しかし、2000年初頭から日本各地で導入されたコミュ

ニティ志向型の地域通貨は、当初の目的を達成できない

まま数年のうちに終了してしまう事例が少なくない。そ

の主な理由として、地域通貨を運営する団体の資金や人

的資源の不足、流通スキームの不備等が挙げられる中、

地域における社会的・文化的背景を十分考慮せずに地域

通貨を導入していることも流通が停滞する要因のひとつ

となっている（小林・吉田 2015）。 

そこで本研究は、地域における社会的・文化的背景を

踏まえた形で持続的な共助行動を促進するための地域通

貨を実践するためにはどのようなことに配慮して設計・

運営するべきかということを明らかにするために、まっ

たく同じ地域で実践された 2 つの地域通貨の導入から終

了するまでの過程を比較しながら考察することとした。 

2. 研究方法

地域における社会的・文化的背景をほぼ同質とするた

め、年月を越えて石川県能美市で実践されたコミュニテ

ィ志向型の地域通貨である「ござっせ」と「能美のSACHI

あんやと券（以下、「あんやと券」）を分析対象とする。

ござっせは発行枚数も多く、積極的に広報活動を行った

ものの、流通がうまくいかず共助行動を促進するには至

らなかった。対してあんやと券は、発行枚数が少ないに

も関わらず、地域団体間の共助行動の促進に寄与してい

る。本研究では、まずござっせに関わる過去の文献と先

行研究の調査、当時の関係者へのヒアリングからござっ

せの設計と流通の問題点を明らかにする。そして、あん

やと券がこれらの問題に対してどのように対処して成果

を上げたのかについて、運営の話し合いにおける観察と

回収された地域通貨のシリアルナンバーから実際の流通

経路を追うことで明らかにする。 

3. 地域通貨ござっせ 
「ござっせ1」は2005～2007年に石川県能美市内で試行

流通した地域通貨の名称である。発行者はNPO法人ござ

っせ倶楽部であったが、地域通貨の試行は全国都市再生

モデル調査の一環として位置づけられ、実質的には官民

協働の事業であった。ござっせの発行目的は、地域づく

り活動（ボランティア活動）、及び地域経済の活性化を図

ることであり、このように 2 つの目的を同時に達成しよ

うとする地域通貨は、全国的にも地域経済の活性化のみ

を目的とするものより多く実践されていた（山﨑 2013）。 

流通単位は「こざっせ」で 1ござっせ＝1円として扱

われ、能美市内の56の協賛店舗（市内の全商店数612店

の 9.2％）での支払いの一部として利用できる他2、市内を

走るコミュニティバスの乗車賃として支払うこともでき

た。ござっせはを円に換金することができず、それは地

域通貨を受け取った協賛店舗も同じであった。 

ござっせの主な入手方法は、発行主体であるNPO法人

が認めた地域づくり活動（イベントのボランティア、ワ

ークショップへの出席等）に参加することで 300 ござっ

せを受け取ることができ、個人間のサービスのやり取り

でもござっせを使用することが可能であった。ござっせ

                                                   
1 加賀地方の方言で「いらっしゃい」の意味。 
2 協賛店ごとに設定した割引率相当分を地域通貨で支払
い、残額を現金で支払うという方式。

が流通した1年半で総額2,668,800ござっせが発行される

に至ったが（表 1）、実際に協賛店舗で使用されたござっ

せは発行数の8.3％に留まり、90%以上は未使用のままで

期限切れとなった（金沢河川国道事務所 2006）。 

 

表 1 地域通貨「ござっせ」の流通期間と発行額 

 流通期間 発行額 

第 1次流通 
2005年10月1日～2006

年 3月31日（半年間） 
874,800ござっせ 

第 2次流通 
2006年 4月 1日～2007

年 3月31日（1年間） 
1,794,000ござっせ 

 

同報告書によると、ござっせが流通しなかった理由と

して、ござっせを利用してできるサービスメニューの不

足や利用方法のわかりにくさを挙げている。しかし、我々

はこれらの理由以外にも流通を妨げる構造的な問題が存

在していたと考えている。  

ござっせは地域活動に取り組む地域団体からの要請を

受けて発行主体であるNPO法人が当該団体に地域通貨を

無償で譲渡するという形態であったが、周知不足もあっ

てか地域団体からの発行要請はほとんど無かった。しか

し、事業として地域通貨を発行しなければならなかった

ため、流通期間の中期以降はNPO法人が地域団体へ地域

通貨を配り歩く状態となってしまったという。無償ボラ

ンティアで活動できている団体にとっては、地域通貨を

介した新たな共助関係をそもそも構築する必要がなかっ

たと言える。湖中（2005）は、既存の慣習や類似の制度

が原因となって、導入された地域通貨が否定的に認識さ

れてしまうことを指摘しており、ござっせも同種の認識

によってその普及が妨げられてしまったと考えられる。 

また、協賛店舗は受け取った地域通貨を代金の一部で

はなく、換金ができない割引券として引き受けていたた

め、地域通貨を受け取るほど代金の割引をすることにな

り損をする仕組みとなっていた。利用者の立場からも協

賛店舗によって割引率が異なっていたり、割引率が低か

ったりと、利用方法の煩雑さや魅力の低さから地域通貨

の利用が敬遠されたと考えられる。つまり、協賛店舗と

利用者の双方とも地域通貨に関与する誘因が小さかった

と言える。

こうした考察からござっせが流通しなかった原因とし

て、1）そもそも需要のない状況で地域通貨が大量に供給

されたこと、2）地域通貨を受け取るボランティアと地域

通貨を受け入れるお店のそれぞれにとってメリットが少

なく、両者が「お互い様」の関係になりにくい構造であ

ったこと、の2つが挙げられる。 

ござっせは、2007年に補助金が終了したのち、新しい

運営体制を整えることができなかったため、1年半の試行

期間をもって終了することとなった。当時の事務局担当

者へのヒアリングから、NPO法人の中で実質的に動いて

いる人が数名であったため、事業規模が運営主体である

NPO法人の身の丈にあっていなかったのも地域通貨を継

続できなかった理由であるという。補助金のカットや運

営を担うボランティアの減少によって地域通貨の発行団

体が十分に機能しなくなることは（坂田 2003; 西部 

2006）、他の地域通貨でも頻繁に見られた事例である。 

 

4. 能美のSACHIあんやと券 

4.1. 発行目的と立ち上げ 

「能美の SACHIあんやと券」は、毎年 9月から 11月

にかけて能美市内で開催される複数のイベントの総称で

ある「能美のSACHIまつり」で使用できる地域通貨であ

る。もともとは既存の経済システムとは異なる価値観を

表現する手段として能美市内に新たな地域通貨を導入し

ようと有志が始めた活動であった。その活動の方向性を

決める中で、地域団体・組織が主催するイベントのスタ

ッフが足りないという問題を知り、同まつりの助け合い

を促進するための地域通貨として2015年9月～11月まで

の 3ヶ月間流通された。 

地域通貨の発行は、任意団体である「能美のSACHIあ

んやと券の会」が担い、主に地域団体・組織の関係者が

会のメンバーとして参加しているが、会における役職や

予算（会費）は一切なく、手伝える人が手伝えるときに

月 1 回集まる形で運営が行われている。地域通貨を発行

するにあたって、先述した「ござっせ」だけではなく、

日本で実践された地域通貨の事例を調べ、地域通貨を運

営する上での問題点を整理し、これらを解決するための

新たな流通の仕組みを構築した。 

 

4.2. 流通の仕組み 

あんやと券を入手する方法は、能美のSACHIまつり内

で開催されるイベントのお手伝いをして受け取るか、も

しくはあんやと券を持っている人の個人的なお手伝いの

お礼として受け取るかの 2 つである。受け取ったあんや

と券は、有効期限内であれば「あんやとの品」と呼ばれ

るお礼の品と交換することができる。あんやとの品は、

イベントを開催する地域団体や組織から提供され、多く
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2. 研究方法

地域における社会的・文化的背景をほぼ同質とするた

め、年月を越えて石川県能美市で実践されたコミュニテ

ィ志向型の地域通貨である「ござっせ」と「能美のSACHI

あんやと券（以下、「あんやと券」）を分析対象とする。

ござっせは発行枚数も多く、積極的に広報活動を行った

ものの、流通がうまくいかず共助行動を促進するには至

らなかった。対してあんやと券は、発行枚数が少ないに

も関わらず、地域団体間の共助行動の促進に寄与してい

る。本研究では、まずござっせに関わる過去の文献と先

行研究の調査、当時の関係者へのヒアリングからござっ

せの設計と流通の問題点を明らかにする。そして、あん

やと券がこれらの問題に対してどのように対処して成果

を上げたのかについて、運営の話し合いにおける観察と

回収された地域通貨のシリアルナンバーから実際の流通

経路を追うことで明らかにする。 

3. 地域通貨ござっせ 
「ござっせ1」は2005～2007年に石川県能美市内で試行

流通した地域通貨の名称である。発行者はNPO法人ござ

っせ倶楽部であったが、地域通貨の試行は全国都市再生

モデル調査の一環として位置づけられ、実質的には官民

協働の事業であった。ござっせの発行目的は、地域づく

り活動（ボランティア活動）、及び地域経済の活性化を図

ることであり、このように 2 つの目的を同時に達成しよ

うとする地域通貨は、全国的にも地域経済の活性化のみ

を目的とするものより多く実践されていた（山﨑 2013）。 

流通単位は「こざっせ」で 1ござっせ＝1円として扱

われ、能美市内の56の協賛店舗（市内の全商店数612店

の 9.2％）での支払いの一部として利用できる他2、市内を

走るコミュニティバスの乗車賃として支払うこともでき

た。ござっせはを円に換金することができず、それは地

域通貨を受け取った協賛店舗も同じであった。 

ござっせの主な入手方法は、発行主体であるNPO法人

が認めた地域づくり活動（イベントのボランティア、ワ

ークショップへの出席等）に参加することで 300 ござっ

せを受け取ることができ、個人間のサービスのやり取り

でもござっせを使用することが可能であった。ござっせ

                                                   
1 加賀地方の方言で「いらっしゃい」の意味。 
2 協賛店ごとに設定した割引率相当分を地域通貨で支払
い、残額を現金で支払うという方式。

が流通した1年半で総額2,668,800ござっせが発行される

に至ったが（表 1）、実際に協賛店舗で使用されたござっ

せは発行数の8.3％に留まり、90%以上は未使用のままで

期限切れとなった（金沢河川国道事務所 2006）。 

 

表 1 地域通貨「ござっせ」の流通期間と発行額 

 流通期間 発行額 

第 1次流通 
2005年10月1日～2006

年 3月31日（半年間） 
874,800ござっせ 

第 2次流通 
2006年 4月 1日～2007

年 3月31日（1年間） 
1,794,000ござっせ 

 

同報告書によると、ござっせが流通しなかった理由と

して、ござっせを利用してできるサービスメニューの不

足や利用方法のわかりにくさを挙げている。しかし、我々

はこれらの理由以外にも流通を妨げる構造的な問題が存

在していたと考えている。  

ござっせは地域活動に取り組む地域団体からの要請を

受けて発行主体であるNPO法人が当該団体に地域通貨を

無償で譲渡するという形態であったが、周知不足もあっ

てか地域団体からの発行要請はほとんど無かった。しか

し、事業として地域通貨を発行しなければならなかった

ため、流通期間の中期以降はNPO法人が地域団体へ地域

通貨を配り歩く状態となってしまったという。無償ボラ

ンティアで活動できている団体にとっては、地域通貨を

介した新たな共助関係をそもそも構築する必要がなかっ

たと言える。湖中（2005）は、既存の慣習や類似の制度

が原因となって、導入された地域通貨が否定的に認識さ

れてしまうことを指摘しており、ござっせも同種の認識

によってその普及が妨げられてしまったと考えられる。 

また、協賛店舗は受け取った地域通貨を代金の一部で

はなく、換金ができない割引券として引き受けていたた

め、地域通貨を受け取るほど代金の割引をすることにな

り損をする仕組みとなっていた。利用者の立場からも協

賛店舗によって割引率が異なっていたり、割引率が低か

ったりと、利用方法の煩雑さや魅力の低さから地域通貨

の利用が敬遠されたと考えられる。つまり、協賛店舗と

利用者の双方とも地域通貨に関与する誘因が小さかった

と言える。

こうした考察からござっせが流通しなかった原因とし

て、1）そもそも需要のない状況で地域通貨が大量に供給

されたこと、2）地域通貨を受け取るボランティアと地域

通貨を受け入れるお店のそれぞれにとってメリットが少

なく、両者が「お互い様」の関係になりにくい構造であ

ったこと、の2つが挙げられる。 

ござっせは、2007年に補助金が終了したのち、新しい

運営体制を整えることができなかったため、1年半の試行

期間をもって終了することとなった。当時の事務局担当

者へのヒアリングから、NPO法人の中で実質的に動いて

いる人が数名であったため、事業規模が運営主体である

NPO法人の身の丈にあっていなかったのも地域通貨を継

続できなかった理由であるという。補助金のカットや運

営を担うボランティアの減少によって地域通貨の発行団

体が十分に機能しなくなることは（坂田 2003; 西部 

2006）、他の地域通貨でも頻繁に見られた事例である。 

 

4. 能美のSACHIあんやと券 

4.1. 発行目的と立ち上げ 

「能美の SACHIあんやと券」は、毎年 9月から 11月

にかけて能美市内で開催される複数のイベントの総称で

ある「能美のSACHIまつり」で使用できる地域通貨であ

る。もともとは既存の経済システムとは異なる価値観を

表現する手段として能美市内に新たな地域通貨を導入し

ようと有志が始めた活動であった。その活動の方向性を

決める中で、地域団体・組織が主催するイベントのスタ

ッフが足りないという問題を知り、同まつりの助け合い

を促進するための地域通貨として2015年9月～11月まで

の 3ヶ月間流通された。 

地域通貨の発行は、任意団体である「能美のSACHIあ

んやと券の会」が担い、主に地域団体・組織の関係者が

会のメンバーとして参加しているが、会における役職や

予算（会費）は一切なく、手伝える人が手伝えるときに

月 1 回集まる形で運営が行われている。地域通貨を発行

するにあたって、先述した「ござっせ」だけではなく、

日本で実践された地域通貨の事例を調べ、地域通貨を運

営する上での問題点を整理し、これらを解決するための

新たな流通の仕組みを構築した。 

 

4.2. 流通の仕組み 

あんやと券を入手する方法は、能美のSACHIまつり内

で開催されるイベントのお手伝いをして受け取るか、も

しくはあんやと券を持っている人の個人的なお手伝いの

お礼として受け取るかの 2 つである。受け取ったあんや

と券は、有効期限内であれば「あんやとの品」と呼ばれ

るお礼の品と交換することができる。あんやとの品は、

イベントを開催する地域団体や組織から提供され、多く
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の品が現金で購入することができない非売品となってい

る。イベントでお手伝いを募集する地域団体は、あんや

との品を提供することと引き換えに、あんやと券を受け

取ることができ、受け取ったあんやと券は当該団体が開

催するイベントを手伝ってくれた人へ渡ることとなる。

原則として地域団体から提供されるあんやとの品の数と

地域団体へ発行するあんやと券の枚数は 1対 1としてい

るため、有効期間中にあんやとの品が不足するという心

配はない。あんやとの品は市内で開催されているイベン

トの受付等で交換することでき、自分がお手伝いをした

イベント以外でも交換することができる。つまり、ある

地域団体が提供したあんやとの品は、その地域団体が主

催するイベントをお手伝いした人だけに渡るのではなく、

別の地域団体が主催するイベントをお手伝いした人にも

渡る可能性がある。これは自分がお手伝いしていない別

のイベントにも足を運んでもらうための工夫である。 

発行主体であるあんやと券の会は、地域通貨を発行す

るだけではなく、各地域団体が募集しているお手伝いの

情報やイベントの情報をウェブで発信し、これまで各地

域団体が内輪で集めていたイベントのスタッフを地域内

外から新たに集める活動をしている。地域通貨を介して

積極的に地域団体と潜在的なボランティアとを繋いでい

こうとする姿勢は、ござっせとは異なる点である。 

 

4.3. 流通結果 

3ヶ月間の流通期間において 10の地域団体・組織から

あんやと券の発行依頼があり、イベントのお手伝いのお

礼として延べ 247 枚のあんやと券が渡された。あんやと

の品は、発行依頼のあった地域団体・組織から13種類271

個が提供され、各イベントの受付等であんやと券と交換

された。あんやとの品と交換されたあんやと券は81枚で

交換率は 30%であった。回収されたあんやと券のシリア

ルナンバーをもとに流通経路を可視化したネットワーク

が図1である。 

あんやと券を引き受けた地域団体・組織をノードとし、

ノード間のあんやと券の流通をリンクとする（矢印が方

向）ネットワークを表したものである。ノードの大きさ

と数字は各団体・組織がイベントのお手伝いのお礼とし

て渡したあんやと券の枚数を表し、矢印とその数字は各

ノードで発行されたあんやと券がどのノードでいくつの

あんやとの品と交換されたかを表している。自己遷移ル

ープは、あるイベントをお手伝いして受け取ったあんや

と券を同じイベントであんやとの品と交換したことを表

している。個人間の流通に関しては記録できないため、

このネットワークには含まれていない。 

図1 あんやと券の流通経路 

 

図 1 を見ると、あんやとの品の交換ルートとして各ノ

ードからの自己遷移ループが多いことがわかる。これは

自分がお手伝いをしたイベント内であんやとの品を受け

取っていること、そして自分がお手伝いしていないイベ

ントで交換していないことを意味する。お手伝いをした

イベントとは別のイベントであんやとの品と交換された

のは26枚で、交換された全体の 32%であった。最も外部

から交換されたイベントは、能美のSACHIまつりの関係

者を集めた「打ち上げ」で、これが日程の中ですべての

イベントの最後であったことと、各地域団体のメンバー

間であんやと券を通じた助け合いがあったことがその理

由と考えられる。逆に 1 枚も交換されたかったのが

「JAIST フェスティバル」のお手伝いのお礼として渡さ

れた 50枚で、この結果はそのうちの 35枚が日本語の不

得手な留学生に渡ったこと3とその他にも能美市外の居住

者に渡されたことが原因と考えられる。 

流通終了後に各イベントの関係者を集めた話し合いで

は、「あんやと券によってお手伝いを頼みやすくなった」

「あんやと券によって感謝の気持ちを伝えることができ

た」といった肯定的な意見が多数出された。あんやと券

を渡す側の使い方としても単に券を渡すだけではなく、

券の表面に感謝のメッセージを記すことで一層の感謝の

気持ちを伝えるという工夫がなされていた。また、通常

では横の繋がりがなかった地域団体・組織において、あ

んやと券の活動を通して互いに顔の見える関係がつくら

れ、それを契機に地域団体間での協働も生み出された。 

 

                                                   
あんやと券と一緒にあんやと券を説明するチラシが渡

されたが、その文面はすべて日本語で書かれていた。

5. 考察 

このようにあんやと券を用いてお手伝いを依頼するイ

ベント主催者にとっては大きなメリットが得られたが、

その一方であんやと券を受け取ったボランティア側がこ

の券を有効活用できていたかというと疑問が残る。なぜ

なら、あんやと券を受け取った人の 70%が未交換のまま

有効期限を終えたからである。交換率の低さという点に

おいては、あんやと券もござっせと同じ問題を抱えてい

る。あんやと券はござっせのように店舗で使用できるタ

イプの地域通貨ではなく、有効期限中に開催されている

イベントでのみ交換することができるため、交換するた

めの機会がそもそも少ない。また、発行がイベントの開

催と連動しているため、お手伝いするイベントの開催時

期が有効期限に近いほど、交換できる機会が少なくなっ

てしまう。実際に能美のSACHIまつりの中盤に大型発行

が相次ぎ、その場合は交換するためのイベントが数回し

かなかった。この問題を解決するためには外部から最も

あんやと券の交換があった「打ち上げ」のようにあんや

と券を持っている人たちが集まれる場所を作ることが必

要となる。今回は関係者のみが集まる会であったが、あ

んやと券を持っていることで参加できるような会が開催

されればより多くのあんやと券が集まると同時に、関係

者と非関係者があんやと券を通じて交流することができ

る場所を創出することができるであろう。 

この先、あんやとの品の交換率を上げることも重要で

あるが、あんやと券の活動の魅力は、予算ゼロの下で各

イベントの関係者だけでなくイベントとは関係のない市

内外の人たちも集まって多様な地域団体・組織・個人の

助け合いを実現できていることである。あんやと券の会

としての役職や義務を決めることなく、参加したい人が

参加できるときに集まり、自分ができる範囲のことを楽

しんで取り組む。こうした緩いつながりで発行主体が運

営されているからこそ、各団体・組織の関係者も自分た

ちがメインとする活動を疎かにすることなく、手の空い

た時間で運営に協力することできている。会が始まった

当初に団体間で確認された「持ちつ持たれつの関係を作

ろう」という方針があんやと券の活動を通じて形成され

つつあると言える。岡田（2008）は、地域通貨を引き合

いに、与え合うことで関係を構築する「贈与経済」がコ

ミュニティ創造の源であると述べている。ござっせは地

域通貨の使用者と非使用者が与え合う関係とはなってい

なかったが、あんやと券は両者が直接的に与え合うだけ

ではなく、あんやと券に参加するすべての地域団体同士

で間接的に与え合う関係となっている。ゆえに、団体間

で新たなコミュニティが創造されていると考えられる。 

 

6. 今後の展開

2016年4月からはお手伝いの対象を能美のSACHIまつ

りのイベントに限定せず、能美市内で開催されるあらゆ

るイベントを対象とし、有効期限も7ヶ月に延ばして第2

次流通が開始された。券の裏面には新たにお礼のメッセ

ージを書く欄を設け、感謝を伝えるメディアとしての機

能が充実された。今回のネットワーク分析の結果と考察

は、各団体の関係者にフィードバックされたこともあり、

あんやと券の流通と交換の促進を中心に改善が進められ

ている。第 2 次流通においても流通ネットワークを追う

ことにより、第 1 次流通からの改善点が流通にどのよう

な影響をもたらしたのか明らかにしていく予定である。 
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の品が現金で購入することができない非売品となってい

る。イベントでお手伝いを募集する地域団体は、あんや

との品を提供することと引き換えに、あんやと券を受け

取ることができ、受け取ったあんやと券は当該団体が開

催するイベントを手伝ってくれた人へ渡ることとなる。

原則として地域団体から提供されるあんやとの品の数と

地域団体へ発行するあんやと券の枚数は 1対 1としてい

るため、有効期間中にあんやとの品が不足するという心

配はない。あんやとの品は市内で開催されているイベン

トの受付等で交換することでき、自分がお手伝いをした

イベント以外でも交換することができる。つまり、ある

地域団体が提供したあんやとの品は、その地域団体が主

催するイベントをお手伝いした人だけに渡るのではなく、

別の地域団体が主催するイベントをお手伝いした人にも

渡る可能性がある。これは自分がお手伝いしていない別

のイベントにも足を運んでもらうための工夫である。 

発行主体であるあんやと券の会は、地域通貨を発行す

るだけではなく、各地域団体が募集しているお手伝いの

情報やイベントの情報をウェブで発信し、これまで各地

域団体が内輪で集めていたイベントのスタッフを地域内

外から新たに集める活動をしている。地域通貨を介して

積極的に地域団体と潜在的なボランティアとを繋いでい

こうとする姿勢は、ござっせとは異なる点である。 

 

4.3. 流通結果 

3ヶ月間の流通期間において 10の地域団体・組織から

あんやと券の発行依頼があり、イベントのお手伝いのお

礼として延べ 247 枚のあんやと券が渡された。あんやと

の品は、発行依頼のあった地域団体・組織から13種類271

個が提供され、各イベントの受付等であんやと券と交換

された。あんやとの品と交換されたあんやと券は81枚で

交換率は 30%であった。回収されたあんやと券のシリア

ルナンバーをもとに流通経路を可視化したネットワーク

が図1である。 

あんやと券を引き受けた地域団体・組織をノードとし、

ノード間のあんやと券の流通をリンクとする（矢印が方

向）ネットワークを表したものである。ノードの大きさ

と数字は各団体・組織がイベントのお手伝いのお礼とし

て渡したあんやと券の枚数を表し、矢印とその数字は各

ノードで発行されたあんやと券がどのノードでいくつの

あんやとの品と交換されたかを表している。自己遷移ル

ープは、あるイベントをお手伝いして受け取ったあんや

と券を同じイベントであんやとの品と交換したことを表

している。個人間の流通に関しては記録できないため、

このネットワークには含まれていない。 

図1 あんやと券の流通経路 

 

図 1 を見ると、あんやとの品の交換ルートとして各ノ

ードからの自己遷移ループが多いことがわかる。これは

自分がお手伝いをしたイベント内であんやとの品を受け

取っていること、そして自分がお手伝いしていないイベ

ントで交換していないことを意味する。お手伝いをした

イベントとは別のイベントであんやとの品と交換された

のは26枚で、交換された全体の 32%であった。最も外部

から交換されたイベントは、能美のSACHIまつりの関係

者を集めた「打ち上げ」で、これが日程の中ですべての

イベントの最後であったことと、各地域団体のメンバー

間であんやと券を通じた助け合いがあったことがその理

由と考えられる。逆に 1 枚も交換されたかったのが

「JAIST フェスティバル」のお手伝いのお礼として渡さ

れた 50枚で、この結果はそのうちの 35枚が日本語の不

得手な留学生に渡ったこと3とその他にも能美市外の居住

者に渡されたことが原因と考えられる。 

流通終了後に各イベントの関係者を集めた話し合いで

は、「あんやと券によってお手伝いを頼みやすくなった」

「あんやと券によって感謝の気持ちを伝えることができ

た」といった肯定的な意見が多数出された。あんやと券

を渡す側の使い方としても単に券を渡すだけではなく、

券の表面に感謝のメッセージを記すことで一層の感謝の

気持ちを伝えるという工夫がなされていた。また、通常

では横の繋がりがなかった地域団体・組織において、あ

んやと券の活動を通して互いに顔の見える関係がつくら

れ、それを契機に地域団体間での協働も生み出された。 

 

                                                   
あんやと券と一緒にあんやと券を説明するチラシが渡

されたが、その文面はすべて日本語で書かれていた。

5. 考察 

このようにあんやと券を用いてお手伝いを依頼するイ

ベント主催者にとっては大きなメリットが得られたが、

その一方であんやと券を受け取ったボランティア側がこ

の券を有効活用できていたかというと疑問が残る。なぜ

なら、あんやと券を受け取った人の 70%が未交換のまま

有効期限を終えたからである。交換率の低さという点に

おいては、あんやと券もござっせと同じ問題を抱えてい

る。あんやと券はござっせのように店舗で使用できるタ

イプの地域通貨ではなく、有効期限中に開催されている

イベントでのみ交換することができるため、交換するた

めの機会がそもそも少ない。また、発行がイベントの開

催と連動しているため、お手伝いするイベントの開催時

期が有効期限に近いほど、交換できる機会が少なくなっ

てしまう。実際に能美のSACHIまつりの中盤に大型発行

が相次ぎ、その場合は交換するためのイベントが数回し

かなかった。この問題を解決するためには外部から最も

あんやと券の交換があった「打ち上げ」のようにあんや

と券を持っている人たちが集まれる場所を作ることが必

要となる。今回は関係者のみが集まる会であったが、あ

んやと券を持っていることで参加できるような会が開催

されればより多くのあんやと券が集まると同時に、関係

者と非関係者があんやと券を通じて交流することができ

る場所を創出することができるであろう。 

この先、あんやとの品の交換率を上げることも重要で

あるが、あんやと券の活動の魅力は、予算ゼロの下で各

イベントの関係者だけでなくイベントとは関係のない市

内外の人たちも集まって多様な地域団体・組織・個人の

助け合いを実現できていることである。あんやと券の会

としての役職や義務を決めることなく、参加したい人が

参加できるときに集まり、自分ができる範囲のことを楽

しんで取り組む。こうした緩いつながりで発行主体が運

営されているからこそ、各団体・組織の関係者も自分た

ちがメインとする活動を疎かにすることなく、手の空い

た時間で運営に協力することできている。会が始まった

当初に団体間で確認された「持ちつ持たれつの関係を作

ろう」という方針があんやと券の活動を通じて形成され

つつあると言える。岡田（2008）は、地域通貨を引き合

いに、与え合うことで関係を構築する「贈与経済」がコ

ミュニティ創造の源であると述べている。ござっせは地

域通貨の使用者と非使用者が与え合う関係とはなってい

なかったが、あんやと券は両者が直接的に与え合うだけ

ではなく、あんやと券に参加するすべての地域団体同士

で間接的に与え合う関係となっている。ゆえに、団体間

で新たなコミュニティが創造されていると考えられる。 

 

6. 今後の展開

2016年4月からはお手伝いの対象を能美のSACHIまつ

りのイベントに限定せず、能美市内で開催されるあらゆ

るイベントを対象とし、有効期限も7ヶ月に延ばして第2

次流通が開始された。券の裏面には新たにお礼のメッセ

ージを書く欄を設け、感謝を伝えるメディアとしての機

能が充実された。今回のネットワーク分析の結果と考察

は、各団体の関係者にフィードバックされたこともあり、

あんやと券の流通と交換の促進を中心に改善が進められ

ている。第 2 次流通においても流通ネットワークを追う

ことにより、第 1 次流通からの改善点が流通にどのよう

な影響をもたらしたのか明らかにしていく予定である。 
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電子地域通貨を活用した地域活性化の可能性と課題─北海道小樽市の事例から─	

宮﨑義久（仙台高等専門学校）	

Keyword：	電子地域通貨，観光まちづくり，域内経済循環	

	

【問題の所在と課題設定】 

昨今，東京都をはじめとした大都市の一極集中にともな

い，多くの地方都市が人口減少，少子高齢化，雇用機会の

不足などの課題を抱えている。その中で，ICT（Information 

and Communication Technology：情報通信技術）が持つ利便

性や潜在能力を活用して地域課題の解決と生活の質の向上

に結びつけることが大いに期待されている。 

	 本報告の目的は，地域における ICT利活用の取り組みと

して，多様な価値を交換する媒体である電子地域通貨（地

域通貨の電子化）に着目し，地域活性化への応用可能性と

課題を明らかにすることにある。地域通貨は 2000年代初頭

から地域活性化のツールとしてブームとなり，国内外で幅

広く普及・発展した。そのねらいには，地域経済とコミュ

ニティの活性化に寄与することが挙げられており，さまざ

まな地域のボランティア活動や商業振興の取り組み，ある

いはお祭りなどのイベントにおいて利用されている。 

	 そもそも電子地域通貨とは，技術的には ICカードや携帯

電話等を利用する電子的な決済システムの一種であるが，

それだけにとどまらず人々の暮らしにおいて新たな価値体

系を構築することを目指し，取引の対象を拡張させる可能

性を秘めたツールである（上杉 2003, 32頁）。しかしなが

ら，電子地域通貨を活用して地域課題を解決するまでには

数多くの課題が山積しており，それらをひとつひとつクリ

アしていく必要がある。 

	 そこで，本報告では，地域通貨を電子化することによっ

て，これまで非電子媒体の地域通貨が抱えていた課題を克

服するか否かについて検証する。さらに，ICT を活用した

地域活性化の事例として，電子地域通貨が果たす役割と課

題について考察する。 

 

【分析方法】 

	 本報告では，総務省が普及に尽力した地域通貨モデル

システムならびに大学と市民の協働による電子地域通貨

の実証実験に関する導入過程および成果を比較検証する

ことによって，電子地域通貨を活用した地域活性化モデ

ルの可能性と課題を明らかにする。 

	 まず，地域通貨研究は膨大な調査研究の成果が存在す

るが，なかでも電子地域通貨に関する構想や提案などに

関する論文または報告書について再検討する。 

	 さらに，国内外における電子地域通貨の取り組みとし

て，平成 17-18年度に総務省が中心となり開発と導入が進

められた地域通貨モデルシステムに着目する。地域通貨

モデルシステムは，地域のコミュニティ活動の活性化と

地域経済の活性化という地域通貨の目的を実現するため

に，地方公共団体が ICTを活用して地域通貨を発行・運

営する基盤として開発されたものであり，住民基本台帳

カードや公的個人認証サービス等を活用することによっ

て普及を図った（総務省 2005, 7頁）。合計 12の自治体（千

葉県市川市，福岡県北九州市，熊本県小国町，兵庫県た

つの市，熊本県錦町，大分県日出町，沖縄県浦添市，千

葉県銚子市，島根県雲南市，島根県隠岐郡海士町，熊本

県阿蘇市，大分県別府市）がモデルケースとなり，無償

配布されたシステムの実証実験を実施した。これらの取

り組みに関する成果をまとめた報告書などを参照し，そ

の成果と課題を抽出する。 

	 加えて，報告者が制度設計や導入および運営のアドバ

イスを行った小樽市の電子地域通貨TARCAに着目する。

電子地域通貨 TARCA は観光まちづくりの支援ツールと

して，小樽商科大学が協力のもと，市民団体「地域通貨

TARCA運営委員会」が発行主体となり，2012年 11月か

ら 2014年 8月にかけて実証実験が行われた。これまでの

地域通貨または電子地域通貨の構想や取り組みを踏まえ

て，市民が中心となってシステム開発から運営までを担

っている。ここでは，参与観察などを通じて得られた実

験の成果と課題を抽出する。 

 

【調査結果】 

	 先行研究を振り返ってみると， 2000年代初頭から地域

通貨の電子化に関する議論が進められてきた。しかしな

がら，その多くは構想や実証実験にとどまり，実践に至

った取り組みは数少ない。 

	 そもそも，地域通貨の電子化をめぐる議論は，情報技

術が発展し，ICカードや携帯電話等を用いた電子マネー

をはじめとした電子決済システムの普及・発展によって

盛り上がりを見せた。上杉は，自然環境と関わりを持つ

ドメインと生活・社会環境と関わりを持つドメインにお

いて，電子地域通貨の流通範囲が拡大していることを指

摘し，その上で「ICカード利用系」と「非 ICカード利用

系」とで電子地域通貨の類型化を行い，電子決済システ

ムと地域通貨との親和性を明らかにした（上杉 2003）。

さらに，境は地域通貨の取り組みにおいて ICTを活用す

ることにより，「コミュニケーション」すなわち「人と人

とのつながり」を盛り込もうとする点で親和性が高いこ

と指摘した（境 2006, 44-45頁）。 

	 そのほかにも，武田は，「電子地域通貨は，大量生産技

術的社会経済システムに対するオルタナティヴとして機

能しうる機構であり，しかも ICTとは相互強化的な関係

にある。大量生産技術が商品経済というサブシステムと

の相互強化を通じて自らを原型とした社会経済システム

を浸透させていったように，電子地域通貨もまた，ICT

を社会的原型とする際の重要なサブシステム」である，

と位置づけている（武田 2005, 60頁）。 

	 もともと地域通貨は，従来の貨幣システムにおいて交

換された価値の体系を意図的に変えることによって，新

たな交換システム体系を構築し，地域やコミュニティの

活性化に様々な効果をもたらすことが期待されている。

そして，そのような地域通貨の機能をさらに向上させる

ための手段として ICTとの融合を図ることに独自性や有

効性を見いだすような議論が数多く見られる。 

	 一方，実践的な側面から見ると，電子地域通貨の導入

をめぐって，当初は政府がシステム開発や運用面におい

て様々な支援を行っている。例えば，経済産業者は 2001

年に「ICカードの普及による IT装備都市研究事業」を実

施し，神奈川県大和市（地域通貨 LOVES），長野県駒ヶ

根市（つれてってカード），兵庫県宝塚市（TIKIカード）

が先駆けとなり電子地域通貨のシステム開発と導入が行

われた。 

	 その後，総務省は地域再生施策の一環として，地方自

治体が発行する地域通貨システムの開発と実証に取り組

み始めた。2005年 2月に政府の地域再生本部で決定され

た「地域再生推進のためのプログラム」の中で支援メニ

ューのひとつとして，地域通貨モデルシステムの導入支

援が盛り込まれたことがきっかけであった。 

	 地域通貨モデルシステムでは，地域通貨の発行主体は

各地方自治体であり，地域通貨は自治体のセンターサー

バの口座で管理される。オンライン口座での取引の際は，

公的個人認証サービスや携帯電話を活用した本人確認が

行えるほか，住民基本台帳カードの ICチップ内の空き容

量に地域通貨を書き入れ，オフライン端末でポイントの

取引をしたり，銀行のATMのように口座から地域通貨の

ポイントを引き出したり，預け入れたりすることができ

る（境 2006, 45-46頁）。 

	 このように当時は非常に画期的なアイディアとして注

目を集めたが，実際にこのしくみを利用した団体からは

様々な困難や課題を突きつけられ，結果として地域通貨

モデルシステムの普及・発展には至らなかった。この問

題の原因のひとつには，セキュリティの堅牢性といった

問題が指摘される。地域通貨モデルシステムでの取引に

利用される公的個人認証は非常に高度なセキュリティ技

術を用いており，安全性という面では安心である。しか

しながら，利用者にとっては気軽に地域通貨などの取引

を行うことは難しく，さらに安全性の観点から交換でき

る場所や対応できる人間が限られている点に大きな問題

を抱えていた。加えて，端末の設置費用やサーバーの維

持・管理費などコストがかさむことが指摘されており，

自治体が限られた予算のなかで継続的に運用していくに

は厳しい側面がある。さらに，その費用に見合った対価

を利用者に提供できるかどうかについても疑問が残る。 

	 これに対して，小樽市では，市民が中心となり小樽市

内の地域・ボランティア活動，商業，観光などに関する

情報収集・発信と様々なネットワークを構築することに

よって地域活性化を図ることを目指して，地域通貨の活

用について検討を行った。その結果，地元企業と小樽商

科大学との協働により，スマートフォン等を活用した電

子地域通貨決済システムの開発に成功し，およそ 2 年に

わたり実証実験を行った（宮﨑・江頭 2013）。 

	 地域通貨モデルシステムと異なる点としては，第一に

制度設計の主体は市民であり，利用者の視点で機能など

の改善を行った点が挙げられる。モデルシステムの場合，

公共性が強いこともあり，はじめからシステムや機能が

きっちり固められてしまい，利用者の状況に応じて柔軟

に対応することが難しかった。そこで，地域通貨TARCA

の場合は，実証実験を踏まえて，段階的に利用者などの

意見をできる限り反映させ，ある程度システムの仕様を

変更することができるような柔軟性を確保した。 

	 第二に，これまでの電子地域通貨ではほとんど導入さ

れていないお店などの情報発信やメッセージのやりとり

を取り入れることにより，電子決済独自のコミュニケー

ションを促す機能を追加することに成功した。 

	 しかしながら，長期的な流通を行うにあたって，法律

の問題，費用対効果，運営側と利用者側の利便性の確保

といった課題が山積していることも実証実験から明らか
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電子地域通貨を活用した地域活性化の可能性と課題─北海道小樽市の事例から─	

宮﨑義久（仙台高等専門学校）	

Keyword：	電子地域通貨，観光まちづくり，域内経済循環	

	

【問題の所在と課題設定】 

昨今，東京都をはじめとした大都市の一極集中にともな

い，多くの地方都市が人口減少，少子高齢化，雇用機会の

不足などの課題を抱えている。その中で，ICT（Information 

and Communication Technology：情報通信技術）が持つ利便

性や潜在能力を活用して地域課題の解決と生活の質の向上

に結びつけることが大いに期待されている。 

	 本報告の目的は，地域における ICT利活用の取り組みと

して，多様な価値を交換する媒体である電子地域通貨（地

域通貨の電子化）に着目し，地域活性化への応用可能性と

課題を明らかにすることにある。地域通貨は 2000年代初頭

から地域活性化のツールとしてブームとなり，国内外で幅

広く普及・発展した。そのねらいには，地域経済とコミュ

ニティの活性化に寄与することが挙げられており，さまざ

まな地域のボランティア活動や商業振興の取り組み，ある

いはお祭りなどのイベントにおいて利用されている。 

	 そもそも電子地域通貨とは，技術的には ICカードや携帯

電話等を利用する電子的な決済システムの一種であるが，

それだけにとどまらず人々の暮らしにおいて新たな価値体

系を構築することを目指し，取引の対象を拡張させる可能

性を秘めたツールである（上杉 2003, 32頁）。しかしなが

ら，電子地域通貨を活用して地域課題を解決するまでには

数多くの課題が山積しており，それらをひとつひとつクリ

アしていく必要がある。 

	 そこで，本報告では，地域通貨を電子化することによっ

て，これまで非電子媒体の地域通貨が抱えていた課題を克

服するか否かについて検証する。さらに，ICT を活用した

地域活性化の事例として，電子地域通貨が果たす役割と課

題について考察する。 

 

【分析方法】 

	 本報告では，総務省が普及に尽力した地域通貨モデル

システムならびに大学と市民の協働による電子地域通貨

の実証実験に関する導入過程および成果を比較検証する

ことによって，電子地域通貨を活用した地域活性化モデ

ルの可能性と課題を明らかにする。 

	 まず，地域通貨研究は膨大な調査研究の成果が存在す

るが，なかでも電子地域通貨に関する構想や提案などに

関する論文または報告書について再検討する。 

	 さらに，国内外における電子地域通貨の取り組みとし

て，平成 17-18年度に総務省が中心となり開発と導入が進

められた地域通貨モデルシステムに着目する。地域通貨

モデルシステムは，地域のコミュニティ活動の活性化と

地域経済の活性化という地域通貨の目的を実現するため

に，地方公共団体が ICTを活用して地域通貨を発行・運

営する基盤として開発されたものであり，住民基本台帳

カードや公的個人認証サービス等を活用することによっ

て普及を図った（総務省 2005, 7頁）。合計 12の自治体（千

葉県市川市，福岡県北九州市，熊本県小国町，兵庫県た

つの市，熊本県錦町，大分県日出町，沖縄県浦添市，千

葉県銚子市，島根県雲南市，島根県隠岐郡海士町，熊本

県阿蘇市，大分県別府市）がモデルケースとなり，無償

配布されたシステムの実証実験を実施した。これらの取

り組みに関する成果をまとめた報告書などを参照し，そ

の成果と課題を抽出する。 

	 加えて，報告者が制度設計や導入および運営のアドバ

イスを行った小樽市の電子地域通貨TARCAに着目する。

電子地域通貨 TARCA は観光まちづくりの支援ツールと

して，小樽商科大学が協力のもと，市民団体「地域通貨

TARCA運営委員会」が発行主体となり，2012年 11月か

ら 2014年 8月にかけて実証実験が行われた。これまでの

地域通貨または電子地域通貨の構想や取り組みを踏まえ

て，市民が中心となってシステム開発から運営までを担

っている。ここでは，参与観察などを通じて得られた実

験の成果と課題を抽出する。 

 

【調査結果】 

	 先行研究を振り返ってみると， 2000年代初頭から地域

通貨の電子化に関する議論が進められてきた。しかしな

がら，その多くは構想や実証実験にとどまり，実践に至

った取り組みは数少ない。 

	 そもそも，地域通貨の電子化をめぐる議論は，情報技

術が発展し，ICカードや携帯電話等を用いた電子マネー

をはじめとした電子決済システムの普及・発展によって

盛り上がりを見せた。上杉は，自然環境と関わりを持つ

ドメインと生活・社会環境と関わりを持つドメインにお

いて，電子地域通貨の流通範囲が拡大していることを指

摘し，その上で「ICカード利用系」と「非 ICカード利用

系」とで電子地域通貨の類型化を行い，電子決済システ

ムと地域通貨との親和性を明らかにした（上杉 2003）。

さらに，境は地域通貨の取り組みにおいて ICTを活用す

ることにより，「コミュニケーション」すなわち「人と人

とのつながり」を盛り込もうとする点で親和性が高いこ

と指摘した（境 2006, 44-45頁）。 

	 そのほかにも，武田は，「電子地域通貨は，大量生産技

術的社会経済システムに対するオルタナティヴとして機

能しうる機構であり，しかも ICTとは相互強化的な関係

にある。大量生産技術が商品経済というサブシステムと

の相互強化を通じて自らを原型とした社会経済システム

を浸透させていったように，電子地域通貨もまた，ICT

を社会的原型とする際の重要なサブシステム」である，

と位置づけている（武田 2005, 60頁）。 

	 もともと地域通貨は，従来の貨幣システムにおいて交

換された価値の体系を意図的に変えることによって，新

たな交換システム体系を構築し，地域やコミュニティの

活性化に様々な効果をもたらすことが期待されている。

そして，そのような地域通貨の機能をさらに向上させる

ための手段として ICTとの融合を図ることに独自性や有

効性を見いだすような議論が数多く見られる。 

	 一方，実践的な側面から見ると，電子地域通貨の導入

をめぐって，当初は政府がシステム開発や運用面におい

て様々な支援を行っている。例えば，経済産業者は 2001

年に「ICカードの普及による IT装備都市研究事業」を実

施し，神奈川県大和市（地域通貨 LOVES），長野県駒ヶ

根市（つれてってカード），兵庫県宝塚市（TIKIカード）

が先駆けとなり電子地域通貨のシステム開発と導入が行

われた。 

	 その後，総務省は地域再生施策の一環として，地方自

治体が発行する地域通貨システムの開発と実証に取り組

み始めた。2005年 2月に政府の地域再生本部で決定され

た「地域再生推進のためのプログラム」の中で支援メニ

ューのひとつとして，地域通貨モデルシステムの導入支

援が盛り込まれたことがきっかけであった。 

	 地域通貨モデルシステムでは，地域通貨の発行主体は

各地方自治体であり，地域通貨は自治体のセンターサー

バの口座で管理される。オンライン口座での取引の際は，

公的個人認証サービスや携帯電話を活用した本人確認が

行えるほか，住民基本台帳カードの ICチップ内の空き容

量に地域通貨を書き入れ，オフライン端末でポイントの

取引をしたり，銀行のATMのように口座から地域通貨の

ポイントを引き出したり，預け入れたりすることができ

る（境 2006, 45-46頁）。 

	 このように当時は非常に画期的なアイディアとして注

目を集めたが，実際にこのしくみを利用した団体からは

様々な困難や課題を突きつけられ，結果として地域通貨

モデルシステムの普及・発展には至らなかった。この問

題の原因のひとつには，セキュリティの堅牢性といった

問題が指摘される。地域通貨モデルシステムでの取引に

利用される公的個人認証は非常に高度なセキュリティ技

術を用いており，安全性という面では安心である。しか

しながら，利用者にとっては気軽に地域通貨などの取引

を行うことは難しく，さらに安全性の観点から交換でき

る場所や対応できる人間が限られている点に大きな問題

を抱えていた。加えて，端末の設置費用やサーバーの維

持・管理費などコストがかさむことが指摘されており，

自治体が限られた予算のなかで継続的に運用していくに

は厳しい側面がある。さらに，その費用に見合った対価

を利用者に提供できるかどうかについても疑問が残る。 

	 これに対して，小樽市では，市民が中心となり小樽市

内の地域・ボランティア活動，商業，観光などに関する

情報収集・発信と様々なネットワークを構築することに

よって地域活性化を図ることを目指して，地域通貨の活

用について検討を行った。その結果，地元企業と小樽商

科大学との協働により，スマートフォン等を活用した電

子地域通貨決済システムの開発に成功し，およそ 2 年に

わたり実証実験を行った（宮﨑・江頭 2013）。 

	 地域通貨モデルシステムと異なる点としては，第一に

制度設計の主体は市民であり，利用者の視点で機能など

の改善を行った点が挙げられる。モデルシステムの場合，

公共性が強いこともあり，はじめからシステムや機能が

きっちり固められてしまい，利用者の状況に応じて柔軟

に対応することが難しかった。そこで，地域通貨TARCA

の場合は，実証実験を踏まえて，段階的に利用者などの

意見をできる限り反映させ，ある程度システムの仕様を

変更することができるような柔軟性を確保した。 

	 第二に，これまでの電子地域通貨ではほとんど導入さ

れていないお店などの情報発信やメッセージのやりとり

を取り入れることにより，電子決済独自のコミュニケー

ションを促す機能を追加することに成功した。 

	 しかしながら，長期的な流通を行うにあたって，法律

の問題，費用対効果，運営側と利用者側の利便性の確保

といった課題が山積していることも実証実験から明らか
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になった。そのほか，地域通貨に対する理解度の向上や

利用者たちの貨幣至上主義の価値観が変化していかない

と，長期的な流通を促すことは難しいことも分かった。 

	 二つのケースを見ても明らかなように，電子地域通貨

がこれまで非電子媒体の地域通貨が抱えていた課題をす

べて克服したとは言い切れず，新たに電子地域通貨に固

有の問題を生み出す可能性があることが分かった。 

 

【考察と今後の展開】 

	 最後に，これまでの研究成果を踏まえて，電子地域通

貨が地域活性化にどの程度寄与するのか，すなわち電子

地域通貨が地域の強みを生かし，弱みを克服するための

ツールとしてどのように活用されうるのかについて考察

していく。 

	 まず，地域通貨の理想的な流通は，域内の主体が持つ

多様な能力や潜在的な地域資源の価値を顕在化させると

ともに，その交換を促進することにある。この理想状態

を実現するには，多様な価値の記録と交換媒体の流通情

報の見える化，さらに円滑な取引が必要となる。そのた

めには，非電子媒体よりも電子媒体を活用することによ

って，理想状態の実現に近づくことが大いに期待される。

しかしながら，調査結果からも明らかなように，電子地

域通貨を流通する際にも様々な課題に直面し，なかなか

本格的な実践にたどり着くことが難しい側面もある。 

	 今後の展開として，電子地域通貨のシステム開発と導

入を行うにあたって，想定される利用者たちがどのよう

なコミュニティづくりを目指しており，どのような観点

から地域通貨を利用しようと考えているのかを明確にす

ることが求められる。さらに，なぜ地域通貨の電子化が

必要なのか，という点について開発者と利用者が一緒に

なってじっくり検討していくことが重要である。さらに，

和久出・出口（2004）が述べるように，「地域通貨には，

確実に成功をもたらす普遍的なモデルが存在するわけで

はなく流通する地域やコミュニティの特性によって，そ

の形状や使用対象，流通の仕組みなどが異なる」という

見方もあることも注意しなければならない。開発者と利

用者が常に自由に意見を交換し合い，より良い制度設計

が行える場を設けるといった工夫が必要となるだろう。 

	 近年では，ビットコインをはじめとしたネットワーク

型暗号通貨が登場し，民間企業が新たなビジネスチャン

スとして電子決済システムの開発に乗り出すケースも見

られることから今後どのような設計思想に基づきシステ

ム開発が行われ，地域活性化に寄与していくのかを注視

していかなければならないだろう。 
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水平ネットワーク型の脱下請構造モデルによる地域活性化の考察―東京都大田区・下町ボブスレーの事例から 
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坂倉杏介（東京都市大学），前野隆司（慶應義塾大学大学院） 

 

Keyword：下町ボブスレー，大田区，脱下請 

 

【問題・目的・背景】 

日本の中小製造業は，長らく重層構造からなるツリー

型の下請取引構造に支配されてきた．更にアジア諸国の

キャッチアップによる親企業の海外取引の加速や少子高

齢化の進展により，国内取引の減少，人材不足が深刻な

課題となっている．中小製造業がこれらの課題を受け止

め，新たな需要を喚起させるためには，企業連携による

プロジェクトへの参画が有効であり，その参画によって，

従来のツリー型からヒエラルキーを持たない水平ネット

ワーク型へ構造変化が進展し，脱下請構造へと転換する．

構造変化が促進すると，プロジェクトの構成要員の幸福

度が高まる傾向がある．この構造変化が新産業創出に繋

がり，地域産業活性化の牽引力になる． 

この一連の流れを大田区の「下町ボブスレーネットワ

ークプロジェクト」の事例から検証する. 

【研究方法・研究内容】 

 本研究は,企業連携によるプロジェクトの参画により，地

域産業が活性化していくための重要なファクターとして，

以下の 2つが必要であるという仮説を提示し，それを立証

するものとする． 

① 中小製造業が持続的に成長していくためには，ツリー

型から水平ネットワーク型へ構造転換をし，脱下請を

図っていくことが必要である．  

② 水平ネットワーク型への構造転換によって，構成要員

の幸福度が高まる傾向がある． 

 はじめに中小企業の実態を概観し，着目すべき点につい

て掲出する． 

日本の中小企業は，企業数の約 9割，従業者数の約7割，

生産額の約 5割，輸出額の約 4割を占め，社会・経済にお

いて重要な役割を担っている．しかし，多くが大企業の下

請であり，下請中小企業比率は製造業で約18.6％，サービ

ス業で約 9.4％となっている（中小企業庁「中小企業実態

基本調査」,2010）．  

「下請」とは，「特定の事業者に依存する程度が高く，

その事業者の発注に応じて，その事業者の必要とする物
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支える不可欠な存在であるが，新興国企業との競争激化

等から，下請中小企業を選択していく傾向にある．  

また，下請は，親企業への依存度が高くなり，過去の

経験やノウハウが生かせる，新たな販売元等を開拓する

営業活動をしなくてよい等のメリットがある一方，価格

条件等の取引条件の変更が難しい，現在の自社の位置づ

けから脱却しにくい等のデメリットがある（中小企業庁

「中小企業白書」,2011）． 

 このように大企業を頂点とした下請取引構造は，かつ

て日本型経営の特徴の一つとして挙げられていた．しか

し，従来の少数依存の垂直的な下請取引構造は，中小製

造業を取り巻く経営のグローバル化，IOTの進展を考えた

場合，限界があると考えられる．そのために，水平的な

連携のネットワークを作り，拡大していくことは，経営

資源に限りのある中小製造業が持続的に成長していくた

めに有効な方策であり，地域産業を発展させていく牽引

力になる． 

そこで，東京都大田区の「下町ボブスレーネットワーク

プロジェクト」の事例から，地域産業の活性化を図る構造

変化のファクターについて考察する．続いて同プロジェク

トのメンバー14名へのインタビュー調査から，仮説の検証

を試みる．最後に本稿のまとめとして，今後の課題を掲出

する． 

【研究・調査･分析結果】 

1. 下町ボブスレーネットワークプロジェクトの歴史か

らの考察 

1-1.プロジェクトの概要 

 はじめに，事例として東京都大田区の「下町ボブスレ

ーネットワークプロジェクト」の概要を述べる． 

発祥は2011年9月である．公益財団法人大田区産業振興

協会のひとりの職員が，「大田区町工場のシンボルを」

と発案し，A4 版2 枚のボブスレーの寸法図をもって町工

場を訪問したところから始まった． そして2011 年12 月

に正式発足となり，大田ブランド登録企業である株式会

社昭和製作所，株式会社上島熱処理工業所，株式会社マ
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になった。そのほか，地域通貨に対する理解度の向上や

利用者たちの貨幣至上主義の価値観が変化していかない

と，長期的な流通を促すことは難しいことも分かった。 

	 二つのケースを見ても明らかなように，電子地域通貨

がこれまで非電子媒体の地域通貨が抱えていた課題をす

べて克服したとは言い切れず，新たに電子地域通貨に固

有の問題を生み出す可能性があることが分かった。 

 

【考察と今後の展開】 

	 最後に，これまでの研究成果を踏まえて，電子地域通

貨が地域活性化にどの程度寄与するのか，すなわち電子

地域通貨が地域の強みを生かし，弱みを克服するための

ツールとしてどのように活用されうるのかについて考察

していく。 

	 まず，地域通貨の理想的な流通は，域内の主体が持つ

多様な能力や潜在的な地域資源の価値を顕在化させると

ともに，その交換を促進することにある。この理想状態

を実現するには，多様な価値の記録と交換媒体の流通情

報の見える化，さらに円滑な取引が必要となる。そのた

めには，非電子媒体よりも電子媒体を活用することによ

って，理想状態の実現に近づくことが大いに期待される。

しかしながら，調査結果からも明らかなように，電子地

域通貨を流通する際にも様々な課題に直面し，なかなか

本格的な実践にたどり着くことが難しい側面もある。 

	 今後の展開として，電子地域通貨のシステム開発と導

入を行うにあたって，想定される利用者たちがどのよう

なコミュニティづくりを目指しており，どのような観点

から地域通貨を利用しようと考えているのかを明確にす

ることが求められる。さらに，なぜ地域通貨の電子化が

必要なのか，という点について開発者と利用者が一緒に

なってじっくり検討していくことが重要である。さらに，

和久出・出口（2004）が述べるように，「地域通貨には，

確実に成功をもたらす普遍的なモデルが存在するわけで

はなく流通する地域やコミュニティの特性によって，そ

の形状や使用対象，流通の仕組みなどが異なる」という

見方もあることも注意しなければならない。開発者と利

用者が常に自由に意見を交換し合い，より良い制度設計

が行える場を設けるといった工夫が必要となるだろう。 

	 近年では，ビットコインをはじめとしたネットワーク

型暗号通貨が登場し，民間企業が新たなビジネスチャン

スとして電子決済システムの開発に乗り出すケースも見

られることから今後どのような設計思想に基づきシステ

ム開発が行われ，地域活性化に寄与していくのかを注視

していかなければならないだろう。 
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【問題・目的・背景】 

日本の中小製造業は，長らく重層構造からなるツリー

型の下請取引構造に支配されてきた．更にアジア諸国の

キャッチアップによる親企業の海外取引の加速や少子高

齢化の進展により，国内取引の減少，人材不足が深刻な

課題となっている．中小製造業がこれらの課題を受け止

め，新たな需要を喚起させるためには，企業連携による

プロジェクトへの参画が有効であり，その参画によって，

従来のツリー型からヒエラルキーを持たない水平ネット

ワーク型へ構造変化が進展し，脱下請構造へと転換する．

構造変化が促進すると，プロジェクトの構成要員の幸福

度が高まる傾向がある．この構造変化が新産業創出に繋

がり，地域産業活性化の牽引力になる． 

この一連の流れを大田区の「下町ボブスレーネットワ

ークプロジェクト」の事例から検証する. 

【研究方法・研究内容】 

 本研究は,企業連携によるプロジェクトの参画により，地

域産業が活性化していくための重要なファクターとして，

以下の 2つが必要であるという仮説を提示し，それを立証

するものとする． 

① 中小製造業が持続的に成長していくためには，ツリー

型から水平ネットワーク型へ構造転換をし，脱下請を

図っていくことが必要である．  

② 水平ネットワーク型への構造転換によって，構成要員

の幸福度が高まる傾向がある． 

 はじめに中小企業の実態を概観し，着目すべき点につい

て掲出する． 

日本の中小企業は，企業数の約 9割，従業者数の約7割，

生産額の約 5割，輸出額の約 4割を占め，社会・経済にお

いて重要な役割を担っている．しかし，多くが大企業の下

請であり，下請中小企業比率は製造業で約18.6％，サービ

ス業で約 9.4％となっている（中小企業庁「中小企業実態

基本調査」,2010）．  

「下請」とは，「特定の事業者に依存する程度が高く，

その事業者の発注に応じて，その事業者の必要とする物

品の全部または一部について，製作，加工，組立，修理

などを行っている全ての場合のこと」を指す（「下請中

小企業の現状と今後の政策展開について」中小企業

庁,2013）．親企業にとって，下請中小企業は生産体制を

支える不可欠な存在であるが，新興国企業との競争激化

等から，下請中小企業を選択していく傾向にある．  

また，下請は，親企業への依存度が高くなり，過去の

経験やノウハウが生かせる，新たな販売元等を開拓する

営業活動をしなくてよい等のメリットがある一方，価格

条件等の取引条件の変更が難しい，現在の自社の位置づ

けから脱却しにくい等のデメリットがある（中小企業庁

「中小企業白書」,2011）． 

 このように大企業を頂点とした下請取引構造は，かつ

て日本型経営の特徴の一つとして挙げられていた．しか

し，従来の少数依存の垂直的な下請取引構造は，中小製

造業を取り巻く経営のグローバル化，IOTの進展を考えた

場合，限界があると考えられる．そのために，水平的な

連携のネットワークを作り，拡大していくことは，経営

資源に限りのある中小製造業が持続的に成長していくた

めに有効な方策であり，地域産業を発展させていく牽引

力になる． 

そこで，東京都大田区の「下町ボブスレーネットワーク

プロジェクト」の事例から，地域産業の活性化を図る構造

変化のファクターについて考察する．続いて同プロジェク

トのメンバー14名へのインタビュー調査から，仮説の検証

を試みる．最後に本稿のまとめとして，今後の課題を掲出

する． 

【研究・調査･分析結果】 

1. 下町ボブスレーネットワークプロジェクトの歴史か

らの考察 

1-1.プロジェクトの概要 

 はじめに，事例として東京都大田区の「下町ボブスレ

ーネットワークプロジェクト」の概要を述べる． 

発祥は2011年9月である．公益財団法人大田区産業振興

協会のひとりの職員が，「大田区町工場のシンボルを」

と発案し，A4 版2 枚のボブスレーの寸法図をもって町工

場を訪問したところから始まった． そして2011 年12 月

に正式発足となり，大田ブランド登録企業である株式会

社昭和製作所，株式会社上島熱処理工業所，株式会社マ
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テリアルらとその主旨に賛同した 東レ・カーボンマジッ

ク株式会社，株式会社ソフトウエアクレイドル，東京大

学等が共同で，国産の2人乗り用のボブスレーソリを開発

し，冬季五輪出場を目指すプロジェクトである．フレー

ム部品はすべて無償で製作され，2016年7月末現在では，

1～5号まで完成している． 

 2016年7月末現在で，部品加工の協力企業は100社を越

え，協力者は個人も含め，町工場以外の異業種へも拡大

している．また活動に賛同した地域内外からの寄付金

は,2016年7月末現在，1,200万円を超える．   

過去の戦績を振り返ると2012年全日本選手権で1位（女

子），2013年全日本選手権で2位（男子），2014年全日本

選手権で2位（女子），2015年全日本選手権で4位（男子）

である．  

また，2013年，2015年には，日本ボブスレー・リュージ

ュ・スケルトン連盟から2度の五輪不採択を受けている．  

しかし2015年12月にはジャマイカボブスレーチームが，

下町ボブスレーを使って長野でテスト走行を行い，結果

が良好だったことから，2016年 1月，ジャマイカボブス

レー連盟が下町ボブスレーを2018年に韓国で開催される

平昌五輪に採用するとの共同記者会見を開催した（写真

１）．  

写真１：2016年 1月18日,ジャマイカボブスレー連盟と下町ボ

ブスレーネットワークプロジェクトの共同記者会見（於大田区

産業プラザ） 

出所：下町ボブスレーネットワークプロジェクト 

次いで2018年 7月5日，ジャマイカボブスレー連盟と

下町ボブスレーネットワークプロジェクトは，正式契約

の調印式を在ジャマイカ日本大使公邸にて行った．これ

によって平昌五輪への出場を同プロジェクトは正式に手

中に収めた. 

1-2.プロジェクトの経済波及効果 

2014年に同プロジェクトの事務局を担う公益財団法

人大田区産業振興協会が行った，「下町ボブスレー経済波

及効果調査」によると，新聞，テレビ，雑誌等メディア

の露出に対するプロジェクトの経済波及効果は約10億

7,484万円（表１）である． 

また「プロジェクト参加企業アンケート調査」（63社中

35社回答）によると，プロジェクト参加によって，会社

の知名度が向上した（48.6％），社員の仕事に対する意欲

向上につながった（40.0％），参加事業者間の取引が活発

になった（37.1％）が上位を占めた． 

表1：下町ボブスレーのメディアによる紹介 

（平成24 年5 月～26 年3 月末） 

 

＊カッコ内はフィクションであるドラマ、マンガを含めた場合 

＊テレビ放送の798回のうち、770回は大田ケーブル 

出所：公益財団法人大田区産業振興協会, 2014   

1-3.新製品開発プロジェクトの契機へ 

特筆すべきは同プロジェクトのメンバー有志によって，

クラウドファンディングを用いた新製品の試作も始まっ

たことである.自転車とキックスケーターの中間の乗り

物である「nbike」の試作である（写真2）．この製作プロ

ジェクトには，同ネットワークの横田信一郎（株式会社

ナイトペ イジャー 代表取締役）が主軸となり，下町ボ

ブスレー に関わったメンバーとメンバー以外の10 社程

度が参加して進められている． 

写真２：自転車とキックスケーターの中間の乗り物「nbike」 

  
出所：株式会社ナイトペイジャー 

「nbike」 は足の力で駆動する機構を備えている．歩
くには遠い短距離移動に適しており，コンパクトに折り

たたんで運べるため，自転車のように駐輪場は不要であ

る．キックスケーターと異なり前後にブレーキがあって 
公道を走ることができる．負荷に応じて自動的に変速比 
が変わる無段階変速を採用している． 
既に試作 1 号機は大手メーカーとの協業で行い，2 号 
機はナイトペイジャーの舵取りによって量産を目的とし 
て，クラウドファンディングで資金調達を行った．その 
結果，2014 年 2 月 17 日～ 4 月 30 日まで公募を行
ったところ，調達額は目標額だった 100 万円を超えた． 
以上のように決して順風満帆とは言えず，紆余曲折を

繰り返しながら，同プロジェクトは約4年にわたって水
平ネットワーク型構造によって，ボブスレーのソリ製造

を継続し，やがてそれを起点に新たな製品開発のプロジ

ェクトも立ち上がり,新産業の萌芽も生まれている． 

2.インタビュー調査からの分析 

本調査は，地域産業が持続的に発展していくために，

下請構造が水平ネットワーク型構造へ転換していく過程

で，プロジェクトの幸福度が高くなる傾向があることを

実証するものとする． 

そこでプロジェクトの構成要員から，ランダムに14名

を抽出し,プロジェクト参加前後の幸福度について，人生

満足尺度（ディーナー），ポジティブ感情の 8 項目，
ネガティブ感情の8項目，幸福の4因子（前野）の質
問票を活用し，以下の質問票（表 2）を用いて取材を行

った.  

表2：幸福度を測る質問票  

ディーナーの人生満足尺度（1：全く当てはまらない，2：ほと

んど当てはまらない，3：あまり当てはまらない，4：どちらと

もいえない，5：少し当てはまる，6：だいたい当てはまる，7：

非常によく当てはまる，の7段階で回答した後に合計）  

１．ほとんどの面で，私の人生は私の理想に近い  

２．私の人生は，とてもすばらしい状態だ  

３．私は自分の人生に満足している  

４．私はこれまで，自分の人生に求める大切なものを得てきた  

５．もう一度人生をやり直せるとしても，ほとんど何も変えな

いだろう  

 

感情的幸福（以下のポジティブ感情，ネガティブ感情それぞれ8

項目に対して，1：全く当てはまらない，2：ほとんど当てはま

らない，3：あまり当てはまらない，4：少し当てはまる，5：だ

いたい当てはまる，6：非常によく当てはまる，の6 段階で回答

した後にそれぞれ合計）  

ポジティブ感情：活気のある，わくわくした，気合いのはいっ

た，きっぱりした，機敏な，誇らしい，強気な，熱狂した  

ネガティブ感情：いらだった，苦悩した，ぴりぴりした， びく

びくした，恥じた，うろたえた，心配した，おびえた  

 

幸福の四因子（1：全く当てはまらない，2：ほとんど当てはまら

ない，3：あまり当てはまらない，4：どちらともいえない，5：

少し当てはまる，6：だいたい当てはまる，7： 非常によく当て

はまる，の7段階で回答した後に合計）  

第１因子 「やってみよう！」因子（自己実現と成長 ） 

１． 得意としていることがある  

２． 何か，目的・目標を持ってやっていることがある 

第２因子 「ありがとう！」因子（つながりと感謝 ） 

３． 人の喜ぶ顔を見るのが好きだ  

４． いろいろなことに感謝するほうだ  

第３因子「なんとかなる！」因子 （前向きと楽観 ） 

５． いまかかえている問題はだいたい何とかなると思う  

６． 失敗やいやなことに対し，あまりくよくよしない  

第４因子 「あなたらしく！」因子（独立とマイペース ） 

７． 自分と他人をあまり比べいないほうだ  

８． 他人に何と思われようとも，やるべきことはやるべきだ  

 

それによって，プロジェクト参加前後の幸福度につい

て，以下のような結果が得られた（表3）． 

表3：プロジェクト参加前後の幸福度 

■参加前の幸福度 

 

■参加後の幸福度 
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テリアルらとその主旨に賛同した 東レ・カーボンマジッ

ク株式会社，株式会社ソフトウエアクレイドル，東京大

学等が共同で，国産の2人乗り用のボブスレーソリを開発

し，冬季五輪出場を目指すプロジェクトである．フレー

ム部品はすべて無償で製作され，2016年7月末現在では，

1～5号まで完成している． 

 2016年7月末現在で，部品加工の協力企業は100社を越

え，協力者は個人も含め，町工場以外の異業種へも拡大

している．また活動に賛同した地域内外からの寄付金

は,2016年7月末現在，1,200万円を超える．   

過去の戦績を振り返ると2012年全日本選手権で1位（女

子），2013年全日本選手権で2位（男子），2014年全日本

選手権で2位（女子），2015年全日本選手権で4位（男子）

である．  

また，2013年，2015年には，日本ボブスレー・リュージ

ュ・スケルトン連盟から2度の五輪不採択を受けている．  

しかし2015年12月にはジャマイカボブスレーチームが，

下町ボブスレーを使って長野でテスト走行を行い，結果

が良好だったことから，2016年 1月，ジャマイカボブス

レー連盟が下町ボブスレーを2018年に韓国で開催される

平昌五輪に採用するとの共同記者会見を開催した（写真

１）．  

写真１：2016年 1月18日,ジャマイカボブスレー連盟と下町ボ

ブスレーネットワークプロジェクトの共同記者会見（於大田区

産業プラザ） 

出所：下町ボブスレーネットワークプロジェクト 

次いで2018年 7月5日，ジャマイカボブスレー連盟と

下町ボブスレーネットワークプロジェクトは，正式契約

の調印式を在ジャマイカ日本大使公邸にて行った．これ

によって平昌五輪への出場を同プロジェクトは正式に手

中に収めた. 

1-2.プロジェクトの経済波及効果 

2014年に同プロジェクトの事務局を担う公益財団法

人大田区産業振興協会が行った，「下町ボブスレー経済波

及効果調査」によると，新聞，テレビ，雑誌等メディア

の露出に対するプロジェクトの経済波及効果は約10億

7,484万円（表１）である． 

また「プロジェクト参加企業アンケート調査」（63社中

35社回答）によると，プロジェクト参加によって，会社

の知名度が向上した（48.6％），社員の仕事に対する意欲

向上につながった（40.0％），参加事業者間の取引が活発

になった（37.1％）が上位を占めた． 

表1：下町ボブスレーのメディアによる紹介 

（平成24 年5 月～26 年3 月末） 

 

＊カッコ内はフィクションであるドラマ、マンガを含めた場合 

＊テレビ放送の798回のうち、770回は大田ケーブル 

出所：公益財団法人大田区産業振興協会, 2014   

1-3.新製品開発プロジェクトの契機へ 

特筆すべきは同プロジェクトのメンバー有志によって，

クラウドファンディングを用いた新製品の試作も始まっ

たことである.自転車とキックスケーターの中間の乗り

物である「nbike」の試作である（写真2）．この製作プロ

ジェクトには，同ネットワークの横田信一郎（株式会社

ナイトペ イジャー 代表取締役）が主軸となり，下町ボ

ブスレー に関わったメンバーとメンバー以外の10 社程

度が参加して進められている． 

写真２：自転車とキックスケーターの中間の乗り物「nbike」 

  
出所：株式会社ナイトペイジャー 

「nbike」 は足の力で駆動する機構を備えている．歩
くには遠い短距離移動に適しており，コンパクトに折り

たたんで運べるため，自転車のように駐輪場は不要であ

る．キックスケーターと異なり前後にブレーキがあって 
公道を走ることができる．負荷に応じて自動的に変速比 
が変わる無段階変速を採用している． 
既に試作 1 号機は大手メーカーとの協業で行い，2 号 
機はナイトペイジャーの舵取りによって量産を目的とし 
て，クラウドファンディングで資金調達を行った．その 
結果，2014 年 2 月 17 日～ 4 月 30 日まで公募を行
ったところ，調達額は目標額だった 100 万円を超えた． 
以上のように決して順風満帆とは言えず，紆余曲折を

繰り返しながら，同プロジェクトは約4年にわたって水
平ネットワーク型構造によって，ボブスレーのソリ製造

を継続し，やがてそれを起点に新たな製品開発のプロジ

ェクトも立ち上がり,新産業の萌芽も生まれている． 

2.インタビュー調査からの分析 

本調査は，地域産業が持続的に発展していくために，

下請構造が水平ネットワーク型構造へ転換していく過程

で，プロジェクトの幸福度が高くなる傾向があることを

実証するものとする． 

そこでプロジェクトの構成要員から，ランダムに14名

を抽出し,プロジェクト参加前後の幸福度について，人生

満足尺度（ディーナー），ポジティブ感情の 8 項目，
ネガティブ感情の8項目，幸福の4因子（前野）の質
問票を活用し，以下の質問票（表 2）を用いて取材を行

った.  

表2：幸福度を測る質問票  

ディーナーの人生満足尺度（1：全く当てはまらない，2：ほと

んど当てはまらない，3：あまり当てはまらない，4：どちらと

もいえない，5：少し当てはまる，6：だいたい当てはまる，7：

非常によく当てはまる，の7段階で回答した後に合計）  

１．ほとんどの面で，私の人生は私の理想に近い  

２．私の人生は，とてもすばらしい状態だ  

３．私は自分の人生に満足している  

４．私はこれまで，自分の人生に求める大切なものを得てきた  

５．もう一度人生をやり直せるとしても，ほとんど何も変えな

いだろう  

 

感情的幸福（以下のポジティブ感情，ネガティブ感情それぞれ8

項目に対して，1：全く当てはまらない，2：ほとんど当てはま

らない，3：あまり当てはまらない，4：少し当てはまる，5：だ

いたい当てはまる，6：非常によく当てはまる，の6 段階で回答

した後にそれぞれ合計）  

ポジティブ感情：活気のある，わくわくした，気合いのはいっ

た，きっぱりした，機敏な，誇らしい，強気な，熱狂した  

ネガティブ感情：いらだった，苦悩した，ぴりぴりした， びく

びくした，恥じた，うろたえた，心配した，おびえた  

 

幸福の四因子（1：全く当てはまらない，2：ほとんど当てはまら

ない，3：あまり当てはまらない，4：どちらともいえない，5：

少し当てはまる，6：だいたい当てはまる，7： 非常によく当て

はまる，の7段階で回答した後に合計）  

第１因子 「やってみよう！」因子（自己実現と成長 ） 

１． 得意としていることがある  

２． 何か，目的・目標を持ってやっていることがある 

第２因子 「ありがとう！」因子（つながりと感謝 ） 

３． 人の喜ぶ顔を見るのが好きだ  

４． いろいろなことに感謝するほうだ  

第３因子「なんとかなる！」因子 （前向きと楽観 ） 

５． いまかかえている問題はだいたい何とかなると思う  

６． 失敗やいやなことに対し，あまりくよくよしない  

第４因子 「あなたらしく！」因子（独立とマイペース ） 

７． 自分と他人をあまり比べいないほうだ  

８． 他人に何と思われようとも，やるべきことはやるべきだ  

 

それによって，プロジェクト参加前後の幸福度につい

て，以下のような結果が得られた（表3）． 

表3：プロジェクト参加前後の幸福度 

■参加前の幸福度 

 

■参加後の幸福度 
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次にこの結果をもとに，プロジェクト参加前後におい

ての幸福度の平均値の差を確認した（表4・5）． 

表4：プロジェクト参加前後のグループ統計量 

 

表5：プロジェクト参加前後の独立サンプルの検定 

 

本調査の独立サンプルの t 検定は，多重比較になるこ

とから，最初に有意確率5％以下の結果を示す．ホルムの

法則より，「ありがとう！」因子は 0.045<0.05 より有意

である．「ディーナーの人生満足尺度」は0.024<0.025よ

り有意である．「ポジティブ感情」は，0.016<0.0166より

有意である． 

次に，有意確率 5％以上の結果を示す．表 5より，「な

んとかなる！」因子は 0.103 より有意な傾向があると言

える．「やってみよう！」因子は 0.051より有意な傾向が

あると言える．「ネガティブ感情」は0.797より有意でな

い．「あなたらしく！」因子は 0.547より有意でない． 

以上の結果と表 4 より，プロジェクトは，「ありがと

う！」因子，「ディーナーの人生満足尺度」，「ポジティブ

感情」に正の影響があると言える．また，「なんとかな

る！」因子，「やってみよう！」因子に正の影響の可能性

があることが言える．一方で，「ネガティブ感情」，「あな

たらしく！」因子には影響がないことが言える． 

「ネガティブ感情」因子に影響がないことにより，プ

ロジェクト参加前後において，構成要員がネガティブな

感情に変化が見られず，「あなたらしく！」因子に影響が

ないことから，プロジェクト参加前後で，集団の中での

個の尊重は変化が見られないと言える． 

以上の分析の結果，下請構造から水平ネットワーク型構

造への変化により地域活性化を促す重要なファクターと

して，構成要員の幸福度が高まる傾向があり，これが新

産業創出の牽引力になることが考察できる． 

【考察・今後の展開】 

 これからの中小製造業は，持続的な発展のために新た

な価値を創造して, アジアの猛追などによる環境変化に

巻き込まれない力をつけることが望まれる．同プロジェ

クトのような創発的な事例が継続的に大田区から生まれ

ていけば，産業集積全体の発展につながる. 

 また同プロジェクトの構造変化を一般化することによ

って，他地域の産業活性化への解へ繋げていくことが今

後の課題である. 
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インターンシップが従業員に与える影響－横浜市，川口市の中小企業を事例として 

柴田仁夫（埼玉学園大学経済経営学部） 

Keyword：インターンシップ，自己組織化，CSR 

 

1. はじめに 

（1）研究の背景と課題 

近年，インターンシップに関する話題がマスコミに取

り上げられることが増えてきている。これは 2013 年 4
月に安倍首相が成長戦略実現のために「キャリア教育や

インターンシップへの支援を強化」すると発言したこと

で，インターンシップを導入する大学が1996年の17.7％
から 2014 年には 95.4％と急速に拡大してきたことに起

因する。ところがインターンシップを実施している企業

の多くは経営資源が豊富な大企業である。日本の企業の

99.7％を占める中小企業においては，大企業以上に社員

の高齢化や事業承継の点から新卒採用が喫緊の課題にな

っているものの，インターンシップを導入しても知名度

が低いため学生が集まらない，経営資源が不足するため

現場の受け入れ態勢が整わない，インターンシップを実

施しても採用に繋がらないなどの理由から，この実施に

二の足を踏んでいることが多い。 
企業がインターンシップによって得られるメリットは

必ずしも採用に関連することだけではないと考えられる

が，これまでのインターンシップに関する先行研究のほ

とんどは，インターンシップの実施状況やインターンシ

ップにより学生が得られる効果など，学生を対象とした

研究が大半を占めている。学生を受け入れる企業側の視

点，特に中小企業の視点から分析された研究は非常に少

ないのが現状である。これは中小企業でインターンシッ

プを実施している企業を見つけ出すことが難しく，かつ

仮に見つけることができても研究者が企業との関係性を

築けなければ企業内部に踏み込んで実態調査することが

難しいためではないかと考えられる。 
（2）研究の目的 

そこで本研究では，調査事例が少ないインターンシッ

プの受け入れ側である中小企業に焦点をあて，インター

ンシップを実施することで従業員がどういった影響を受

けているのか，具体的には従業員の意識がどのように変

化し，企業にどういった影響をもたらしているのかを調

査・分析することで，地方の中小企業のインターンシッ

プの有効性について検討することを目的とする。これは

地方の中小企業は人口の大都市集中の傾向から若手人材

を確保することが難しくなっており，人材の確保が都市

部以上に喫緊の課題となっているためである。 
 
2. インターンシップに関する先行研究 

（1）日本のインターンシップの歴史 

 ここで改めて，日本のインターンシップについて確認

してみる。折戸［2015］によれば，日本のインターンシ

ップの歴史を紐解くと，わが国における「実践的教育の

歴史は，必ずしも連続的・系統的なもの」として語られ

るものではないという。これは医師養成課程においては

1946年に「インターン制度」が導入されるがその後廃止

される一方で，教育における教授法については1973年に

東京師範学校（現筑波大学）第 1 回卒業生による附属小

学校の実施練習にもその起点をみることができるからで

ある1)。それ故近年のインターンシップの拡大は「新たな

契機によって生じたものと考えるべきもの」だと指摘す

る。その新たな契機として1991年に経済同友会が発表し

た「『選択の教育』を目指して」をあげている。これには

教育提言として「教育界との相互交流の 1 つとして学生

のジョブインターンへの支援」が記されていることから，

これが端緒となって「インターンシップ」という言葉が

広く浸透していったとする。その結果として，1997年9
月，当時の文部省，労働省，通商産業省による 3 省合意

による「インターンシップの推進に当たっての基本的考

え方」が発表された。ここで初めてわが国のインターン

シップが「学生が在学中に自らの専攻，将来のキャリア

に関した就業体験を行うこと」として定義されることと

なった。 
 しかし，こうした日本のインターンシップは，米国に

よるインターンシップとは随分と異なっている。折戸

［2015］によれば，米国におけるインターンシップは企

業が企画・主催したプログラムに学生が参加するのに対

し，日本におけるインターンシップは大学が学生のキャ

リア教育のために，その内容を大学や企業，あるいは産

学協働で考えたものの総称としている点に違いがある2)。

国内に企業視点からみたインターンシップに関する研究

が少ないことの理由の１つは，こうした考え方の違いも

あると考えられる。 
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次にこの結果をもとに，プロジェクト参加前後におい

ての幸福度の平均値の差を確認した（表4・5）． 

表4：プロジェクト参加前後のグループ統計量 

 

表5：プロジェクト参加前後の独立サンプルの検定 

 

本調査の独立サンプルの t 検定は，多重比較になるこ

とから，最初に有意確率5％以下の結果を示す．ホルムの

法則より，「ありがとう！」因子は 0.045<0.05 より有意

である．「ディーナーの人生満足尺度」は0.024<0.025よ

り有意である．「ポジティブ感情」は，0.016<0.0166より

有意である． 

次に，有意確率 5％以上の結果を示す．表 5より，「な

んとかなる！」因子は 0.103 より有意な傾向があると言

える．「やってみよう！」因子は 0.051より有意な傾向が

あると言える．「ネガティブ感情」は0.797より有意でな

い．「あなたらしく！」因子は 0.547より有意でない． 

以上の結果と表 4 より，プロジェクトは，「ありがと

う！」因子，「ディーナーの人生満足尺度」，「ポジティブ

感情」に正の影響があると言える．また，「なんとかな

る！」因子，「やってみよう！」因子に正の影響の可能性

があることが言える．一方で，「ネガティブ感情」，「あな

たらしく！」因子には影響がないことが言える． 

「ネガティブ感情」因子に影響がないことにより，プ

ロジェクト参加前後において，構成要員がネガティブな

感情に変化が見られず，「あなたらしく！」因子に影響が

ないことから，プロジェクト参加前後で，集団の中での

個の尊重は変化が見られないと言える． 

以上の分析の結果，下請構造から水平ネットワーク型構

造への変化により地域活性化を促す重要なファクターと

して，構成要員の幸福度が高まる傾向があり，これが新

産業創出の牽引力になることが考察できる． 

【考察・今後の展開】 

 これからの中小製造業は，持続的な発展のために新た

な価値を創造して, アジアの猛追などによる環境変化に

巻き込まれない力をつけることが望まれる．同プロジェ

クトのような創発的な事例が継続的に大田区から生まれ

ていけば，産業集積全体の発展につながる. 

 また同プロジェクトの構造変化を一般化することによ

って，他地域の産業活性化への解へ繋げていくことが今

後の課題である. 
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1. はじめに 

（1）研究の背景と課題 

近年，インターンシップに関する話題がマスコミに取

り上げられることが増えてきている。これは 2013 年 4
月に安倍首相が成長戦略実現のために「キャリア教育や

インターンシップへの支援を強化」すると発言したこと

で，インターンシップを導入する大学が1996年の17.7％
から 2014 年には 95.4％と急速に拡大してきたことに起

因する。ところがインターンシップを実施している企業

の多くは経営資源が豊富な大企業である。日本の企業の

99.7％を占める中小企業においては，大企業以上に社員

の高齢化や事業承継の点から新卒採用が喫緊の課題にな

っているものの，インターンシップを導入しても知名度

が低いため学生が集まらない，経営資源が不足するため

現場の受け入れ態勢が整わない，インターンシップを実

施しても採用に繋がらないなどの理由から，この実施に

二の足を踏んでいることが多い。 
企業がインターンシップによって得られるメリットは

必ずしも採用に関連することだけではないと考えられる

が，これまでのインターンシップに関する先行研究のほ

とんどは，インターンシップの実施状況やインターンシ

ップにより学生が得られる効果など，学生を対象とした

研究が大半を占めている。学生を受け入れる企業側の視

点，特に中小企業の視点から分析された研究は非常に少

ないのが現状である。これは中小企業でインターンシッ

プを実施している企業を見つけ出すことが難しく，かつ

仮に見つけることができても研究者が企業との関係性を

築けなければ企業内部に踏み込んで実態調査することが

難しいためではないかと考えられる。 
（2）研究の目的 

そこで本研究では，調査事例が少ないインターンシッ

プの受け入れ側である中小企業に焦点をあて，インター

ンシップを実施することで従業員がどういった影響を受

けているのか，具体的には従業員の意識がどのように変

化し，企業にどういった影響をもたらしているのかを調

査・分析することで，地方の中小企業のインターンシッ

プの有効性について検討することを目的とする。これは

地方の中小企業は人口の大都市集中の傾向から若手人材

を確保することが難しくなっており，人材の確保が都市

部以上に喫緊の課題となっているためである。 
 
2. インターンシップに関する先行研究 

（1）日本のインターンシップの歴史 

 ここで改めて，日本のインターンシップについて確認

してみる。折戸［2015］によれば，日本のインターンシ

ップの歴史を紐解くと，わが国における「実践的教育の

歴史は，必ずしも連続的・系統的なもの」として語られ

るものではないという。これは医師養成課程においては

1946年に「インターン制度」が導入されるがその後廃止

される一方で，教育における教授法については1973年に

東京師範学校（現筑波大学）第 1 回卒業生による附属小

学校の実施練習にもその起点をみることができるからで

ある1)。それ故近年のインターンシップの拡大は「新たな

契機によって生じたものと考えるべきもの」だと指摘す

る。その新たな契機として1991年に経済同友会が発表し

た「『選択の教育』を目指して」をあげている。これには

教育提言として「教育界との相互交流の 1 つとして学生

のジョブインターンへの支援」が記されていることから，

これが端緒となって「インターンシップ」という言葉が

広く浸透していったとする。その結果として，1997年9
月，当時の文部省，労働省，通商産業省による 3 省合意

による「インターンシップの推進に当たっての基本的考

え方」が発表された。ここで初めてわが国のインターン

シップが「学生が在学中に自らの専攻，将来のキャリア

に関した就業体験を行うこと」として定義されることと

なった。 
 しかし，こうした日本のインターンシップは，米国に

よるインターンシップとは随分と異なっている。折戸

［2015］によれば，米国におけるインターンシップは企

業が企画・主催したプログラムに学生が参加するのに対

し，日本におけるインターンシップは大学が学生のキャ

リア教育のために，その内容を大学や企業，あるいは産

学協働で考えたものの総称としている点に違いがある2)。

国内に企業視点からみたインターンシップに関する研究

が少ないことの理由の１つは，こうした考え方の違いも

あると考えられる。 
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（2）社会人基礎力とインターンシップ 

 学生がインターンシップでの体験を通じて学べること

は数多くあるが，近年はインターンシップに参加するこ

と自体が目的になっていることも多い。そこで経済産業

省は 2006 年に「社会人基礎力」，すなわち「職場や地域

社会で活躍するために必要な基礎的な力」として 3 つの

能力と 12 の能力要素を提唱した3)。これらの能力をイン

ターンシップという能動的行為を通じて身につけること

を学生に対して提示することで，目的の明確化を試みて

いると考えられる。 
（3）企業が感じるインターンシップの有効性 

 日本におけるインターンシップが学生のキャリア教育

のために拡大してきたとしても，学生を受け入れる企業

が存在しなければそもそもインターンシップは成り立た

ない。厚生労働省による「インターンシップ推進のため

の調査研究委員会 報告書」によると，企業がインターン

シップを実施する目的として，①学生の職業意識・学習

意欲の向上，②実施企業の理解の進化・イメージアップ

の向上，③採用選考，④繁忙期の労働力の確保などがあ

げられ，実施の効果として①学生の就業意識向上，②大

学や学生の自社の認知度向上，③指導に当たる若手社員

の成長，④地元の大学等との交流の深化，⑤職場の活性

化などがあげられている。 
 更に，古閑［2015］や服部［2015］などが企業から見

たインターンシップの事例として，愛知県中小企業家同

友会や神奈川県版インターンシップ・モデル事業，川崎

商工会議所の川崎インターンシップ事業などについて触

れている。しかし，これらは事業の総括的なものとなっ

ており，実際の受入れ企業の実態について触れられてい

ない。 
 
3. 調査研究 

（1）研究方法 

こうした現状を踏まえ本研究では首都圏，特に東京都

に隣接する横浜市，川口市を中心に，インターンシップ

を実施している企業の経営者に対し，１時間程度の半構

造化面接法によるデプス・インタビューを行う。これに

より，経営者の視点からインターンシップが従業員に与

えた影響，すなわち，インターンシップの実施前と実施

後の従業員の意識や行動の変化について定性的に明らか

にする。これはインターンシップの導入の有無を最終的

に判断しているのは経営者であり，経営者がインターン

シップに何らかの有効性を見出しているからこそ，これ

を導入していると考えられるからである。経営者のイン

タビューを分析することで，従業員本人も気がつかない，

企業文化への影響などについても浮かび上がらせること

ができよう。 
なお，現在までに横浜市 2 社，川口市 4 社に対しては

経営者ヒアリングを実施済みであり，今後はこれに加え

て従業員に対するアンケート調査を実施する予定である。

これにより経営者と従業員の双方の視点からインターン

シップが従業員に与えている影響を検証できると考えら

れる。 
 

（2）調査対象 

本研究の調査対象は首都圏，特に横浜市，川口市の中

小企業を対象とする。先行研究には中小企業家同友会の

活動が中小企業の活動例として取りあげられているが4)，

中小企業家同友会は個別企業の集まりであり，個別企業

の業種等が記されていないため，集約された意見だけで

は企業への影響を詳細に分析することは難しい。また現

実には中小企業においてインターンシップを実施してい

る企業はまだまだ少なく，仮に実施していても調査に積

極的に協力してくれる企業を探し出すのは更に難しい。

そこで本研究では横浜市，川口市が自治体として実施し

ているCSR認定制度に認定された企業の中から，インタ

ーンシップを実施している企業を任意に選び調査を行っ

た5)。そのため，一般的なインターンシップを採用してい

る中小企業より研究対象がかなり限定されていることに

留意されたい。 
 なお，実際に調査を行った企業は表1の6社である。 

 

（3）インタビューの内容 

インターンシップ採用企業の経営者にインタビューを

するにあたり，確認した内容は，主に①インターンシッ

プに取り組み始めた時期，②インターンシップに取り組

む理由，③これまでのインターンシップ生の数，④イン

ターンシップの具体的な内容，⑤インターンシップに取

り組んだことによる従業員の変化について，などである。 

企業名 業種 創業年 インタビュー実施日 地域

1 O社 印刷業 明治14年 2014年から複数回

2 T社 製造業 昭和62年 2016年3月30日

3 K社 製造業 昭和22年 2016年4月28日

4 F社 製造業 昭和40年 2016年5月9日

5 S社 情報サービス業 平成7年 2016年6月16日

6 N社 建築業 昭和16年 2016年4月27日

横浜市

川口市

表1 インタビュー実施企業 
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表2 インターンシップの受入れ例（K社の場合） 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

大学生 1 3 7 5 7 4 3 3 3 3

高専生 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1

高校生 2 2 4 2 2 5 2

 
4. 調査結果及び分析に対する考察 

（1）調査結果及び分析 

 まず，インターンシップに取り組み始めた時期を見て

みよう。O 社は 2007 年，T 社は 2012 年，K 社は 2005
年，F 社は 2010 年，S 社，N 社ははっきりしないが S
社は10年ほど前，N社は15年以上前からと，中小企業

においてもその開始時期にバラツキがあった。またイン

ターンシップの実施期間については，すべての会社が 1
か月程度の長期インターンシップを実施しており，横浜

市の2社はNPO法人ETIC.6)との協力で更に長い3か月

から半年間のインターンシップの受入れ経験があった。

また，川口市のN社は一定の大学から定期的に技術系の

学生を受けて入れていた。なお，S 社を除く 5 社が高校

生の 1～3 日間の短期インターンシップの受入れ経験が

あった。 
 次にインターンシップに取り組む理由として，経営者

によって表現の違いはあるものの概ね①社会貢献の 1 つ

としての取り組み，②学生の自社への理解を深めるきっ

かけをつくる，③後輩の育成という経験を通して，社員

の仕事に対する意欲や管理能力の向上を図る，④学生に

ものづくりの楽しさを知ってもらう，⑤学生と自分（社

員）の考えの違いを認識し，社員の製品開発や工程の改

善といった考える力を強化する，⑥学生を媒介として自

社の存在する地域課題などを解決する，⑦学生は未来の

お客様であると捉え，その空気感を大事にする，などが

挙げられた。①と⑥の違いは，前者がインターンシップ

を実施することで自社が開かれた会社であると社会に対

して比較的静的にアピールしているのに対し，後者は学

生のアイデアを使い自社の潜在能力を地域に対して動的

にアピールしている点である。また③と⑤の違いは，前

者は新入社員，特に新卒の新入社員が入ることが少ない

中小企業においては，後輩を育成する経験が少なく，加

えてほとんどの場合社内での集合研修ではなく，個々の

社員のOJTに任されることが多い。そのためインターン

シップを通じて人材育成能力やマネジメント能力を向上

させることに重点が置かれている。それに対し，後者は

学生の考えはある意味，社会的慣習や常識に囚われてい

ないため，斬新なアイデアであることが多く，これまで

思いつかなかった発想力を通じて，社員がいつの間にか

惰性で考えていた物事を活性化することができる，とい

った点に違いがある。②と④は学生が普段触れる機会が

ほとんどない中小企業に親しみを持ってもらう意味でよ

く似ている。⑦は，インターン生が自社に就職せず他の

企業に就職したとしても，インターンシップの経験が後

に有効に働き自社の顧客になる可能性は少なからずある

という「先義後利」の発想からきている。 
続いてこれまでのインターンシップ生の数は，全社が

10 名を超えており7)，最も多いK 社では大学生，高専生

を合わせ2005～2015年の11年間で71名となっている。

なお，参考までにK社のインターンシップ実施状況は表

2のようになっている。 
 インターンシップの具体的な内容については，長期イ

ンターンシップの場合は，最初の2～3日で自社の各部署

を紹介し，その後に学生をいくつかの部署に振り分け，

それぞれの部署に配属するパターンが一般的である。た

だし，期間は長期で同じでもインターン生の能力の違い

もあり，また専門性の高い仕事を振り分けることも難し

いため，機械操作の習得やCSR報告書の作成など，学生

に予め割り振ることが可能な業務を決めて対応している

ことが多い。加えて長期のインターンシップでは企業側

に学生の面倒を見るための担当者を用意する必要がある

が，経営資源の乏しい中小企業においてはこういったこ

とでも担当となった社員は重荷に感じると考えられる。

また，O 社，T 社，K 社ではインターンシップ終了後，

学生のインターンシップ報告会を開いている。これは，

学生自身にとってはインターンシップの総括と振り返り

の意味合いもあるが，社員にとっては学生を上手くマネ

ジメントできたか，その成果を地域の人達と確認する機

会ともなっている。 
 最後にインターンシップに取り組んだことによる従業

員の変化についてであるが，①後輩に対して面倒見がよ

くなった，②社外の人間と接触するときの表情が変わっ

た，③会議などでこれまでより意見が出るようになった，

④従業員自ら率先して行動するようになった，⑤社員が

明るくなった，などの意見があった。①，②は先述した

経営者がインターンシップに取

り組む理由の③に該当し，③，④

は同⑤に該当すると考えられる。 
（2）考察 
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（2）社会人基礎力とインターンシップ 

 学生がインターンシップでの体験を通じて学べること

は数多くあるが，近年はインターンシップに参加するこ

と自体が目的になっていることも多い。そこで経済産業

省は 2006 年に「社会人基礎力」，すなわち「職場や地域

社会で活躍するために必要な基礎的な力」として 3 つの

能力と 12 の能力要素を提唱した3)。これらの能力をイン

ターンシップという能動的行為を通じて身につけること

を学生に対して提示することで，目的の明確化を試みて

いると考えられる。 
（3）企業が感じるインターンシップの有効性 

 日本におけるインターンシップが学生のキャリア教育

のために拡大してきたとしても，学生を受け入れる企業

が存在しなければそもそもインターンシップは成り立た

ない。厚生労働省による「インターンシップ推進のため

の調査研究委員会 報告書」によると，企業がインターン

シップを実施する目的として，①学生の職業意識・学習

意欲の向上，②実施企業の理解の進化・イメージアップ

の向上，③採用選考，④繁忙期の労働力の確保などがあ

げられ，実施の効果として①学生の就業意識向上，②大

学や学生の自社の認知度向上，③指導に当たる若手社員

の成長，④地元の大学等との交流の深化，⑤職場の活性

化などがあげられている。 
 更に，古閑［2015］や服部［2015］などが企業から見

たインターンシップの事例として，愛知県中小企業家同

友会や神奈川県版インターンシップ・モデル事業，川崎

商工会議所の川崎インターンシップ事業などについて触

れている。しかし，これらは事業の総括的なものとなっ

ており，実際の受入れ企業の実態について触れられてい

ない。 
 
3. 調査研究 

（1）研究方法 

こうした現状を踏まえ本研究では首都圏，特に東京都

に隣接する横浜市，川口市を中心に，インターンシップ

を実施している企業の経営者に対し，１時間程度の半構

造化面接法によるデプス・インタビューを行う。これに

より，経営者の視点からインターンシップが従業員に与

えた影響，すなわち，インターンシップの実施前と実施

後の従業員の意識や行動の変化について定性的に明らか

にする。これはインターンシップの導入の有無を最終的

に判断しているのは経営者であり，経営者がインターン

シップに何らかの有効性を見出しているからこそ，これ

を導入していると考えられるからである。経営者のイン

タビューを分析することで，従業員本人も気がつかない，

企業文化への影響などについても浮かび上がらせること

ができよう。 
なお，現在までに横浜市 2 社，川口市 4 社に対しては

経営者ヒアリングを実施済みであり，今後はこれに加え

て従業員に対するアンケート調査を実施する予定である。

これにより経営者と従業員の双方の視点からインターン

シップが従業員に与えている影響を検証できると考えら

れる。 
 

（2）調査対象 

本研究の調査対象は首都圏，特に横浜市，川口市の中

小企業を対象とする。先行研究には中小企業家同友会の

活動が中小企業の活動例として取りあげられているが4)，

中小企業家同友会は個別企業の集まりであり，個別企業

の業種等が記されていないため，集約された意見だけで

は企業への影響を詳細に分析することは難しい。また現

実には中小企業においてインターンシップを実施してい

る企業はまだまだ少なく，仮に実施していても調査に積

極的に協力してくれる企業を探し出すのは更に難しい。

そこで本研究では横浜市，川口市が自治体として実施し

ているCSR認定制度に認定された企業の中から，インタ

ーンシップを実施している企業を任意に選び調査を行っ

た5)。そのため，一般的なインターンシップを採用してい

る中小企業より研究対象がかなり限定されていることに

留意されたい。 
 なお，実際に調査を行った企業は表1の6社である。 

 

（3）インタビューの内容 

インターンシップ採用企業の経営者にインタビューを

するにあたり，確認した内容は，主に①インターンシッ

プに取り組み始めた時期，②インターンシップに取り組

む理由，③これまでのインターンシップ生の数，④イン

ターンシップの具体的な内容，⑤インターンシップに取

り組んだことによる従業員の変化について，などである。 

企業名 業種 創業年 インタビュー実施日 地域

1 O社 印刷業 明治14年 2014年から複数回

2 T社 製造業 昭和62年 2016年3月30日

3 K社 製造業 昭和22年 2016年4月28日

4 F社 製造業 昭和40年 2016年5月9日

5 S社 情報サービス業 平成7年 2016年6月16日

6 N社 建築業 昭和16年 2016年4月27日

横浜市

川口市

表1 インタビュー実施企業 
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表2 インターンシップの受入れ例（K社の場合） 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

大学生 1 3 7 5 7 4 3 3 3 3

高専生 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1

高校生 2 2 4 2 2 5 2

 
4. 調査結果及び分析に対する考察 

（1）調査結果及び分析 

 まず，インターンシップに取り組み始めた時期を見て

みよう。O 社は 2007 年，T 社は 2012 年，K 社は 2005
年，F 社は 2010 年，S 社，N 社ははっきりしないが S
社は10年ほど前，N社は15年以上前からと，中小企業

においてもその開始時期にバラツキがあった。またイン

ターンシップの実施期間については，すべての会社が 1
か月程度の長期インターンシップを実施しており，横浜

市の2社はNPO法人ETIC.6)との協力で更に長い3か月

から半年間のインターンシップの受入れ経験があった。

また，川口市のN社は一定の大学から定期的に技術系の

学生を受けて入れていた。なお，S 社を除く 5 社が高校

生の 1～3 日間の短期インターンシップの受入れ経験が

あった。 
 次にインターンシップに取り組む理由として，経営者

によって表現の違いはあるものの概ね①社会貢献の 1 つ

としての取り組み，②学生の自社への理解を深めるきっ

かけをつくる，③後輩の育成という経験を通して，社員

の仕事に対する意欲や管理能力の向上を図る，④学生に

ものづくりの楽しさを知ってもらう，⑤学生と自分（社

員）の考えの違いを認識し，社員の製品開発や工程の改

善といった考える力を強化する，⑥学生を媒介として自

社の存在する地域課題などを解決する，⑦学生は未来の

お客様であると捉え，その空気感を大事にする，などが

挙げられた。①と⑥の違いは，前者がインターンシップ

を実施することで自社が開かれた会社であると社会に対

して比較的静的にアピールしているのに対し，後者は学

生のアイデアを使い自社の潜在能力を地域に対して動的

にアピールしている点である。また③と⑤の違いは，前

者は新入社員，特に新卒の新入社員が入ることが少ない

中小企業においては，後輩を育成する経験が少なく，加

えてほとんどの場合社内での集合研修ではなく，個々の

社員のOJTに任されることが多い。そのためインターン

シップを通じて人材育成能力やマネジメント能力を向上

させることに重点が置かれている。それに対し，後者は

学生の考えはある意味，社会的慣習や常識に囚われてい

ないため，斬新なアイデアであることが多く，これまで

思いつかなかった発想力を通じて，社員がいつの間にか

惰性で考えていた物事を活性化することができる，とい

った点に違いがある。②と④は学生が普段触れる機会が

ほとんどない中小企業に親しみを持ってもらう意味でよ

く似ている。⑦は，インターン生が自社に就職せず他の

企業に就職したとしても，インターンシップの経験が後

に有効に働き自社の顧客になる可能性は少なからずある

という「先義後利」の発想からきている。 
続いてこれまでのインターンシップ生の数は，全社が

10 名を超えており7)，最も多いK 社では大学生，高専生

を合わせ2005～2015年の11年間で71名となっている。

なお，参考までにK社のインターンシップ実施状況は表

2のようになっている。 
 インターンシップの具体的な内容については，長期イ

ンターンシップの場合は，最初の2～3日で自社の各部署

を紹介し，その後に学生をいくつかの部署に振り分け，

それぞれの部署に配属するパターンが一般的である。た

だし，期間は長期で同じでもインターン生の能力の違い

もあり，また専門性の高い仕事を振り分けることも難し

いため，機械操作の習得やCSR報告書の作成など，学生

に予め割り振ることが可能な業務を決めて対応している

ことが多い。加えて長期のインターンシップでは企業側

に学生の面倒を見るための担当者を用意する必要がある

が，経営資源の乏しい中小企業においてはこういったこ

とでも担当となった社員は重荷に感じると考えられる。

また，O 社，T 社，K 社ではインターンシップ終了後，

学生のインターンシップ報告会を開いている。これは，

学生自身にとってはインターンシップの総括と振り返り

の意味合いもあるが，社員にとっては学生を上手くマネ

ジメントできたか，その成果を地域の人達と確認する機

会ともなっている。 
 最後にインターンシップに取り組んだことによる従業

員の変化についてであるが，①後輩に対して面倒見がよ

くなった，②社外の人間と接触するときの表情が変わっ

た，③会議などでこれまでより意見が出るようになった，

④従業員自ら率先して行動するようになった，⑤社員が

明るくなった，などの意見があった。①，②は先述した

経営者がインターンシップに取

り組む理由の③に該当し，③，④

は同⑤に該当すると考えられる。 
（2）考察 
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り社内が活性化するという声が CSR 実践企業で多く見

られたが，これは若者に接することで，従業員が個々に

自己組織化しているためであると考えられる。自己組織

化とは「教えて
、、、

いない
、、、

のに自然に秩序がうまれてくるこ

と」をいい，池谷［2013］によれば，これは「ヒトがも

のを学習していく様子」であり，「教師なし学習」という

とされる8)。中小企業においてはバブル期以前から新卒採

用が難しく，元来中途採用が中心の採用となっている。

そのため既存の従業員は，社内のルールや技能をすでに

他社でビジネスに関する教育を受けたことがある既卒の

新入社員に教えることはあっても，ビジネスマナーや社

内業務を一から教える機会はほとんどない。また彼等自

身，こうした社員教育を自社で受けたことがないため，

経験や参考となる人が周囲におらず10代20代の学生に

どう接してよいのか分からないことが多い。これは社会

における核家族化や晩婚化による若い世代や異性とのコ

ミュニケーション機会がないことなども影響していると

考えられる。そこでこうした経験不足を一時的なインタ

ーン生とのコミュニケーションにより補っていくことで，

従業員１人ひとりが自律的に組織の在り方を考え，自己

組織化を図っていると考えられよう。 
 
5. 今後の展開 

このように考えてくると，インターンシップの活用は

企業にとって単なる採用活動の一環ではない。 
インターンシップを活用することは従業員の自己組織

化を促し，社内の活性化に繋がると考えられ，その意味

で中小企業におけるインターンシップの導入は組織の活

性化に有効だと考えられる。地方では企業の高齢化及び

減少率が著しい。以前から地方の若者は高校や大学の卒

業と共に都市部へと移っていくことが多いが，地方の企

業には都市部の企業にはない良さもある。そうした点を

インターンシップにより学生時代から認知させることで，

学生の意識は変わる可能性がある。地方企業は自社の良

さを若者目線で見直し，インターンシップの採用を検討

してく必要があると考えられる。 
 

                                                  
1) 医師養成課程における医学部卒業後1年以上のイン

ターン実施義務は1968年の医師法の改正により，廃

止されている（折戸［2015］9頁）。 
2)  折戸［2015］13・14頁。 
3) 「前に踏み出す力（アクション）」，「考え抜く力（シン

                                                                                
キング）」，「チームで働く力（チームワーク）」という

3つの能力と「主体性」「働きかけ力」「実行力」「課題

発見力」「計画力」「創造力」「発信力」「傾聴力」「柔

軟性」「状況把握力」「規律性」「ストレスコントロー

ル」という12の能力要素がある。 
4)  服部［2015］35頁。 
5)  横浜市は2007度より市内で社会的事業に取り組んで

いる企業を顕彰する横浜型地域貢献企業認定制度を実

施し，川口市は2013年度より地域社会への貢献活動

を行っている事業者を顕彰する川口市地域貢献事業者

認定事業を実施している。その中から横浜市の企業は

2社中2社，川口市の企業は8社中4社から協力を得

た。 
6)  1993年に早稲田大学で起業家を目指す学生が集まっ

て勉強会からスタートしたNPO法人（法人化は2000
年3月）で，長期実践型インターンシップや起業支援

を通じて社会のイノベーションに貢献している。 
7)  高校生を除く。 
8)  池谷［2013］450頁。 
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【背景】 
日本の地方は、都市部との経済格差の存在や少子高齢化

の急速な進行等、様々な課題を抱えている。参考文献[1]

では、出産可能な若年女性人口に着目して長期間の人口予

測を行い、地方の自治体の消滅可能性について問題提起を

行っている。政府からは、現状のまま特段対策を講じない

場合、約100年後（2100年）には国内人口が5,000万人を

切るという推計が公表されている[2]。人口の減少幅を抑え、

長期的に一定水準の人口規模を確保するため、地方創生の

総合戦略が策定されたが[3]、当戦略は、出産・子育てが困

難で、地方と比較して出生率が低い東京圏への人口流入を

抑制し、地方に若年層を定着させることによって、人口減

少を抑制することを目指す。具体的には、現在毎年10万人

の東京圏への人口入超を、2020年には地方から東京圏への

転入を 6万人減少させ、東京圏から地方への転出を 4万人

増加させることによって転出入を均衡させることを目標と

している。目標実現のために、当戦略は、雇用創出や結婚・

出産・子育て支援等の施策を用意し、さらに、全国の地方

公共団体にも同様の長期人口予測と戦略策定を求めている。

すなわち、政府は、若年層を出生率の低い東京圏ではなく、

出生率の高い地方に定着させることで、人口減少を抑制し

ようとしていると言える。 

一方、海外の参考文献[4][5]では都市の多様性を経済発

展の基盤と位置付けている。また、参考文献[6][7]では、

作家、デザイナー、ミュージシャン、俳優等の集積を示す

「ボヘミアン指数」、同様に同性愛者、外国人の集積を示す

「ゲイ指数」、「メルティング・ポット指数」から構成され

る寛容性指標は、新しく価値を創造して地域発展の原動力

となる人材である「クリエイティブクラス」と、技術・ハ

イテク産業の集積に影響を与えることで、地域の経済成長

に影響を与えるとされている。 

地方から都市圏への人口流出を解消すべき課題と捉える

のであれば、その原因を明らかにした上で、関連施策の問

題意識の適切さとその有効性の検証が求められている。 

【研究内容】 

(1) 地域間の人口移動のメカニズム 

地域間の人口移動が起こるメカニズムを明らかにする

ため、所得格差に関する参考文献を踏まえ、以下のよう

なモデルを仮定した。このモデルでは、地域の多様性・

寛容性を人口移動の間接的要因と仮定する。はじめに、

ある地域の多様性・寛容性に惹かれて、文化を生み出す

層である作家・デザイナー・ミュージシャン・俳優等（以

下、「ボヘミアン」）が地域に集積する。次に、多様性・

寛容性と彼らが生み出す文化に惹きつけられたクリエイ

ティブクラスが地域に集積し、彼らが主に従事するハイ

テク等の高付加価値型の産業が集積する。産業集積によ

る経済成長が所得水準の向上につながり、豊かさを求め

て新たに人々が地域に流入する（図1）。 

このようなモデルに基づき共分散構造分析を行い、さ

らに、雇用創出、育児支援等の施策が特に若年層の流入

に効果を持つかについて検討を行った。 

 

図１ 人材・産業集積、所得、人口の関係 

(2) データ 

全国の人口10万人以上の市と東京23区を対象として、

以下のデータを用いて推計を行った。 

① 多様性・寛容性 

多様性・寛容性を示す指標として、参考文献では、同

性愛者世帯、海外出身者比率等が用いられている。本研

究では、女性の社会進出と外国人の居住に着目した。女

性の社会進出については、市議会・区議会における女性

議員の比率と女性の就業率、外国人については、外国人

住民の比率を採用した。なお、女性議員比率については、

2016年 2月時点の各市・区のホームページに記載されて

いる議員名簿を基に集計を行った。女性就業率の上位 10

市は一見傾向が見られないが、女性議員比率が高い市に

は東京都、千葉県、神奈川県内の市・区が多く含まれて

いる（表 1）。外国人比率の上位には東京 23区、大阪府、

ブラジル人、ペルー人等が集積している市が含まれる。 
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り社内が活性化するという声が CSR 実践企業で多く見

られたが，これは若者に接することで，従業員が個々に

自己組織化しているためであると考えられる。自己組織

化とは「教えて
、、、

いない
、、、

のに自然に秩序がうまれてくるこ

と」をいい，池谷［2013］によれば，これは「ヒトがも

のを学習していく様子」であり，「教師なし学習」という

とされる8)。中小企業においてはバブル期以前から新卒採

用が難しく，元来中途採用が中心の採用となっている。

そのため既存の従業員は，社内のルールや技能をすでに

他社でビジネスに関する教育を受けたことがある既卒の

新入社員に教えることはあっても，ビジネスマナーや社

内業務を一から教える機会はほとんどない。また彼等自

身，こうした社員教育を自社で受けたことがないため，

経験や参考となる人が周囲におらず10代20代の学生に

どう接してよいのか分からないことが多い。これは社会

における核家族化や晩婚化による若い世代や異性とのコ

ミュニケーション機会がないことなども影響していると

考えられる。そこでこうした経験不足を一時的なインタ

ーン生とのコミュニケーションにより補っていくことで，

従業員１人ひとりが自律的に組織の在り方を考え，自己

組織化を図っていると考えられよう。 
 
5. 今後の展開 

このように考えてくると，インターンシップの活用は

企業にとって単なる採用活動の一環ではない。 
インターンシップを活用することは従業員の自己組織

化を促し，社内の活性化に繋がると考えられ，その意味

で中小企業におけるインターンシップの導入は組織の活

性化に有効だと考えられる。地方では企業の高齢化及び

減少率が著しい。以前から地方の若者は高校や大学の卒

業と共に都市部へと移っていくことが多いが，地方の企

業には都市部の企業にはない良さもある。そうした点を

インターンシップにより学生時代から認知させることで，

学生の意識は変わる可能性がある。地方企業は自社の良

さを若者目線で見直し，インターンシップの採用を検討

してく必要があると考えられる。 
 

                                                  
1) 医師養成課程における医学部卒業後1年以上のイン

ターン実施義務は1968年の医師法の改正により，廃

止されている（折戸［2015］9頁）。 
2)  折戸［2015］13・14頁。 
3) 「前に踏み出す力（アクション）」，「考え抜く力（シン

                                                                                
キング）」，「チームで働く力（チームワーク）」という

3つの能力と「主体性」「働きかけ力」「実行力」「課題

発見力」「計画力」「創造力」「発信力」「傾聴力」「柔

軟性」「状況把握力」「規律性」「ストレスコントロー

ル」という12の能力要素がある。 
4)  服部［2015］35頁。 
5)  横浜市は2007度より市内で社会的事業に取り組んで

いる企業を顕彰する横浜型地域貢献企業認定制度を実

施し，川口市は2013年度より地域社会への貢献活動

を行っている事業者を顕彰する川口市地域貢献事業者

認定事業を実施している。その中から横浜市の企業は

2社中2社，川口市の企業は8社中4社から協力を得

た。 
6)  1993年に早稲田大学で起業家を目指す学生が集まっ

て勉強会からスタートしたNPO法人（法人化は2000
年3月）で，長期実践型インターンシップや起業支援

を通じて社会のイノベーションに貢献している。 
7)  高校生を除く。 
8)  池谷［2013］450頁。 
【引用・参考文献】 
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【背景】 
日本の地方は、都市部との経済格差の存在や少子高齢化

の急速な進行等、様々な課題を抱えている。参考文献[1]

では、出産可能な若年女性人口に着目して長期間の人口予

測を行い、地方の自治体の消滅可能性について問題提起を

行っている。政府からは、現状のまま特段対策を講じない

場合、約100年後（2100年）には国内人口が5,000万人を

切るという推計が公表されている[2]。人口の減少幅を抑え、

長期的に一定水準の人口規模を確保するため、地方創生の

総合戦略が策定されたが[3]、当戦略は、出産・子育てが困

難で、地方と比較して出生率が低い東京圏への人口流入を

抑制し、地方に若年層を定着させることによって、人口減

少を抑制することを目指す。具体的には、現在毎年10万人

の東京圏への人口入超を、2020年には地方から東京圏への

転入を 6万人減少させ、東京圏から地方への転出を 4万人

増加させることによって転出入を均衡させることを目標と

している。目標実現のために、当戦略は、雇用創出や結婚・

出産・子育て支援等の施策を用意し、さらに、全国の地方

公共団体にも同様の長期人口予測と戦略策定を求めている。

すなわち、政府は、若年層を出生率の低い東京圏ではなく、

出生率の高い地方に定着させることで、人口減少を抑制し

ようとしていると言える。 

一方、海外の参考文献[4][5]では都市の多様性を経済発

展の基盤と位置付けている。また、参考文献[6][7]では、

作家、デザイナー、ミュージシャン、俳優等の集積を示す

「ボヘミアン指数」、同様に同性愛者、外国人の集積を示す

「ゲイ指数」、「メルティング・ポット指数」から構成され

る寛容性指標は、新しく価値を創造して地域発展の原動力

となる人材である「クリエイティブクラス」と、技術・ハ

イテク産業の集積に影響を与えることで、地域の経済成長

に影響を与えるとされている。 

地方から都市圏への人口流出を解消すべき課題と捉える

のであれば、その原因を明らかにした上で、関連施策の問

題意識の適切さとその有効性の検証が求められている。 

【研究内容】 

(1) 地域間の人口移動のメカニズム 

地域間の人口移動が起こるメカニズムを明らかにする

ため、所得格差に関する参考文献を踏まえ、以下のよう

なモデルを仮定した。このモデルでは、地域の多様性・

寛容性を人口移動の間接的要因と仮定する。はじめに、

ある地域の多様性・寛容性に惹かれて、文化を生み出す

層である作家・デザイナー・ミュージシャン・俳優等（以

下、「ボヘミアン」）が地域に集積する。次に、多様性・

寛容性と彼らが生み出す文化に惹きつけられたクリエイ

ティブクラスが地域に集積し、彼らが主に従事するハイ

テク等の高付加価値型の産業が集積する。産業集積によ

る経済成長が所得水準の向上につながり、豊かさを求め

て新たに人々が地域に流入する（図1）。 

このようなモデルに基づき共分散構造分析を行い、さ

らに、雇用創出、育児支援等の施策が特に若年層の流入

に効果を持つかについて検討を行った。 

 

図１ 人材・産業集積、所得、人口の関係 

(2) データ 

全国の人口10万人以上の市と東京23区を対象として、

以下のデータを用いて推計を行った。 

① 多様性・寛容性 

多様性・寛容性を示す指標として、参考文献では、同

性愛者世帯、海外出身者比率等が用いられている。本研

究では、女性の社会進出と外国人の居住に着目した。女

性の社会進出については、市議会・区議会における女性

議員の比率と女性の就業率、外国人については、外国人

住民の比率を採用した。なお、女性議員比率については、

2016年 2月時点の各市・区のホームページに記載されて

いる議員名簿を基に集計を行った。女性就業率の上位 10

市は一見傾向が見られないが、女性議員比率が高い市に

は東京都、千葉県、神奈川県内の市・区が多く含まれて

いる（表 1）。外国人比率の上位には東京 23区、大阪府、

ブラジル人、ペルー人等が集積している市が含まれる。 
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地方公共団体 女性議員 地方公共団体 女性就業率 地方公共団体 外国人

1 13110 目黒区 41.7% 1 17203 小松市 61.3% 1 13104 新宿区 7.9%

1 13210 小金井市 41.7% 2 06203 鶴岡市 60.6% 2 13103 港区 6.3%

3 13105 文京区 41.2% 3 17210 白山市 60.6% 3 13116 豊島区 6.3%

4 13213 東村山市 40.0% 4 20205 飯田市 60.6% 4 13118 荒川区 5.7%

5 13203 武蔵野市 38.5% 5 32203 出雲市 60.2% 5 13106 台東区 4.5%

6 12227 浦安市 38.1% 6 15204 三条市 59.9% 6 10204 伊勢崎市 4.1%

7 13116 豊島区 36.1% 7 18201 福井市 59.2% 7 23219 小牧市 3.8%

8 13224 多摩市 36.0% 8 03205 花巻市 58.7% 8 27100 大阪市 3.6%

9 13208 調布市 35.7% 9 22213 掛川市 58.4% 9 13108 江東区 3.6%

9 12212 佐倉市 35.7% 10 06204 酒田市 58.2% 10 13117 北区 3.5%  

表１ 多様性・寛容性指標上位の市 

② 人材集積 

地域の多様性・寛容性とボヘミアン集積が、クリエイ

ティブクラスの集積に影響を与えると考える。人材集積

を示す指標として、国勢調査における宗教家、著述家・

記者・編集者、美術家・デザイナー・写真家・映像撮影

者、音楽家・舞台芸術家をボヘミアン、専門的・技術的

職業従事者と管理的職業従事者をクリエイティブクラス

と定義して就業人口に占める割合を求め、また、同様に

大卒・院卒比率も集計して比較を行った。ボヘミアン、

クリエイティブクラス、大卒・院卒のいずれも、東京都

の区・市で高い比率を示す（表 2）。 
地方公共団体 ボヘミアン 地方公共団体 クリエイティブ 地方公共団体 大学・大学院

1 13113 渋谷区 8.8% 1 13105 文京区 29.7% 1 13203 武蔵野市 38.1%

2 13115 杉並区 7.6% 2 13101 千代田区 28.6% 2 13101 千代田区 36.7%

3 13110 目黒区 6.9% 3 13103 港区 28.0% 3 13115 杉並区 36.2%

4 13112 世田谷区 6.9% 4 13203 武蔵野市 27.9% 4 13210 小金井市 35.8%

5 13103 港区 6.7% 5 13113 渋谷区 27.1% 5 13102 中央区 35.8%

6 13203 武蔵野市 6.6% 6 14204 鎌倉市 27.0% 6 13105 文京区 35.6%

7 13104 新宿区 6.3% 7 08220 つくば市 26.6% 7 13214 国分寺市 35.2%

8 13105 文京区 6.3% 8 13115 杉並区 25.3% 8 14204 鎌倉市 35.0%

9 13114 中野区 6.1% 9 29209 生駒市 25.3% 9 29209 生駒市 34.2%

10 14204 鎌倉市 5.8% 10 13214 国分寺市 25.1% 10 12227 浦安市 34.0%  

表２ 人材集積指標上位の市 

③ 産業 

 参考文献では、人材集積が技術とハイテク産業の集積

につながるとされているが、本研究では産業の集積を示

す指標として、平成 26 年度経済センサス基礎調査(総務

省)における情報通信業、製造業全般、さらに、第3次産

業において高い付加価値を生み出す分野として金融業・

保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究、専門・技術

サービス業も取り上げ、各産業の売上比率を集計した。 

 製造業は、大企業の企業城下町等、地方の市が上位に

入る一方、情報通信業、金融業・保険業、不動産業・物

品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業は、上位に

は都市圏の市・区が多い（表3）。 

④ 所得水準 

人材集積が直接的に、または産業集積等を通じて間接

的に、地域の所得水準を向上させる。地域の所得水準を

示す指標として、平成27年度市町村税課税状況等の調（総

務省）から、一人当たり課税対象所得を集計した。都市

部、特に東京23区が上位を占める（表4）。 

地方公共団体 製造業 地方公共団体 情報通信業

1 23211 豊田市 80.4% 1 13104 新宿区 17.5%

2 22211 磐田市 72.9% 2 13108 江東区 16.3%

3 12219 市原市 71.4% 3 13113 渋谷区 14.0%

4 23213 西尾市 71.3% 4 13109 品川区 11.2%

5 11215 狭山市 69.9% 5 13103 港区 9.1%

6 23222 東海市 68.8% 6 12222 我孫子市 8.8%

7 35206 防府市 67.8% 7 13210 小金井市 7.5%

8 24207 鈴鹿市 67.7% 8 13105 文京区 7.0%

9 35215 周南市 66.9% 9 27100 大阪市 6.4%

10 23212 安城市 65.4% 10 37201 高松市 6.3%

地方公共団体 金融・保険 地方公共団体 不動産・物品賃貸 地方公共団体 学術研究、
専門・技術サービス

1 13116 豊島区 37.6% 1 13203 武蔵野市 13.9% 1 13203 武蔵野市 1.6%

2 21201 岐阜市 32.4% 2 27202 岸和田市 9.2% 2 27202 岸和田市 0.9%

3 13105 文京区 25.0% 3 13120 練馬区 8.4% 3 13120 練馬区 1.4%

4 13103 港区 19.6% 4 13104 新宿区 8.1% 4 13104 新宿区 3.8%

5 42201 長崎市 19.5% 5 13113 渋谷区 8.0% 5 13113 渋谷区 5.2%

6 26100 京都市 19.5% 6 11235 富士見市 7.7% 6 11235 富士見市 1.2%

7 13202 立川市 19.2% 7 13229 西東京市 6.9% 7 13229 西東京市 0.8%

8 11100 さいたま市 18.1% 8 13202 立川市 6.7% 8 13202 立川市 1.6%

9 02201 青森市 18.0% 9 13214 国分寺市 6.7% 9 13214 国分寺市 16.6%

10 47201 那覇市 17.8% 10 11208 所沢市 6.4% 10 11208 所沢市 0.9%  

表３ 産業集積上位の市（産業別） 

⑤ 人口移動 

地域間の所得水準格差が人口移動に影響を与えると考

える。参考文献[1][2]が指摘するとおり、地方から東京、

特に区内に人口が流入している（表4）。 
地方公共団体 課税対象所得 地方公共団体 入超比率

1 13103 港区 10,232 1 13101 千代田区 4.1%

2 13101 千代田区 8,484 2 13102 中央区 2.6%

3 13113 渋谷区 7,364 3 13103 港区 1.8%

4 13102 中央区 5,950 4 13106 台東区 1.5%

5 13110 目黒区 5,869 5 13113 渋谷区 1.4%

6 13105 文京区 5,749 6 13224 多摩市 1.4%

7 13112 世田谷区 5,336 7 13105 文京区 1.3%

8 13203 武蔵野市 5,013 8 13108 江東区 1.2%

9 13104 新宿区 5,006 9 13107 墨田区 1.1%

10 12227 浦安市 4,622 10 13203 武蔵野市 1.1%  

表４ 所得水準、人口流入上位の市 

【分析結果】 

 共分散構造分析を行ったところ、以下の結果が得られ

た。推計にあたっては、モデルで仮定された経路以外も

推計を行い、その有意性を判定した 

① 人材集積の要因 

多様性・寛容性は、クリエイティブクラス集積への弱

い直接効果と、ボヘミアン集積を通じた間接効果を持つ。 

女性議員、外国人比率はボヘミアン指数に有意に関係

があるが（図 2、表 5）、女性就業率は標準化回帰係数が

マイナスの値を取る（図 3）。多様性・寛容性を示す指標

としての女性の社会進出は、単に就業している割合が多

いだけでは不十分で、社会の上層部にまで女性が進出し

ていることが重要であることが示唆される。 

また、外国人比率は説明変数として有意であるが、説

明能力は低い。その原因として、歴史的要因等によって、

特定の国籍の外国人が集積している地域があるが、この

ような集積は、地域の多様性・寛容性につながっておら

ず、ボヘミアン集積の誘因となっていない可能性がある。

クリエイティブクラスの代わりに大卒・院卒の集積を採

用したモデルでも、ほぼ同様の傾向の結果が得られたが

（図 4）、ボヘミアンから受ける影響、情報通信業に与え

る影響のいずれも、クリエイティブクラスと比較すると

標準化回帰係数が低下する。 
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図2 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：情報通信業 

                                                                                      
 cov(女性議員 ,外国人 )    .0002167   .0000529     4.10   0.000     .0001131    .0003204
                                                                                      
          var(外国人 )    .0001051   8.77e-06                      .0000892    .0001238
        var(女性議員 )    .0071938   .0006005                      .0061081    .0084726
          var(e.所得 )    277333.5   23151.36                      235475.3    326632.4
    var(e.情報通信業 )    .0003758   .0000314                      .0003191    .0004426
    var(e.ボヘミアン )     .000086   7.18e-06                       .000073    .0001013
      var(e.入超比率 )    .0000108   9.02e-07                      9.17e-06    .0000127
var(e.クリエイティブ )    .0003448   .0000288                      .0002928    .0004061
                                                                                      
         mean(外国人 )    .0130906   .0006051    21.63   0.000     .0119045    .0142767
       mean(女性議員 )    .1725679   .0050066    34.47   0.000     .1627553    .1823806
                                                                                      
               _cons     883.3397   186.3811     4.74   0.000     518.0395     1248.64
          情報通信業      9251.964   1603.533     5.77   0.000     6109.098    12394.83
      クリエイティブ      13215.52   1123.109    11.77   0.000     11014.27    15416.77
  所得  <-             
                                                                                      
               _cons    -.0483956   .0062379    -7.76   0.000    -.0606217   -.0361695
      クリエイティブ      .3659723   .0352502    10.38   0.000     .2968832    .4350615
  情報通信業  <-       
                                                                                      
               _cons      .006987   .0013153     5.31   0.000     .0044091    .0095649
              外国人      .2299431   .0551445     4.17   0.000     .1218617    .3380244
            女性議員       .079832   .0066654    11.98   0.000     .0667681    .0928959
  ボヘミアン  <-       
                                                                                      
               _cons    -.0147629   .0015222    -9.70   0.000    -.0177462   -.0117795
              外国人      .0319473   .0234405     1.36   0.173    -.0139952    .0778899
            女性議員      .0034107   .0029185     1.17   0.243    -.0023095    .0091308
                所得      4.34e-06   4.54e-07     9.56   0.000     3.45e-06    5.23e-06
          情報通信業      .0172862   .0116362     1.49   0.137    -.0055203    .0400927
          ボヘミアン     -.0344954   .0369575    -0.93   0.351    -.1069307    .0379399
      クリエイティブ      .0028415   .0108862     0.26   0.794    -.0184951    .0241782
  入超比率  <-         
                                                                                      
               _cons     .1255253   .0027596    45.49   0.000     .1201165     .130934
              外国人     -.4987346    .113696    -4.39   0.000    -.7215747   -.2758946
            女性議員     -.0007419   .0163424    -0.05   0.964    -.0327724    .0312886
          ボヘミアン       2.31727    .118176    19.61   0.000     2.085649    2.548891
  クリエイティブ  <-   
Structural            
                                                                                      
                            Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                       OIM
                                                                                      

Log likelihood     =  2642.8195
Estimation method  = ml
Structural equation model                       Number of obs     =        287

 
表 5 図1に関する統計量一覧 
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図3 女性：女性就業率、人材：クリエイティブクラス、産業：情報通信業 
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図4 女性：女性議員、人材：大卒・院卒、産業：情報通信業 

② 産業集積の要因 

クリエイティブクラスの集積は、情報通信業、金融業・

保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究、専門・技術

サービス業のいずれに対しても、有意にプラスの効果を

与える（図2、4、6、7）。一方で、製造業全般に対しては

有意にマイナスの効果を与える（図8）。 
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図5 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：金融業・保険業 
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図6 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：不動産業・物品賃貸業 
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図7 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：学術研究、技術・専門サービス業 
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図8 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：製造業全般 

③ 所得向上の要因 

 クリエイティブクラス集積は所得水準に直接プラスの

効果を与えるが、同時に、情報通信業、不動産業・物品

賃貸業に関しては、産業集積を通じて所得水準をある程

度向上させる間接効果が有意に見られた（図2、6）。一方

で、金融業・保険業、学術研究、専門・技術サービス業、
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地方公共団体 女性議員 地方公共団体 女性就業率 地方公共団体 外国人

1 13110 目黒区 41.7% 1 17203 小松市 61.3% 1 13104 新宿区 7.9%

1 13210 小金井市 41.7% 2 06203 鶴岡市 60.6% 2 13103 港区 6.3%

3 13105 文京区 41.2% 3 17210 白山市 60.6% 3 13116 豊島区 6.3%

4 13213 東村山市 40.0% 4 20205 飯田市 60.6% 4 13118 荒川区 5.7%

5 13203 武蔵野市 38.5% 5 32203 出雲市 60.2% 5 13106 台東区 4.5%

6 12227 浦安市 38.1% 6 15204 三条市 59.9% 6 10204 伊勢崎市 4.1%

7 13116 豊島区 36.1% 7 18201 福井市 59.2% 7 23219 小牧市 3.8%

8 13224 多摩市 36.0% 8 03205 花巻市 58.7% 8 27100 大阪市 3.6%

9 13208 調布市 35.7% 9 22213 掛川市 58.4% 9 13108 江東区 3.6%

9 12212 佐倉市 35.7% 10 06204 酒田市 58.2% 10 13117 北区 3.5%  

表１ 多様性・寛容性指標上位の市 

② 人材集積 

地域の多様性・寛容性とボヘミアン集積が、クリエイ

ティブクラスの集積に影響を与えると考える。人材集積

を示す指標として、国勢調査における宗教家、著述家・

記者・編集者、美術家・デザイナー・写真家・映像撮影

者、音楽家・舞台芸術家をボヘミアン、専門的・技術的

職業従事者と管理的職業従事者をクリエイティブクラス

と定義して就業人口に占める割合を求め、また、同様に

大卒・院卒比率も集計して比較を行った。ボヘミアン、

クリエイティブクラス、大卒・院卒のいずれも、東京都

の区・市で高い比率を示す（表 2）。 
地方公共団体 ボヘミアン 地方公共団体 クリエイティブ 地方公共団体 大学・大学院

1 13113 渋谷区 8.8% 1 13105 文京区 29.7% 1 13203 武蔵野市 38.1%

2 13115 杉並区 7.6% 2 13101 千代田区 28.6% 2 13101 千代田区 36.7%

3 13110 目黒区 6.9% 3 13103 港区 28.0% 3 13115 杉並区 36.2%

4 13112 世田谷区 6.9% 4 13203 武蔵野市 27.9% 4 13210 小金井市 35.8%

5 13103 港区 6.7% 5 13113 渋谷区 27.1% 5 13102 中央区 35.8%

6 13203 武蔵野市 6.6% 6 14204 鎌倉市 27.0% 6 13105 文京区 35.6%

7 13104 新宿区 6.3% 7 08220 つくば市 26.6% 7 13214 国分寺市 35.2%

8 13105 文京区 6.3% 8 13115 杉並区 25.3% 8 14204 鎌倉市 35.0%

9 13114 中野区 6.1% 9 29209 生駒市 25.3% 9 29209 生駒市 34.2%

10 14204 鎌倉市 5.8% 10 13214 国分寺市 25.1% 10 12227 浦安市 34.0%  

表２ 人材集積指標上位の市 

③ 産業 

 参考文献では、人材集積が技術とハイテク産業の集積

につながるとされているが、本研究では産業の集積を示

す指標として、平成 26 年度経済センサス基礎調査(総務

省)における情報通信業、製造業全般、さらに、第3次産

業において高い付加価値を生み出す分野として金融業・

保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究、専門・技術

サービス業も取り上げ、各産業の売上比率を集計した。 

 製造業は、大企業の企業城下町等、地方の市が上位に

入る一方、情報通信業、金融業・保険業、不動産業・物

品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業は、上位に

は都市圏の市・区が多い（表3）。 

④ 所得水準 

人材集積が直接的に、または産業集積等を通じて間接

的に、地域の所得水準を向上させる。地域の所得水準を

示す指標として、平成27年度市町村税課税状況等の調（総

務省）から、一人当たり課税対象所得を集計した。都市

部、特に東京23区が上位を占める（表4）。 

地方公共団体 製造業 地方公共団体 情報通信業

1 23211 豊田市 80.4% 1 13104 新宿区 17.5%

2 22211 磐田市 72.9% 2 13108 江東区 16.3%

3 12219 市原市 71.4% 3 13113 渋谷区 14.0%

4 23213 西尾市 71.3% 4 13109 品川区 11.2%

5 11215 狭山市 69.9% 5 13103 港区 9.1%

6 23222 東海市 68.8% 6 12222 我孫子市 8.8%

7 35206 防府市 67.8% 7 13210 小金井市 7.5%

8 24207 鈴鹿市 67.7% 8 13105 文京区 7.0%

9 35215 周南市 66.9% 9 27100 大阪市 6.4%

10 23212 安城市 65.4% 10 37201 高松市 6.3%

地方公共団体 金融・保険 地方公共団体 不動産・物品賃貸 地方公共団体 学術研究、
専門・技術サービス

1 13116 豊島区 37.6% 1 13203 武蔵野市 13.9% 1 13203 武蔵野市 1.6%

2 21201 岐阜市 32.4% 2 27202 岸和田市 9.2% 2 27202 岸和田市 0.9%

3 13105 文京区 25.0% 3 13120 練馬区 8.4% 3 13120 練馬区 1.4%

4 13103 港区 19.6% 4 13104 新宿区 8.1% 4 13104 新宿区 3.8%

5 42201 長崎市 19.5% 5 13113 渋谷区 8.0% 5 13113 渋谷区 5.2%

6 26100 京都市 19.5% 6 11235 富士見市 7.7% 6 11235 富士見市 1.2%

7 13202 立川市 19.2% 7 13229 西東京市 6.9% 7 13229 西東京市 0.8%

8 11100 さいたま市 18.1% 8 13202 立川市 6.7% 8 13202 立川市 1.6%

9 02201 青森市 18.0% 9 13214 国分寺市 6.7% 9 13214 国分寺市 16.6%

10 47201 那覇市 17.8% 10 11208 所沢市 6.4% 10 11208 所沢市 0.9%  

表３ 産業集積上位の市（産業別） 

⑤ 人口移動 

地域間の所得水準格差が人口移動に影響を与えると考

える。参考文献[1][2]が指摘するとおり、地方から東京、

特に区内に人口が流入している（表4）。 
地方公共団体 課税対象所得 地方公共団体 入超比率

1 13103 港区 10,232 1 13101 千代田区 4.1%

2 13101 千代田区 8,484 2 13102 中央区 2.6%

3 13113 渋谷区 7,364 3 13103 港区 1.8%

4 13102 中央区 5,950 4 13106 台東区 1.5%

5 13110 目黒区 5,869 5 13113 渋谷区 1.4%

6 13105 文京区 5,749 6 13224 多摩市 1.4%

7 13112 世田谷区 5,336 7 13105 文京区 1.3%

8 13203 武蔵野市 5,013 8 13108 江東区 1.2%

9 13104 新宿区 5,006 9 13107 墨田区 1.1%

10 12227 浦安市 4,622 10 13203 武蔵野市 1.1%  

表４ 所得水準、人口流入上位の市 

【分析結果】 

 共分散構造分析を行ったところ、以下の結果が得られ

た。推計にあたっては、モデルで仮定された経路以外も

推計を行い、その有意性を判定した 

① 人材集積の要因 

多様性・寛容性は、クリエイティブクラス集積への弱

い直接効果と、ボヘミアン集積を通じた間接効果を持つ。 

女性議員、外国人比率はボヘミアン指数に有意に関係

があるが（図 2、表 5）、女性就業率は標準化回帰係数が

マイナスの値を取る（図 3）。多様性・寛容性を示す指標

としての女性の社会進出は、単に就業している割合が多

いだけでは不十分で、社会の上層部にまで女性が進出し

ていることが重要であることが示唆される。 

また、外国人比率は説明変数として有意であるが、説

明能力は低い。その原因として、歴史的要因等によって、

特定の国籍の外国人が集積している地域があるが、この

ような集積は、地域の多様性・寛容性につながっておら

ず、ボヘミアン集積の誘因となっていない可能性がある。

クリエイティブクラスの代わりに大卒・院卒の集積を採

用したモデルでも、ほぼ同様の傾向の結果が得られたが

（図 4）、ボヘミアンから受ける影響、情報通信業に与え

る影響のいずれも、クリエイティブクラスと比較すると

標準化回帰係数が低下する。 
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図2 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：情報通信業 

                                                                                      
 cov(女性議員 ,外国人 )    .0002167   .0000529     4.10   0.000     .0001131    .0003204
                                                                                      
          var(外国人 )    .0001051   8.77e-06                      .0000892    .0001238
        var(女性議員 )    .0071938   .0006005                      .0061081    .0084726
          var(e.所得 )    277333.5   23151.36                      235475.3    326632.4
    var(e.情報通信業 )    .0003758   .0000314                      .0003191    .0004426
    var(e.ボヘミアン )     .000086   7.18e-06                       .000073    .0001013
      var(e.入超比率 )    .0000108   9.02e-07                      9.17e-06    .0000127
var(e.クリエイティブ )    .0003448   .0000288                      .0002928    .0004061
                                                                                      
         mean(外国人 )    .0130906   .0006051    21.63   0.000     .0119045    .0142767
       mean(女性議員 )    .1725679   .0050066    34.47   0.000     .1627553    .1823806
                                                                                      
               _cons     883.3397   186.3811     4.74   0.000     518.0395     1248.64
          情報通信業      9251.964   1603.533     5.77   0.000     6109.098    12394.83
      クリエイティブ      13215.52   1123.109    11.77   0.000     11014.27    15416.77
  所得  <-             
                                                                                      
               _cons    -.0483956   .0062379    -7.76   0.000    -.0606217   -.0361695
      クリエイティブ      .3659723   .0352502    10.38   0.000     .2968832    .4350615
  情報通信業  <-       
                                                                                      
               _cons      .006987   .0013153     5.31   0.000     .0044091    .0095649
              外国人      .2299431   .0551445     4.17   0.000     .1218617    .3380244
            女性議員       .079832   .0066654    11.98   0.000     .0667681    .0928959
  ボヘミアン  <-       
                                                                                      
               _cons    -.0147629   .0015222    -9.70   0.000    -.0177462   -.0117795
              外国人      .0319473   .0234405     1.36   0.173    -.0139952    .0778899
            女性議員      .0034107   .0029185     1.17   0.243    -.0023095    .0091308
                所得      4.34e-06   4.54e-07     9.56   0.000     3.45e-06    5.23e-06
          情報通信業      .0172862   .0116362     1.49   0.137    -.0055203    .0400927
          ボヘミアン     -.0344954   .0369575    -0.93   0.351    -.1069307    .0379399
      クリエイティブ      .0028415   .0108862     0.26   0.794    -.0184951    .0241782
  入超比率  <-         
                                                                                      
               _cons     .1255253   .0027596    45.49   0.000     .1201165     .130934
              外国人     -.4987346    .113696    -4.39   0.000    -.7215747   -.2758946
            女性議員     -.0007419   .0163424    -0.05   0.964    -.0327724    .0312886
          ボヘミアン       2.31727    .118176    19.61   0.000     2.085649    2.548891
  クリエイティブ  <-   
Structural            
                                                                                      
                            Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                       OIM
                                                                                      

Log likelihood     =  2642.8195
Estimation method  = ml
Structural equation model                       Number of obs     =        287

 
表 5 図1に関する統計量一覧 
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図3 女性：女性就業率、人材：クリエイティブクラス、産業：情報通信業 
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図4 女性：女性議員、人材：大卒・院卒、産業：情報通信業 

② 産業集積の要因 

クリエイティブクラスの集積は、情報通信業、金融業・

保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究、専門・技術

サービス業のいずれに対しても、有意にプラスの効果を

与える（図2、4、6、7）。一方で、製造業全般に対しては

有意にマイナスの効果を与える（図8）。 
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図5 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：金融業・保険業 
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図6 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：不動産業・物品賃貸業 
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図7 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：学術研究、技術・専門サービス業 
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図8 女性：女性議員、人材：クリエイティブクラス、産業：製造業全般 

③ 所得向上の要因 

 クリエイティブクラス集積は所得水準に直接プラスの

効果を与えるが、同時に、情報通信業、不動産業・物品

賃貸業に関しては、産業集積を通じて所得水準をある程

度向上させる間接効果が有意に見られた（図2、6）。一方

で、金融業・保険業、学術研究、専門・技術サービス業、
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製造業については、有意でないか標準化回帰係数が 0 の

近いかのいずれかとなり、産業集積を通じた所得水準向

上の効果は見られなかった（図 5、7、8）。 

④ 人口流入の要因 

 推計を行ったいずれのモデルについても、所得水準の

みが、人口流入に有意にプラスの影響を与えた。寛容性・

多様性、クリエイティブクラス集積、産業集積のいずれ

も有意に所得水準には影響を与えなかった。 

【考察】 

地域間の人口移動は、所得水準の格差によってほぼ説

明できる。多様性・寛容性、人材集積、産業集積は所得

水準を通じた間接効果を持つが、直接効果は持たない。

地方公共団体が、都市圏への人口流出を防ごうとするの

であれば、所得水準向上につながる施策が効果的である。

クリエイティブクラスの集積は、所得水準向上に対して、

プラスの直接効果だけではなく、情報通信業等の産業集

積を通じた間接効果も持つ。 

人材集積を大卒・院卒で推計した場合も、ボヘミアン

集積、産業集積、所得水準との関係性を示す結果は、ほ

ぼ同じ傾向であったが、標準化回帰係数はクリエイティ

ブクラスのそれよりも低下する。これは、最終学歴は有

効な人材指標になり得るが、現在どのような職業に就い

ているかの方がより重要であることを示唆する。 

女性議員・外国人比率によって示される社会の多様

性・寛容性は、クリエイティブクラスの集積に有意に効

果がある。多様性・寛容性の指標とボヘミアンの相関は、

多様性・寛容性の指標とクリエイティブクラスの相関よ

りも強く、多様性・寛容性からクリエイティブクラスへ

の直接効果は弱い。クリエイティブクラス集積は、多様

性・寛容性自体よりも、それらに惹きつけられたボヘミ

アン集積によって向上した文化水準に強く影響を受けて

いる。 

外国人比率とボヘミアン集積の関係は有意だが弱い。

特定国籍の外国人のみが集積している場合、高い外国人

比率が必ずしも地域の多様性・寛容性を意味しない。こ

れが関係性の弱さにつながっている可能性があり、この

影響を除外した分析が必要である。 

また、女性議員比率には、ボヘミアン集積との間に関

係性が見出される一方で、女性就業率は関係性が見出さ

れなかったことは、女性就業が直ちには社会の多様性・

寛容性を意味しないことを示唆する。女性が社会上層に

進出して初めて寛容性・多様性な社会が実現する。 

地方からの人口流出を抑制するためには、地域の多様

性・寛容性と文化を生み出す人材を惹きつけるような地

域づくりが求められる。雇用対策を行うのであれば、地

域を豊かにする新しい価値を生み出す創造的な人材の雇

用創出が効果的である。人口移動の主要要因が所得水準

格差であることからも、雇用対策によって低賃金な職種

の雇用しか創出できないのであれば、施策の効果は限定

的となる。 

また、女性の就業率向上は、人口流入に影響を与えな

い。保育所整備等の女性就業と出産・子育ての両立支援

は、就業率・出生率向上につながっても、人材・産業集

積につながらない限り若年人口の流出抑制・流入促進効

果が期待できず、その効果は限定的となる可能性がある。 

今後の課題として、今回はデータ制約によって分析が

できなかった点を更に精査する必要がある。人種のばら

つきも考慮した外国人集積データと、より細分化された

産業分類データに基づく分析が実現すれば、より明確な

傾向が観測される可能性がある。また、パネルデータ分

析は、クリエイティブクラスに関する研究に対して指摘

されることが多い因果関係の問題に、より説得力のある

回答が可能となることが期待される。 

【参考文献】 

[1] 増田 寛也, 2014, 『地方消滅-東京一極集中が招く

人口急減』, 中公新書 

[2] まち・ひと・しごと創生本部, 2014, 『まち・ひと・

しごと創生長期ビジョン―国民の「認識の共有」と「未

来への選択」を目指して―』 

[3] まち・ひと・しごと創生本部, 2014, 『まち・ひと・

しごと創生総合戦略』 

[4] ジェイン ジェイコブズ, 山形 浩生 訳, 2010, 『ア

メリカ大都市の死と生』, 鹿島出版会 

[5] ジェイン ジェイコブズ, 中村 達也 訳, 2012, 『発

展する地域 衰退する地域:地域が自立するための経済

学』, ちくま学芸文庫 

[6] リチャード フロリダ, 小長谷 一之 訳, 2010, 『ク

リエイティブ都市経済論－地域活性化の条件』, 日本評

論社 

[7] Florida, R., Mellander, C., Stolarick, K., 2008, 

‘Inside the black box of regional development – Human 

capital, the creative class and tolerance’, Journal 

of Economic Geography, Vol.8, pp.615-649 

地域自治組織におけるリーダー層と活動特性に関する考察 

保永展利（島根大学生物資源科学部） 

Keyword： 地域自治組織、リーダー層、住民参加 

 

１．背景と目的 

平成の大合併により合併した市町村の多くは合併から

10年が立ったが、市町村内における地域自治のあり方が問

われている。この中で、合併に伴って設立された地域自治

組織を中心に住民の自治活動の活性化が模索されているも

のの、高齢化が進行していることや既存の集落組織との関

係から発展的な活動につながっていない地域もみられる。

地域自治組織を中心として住民1人1人がリーダーシップ

を発揮していくことが一つの重要な課題となっている。 

地域自治組織に関する既存研究には、全国の地域運営組

織の全体の傾向をアンケート調査によって明らかにした坂

本・小林・筒井（2013）や個別の地域自治組織を対象とし

てその自治の実態や課題を明らかにした小林（2014）、小池

（2009）、竹村・保永（2016）などがあげられる。特に、小

林では、広島県小田地区を事例として地域運営組織の組織

体制や予算規模、協同組織的な性格について詳細に記述し、

地域自治組織は行政や既存の自治会などの地域自治組織以

外の主体との関係性の中で位置づけられているので関係性

を整理することが必要であるという点を指摘している。  

このように、地域自治組織に関する研究は近年みられる

ようになってきているものの、新しい広域的自治組織にお

ける活動が既存の自治組織との関係でどのような仕組みで、

また、どのようなリーダー層によってリーダーシップを発

揮し成立しているのかについて分析した研究は少ない。広

域的な自治が主体性を発揮していく上では、地域自治組織

の構成員である住民のリーダーシップとそれを発揮させる

ための組織マネジメントが求められる。そこで、本研究で

は、中山間地域の地域自治組織におけるリーダー層がどの

ように形成され、広域自治活動につながっているのかにつ

いて考察し、今後の中山間地域の地域自治におけるマネジ

メントに資することを目的とする。 

以下第 2 節では広域自治の現状について整理する。第 3

節では本研究の分析視点を示し、調査方法について説明す

る。第4節では、調査分析の結果に基づいて考察を行い、

第5節において本研究のまとめを行う。 

 

２．広域自治の現状 

近年中山間地域では、旧小学校区などを拠点として、地

区内の複数の集落維持を図る集落活動センターをはじめ、

地域社会を維持するための広域的な地域づくり活動が全国

各地で展開されている。現状を把握するために、先進地の

一つである島根県雲南市における地域自主組織と集落活動

センターの活動概要から地域自治組織が活動する地区の人

口規模の分布を示したものが表1である。地域自治組織の

規模のばらつきは大きいと言える。雲南市の地域自治組織

の人口分布は1000～2000人の地区が多い点が特徴である。

また、地区人口の高齢化について表2に示した。雲南市の

地域自主組織は30～40％の地区が多い。高知県の最頻値40

～50％と比較すると比較的若い年齢層で構成されている。 

 

表1 地域自治組織のある地区の人口分布 

島根県雲南市 高知県
地域自主組織 集落活動センター

人口規模（人） 組織数 割合（％） 組織数 割合（％）
0～100 0 0.0 4 13.3
100～200 2 6.7 6 20.0
200～300 1 3.3 4 13.3
300～400 2 6.7 3 10.0
400～500 1 3.3 2 6.7
500～600 3 10.0 3 10.0
600～700 2 6.7 2 6.7
700～800 1 3.3 0 0.0
800～900 0 0.0 1 3.3
900～1000 1 3.3 0 0.0
1000～2000 12 40.0 3 10.0
2000～3000 3 10.0 0 0.0
3000～4000 1 3.3 2 6.7
4000～ 1 3.3 0 0.0

計 30 100 30 100
出所：雲南市「小規模多機能自治による住民主体のまちづくり」および

　　　　高知県「集落活動センター開所地区の状況」より作成。

注：雲南市の人口は平成27年4月末現在。高知県は平成28年5月末現在。  

 

表2 地域自治組織のある地区の高齢化率 

島根県雲南市 高知県
地域自主組織 集落活動センター

高齢化率（％） 組織数 割合（％） 組織数 割合（％）
0～10 0 0.0 0 0.0
10～20 0 0.0 0 0.0
20～30 3 10.0 0 0.0
30～40 17 56.7 4 13.3
40～50 9 30.0 12 40.0
50～60 1 3.3 8 26.7
60～70 0 0.0 3 10.0
70以上 0 0.0 3 10.0

計 30 100 30 100
出所：雲南市「小規模多機能自治による住民主体のまちづくり」および

　　　　高知県「集落活動センター開所地区の状況」より作成。

注：雲南市の人口は平成27年4月末現在。高知県は平成28年5月末現在。  
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製造業については、有意でないか標準化回帰係数が 0 の

近いかのいずれかとなり、産業集積を通じた所得水準向

上の効果は見られなかった（図 5、7、8）。 

④ 人口流入の要因 

 推計を行ったいずれのモデルについても、所得水準の

みが、人口流入に有意にプラスの影響を与えた。寛容性・

多様性、クリエイティブクラス集積、産業集積のいずれ

も有意に所得水準には影響を与えなかった。 

【考察】 

地域間の人口移動は、所得水準の格差によってほぼ説

明できる。多様性・寛容性、人材集積、産業集積は所得

水準を通じた間接効果を持つが、直接効果は持たない。

地方公共団体が、都市圏への人口流出を防ごうとするの

であれば、所得水準向上につながる施策が効果的である。

クリエイティブクラスの集積は、所得水準向上に対して、

プラスの直接効果だけではなく、情報通信業等の産業集

積を通じた間接効果も持つ。 

人材集積を大卒・院卒で推計した場合も、ボヘミアン

集積、産業集積、所得水準との関係性を示す結果は、ほ

ぼ同じ傾向であったが、標準化回帰係数はクリエイティ

ブクラスのそれよりも低下する。これは、最終学歴は有

効な人材指標になり得るが、現在どのような職業に就い

ているかの方がより重要であることを示唆する。 

女性議員・外国人比率によって示される社会の多様

性・寛容性は、クリエイティブクラスの集積に有意に効

果がある。多様性・寛容性の指標とボヘミアンの相関は、

多様性・寛容性の指標とクリエイティブクラスの相関よ

りも強く、多様性・寛容性からクリエイティブクラスへ

の直接効果は弱い。クリエイティブクラス集積は、多様

性・寛容性自体よりも、それらに惹きつけられたボヘミ

アン集積によって向上した文化水準に強く影響を受けて

いる。 

外国人比率とボヘミアン集積の関係は有意だが弱い。

特定国籍の外国人のみが集積している場合、高い外国人

比率が必ずしも地域の多様性・寛容性を意味しない。こ

れが関係性の弱さにつながっている可能性があり、この

影響を除外した分析が必要である。 

また、女性議員比率には、ボヘミアン集積との間に関

係性が見出される一方で、女性就業率は関係性が見出さ

れなかったことは、女性就業が直ちには社会の多様性・

寛容性を意味しないことを示唆する。女性が社会上層に

進出して初めて寛容性・多様性な社会が実現する。 

地方からの人口流出を抑制するためには、地域の多様

性・寛容性と文化を生み出す人材を惹きつけるような地

域づくりが求められる。雇用対策を行うのであれば、地

域を豊かにする新しい価値を生み出す創造的な人材の雇

用創出が効果的である。人口移動の主要要因が所得水準

格差であることからも、雇用対策によって低賃金な職種

の雇用しか創出できないのであれば、施策の効果は限定

的となる。 

また、女性の就業率向上は、人口流入に影響を与えな

い。保育所整備等の女性就業と出産・子育ての両立支援

は、就業率・出生率向上につながっても、人材・産業集

積につながらない限り若年人口の流出抑制・流入促進効

果が期待できず、その効果は限定的となる可能性がある。 

今後の課題として、今回はデータ制約によって分析が

できなかった点を更に精査する必要がある。人種のばら

つきも考慮した外国人集積データと、より細分化された

産業分類データに基づく分析が実現すれば、より明確な

傾向が観測される可能性がある。また、パネルデータ分

析は、クリエイティブクラスに関する研究に対して指摘

されることが多い因果関係の問題に、より説得力のある

回答が可能となることが期待される。 
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地域自治組織におけるリーダー層と活動特性に関する考察 

保永展利（島根大学生物資源科学部） 

Keyword： 地域自治組織、リーダー層、住民参加 

 

１．背景と目的 

平成の大合併により合併した市町村の多くは合併から

10年が立ったが、市町村内における地域自治のあり方が問

われている。この中で、合併に伴って設立された地域自治

組織を中心に住民の自治活動の活性化が模索されているも

のの、高齢化が進行していることや既存の集落組織との関

係から発展的な活動につながっていない地域もみられる。

地域自治組織を中心として住民1人1人がリーダーシップ

を発揮していくことが一つの重要な課題となっている。 

地域自治組織に関する既存研究には、全国の地域運営組

織の全体の傾向をアンケート調査によって明らかにした坂

本・小林・筒井（2013）や個別の地域自治組織を対象とし

てその自治の実態や課題を明らかにした小林（2014）、小池

（2009）、竹村・保永（2016）などがあげられる。特に、小

林では、広島県小田地区を事例として地域運営組織の組織

体制や予算規模、協同組織的な性格について詳細に記述し、

地域自治組織は行政や既存の自治会などの地域自治組織以

外の主体との関係性の中で位置づけられているので関係性

を整理することが必要であるという点を指摘している。  

このように、地域自治組織に関する研究は近年みられる

ようになってきているものの、新しい広域的自治組織にお

ける活動が既存の自治組織との関係でどのような仕組みで、

また、どのようなリーダー層によってリーダーシップを発

揮し成立しているのかについて分析した研究は少ない。広

域的な自治が主体性を発揮していく上では、地域自治組織

の構成員である住民のリーダーシップとそれを発揮させる

ための組織マネジメントが求められる。そこで、本研究で

は、中山間地域の地域自治組織におけるリーダー層がどの

ように形成され、広域自治活動につながっているのかにつ

いて考察し、今後の中山間地域の地域自治におけるマネジ

メントに資することを目的とする。 

以下第 2 節では広域自治の現状について整理する。第 3

節では本研究の分析視点を示し、調査方法について説明す

る。第4節では、調査分析の結果に基づいて考察を行い、

第5節において本研究のまとめを行う。 

 

２．広域自治の現状 

近年中山間地域では、旧小学校区などを拠点として、地

区内の複数の集落維持を図る集落活動センターをはじめ、

地域社会を維持するための広域的な地域づくり活動が全国

各地で展開されている。現状を把握するために、先進地の

一つである島根県雲南市における地域自主組織と集落活動

センターの活動概要から地域自治組織が活動する地区の人

口規模の分布を示したものが表1である。地域自治組織の

規模のばらつきは大きいと言える。雲南市の地域自治組織

の人口分布は1000～2000人の地区が多い点が特徴である。

また、地区人口の高齢化について表2に示した。雲南市の

地域自主組織は30～40％の地区が多い。高知県の最頻値40

～50％と比較すると比較的若い年齢層で構成されている。 

 

表1 地域自治組織のある地区の人口分布 

島根県雲南市 高知県
地域自主組織 集落活動センター

人口規模（人） 組織数 割合（％） 組織数 割合（％）
0～100 0 0.0 4 13.3
100～200 2 6.7 6 20.0
200～300 1 3.3 4 13.3
300～400 2 6.7 3 10.0
400～500 1 3.3 2 6.7
500～600 3 10.0 3 10.0
600～700 2 6.7 2 6.7
700～800 1 3.3 0 0.0
800～900 0 0.0 1 3.3
900～1000 1 3.3 0 0.0
1000～2000 12 40.0 3 10.0
2000～3000 3 10.0 0 0.0
3000～4000 1 3.3 2 6.7
4000～ 1 3.3 0 0.0

計 30 100 30 100
出所：雲南市「小規模多機能自治による住民主体のまちづくり」および

　　　　高知県「集落活動センター開所地区の状況」より作成。

注：雲南市の人口は平成27年4月末現在。高知県は平成28年5月末現在。  

 

表2 地域自治組織のある地区の高齢化率 

島根県雲南市 高知県
地域自主組織 集落活動センター

高齢化率（％） 組織数 割合（％） 組織数 割合（％）
0～10 0 0.0 0 0.0
10～20 0 0.0 0 0.0
20～30 3 10.0 0 0.0
30～40 17 56.7 4 13.3
40～50 9 30.0 12 40.0
50～60 1 3.3 8 26.7
60～70 0 0.0 3 10.0
70以上 0 0.0 3 10.0

計 30 100 30 100
出所：雲南市「小規模多機能自治による住民主体のまちづくり」および

　　　　高知県「集落活動センター開所地区の状況」より作成。

注：雲南市の人口は平成27年4月末現在。高知県は平成28年5月末現在。  
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 次に、地域づくり活動の状況を捉えるために、雲南市が

行ってきたまちづくり組織に対する補助金（地域振興補助

金）の交付状況を図1に示した注1）。市街部は、市街部を中

心に活動する自主組織の事業数を、中山間部は、市街部以

外の農村部で活動する自主組織の事業数を整理している。

図1より、市街部、中山間部の組織ともに事業数が増加し

ており、1 人当たりの事業所数でみて増加傾向にあること

が分かる。 

地域づくり活動の内容を表３に示した。市街地の方は環

境保全に力を入れているのに対して、中山間部の方は人材

不足などから地域マネージャー事業を行っていることに特

色がある。また、市街地の方が伝統文化やスポーツなどの

振興に力を入れていること、コミュニティ・ビジネスを行

いにくい面があると推察される。中山間部の方が情報発信

や総合的な地域発展に力を入れていることが推察される。 

出所：雲南市「雲南市地域振興補助金」の採択事業をもとに作成。

注1：市街部は市街地を含む地域の組織，中山間部は市街部以外の組織を指す。

注2：旧町単位で広域的に活動している加茂町は除く。

図1　雲南市地域自主組織における補助事業の推移
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表3 地域づくり活動の内容 

市街部 中山間部
事業数 割合（％） 事業数 割合（％）

伝統・学術・文化・芸術・スポーツ 5 12.5 4 5.1
調査・研究・研修・計画策定 4 10.0 4 5.1
環境保全・景観整備 6 15.0 3 3.8
地域マネージャー事業 4 10.0 15 19.2
高齢者・健康福祉 3 7.5 4 5.1
体験・交流 5 12.5 8 10.3
防犯・防災 3 7.5 4 5.1
子育て支援・健全育成 1 2.5 4 5.1
コミュニティ・ビジネス 0 0.0 5 6.4
総合型事業 1 2.5 6 7.7
情報発信事業 7 17.5 18 23.1
その他 1 2.5 3 3.8
合計 40 100 78 100
出所：雲南市「雲南市地域振興補助金」（平成22年度）をもとに作成。

注：旧町単位で広域的に活動している加茂町は除く。  

３．分析視点と対象地域の概要 

3.1 分析視点 

 図2に分析の視点を示した。本研究では、自治活動が比

較的活発である地域自治組織ではリーダー層が多様に形成

されているという仮説を立てる（仮説①）。また、地域自治

組織の活動性は、市街部と中山間地の資源の違いに左右さ

れると考える（仮説②）。担い手や地域資源の違いが、地域

資源活用の仕方の違いにつながる。例えば、中山間地の方

が、農地を利用して特産品づくりに係わりやすい一方で、

市街地の方が商店街の活性化に課題があり、後継者がいな

いことから、特産品づくりに積極的になりにくいと考えら

れる。さらに、既存の自治組織も存在するために、新組織

における自治会の役割の違いも影響すると考えられる。 
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図2 本研究の視点 

 

3.2 対象地域と調査方法 

3.2.1 対象地域の選定 

対象地域の選定に関しては、全国的にも先行的に推進さ

れている島根県雲南市の地域自治組織（雲南市では地域自

主組織と呼ぶ）の中で自治活動が比較的活発であり、自治

組織のある地区人口や予算等のデータの得られた自治組織

を対象とした注2）。市街部の自治組織に相当するA地域自治

組織と中山間部の自治組織に位置するB地域自治組織を対

象とした。対象地域の概要は表4に示したとおりである。A

地区は18の自治会からなり、3つの地区（連合自治会）で

構成されてきた地域である。B 地区は 11 の自治会があり、

4 つの地区（公民館の分館単位で地区では交流館と呼んで

いる）で構成されてきた地域である。ともに市町村合併で

雲南市になった平成17年に設立され，市内でも活動的な自

治組織とみられている。自治組織内の部会に関しては、A

地区は4つの部会（総務部、地域づくり部、生涯学習部、

福祉部）、B地区は7つの部会（総務企画部とふるさと振興

部、福祉部、生涯学習部、体育部、シニア部、児童ネット

ワーク部）で構成れている。 

表4 対象とした自治組織の概要 

A地区地域自治組織 B地区地域自治組織

設立時期 平成17年11月に発足 平成17年11月に発足

立地 市街部 中山間部

人口 1,121人（2011年）→1,058人（2015年） 620人（2011年）→561人（2015年）

会員数 1,074名（2014年度） 572名（2014年度）

自治会数
３地区の連合自治会から構成
(合計で18の自治会からなる）

４地区から構成
（合計で11の自治会からなる）

活動目的
地域住民の健康で豊かな生活環境を創造すること
を目的とする。

住民の力を結集し、住みよい地域づくりを目指した
活動を展開する。

事業内容 1.生活環境改善に関すること 1.活力ある地域づくりに関すること

2.商工・観光の振興に関すること 2.地域福祉委員会活動による地域福祉の

3.教育、文化、芸能及び生涯学習に関すること 　充実の関すること

4.地域福祉に関すること 3.文化・芸術活動等やスポーツ、生涯学習

5.その他目的達成に必要なこと 　の推進に関すること

4.安心して過ごせる防災・防犯に関すること

5.各種イベントの実施

6.情報誌の発行

7.B地区多目的集会センター管理条例に

　基づく指定管理に関すること

8.その他、本会の目的達成のために必要な事業

出所：各組織の資料および雲南市「地域自主組織エリアマップ・コミュニティブログ」、島根県「しまねの郷づくりカルテ」をもとに作成。
注1：人口は住民基本台帳の4月時点の値。
注2：事業内容は各地域自治組織の規約による。  

 

3.2.2 調査方法 

三隅・黒川（1971）、蜂屋（1969）（1972）などを参考に

作成したリーダーシップ尺度に基づき、上述した組織への

聞き取り調査を行い、その結果から地域自治におけるリー

ダー層の特性を抽出する。 

調査項目としたリーダーシップ尺度を表5に示した。「課

題達成機能」（以下、P機能）として、地域活動に参加する・

活動に意見することに関する指標を設定した。「集団維持機

能」（以下、M機能）として、人を巻き込む・人をまとめる

ことに関する指標を設定した。「信頼醸成機能」（以下、SC

機能）として、身の上話や相談にのってもらえることに関

する指標を設定した。以上の調査項目についての調査を

2015年10～12月、補足調査を2016年7月に行った。以上

より、どの年齢層がどのようなリーダーシップ機能を担っ

ているのか、課題解決機能と集団維持機能との関係から中

山間地域の住民参加の特性を明らかにする。 

 

表5 リーダーシップ機能に関する指標の定義 

指標の定義

P機能 ①-1 地域自主組織における活動に対して自分の考えを持ち活動している人物

①-2 地域自主組織における活動の割り振りや段取りを決めようとする人物

①-3 地域自主組織の活動に問題点がある場合に改善しようとする人物

M機能 ②-1 地域自主組織の構成員を巻き込み、活動に取り組んでいる人物

②-2 地域自主組織の活動が終わった後に構成員を労う人物

②-3 地域自主組織の構成員の間でもめごとがあると仲裁に入る人物

SC機能 ③-1 住民が地域活動に関係する問題について相談される人物

③-2 住民が気軽に身の上話などをして、個人的なことについて相談にのってもらえる人物  

 

４．分析結果と考察 

4.1 リーダーシップ機能からみた地域自治の特性 

 A地区に関する結果をまとめたものが表6である。A地

区のリーダー層は60 代から70 代が中心に形成されてい

ることが分かる。P 機能①-1 は主に部長、副部長が担う

が、高齢者等住民の集いの場づくりに取り組む60代の女

性も含まれている。P機能①-2、①-3は同じ人物（三役、

部長、副部長）が担っている。M 機能②-1 に関してはリ

ーダーシップ機能を担う人材が幅広いことが分かる。こ

の役割を担う人材には自治会長が該当し、自治組織活動

における参加者を集めている。 

 

表6 A地区(市街部)自治におけるリーダー層 

単位：％
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

P機能 ①-1 男      1.2 2.6  
女      21.1 1.2  
計      11.4 1.9  

①-2 男     9.2 4.7 9.1  
女     3.2 1.1 2.4  
計     6.3 2.9 5.6  

①-3 男     9.2 4.7 9.1  
女     3.2 1.1 2.4  
計     6.3 2.9 5.6  

M機能 ②-1 男   2.4 3.4 3.1 8.2 3.9 4.1
女         
計   1.1 0.9 2.4 4.0 1.9 1.2

②-2 男     9.2 2.4 5.2  
女     3.2 1.1 2.4  
計     6.3 1.7 3.7  

②-3 男         
女         
計         

SC機能 ③-1 男      1.2 2.6  
女      1.1   
計      1.1 1.2  

③-2 男      1.2 1.3  
女      2.2   
計      1.7 0.6  

註：数値は各人口に対して役割を担っている人材の割合を示している。  

B地区に関する結果をもとめたものが表7である。B地

区のリーダー層は比較的幅広い年齢層によって形成され

ており、女性のリーダー層の幅が広いことが分かる。P

機能①-1、M 機能②-1 についてリーダーシップ機能を果

たしている住民の幅が広くなっている。両方の機能とも

に同じ人物が担っているという認識である。具体的には、

7部会の部長と副部長、および、空き店舗を活用した特産

品の販売や高齢者等の交流の場づくりに取り組んでいる

60代の女性や若者グループなどであると認識されている。

またM機能②-2については、自治会長などが認識されて

おり、自治会ごとに慰労会などの場を設けて交流を行う

などの役割を担っている。 

 

表7 B地区(中山間部)自治におけるリーダー層 

単位：％
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

P機能 ①-1 男 3.3 45.5 11.1 14.3 5.7 6.7 15.2 8.8
女  10.0 4.5 10.0  20.8 13.6  
計 1.7 22.6 8.2 12.2 2.6 12.2 14.3 2.8

①-2 男      2.7  2.9
女   4.5  2.4 4.2   
計   2.0  1.3 3.3  0.9

①-3 男     14.3 20.0   
女     7.3 10.4   
計     10.5 16.3   

M機能 ②-1 男 3.3 45.5 11.1 14.3 5.7 6.7 15.2 8.8
女  10.0 4.5 10.0  20.8 13.6  
計 1.7 22.6 8.2 12.2 2.6 12.2 14.3 2.8

②-2 男    9.5 5.7 8.0  2.9
女      6.3   
計    4.9 2.6 7.3  0.9

②-3 男        2.9
女         
計        0.9

SC機能 ③-1 男      2.7  2.9
女      2.1   
計      2.4  0.9

③-2 男      17.3  2.9
女      2.1   
計      11.4  0.9

註：数値は各人口に対して役割を担っている人材の割合を示している。  
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 次に、地域づくり活動の状況を捉えるために、雲南市が

行ってきたまちづくり組織に対する補助金（地域振興補助

金）の交付状況を図1に示した注1）。市街部は、市街部を中

心に活動する自主組織の事業数を、中山間部は、市街部以

外の農村部で活動する自主組織の事業数を整理している。

図1より、市街部、中山間部の組織ともに事業数が増加し

ており、1 人当たりの事業所数でみて増加傾向にあること

が分かる。 

地域づくり活動の内容を表３に示した。市街地の方は環

境保全に力を入れているのに対して、中山間部の方は人材

不足などから地域マネージャー事業を行っていることに特

色がある。また、市街地の方が伝統文化やスポーツなどの

振興に力を入れていること、コミュニティ・ビジネスを行

いにくい面があると推察される。中山間部の方が情報発信

や総合的な地域発展に力を入れていることが推察される。 

出所：雲南市「雲南市地域振興補助金」の採択事業をもとに作成。

注1：市街部は市街地を含む地域の組織，中山間部は市街部以外の組織を指す。

注2：旧町単位で広域的に活動している加茂町は除く。

図1　雲南市地域自主組織における補助事業の推移
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表3 地域づくり活動の内容 

市街部 中山間部
事業数 割合（％） 事業数 割合（％）

伝統・学術・文化・芸術・スポーツ 5 12.5 4 5.1
調査・研究・研修・計画策定 4 10.0 4 5.1
環境保全・景観整備 6 15.0 3 3.8
地域マネージャー事業 4 10.0 15 19.2
高齢者・健康福祉 3 7.5 4 5.1
体験・交流 5 12.5 8 10.3
防犯・防災 3 7.5 4 5.1
子育て支援・健全育成 1 2.5 4 5.1
コミュニティ・ビジネス 0 0.0 5 6.4
総合型事業 1 2.5 6 7.7
情報発信事業 7 17.5 18 23.1
その他 1 2.5 3 3.8
合計 40 100 78 100
出所：雲南市「雲南市地域振興補助金」（平成22年度）をもとに作成。

注：旧町単位で広域的に活動している加茂町は除く。  

３．分析視点と対象地域の概要 

3.1 分析視点 

 図2に分析の視点を示した。本研究では、自治活動が比

較的活発である地域自治組織ではリーダー層が多様に形成

されているという仮説を立てる（仮説①）。また、地域自治

組織の活動性は、市街部と中山間地の資源の違いに左右さ

れると考える（仮説②）。担い手や地域資源の違いが、地域

資源活用の仕方の違いにつながる。例えば、中山間地の方

が、農地を利用して特産品づくりに係わりやすい一方で、

市街地の方が商店街の活性化に課題があり、後継者がいな

いことから、特産品づくりに積極的になりにくいと考えら

れる。さらに、既存の自治組織も存在するために、新組織

における自治会の役割の違いも影響すると考えられる。 
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図2 本研究の視点 

 

3.2 対象地域と調査方法 

3.2.1 対象地域の選定 

対象地域の選定に関しては、全国的にも先行的に推進さ

れている島根県雲南市の地域自治組織（雲南市では地域自

主組織と呼ぶ）の中で自治活動が比較的活発であり、自治

組織のある地区人口や予算等のデータの得られた自治組織

を対象とした注2）。市街部の自治組織に相当するA地域自治

組織と中山間部の自治組織に位置するB地域自治組織を対

象とした。対象地域の概要は表4に示したとおりである。A

地区は18の自治会からなり、3つの地区（連合自治会）で

構成されてきた地域である。B 地区は 11 の自治会があり、

4 つの地区（公民館の分館単位で地区では交流館と呼んで

いる）で構成されてきた地域である。ともに市町村合併で

雲南市になった平成17年に設立され，市内でも活動的な自

治組織とみられている。自治組織内の部会に関しては、A

地区は4つの部会（総務部、地域づくり部、生涯学習部、

福祉部）、B地区は7つの部会（総務企画部とふるさと振興

部、福祉部、生涯学習部、体育部、シニア部、児童ネット

ワーク部）で構成れている。 

表4 対象とした自治組織の概要 

A地区地域自治組織 B地区地域自治組織

設立時期 平成17年11月に発足 平成17年11月に発足

立地 市街部 中山間部

人口 1,121人（2011年）→1,058人（2015年） 620人（2011年）→561人（2015年）

会員数 1,074名（2014年度） 572名（2014年度）

自治会数
３地区の連合自治会から構成
(合計で18の自治会からなる）

４地区から構成
（合計で11の自治会からなる）

活動目的
地域住民の健康で豊かな生活環境を創造すること
を目的とする。

住民の力を結集し、住みよい地域づくりを目指した
活動を展開する。

事業内容 1.生活環境改善に関すること 1.活力ある地域づくりに関すること

2.商工・観光の振興に関すること 2.地域福祉委員会活動による地域福祉の

3.教育、文化、芸能及び生涯学習に関すること 　充実の関すること

4.地域福祉に関すること 3.文化・芸術活動等やスポーツ、生涯学習

5.その他目的達成に必要なこと 　の推進に関すること

4.安心して過ごせる防災・防犯に関すること

5.各種イベントの実施

6.情報誌の発行

7.B地区多目的集会センター管理条例に

　基づく指定管理に関すること

8.その他、本会の目的達成のために必要な事業

出所：各組織の資料および雲南市「地域自主組織エリアマップ・コミュニティブログ」、島根県「しまねの郷づくりカルテ」をもとに作成。
注1：人口は住民基本台帳の4月時点の値。
注2：事業内容は各地域自治組織の規約による。  

 

3.2.2 調査方法 

三隅・黒川（1971）、蜂屋（1969）（1972）などを参考に

作成したリーダーシップ尺度に基づき、上述した組織への

聞き取り調査を行い、その結果から地域自治におけるリー

ダー層の特性を抽出する。 

調査項目としたリーダーシップ尺度を表5に示した。「課

題達成機能」（以下、P機能）として、地域活動に参加する・

活動に意見することに関する指標を設定した。「集団維持機

能」（以下、M機能）として、人を巻き込む・人をまとめる

ことに関する指標を設定した。「信頼醸成機能」（以下、SC

機能）として、身の上話や相談にのってもらえることに関

する指標を設定した。以上の調査項目についての調査を

2015年10～12月、補足調査を2016年7月に行った。以上

より、どの年齢層がどのようなリーダーシップ機能を担っ

ているのか、課題解決機能と集団維持機能との関係から中

山間地域の住民参加の特性を明らかにする。 

 

表5 リーダーシップ機能に関する指標の定義 

指標の定義

P機能 ①-1 地域自主組織における活動に対して自分の考えを持ち活動している人物

①-2 地域自主組織における活動の割り振りや段取りを決めようとする人物

①-3 地域自主組織の活動に問題点がある場合に改善しようとする人物

M機能 ②-1 地域自主組織の構成員を巻き込み、活動に取り組んでいる人物

②-2 地域自主組織の活動が終わった後に構成員を労う人物

②-3 地域自主組織の構成員の間でもめごとがあると仲裁に入る人物

SC機能 ③-1 住民が地域活動に関係する問題について相談される人物

③-2 住民が気軽に身の上話などをして、個人的なことについて相談にのってもらえる人物  

 

４．分析結果と考察 

4.1 リーダーシップ機能からみた地域自治の特性 

 A地区に関する結果をまとめたものが表6である。A地

区のリーダー層は60 代から70 代が中心に形成されてい

ることが分かる。P 機能①-1 は主に部長、副部長が担う

が、高齢者等住民の集いの場づくりに取り組む60代の女

性も含まれている。P機能①-2、①-3は同じ人物（三役、

部長、副部長）が担っている。M 機能②-1 に関してはリ

ーダーシップ機能を担う人材が幅広いことが分かる。こ

の役割を担う人材には自治会長が該当し、自治組織活動

における参加者を集めている。 

 

表6 A地区(市街部)自治におけるリーダー層 

単位：％
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

P機能 ①-1 男      1.2 2.6  
女      21.1 1.2  
計      11.4 1.9  

①-2 男     9.2 4.7 9.1  
女     3.2 1.1 2.4  
計     6.3 2.9 5.6  

①-3 男     9.2 4.7 9.1  
女     3.2 1.1 2.4  
計     6.3 2.9 5.6  

M機能 ②-1 男   2.4 3.4 3.1 8.2 3.9 4.1
女         
計   1.1 0.9 2.4 4.0 1.9 1.2

②-2 男     9.2 2.4 5.2  
女     3.2 1.1 2.4  
計     6.3 1.7 3.7  

②-3 男         
女         
計         

SC機能 ③-1 男      1.2 2.6  
女      1.1   
計      1.1 1.2  

③-2 男      1.2 1.3  
女      2.2   
計      1.7 0.6  

註：数値は各人口に対して役割を担っている人材の割合を示している。  

B地区に関する結果をもとめたものが表7である。B地

区のリーダー層は比較的幅広い年齢層によって形成され

ており、女性のリーダー層の幅が広いことが分かる。P

機能①-1、M 機能②-1 についてリーダーシップ機能を果

たしている住民の幅が広くなっている。両方の機能とも

に同じ人物が担っているという認識である。具体的には、

7部会の部長と副部長、および、空き店舗を活用した特産

品の販売や高齢者等の交流の場づくりに取り組んでいる

60代の女性や若者グループなどであると認識されている。

またM機能②-2については、自治会長などが認識されて

おり、自治会ごとに慰労会などの場を設けて交流を行う

などの役割を担っている。 

 

表7 B地区(中山間部)自治におけるリーダー層 

単位：％
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

P機能 ①-1 男 3.3 45.5 11.1 14.3 5.7 6.7 15.2 8.8
女  10.0 4.5 10.0  20.8 13.6  
計 1.7 22.6 8.2 12.2 2.6 12.2 14.3 2.8

①-2 男      2.7  2.9
女   4.5  2.4 4.2   
計   2.0  1.3 3.3  0.9

①-3 男     14.3 20.0   
女     7.3 10.4   
計     10.5 16.3   

M機能 ②-1 男 3.3 45.5 11.1 14.3 5.7 6.7 15.2 8.8
女  10.0 4.5 10.0  20.8 13.6  
計 1.7 22.6 8.2 12.2 2.6 12.2 14.3 2.8

②-2 男    9.5 5.7 8.0  2.9
女      6.3   
計    4.9 2.6 7.3  0.9

②-3 男        2.9
女         
計        0.9

SC機能 ③-1 男      2.7  2.9
女      2.1   
計      2.4  0.9

③-2 男      17.3  2.9
女      2.1   
計      11.4  0.9

註：数値は各人口に対して役割を担っている人材の割合を示している。  
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4.2 組織の活動における住民参加の特徴 

 地域自治組織の活動においては、ある程度既存の自治

会長が連絡や人集めなどで重要な役割を担っている。A

地区では、とんど祭り、盆踊り大会、地区全体のイベン

ト、人権学習などで自治会から人材を出してもらうよう

に要請している。A地区ではまた、事業数の多さなどから

9つあった部会を4つに集約している他、新規事業に関し

ては新たに委員やボランティアを募り、人材が確保でき

た場合に実施する方法をとっている。 

一方、B地区では地区内の大規模なイベントである収穫

感謝祭と体育大会で自治会から人材を出してもらうよう

要請することやシニア部の活動で各自治会に連絡員を二

人設けているが、それ以外は部会を中心に住民参加によ

って活動している。 

コミュニティ・ビジネス活動については、A地区はグル

ープ単位での活動で行う方がよいという意向を持ってい

る。一方、B地区では組織の設立を契機として特産品づく

りにも着手しており、各自治会で作付されていたこんに

ゃくの振興（集いの場での販売）につながっている。 

 

５．まとめと今後の課題 

本研究では地域自治組織におけるリーダーシップ機能

に担い手の観点から中山間地域の広域自治組織における

住民参加の特性を明らかにした。その結果、自治組織は

60代を中心にリーダー層が形成されているが、女性参加

や既存の自治会などの組織との協力関係のもとに成立し

ている。特に、中山間部の B 地区では女性のリーダー層

が多くみられる他、課題解決機能と集団維持機能は同じ

人材が担っている。一方、市街地の A 地区では女性の参

加は少なく、課題解決機能に関しては部長が担い、集団

維持機能に関しては自治会長が担う形態になっている。

また、部会を集約して活動を継続している。このように、

地域自治組織における住民参加の形態は異なることから、

立地条件を考慮して自治活動の評価や支援方法を検討し

ていく必要があろう。 

今後は、個々の住民がリーダーシップを発揮するため

の効果的なマネジメントの方法について検討していくこ

とが課題である。 
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【問題】	 

1 問題意識と先行研究レビュー	 

	 雇用の多様化が進む中で、離職者の研究の必要性が

高まっている。とりわけ、再就業を成功させた女性が、

離職中に生涯学習の場や NPO 活動を通じ、地域活動に

参加していた例などが注目されており(羽田野,2007)、

地域の学びの場が、地域活動や就業につながることが

示唆されている(広岡,2013)。また、女性が離職期間に

地域での活動や人的ネットワークの形成をとおして、

自信を高め肯定的に受け止めていた事例が報告されて

いる(羽田野,2007;広岡,2013;片岡・石山,2015)	 。こ

のように生涯学習の場や人的ネットワークは地域のコ

ミュニティとして存在している場合が多い(石山,201

4)。また、中塚（2008）、引地・青木・大淵（2009）

では、地域での行動が地域への一体感や愛着をあらわ

す地域コミットメントを高めていた。 

今後研究対象として注目される離職者の地域での

様々な行動が観察される一方、全般的に地域行動は地

域コミットメントを高めている。そこで本研究では離

職者の行動が地域行動と地域コミットメントにどのよ

うな影響を与えるのかについて明らかにすることを目

的とする。 

2 分析モデルの設定と仮説	 

	 本研究では、先行研究に基づき図 1の分析モデルを

構成し、仮説を検証する。離職時の意識と行動の要因

として先行研究から「離職中学習」と「離職有益感」

を取り上げる。まず、羽田野(2007)、広岡(2013)では、

離職中に地域での学習やキャリア形成をしていること、

および離職中の地域での経験が自信を高め肯定的に受

け止められていることが示唆されたため、「離職中学習」

と「離職有益感」を取り上げる。また、「離職中学習」

と「離職有益感」はいずれも地域での行動に寄与して

おり地域行動を促進すると考えられる。 

	 次に、地域行動と地域コミットメントの関係につい

て取り上げる。イベントや祭りなど地域の活動に積極

的に参加することは地域コミットメントの高まりに関

係していた(中塚,2008;引地・青木・大淵,2009)。	 

	 そこで、本研究では結果変数として地域コミットメ

ント（柴田・板倉・関・真鍋,2005;中塚,2008）を設定

し、離職者の意識と行動が地域での行動を経由して地

域コミットメントにどのような影響を与えるのか明ら

かにする。地域コミットメントは、組織行動において組

織と個人との関係を中心に多くの研究蓄積がある組織

コミットメントの知見や分析手法を、地域におきかえ

援用している概念であって地域活性化に寄与すること

が確認されており（柴田・板倉・関・真鍋,2005;中塚,

2008）、結果変数として設定することは妥当であると考

えられる。	 

	 以上のことから、離職時の意識と行動が地域行動を

促進し、地域行動が地域コミットメントを促進すると

考えられることから、以下の分析モデルを設定した。 

 

図 1. 本研究の分析モデル 

	 分析モデルに基づき具体的に 3つの仮説を設定した。	 

仮説 1：離職時の学習や有益感が地域行動に正の影響

を及ぼす。	 

仮説 2：離職時の学習や有益感は地域行動を通して、

地域コミットメントに正の影響を及ぼす。	 

仮説 3：離職時の学習や有益感の程度によって特徴が
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4.2 組織の活動における住民参加の特徴 

 地域自治組織の活動においては、ある程度既存の自治

会長が連絡や人集めなどで重要な役割を担っている。A

地区では、とんど祭り、盆踊り大会、地区全体のイベン

ト、人権学習などで自治会から人材を出してもらうよう

に要請している。A地区ではまた、事業数の多さなどから

9つあった部会を4つに集約している他、新規事業に関し

ては新たに委員やボランティアを募り、人材が確保でき

た場合に実施する方法をとっている。 

一方、B地区では地区内の大規模なイベントである収穫

感謝祭と体育大会で自治会から人材を出してもらうよう

要請することやシニア部の活動で各自治会に連絡員を二

人設けているが、それ以外は部会を中心に住民参加によ

って活動している。 

コミュニティ・ビジネス活動については、A地区はグル

ープ単位での活動で行う方がよいという意向を持ってい

る。一方、B地区では組織の設立を契機として特産品づく

りにも着手しており、各自治会で作付されていたこんに

ゃくの振興（集いの場での販売）につながっている。 

 

５．まとめと今後の課題 

本研究では地域自治組織におけるリーダーシップ機能

に担い手の観点から中山間地域の広域自治組織における

住民参加の特性を明らかにした。その結果、自治組織は

60代を中心にリーダー層が形成されているが、女性参加

や既存の自治会などの組織との協力関係のもとに成立し

ている。特に、中山間部の B 地区では女性のリーダー層

が多くみられる他、課題解決機能と集団維持機能は同じ

人材が担っている。一方、市街地の A 地区では女性の参

加は少なく、課題解決機能に関しては部長が担い、集団

維持機能に関しては自治会長が担う形態になっている。

また、部会を集約して活動を継続している。このように、

地域自治組織における住民参加の形態は異なることから、

立地条件を考慮して自治活動の評価や支援方法を検討し

ていく必要があろう。 

今後は、個々の住民がリーダーシップを発揮するため

の効果的なマネジメントの方法について検討していくこ

とが課題である。 
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のように生涯学習の場や人的ネットワークは地域のコ
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職者の行動が地域行動と地域コミットメントにどのよ

うな影響を与えるのかについて明らかにすることを目

的とする。 
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	 本研究では、先行研究に基づき図 1の分析モデルを

構成し、仮説を検証する。離職時の意識と行動の要因

として先行研究から「離職中学習」と「離職有益感」

を取り上げる。まず、羽田野(2007)、広岡(2013)では、

離職中に地域での学習やキャリア形成をしていること、

および離職中の地域での経験が自信を高め肯定的に受

け止められていることが示唆されたため、「離職中学習」

と「離職有益感」を取り上げる。また、「離職中学習」

と「離職有益感」はいずれも地域での行動に寄与して

おり地域行動を促進すると考えられる。 

	 次に、地域行動と地域コミットメントの関係につい

て取り上げる。イベントや祭りなど地域の活動に積極

的に参加することは地域コミットメントの高まりに関

係していた(中塚,2008;引地・青木・大淵,2009)。	 

	 そこで、本研究では結果変数として地域コミットメ

ント（柴田・板倉・関・真鍋,2005;中塚,2008）を設定

し、離職者の意識と行動が地域での行動を経由して地

域コミットメントにどのような影響を与えるのか明ら

かにする。地域コミットメントは、組織行動において組

織と個人との関係を中心に多くの研究蓄積がある組織

コミットメントの知見や分析手法を、地域におきかえ

援用している概念であって地域活性化に寄与すること

が確認されており（柴田・板倉・関・真鍋,2005;中塚,

2008）、結果変数として設定することは妥当であると考

えられる。	 

	 以上のことから、離職時の意識と行動が地域行動を

促進し、地域行動が地域コミットメントを促進すると

考えられることから、以下の分析モデルを設定した。 

 

図 1. 本研究の分析モデル 

	 分析モデルに基づき具体的に 3つの仮説を設定した。	 

仮説 1：離職時の学習や有益感が地域行動に正の影響

を及ぼす。	 

仮説 2：離職時の学習や有益感は地域行動を通して、

地域コミットメントに正の影響を及ぼす。	 

仮説 3：離職時の学習や有益感の程度によって特徴が
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異なるグループに分かれる。	 

	 なお、仮説 3 については、羽田野(2007)、広岡(2013)

から、離職中の学習やキャリア形成、その経験に対す

る有益感については離職者によって差があると考えら

れることから設定した。	 

【調査方法】	 

	 2014 年 10 月 21 日から 10 月 22 日にかけて、全国の

20 代から 60 代の男女の被雇用者に対し、株式会社マ

クロミルを通じて Web による質問紙調査を行った。回

答は無記名で行われた。回答者は 515名、男性 252名、

女性 263名であった。離職期間経験者は 241名であり

男性 102名、女性 139名であった。 

	 質問紙については、「離職時の意識と行動」は羽田野

(2007)、広岡(2013)の先行研究に基づき設定した。「地

域行動」は中川(2014)、石山(2014)に基づき設定した。

「地域コミットメント」は柴田・板倉・関・真鍋(2005)

に基づき設定した。評定方法は 2件法と 5件法で行い、

5件法の回答方法は「まったく当てはまらない」「あま

り当てはまらない」「どちらでもない」「やや当てはま

る」「よく当てはまる」で行った。 

【結果】	 	 

	 尺度を構成するために、3 つの項目群ごとに因子分

析(主因子法・Promax回転)を実施した。	 

	 まず、離職時の意識と行動に関して想定した項目に

ついて主因子法、Promax回転により因子分析を行い、

最終的に 2因子解を採択した。Promax回転後の最終

的な因子パターンと因子間相関を表 1に示す。第 1因

子は「離職中学習」と名付けた。「離職期間中、スキル・

能力開発のために自己投資をしていた」「離職期間中、

将来の仕事やキャリアの目標をもち、そのために行動

していた」の 2項目で構成されていた。第 2因子は「離

職有益感」と名付けた。「離職期間を経験して良かった」

「離職期間は有益だった」の 2項目で構成されていた。	 

	 次に、地域行動について想定した質問項目について

同様に因子分析を行った。第 1因子は「地域活動」と

名付けた。「社会に参画できている」「地域活性化を促

す活動に賛同する」など 7項目で構成されていた。第

2因子は「近所との交流」と名付けた。「ご近所と親し

く交流している」「悩み事があるときに相談する相手が

近所にいる」など 4項目で構成されていた。第 3因子

は「地域定着」と名付けた。「現在の地域にかなり長く

住んでいる」「現在の地域にかなり長く勤めている」な

ど 3項目で構成されていた。 

	 最後に、地域コミットメントについて想定した質問

項目について同様に因子分析を行った。第 1因子は「地

域への情緒的関与」と名付けた。「私は地域に愛着を持

っている」「私はこの地域に所属していることを意識し

ている」など 5項目で構成されていた。第 2因子は「地

域への規範的関与」と名付けた。「地域の人々に恩義を

感じているので、今すぐこの地域を去らない」「現在の

地域で仕事を続ける義務がある」など 6項目で構成さ

れていた。第 3因子は「地域との一体化」と名付けた。

「この地域を離れることは、たとえ離れたくても困難

である」「この地域を離れるということは、ほとんど考

えられない」など 3項目で構成されていた。 

	 以上の変数の尺度得点の平均値、標準偏差、信頼性

係数、相関を表 1に示す。 
表 1:離職時の意識と行動、地域行動、  

地域コミットメントの変数間の関係  

 
	 次に回答者に離職期間がある場合と離職期間がない

場合で地域行動や地域コミットメントに違いがあるの

か検証するために、t 検定を行った。結果を表 2 に示

す。t 検定の結果、地域行動を構成する「地域活動」、

「近所との交流」、地域コミットメント構成する「地域

への規範的関与」で離職期間なしが有意に高い得点を

示した。つまり離職者全体では地域行動と地域コミッ

トメントの得点が低い傾向を示すことが示唆されたこ

とになる。そこで、離職者の中でも「離職中学習」を

行い「離職有益感」を有する者の地域行動と地域コミ

ットメントとの関係をさらに詳細に分析することとし

た。 
表 2:離職期間ありと離職期間なしの t検定の結果  

	 	  

	 まず離職時の意識と行動、地域行動、地域コミット

メントの因果モデルを検討した。分析モデルに基づき、

離職時の意識と行動を構成する「離職中学習」と「離

職有益感」を第 1段階、地域行動を構成する「地域活

動」「近所との交流」「地域定着」を第 2段階、地域コ

ミットメントを構成する「地域への情緒的関与」「地域

への規範的関与」「地域との一体化」を第 3 段階と想

定した。共分散構造分析は SPSSの Amos21.0で行っ

た。分析の結果を図 2に示す。適合度指標はGFI=.987 、

AGFI=. 957、RMSEA=. 022であり、十分な適合と考

えられる。離職時の意識と行動を構成する「離職中学

習」から地域行動を構成する「地域活動」と「近所と

の交流」に有意なパスが見いだされた。一方、「離職有

益感」から地域行動に対して有意なパスは見いだされ

なかった。したがって仮説 1「離職時の学習や有益感

が地域行動に正の影響を及ぼす」は部分的に支持され

た。次に離職時の意識と行動を構成する「離職中学習」

から地域行動を構成する要因である「地域活動」を介

して地域コミットメントを構成する「地域への情緒的

関与」と「地域への規範的関与」と「地域との一体化」

に有意なパスが見いだされた。また、「離職中学習」か

ら地域行動を構成する「近所との交流」を介して地域

コミットメントを構成する「地域への規範的関与」に

有意なパスが見いだされた。したがって、仮説 2「離

職時の学習や有益感は地域行動を通して、地域コミッ

トメントに正の影響を及ぼす。」は部分的に支持された。 

	 一方「離職中学習」から「地域との一体化」に有意

な負のパスが見いだされ、「離職中学習」から「地域行

動」を経由した場合と比べた総合効果も負であること

が見いだされた(-.08)。 

	 

図 2. 離職時の意識と行動,地域行動,  

地域コミットメントに関するモデル  

	 最後に離職時の意識と行動、地域行動、地域コミッ

トメント得点による分類を確認した。有効回答者をグ

ループ分けしそれぞれの特徴を探るために、「離職中学

習」、「離職有益感」の各尺度の得点を用いて、グルー

プ内平均連結法によるクラスタ分析を行った。その結

果 3つのクラスタを得た。第 1クラスタは 130人、第

2クラスタは 38人、第 3クラスタは 73人の有効回答

者が含まれていた。クラスタ別尺度得点の平均、標準

偏差および分散分析の結果を表 3に示す。 

	 第１クラスタは離職有益感、離職中学習がともに高

いと考えられるため、「有益高・学習高」群とした。第

2クラスタは離職有益感が高く、離職中学習が低いと

考えられるため「有益高・学習低」群とした。第 3ク

ラスタは離職有益感、離職中学習がともに低いと考え

られるため「有益低・学習低」群とし、3つのグルー

プに分かれた。したがって、仮説 3「離職時の学習や

有益感の程度によって特徴が異なるグループに分かれ

る」は支持された。 
表 3:離職中学習と離職有益感のクラスタ分析  

	 次にクラスタ別に各尺度の平均値の差の検定を行っ

た。結果を表 4に示す。「有益高・学習高」は地域行
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異なるグループに分かれる。	 

	 なお、仮説 3 については、羽田野(2007)、広岡(2013)

から、離職中の学習やキャリア形成、その経験に対す

る有益感については離職者によって差があると考えら

れることから設定した。	 

【調査方法】	 

	 2014 年 10 月 21 日から 10 月 22 日にかけて、全国の

20 代から 60 代の男女の被雇用者に対し、株式会社マ

クロミルを通じて Web による質問紙調査を行った。回

答は無記名で行われた。回答者は 515名、男性 252名、

女性 263名であった。離職期間経験者は 241名であり

男性 102名、女性 139名であった。 

	 質問紙については、「離職時の意識と行動」は羽田野

(2007)、広岡(2013)の先行研究に基づき設定した。「地

域行動」は中川(2014)、石山(2014)に基づき設定した。

「地域コミットメント」は柴田・板倉・関・真鍋(2005)

に基づき設定した。評定方法は 2件法と 5件法で行い、

5件法の回答方法は「まったく当てはまらない」「あま

り当てはまらない」「どちらでもない」「やや当てはま

る」「よく当てはまる」で行った。 

【結果】	 	 

	 尺度を構成するために、3 つの項目群ごとに因子分

析(主因子法・Promax回転)を実施した。	 

	 まず、離職時の意識と行動に関して想定した項目に

ついて主因子法、Promax回転により因子分析を行い、

最終的に 2因子解を採択した。Promax回転後の最終

的な因子パターンと因子間相関を表 1に示す。第 1因

子は「離職中学習」と名付けた。「離職期間中、スキル・

能力開発のために自己投資をしていた」「離職期間中、

将来の仕事やキャリアの目標をもち、そのために行動

していた」の 2項目で構成されていた。第 2因子は「離

職有益感」と名付けた。「離職期間を経験して良かった」

「離職期間は有益だった」の 2項目で構成されていた。	 

	 次に、地域行動について想定した質問項目について

同様に因子分析を行った。第 1因子は「地域活動」と

名付けた。「社会に参画できている」「地域活性化を促

す活動に賛同する」など 7項目で構成されていた。第

2因子は「近所との交流」と名付けた。「ご近所と親し

く交流している」「悩み事があるときに相談する相手が

近所にいる」など 4項目で構成されていた。第 3因子

は「地域定着」と名付けた。「現在の地域にかなり長く

住んでいる」「現在の地域にかなり長く勤めている」な

ど 3項目で構成されていた。 

	 最後に、地域コミットメントについて想定した質問

項目について同様に因子分析を行った。第 1因子は「地

域への情緒的関与」と名付けた。「私は地域に愛着を持

っている」「私はこの地域に所属していることを意識し

ている」など 5項目で構成されていた。第 2因子は「地

域への規範的関与」と名付けた。「地域の人々に恩義を

感じているので、今すぐこの地域を去らない」「現在の

地域で仕事を続ける義務がある」など 6項目で構成さ

れていた。第 3因子は「地域との一体化」と名付けた。

「この地域を離れることは、たとえ離れたくても困難

である」「この地域を離れるということは、ほとんど考

えられない」など 3項目で構成されていた。 

	 以上の変数の尺度得点の平均値、標準偏差、信頼性

係数、相関を表 1に示す。 
表 1:離職時の意識と行動、地域行動、  

地域コミットメントの変数間の関係  

 
	 次に回答者に離職期間がある場合と離職期間がない

場合で地域行動や地域コミットメントに違いがあるの

か検証するために、t 検定を行った。結果を表 2 に示

す。t 検定の結果、地域行動を構成する「地域活動」、

「近所との交流」、地域コミットメント構成する「地域

への規範的関与」で離職期間なしが有意に高い得点を

示した。つまり離職者全体では地域行動と地域コミッ

トメントの得点が低い傾向を示すことが示唆されたこ

とになる。そこで、離職者の中でも「離職中学習」を

行い「離職有益感」を有する者の地域行動と地域コミ

ットメントとの関係をさらに詳細に分析することとし

た。 
表 2:離職期間ありと離職期間なしの t検定の結果  

	 	  

	 まず離職時の意識と行動、地域行動、地域コミット

メントの因果モデルを検討した。分析モデルに基づき、

離職時の意識と行動を構成する「離職中学習」と「離

職有益感」を第 1段階、地域行動を構成する「地域活

動」「近所との交流」「地域定着」を第 2段階、地域コ

ミットメントを構成する「地域への情緒的関与」「地域

への規範的関与」「地域との一体化」を第 3 段階と想

定した。共分散構造分析は SPSSの Amos21.0で行っ

た。分析の結果を図 2に示す。適合度指標はGFI=.987 、

AGFI=. 957、RMSEA=. 022であり、十分な適合と考

えられる。離職時の意識と行動を構成する「離職中学

習」から地域行動を構成する「地域活動」と「近所と

の交流」に有意なパスが見いだされた。一方、「離職有

益感」から地域行動に対して有意なパスは見いだされ

なかった。したがって仮説 1「離職時の学習や有益感

が地域行動に正の影響を及ぼす」は部分的に支持され

た。次に離職時の意識と行動を構成する「離職中学習」

から地域行動を構成する要因である「地域活動」を介

して地域コミットメントを構成する「地域への情緒的

関与」と「地域への規範的関与」と「地域との一体化」

に有意なパスが見いだされた。また、「離職中学習」か

ら地域行動を構成する「近所との交流」を介して地域

コミットメントを構成する「地域への規範的関与」に

有意なパスが見いだされた。したがって、仮説 2「離

職時の学習や有益感は地域行動を通して、地域コミッ

トメントに正の影響を及ぼす。」は部分的に支持された。 

	 一方「離職中学習」から「地域との一体化」に有意

な負のパスが見いだされ、「離職中学習」から「地域行

動」を経由した場合と比べた総合効果も負であること

が見いだされた(-.08)。 

	 

図 2. 離職時の意識と行動,地域行動,  

地域コミットメントに関するモデル  

	 最後に離職時の意識と行動、地域行動、地域コミッ

トメント得点による分類を確認した。有効回答者をグ

ループ分けしそれぞれの特徴を探るために、「離職中学

習」、「離職有益感」の各尺度の得点を用いて、グルー

プ内平均連結法によるクラスタ分析を行った。その結

果 3つのクラスタを得た。第 1クラスタは 130人、第

2クラスタは 38人、第 3クラスタは 73人の有効回答

者が含まれていた。クラスタ別尺度得点の平均、標準

偏差および分散分析の結果を表 3に示す。 

	 第１クラスタは離職有益感、離職中学習がともに高

いと考えられるため、「有益高・学習高」群とした。第

2クラスタは離職有益感が高く、離職中学習が低いと

考えられるため「有益高・学習低」群とした。第 3ク

ラスタは離職有益感、離職中学習がともに低いと考え

られるため「有益低・学習低」群とし、3つのグルー

プに分かれた。したがって、仮説 3「離職時の学習や

有益感の程度によって特徴が異なるグループに分かれ

る」は支持された。 
表 3:離職中学習と離職有益感のクラスタ分析  

	 次にクラスタ別に各尺度の平均値の差の検定を行っ

た。結果を表 4に示す。「有益高・学習高」は地域行
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動を構成する「地域活動」、「近所との交流」、地域コミ

ットメントを構成する「地域への規範的関与」で有意

に高い得点を示した。なお、「有益高・学習低」と「有

益低・学習低」のプロフィールに顕著な差は見られな

かった。 

表 4:地域行動と地域コミットメントのクラスタ分析 

	 

【考察】 

	 分析モデルに基づく調査で「離職中学習」は地域行

動を通して地域コミットメントを高めていることがわ

かり、クラスタ分析でも離職有益感が高くかつ離職中

学習が高いグループが地域行動、地域コミットメント

ともに高まっていることがわかった。つまり離職中に

スキルや能力開発のために自己投資を行い、将来の仕

事やキャリアの目標に基づき行動することが地域行動

につながり、その地域行動によって地域への愛着や規

範が高まることが明らかになった。したがって離職中

の学習は、地域コミットメントが高まるために重要な

要因であることが明らかになった。	 

	 しかし地域コミットメントを構成する要因である

「地域への一体化」は「離職中学習」から負のパスが

見いだされた。「地域への一体化」は、地域から離れら

れないという心理的特徴を意味する。他方、「離職中学

習」は自らの能力を高める行動であるため、他地域で

も活動できるという自信を高める効果があると考えら

れる。そのため、「離職中学習」は「地域への一体化」

に負の影響をもたらしたと考えることができる。地域

コミットメントは愛着、規範、一体化という 3次元か

ら構成されていたわけだが、その性質の差異によって

影響を与える要因にも差異があることが明らかになっ

た。 

	 したがって本研究では、地域の担い手として離職者

の学習を通した地域行動に着目する意義を明らかにし、

地域コミットメントの下位次元の差異と離職時の意識

と行動の関係性を明らかにすることができたと言える。 

	 他方、「離職有益感」は地域とのつながりが見いだせ

ず、クラスタ分析では有益感が高くても学習を伴わな

ければ、地域行動、地域コミットメントともに高くな

っていなかった。つまり、離職時の経験が有益だと感

じても、地域行動および地域コミットメントとの関連

性は低いことになる。本研究では、離職中の学習を伴

わない離職有益感はどのような要因に起因するもので

あるかについては明らかにできていない。しかし、離

職中の学習を伴わない離職有益感を有するクラスタが

存在することを考えると、今後の課題として地域とは

別の観点で離職有益感の詳細を解明する必要があろう。	 
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【背景・問題・目的】 
「まち・ひと・しごと創生法案」と「地域再生法の一

部を改正する法律案」の成立に伴い、我が国において自

治体主導で行われる地域活性化への注目が高まっている。

この地域活性化については、近年、ソーシャルイノベー

ション（SI）論に基づく研究が蓄積されてきた。しかし、
そこで議論される地方自治体の役割はイノベーションを

生み出す事業主体に対して法制化や許認可による正当化

か、助成金等の資源や事業委託という形で事業機会を提

供する役割を持つ主体として分析されてきた（e.g., 
Goldsmith,2010）。確かに、SI の実現において、既存研
究がいうところの行政の役割は重要である。しかし、SI
が、通常のイノベーションとは異なり、社会そのものに

影響を与える変革と捉えるものであるなら（e.g., Dees et 
al., 1998）、その担い手の範疇には行政組織も含まれる
（e.g., Drucker,1985）。そこで本報告では、先行研究が
与えた固定化された行政の役割に対して地方自治体を変

革主体とした地域活性化事例を分析したい。 
まず、本報告では先行研究における地方自治体の役割

についてレビューする。特に、近年注目されるSIプロセ
スモデル（e.g., 谷本,2006）において地方自治体はSIの
主体となりうることが指摘されつつも、その分析におい

てはイノベーションの創出のための事業機会の提供や、

普及のための正統性の担保として固定化されている。そ

の先行研究の持つ理論的課題に対して、地方自治体を変

革の主体とする新たな分析枠組みを提示する。続く 3節
において、提示した分析枠組みを経験的に証明すべく、

島根県隠岐郡海士町の事例を考察する。最後に 4節で、
事例から導き出された発見事実から導かれる、理論的・

実践的含意を考察する。 
 

【研究方法・研究内容】 

先行研究の再考とフィールド調査による事例分析を中

心に研究を実施した。フィールド調査は、2014年 8月～

2015年 8月にわたり、海士町役場に勤務する職員 2名へ

の聞き取り調査及び海士町での起業家への聞き取り調査

を実施した。加えて、首都大学東京公共アクションリサ

ーチの報告講演における海士町長の講演の際に、山内町

長に事実確認の聞き取り調査を実施した。 

 

【先行研究のレビュー】 

地域活性化研究は、「地域に属する人々の間に新しい秩

序や関係性をつくり出し、社会変革を推進すること」に

注目する研究領域である（野中・廣瀬・平田, 2014,p.49）。
近年、この研究領域の分析枠組みとして、SIプロセスモ
デルが用いられている（e.g., 谷本,2009; Mulgan,2006）。
SIプロセスモデルは、社会的課題の解決を目指して、既
存の地域社会に存在する資源を基盤に事業を立ち上げる

過程を、多様なステイクホルダーの関係性に焦点を当て

分析する（谷本, 2009,p.34）。例えば、谷本・大室・大平・
土肥・古村（2013）は、我が国における地域活性化事例
を、SIプロセスの創出と普及の二段階に分けて分析して
いる。そこでは、創出プロセスが①社会的課題の認知、

②ソーシャル・ビジネスの開発、普及プロセスが、③市

場社会からの支持、④SIの普及として説明する。 
 このSIプロセスモデルにおいて、地方自治体は重要な
アクターであるとはされている反面、事例分析における

記述において、その役割は行政として、固定化された議

論となっている。第一に正当化の源泉としての役割であ

る。普及のプロセスにおいて行政は、お墨付きを与え、

制度化・法制化することで社会的事業が価値あるもので

あることを証明する役割を担う（大室, 2010）。第二に、
資源提供者としての役割である。行政は、社会企業家が

ビジネスを始めるにあたって、補助金や助成金を提供す

ることで社会的課題の解決の一翼を担う（関谷・大

石,2014）。そして、第三に、事業機会の提供という役割
である。これには二つの側面があるが、一つは、そもそ

も行政の提供するサービスには限界や課題があるため、

社会企業家がビジネスを通じた課題解決の機会を見出す

という議論と（土肥,2009）、行政が補助金制度や社会企
業家が生まれることを積極的に支援する政策を掲げてい

るために、そこから利益を得ようとして企業家が生まれ

るという議論である（e.g., Jaffe, Adam and Palmer, 
1997; 高橋, 2012）。この様に、SIプロセスモデルにおけ
る地方自治体の役割は、社会企業家が変革の主体や市場

性の表象として固定化されているのと同様に（e.g., 渡
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動を構成する「地域活動」、「近所との交流」、地域コミ

ットメントを構成する「地域への規範的関与」で有意

に高い得点を示した。なお、「有益高・学習低」と「有

益低・学習低」のプロフィールに顕著な差は見られな

かった。 
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スキルや能力開発のために自己投資を行い、将来の仕

事やキャリアの目標に基づき行動することが地域行動

につながり、その地域行動によって地域への愛着や規

範が高まることが明らかになった。したがって離職中

の学習は、地域コミットメントが高まるために重要な

要因であることが明らかになった。	 

	 しかし地域コミットメントを構成する要因である

「地域への一体化」は「離職中学習」から負のパスが

見いだされた。「地域への一体化」は、地域から離れら

れないという心理的特徴を意味する。他方、「離職中学

習」は自らの能力を高める行動であるため、他地域で

も活動できるという自信を高める効果があると考えら

れる。そのため、「離職中学習」は「地域への一体化」

に負の影響をもたらしたと考えることができる。地域

コミットメントは愛着、規範、一体化という 3次元か

ら構成されていたわけだが、その性質の差異によって

影響を与える要因にも差異があることが明らかになっ

た。 

	 したがって本研究では、地域の担い手として離職者

の学習を通した地域行動に着目する意義を明らかにし、

地域コミットメントの下位次元の差異と離職時の意識

と行動の関係性を明らかにすることができたと言える。 

	 他方、「離職有益感」は地域とのつながりが見いだせ

ず、クラスタ分析では有益感が高くても学習を伴わな

ければ、地域行動、地域コミットメントともに高くな

っていなかった。つまり、離職時の経験が有益だと感

じても、地域行動および地域コミットメントとの関連

性は低いことになる。本研究では、離職中の学習を伴

わない離職有益感はどのような要因に起因するもので

あるかについては明らかにできていない。しかし、離

職中の学習を伴わない離職有益感を有するクラスタが

存在することを考えると、今後の課題として地域とは

別の観点で離職有益感の詳細を解明する必要があろう。	 
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「まち・ひと・しごと創生法案」と「地域再生法の一

部を改正する法律案」の成立に伴い、我が国において自

治体主導で行われる地域活性化への注目が高まっている。

この地域活性化については、近年、ソーシャルイノベー

ション（SI）論に基づく研究が蓄積されてきた。しかし、
そこで議論される地方自治体の役割はイノベーションを

生み出す事業主体に対して法制化や許認可による正当化

か、助成金等の資源や事業委託という形で事業機会を提

供する役割を持つ主体として分析されてきた（e.g., 
Goldsmith,2010）。確かに、SI の実現において、既存研
究がいうところの行政の役割は重要である。しかし、SI
が、通常のイノベーションとは異なり、社会そのものに

影響を与える変革と捉えるものであるなら（e.g., Dees et 
al., 1998）、その担い手の範疇には行政組織も含まれる
（e.g., Drucker,1985）。そこで本報告では、先行研究が
与えた固定化された行政の役割に対して地方自治体を変

革主体とした地域活性化事例を分析したい。 
まず、本報告では先行研究における地方自治体の役割

についてレビューする。特に、近年注目されるSIプロセ
スモデル（e.g., 谷本,2006）において地方自治体はSIの
主体となりうることが指摘されつつも、その分析におい

てはイノベーションの創出のための事業機会の提供や、

普及のための正統性の担保として固定化されている。そ

の先行研究の持つ理論的課題に対して、地方自治体を変

革の主体とする新たな分析枠組みを提示する。続く 3節
において、提示した分析枠組みを経験的に証明すべく、

島根県隠岐郡海士町の事例を考察する。最後に 4節で、
事例から導き出された発見事実から導かれる、理論的・

実践的含意を考察する。 
 

【研究方法・研究内容】 

先行研究の再考とフィールド調査による事例分析を中

心に研究を実施した。フィールド調査は、2014年 8月～

2015年 8月にわたり、海士町役場に勤務する職員 2名へ

の聞き取り調査及び海士町での起業家への聞き取り調査

を実施した。加えて、首都大学東京公共アクションリサ

ーチの報告講演における海士町長の講演の際に、山内町

長に事実確認の聞き取り調査を実施した。 

 

【先行研究のレビュー】 

地域活性化研究は、「地域に属する人々の間に新しい秩

序や関係性をつくり出し、社会変革を推進すること」に

注目する研究領域である（野中・廣瀬・平田, 2014,p.49）。
近年、この研究領域の分析枠組みとして、SIプロセスモ
デルが用いられている（e.g., 谷本,2009; Mulgan,2006）。
SIプロセスモデルは、社会的課題の解決を目指して、既
存の地域社会に存在する資源を基盤に事業を立ち上げる

過程を、多様なステイクホルダーの関係性に焦点を当て

分析する（谷本, 2009,p.34）。例えば、谷本・大室・大平・
土肥・古村（2013）は、我が国における地域活性化事例
を、SIプロセスの創出と普及の二段階に分けて分析して
いる。そこでは、創出プロセスが①社会的課題の認知、

②ソーシャル・ビジネスの開発、普及プロセスが、③市

場社会からの支持、④SIの普及として説明する。 
 このSIプロセスモデルにおいて、地方自治体は重要な
アクターであるとはされている反面、事例分析における

記述において、その役割は行政として、固定化された議

論となっている。第一に正当化の源泉としての役割であ

る。普及のプロセスにおいて行政は、お墨付きを与え、

制度化・法制化することで社会的事業が価値あるもので

あることを証明する役割を担う（大室, 2010）。第二に、
資源提供者としての役割である。行政は、社会企業家が

ビジネスを始めるにあたって、補助金や助成金を提供す

ることで社会的課題の解決の一翼を担う（関谷・大

石,2014）。そして、第三に、事業機会の提供という役割
である。これには二つの側面があるが、一つは、そもそ

も行政の提供するサービスには限界や課題があるため、

社会企業家がビジネスを通じた課題解決の機会を見出す

という議論と（土肥,2009）、行政が補助金制度や社会企
業家が生まれることを積極的に支援する政策を掲げてい

るために、そこから利益を得ようとして企業家が生まれ

るという議論である（e.g., Jaffe, Adam and Palmer, 
1997; 高橋, 2012）。この様に、SIプロセスモデルにおけ
る地方自治体の役割は、社会企業家が変革の主体や市場

性の表象として固定化されているのと同様に（e.g., 渡
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辺・露木,2009）、正当化の源泉、資源の提供者、事業機
会の提供者たる行政として固定化されてきた。この前提

をもとに事例分析が行われた結果、地方自治体は地域活

性化の背景として描かれてきた。これは、正当化の源泉

であり、資源と事業機会を提供する行政という役割概念

を、地方自治体と同一視する錯誤から生まれた理論的課

題であると考えられる。むしろ、地方自治体は、法制度

の整備や制度設計により、地域内外の資源を新結合し地

域活性化を強力に推進し得る、強力な変革主体として分

析可能なのではないだろうか。 
 それでは、行政という役割概念の制約を超え、地方自

治体を変革の遂行主体として地域活性化を捉えるために

は、どのような分析視角が必要なのであろうか。本報告

では、SIプロセスモデルの持つ含意を捉え直すことで、
本論文の分析視角を導出していきたい。まず、SIプロセ
スモデルにおける創出プロセスにおいて注目すべきは、

ソーシャル・ビジネスの契機となる社会的課題の認知で

ある。社会企業家は、様々な社会問題に変革への動機を

獲得し、自らが動員可能な資源を利用した事業を開発す

ることで、社会問題の解決を図る。地方自治体もまた、

地方自治を取り巻く制度的環境の下で構造的不公平に晒

されている。それ故に地方自治体は地域活性化のために、

自らの裁量で動員可能な資源を用いた事業を構想し実行

すると考えられる。 
 次に普及プロセスについて、先行研究ではSIの普及を
市場からの支持と行政による正当化として捉えられてき

た。これは、非市場領域と市場領域の二分法の下で、社

会的事業の存続が市場と非市場双方からの承認を必要と

するという、認識前提に基づいている。地方自治体によ

る地域活性化においてこのプロセスは、制度設計に呼応

して生じる多様な事業を、議会での承認や条例の制定と

いった、正当化する局面として生じる。地方自治体を変

革の遂行主体とした地域活性化は、以下のように分析さ

れると考えられる（図1）。  
第一に、自治体そのものが社会的課題解決のための事

業を想起する。そこでは地域内に根付いた関係的ルール

に対峙することで、ルールが生み出す社会的課題と、そ

の解決のために利用可能な資源を発見し、その新たな利

用方法という形で新規事業に気付く。第二に、「新しい価

値」を提示することにより、地域内で資源を有する既得

権益者や地域内の利害関係者を説得・強制するためのア

リーナの構築を行う。第三に、③新規事業に必要な資源

を獲得するために、個々の利害に合わせた説得や強制を

行う形で、新たな関係的なルールを取り結ぶ、利害の結

び直しを行う（木村,2015）。 
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1 三位一体の改革による海士町の危機 
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ある。周囲は対馬海流に囲まれた好漁場であり、離島で

ありながら水源を持つため農業も可能な、1950年には人
口6986人にまで達した、豊かな島であった。しかし、高
度経済成長に伴い島民は職を求めて若者が島外に流出し、

少子化、過疎化、高齢化が進んでいった。これに追い打

ちをかけたのが、小泉政権における「三位一体の改革」
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対して、海士町は基金を取り崩すことで対応したが、1994
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基金の減少から、財政再建団体に転落するのは時間の問

題であった。 
この財政危機に際して、海士町は山内町長による指揮
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コストカットである。山内町長は、着任するとすぐさま

自身の給与の大幅カットを表明した。首長が町の方針を

自ら示すことにより、管理職、一般職員、町議会議員、
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助役・議員・教育委員が40%、職員が16〜30%という大
幅カットが実施された。この動きに呼応して、島の住人

も自主的に各種公共料金の値上げや補助金の減額ないし

撤廃を申し入れた。これらのコストカットによる財政再

建策によって、2004年度に4億円にまで減少していた基
金は、2009年度には8億3千万円にまで増加することと
なる。しかし、このような緊縮財政は、直近の財政破綻

の危機を回避する際には効果的ではあるが、中長期的に

は公共事業に依存してきた島の経済基盤を破壊すること

を意味し、島の衰退を早めてしまう可能性を有する。こ

の財政再建から得られた資金を如何に活用するのかが重

要となった。 

 
2 島の資源を活用するための事業構想と制度整備 

 しかしながら海士町は、人口も土地も少ないため、他

の地方自治体が行うような工場誘致を行うことは難しい。

更に、海士町のような離島地域は、地域内で雇用を確保

できるだけの内需を持つことも不可能に近い。それ故、
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センターの設立によって、これまで境港で買いたたかれ

てきた岩ガキを、より単価の高い築地市場に出荷するが

可能となった。築地市場への販路開拓は、Iターンで海士
町に定住した大脇安則氏大脇氏を中心に設立された海士

いわがき生産株式会社によって、「春香」ブランドでの出

荷が開始された。大消費地への出荷にあたって、より利

益率の高い飲食店からの直接受注を強化するとともに、

食の安全性を担保するトレーサビリティーの徹底と、

2010年には生産工程管理基準・安全強化基準の取得を行
うことで顧客からの信頼を確立していき、「春香」は首都

圏のオイスターバーにおいて 7割のシェアを持つまでに
成長した。現在、15名の漁業者が岩ガキ養殖に取り組み、
年間約50万個の出荷体制を整えるまでに成長している。 
 

3 島外人材獲得によって可能となる事業推進 

 株式会社ふるさと海士および海士いわがき生産株式会

社は、島内の既存資源を大消費地に結合させるための新

技術を、新山村振興等農林特別対策事業という省庁レベ

ルの助成金を利用することで可能となった。島内資源を

大消費地と結合して外需を獲得する際に課題となるのは、

それを可能とする人材を確保することであった。高齢化

と過疎化が進む海士町において、それぞれに生業を営む

島民が自発的に島おこしの事業に参加することは難しい。

それ故に、人材も島外から獲得する必要に迫られた。 
 そこで海士町は、「海士町商品開発研修制度」を策定し、

県外人材の受け入れを図る。研修生は海士町役場の臨時

職員として雇用され、月15万円の給与と、町営住宅（家
賃 2万円／月）が提供される。期間は 1年間で、毎年 2
〜3名を受け入れ、島の資源を利用した商品開発や観光サ
ービスの開発に従事する。この制度は「さざえカレー」

や「ふくぎ茶」といったヒット商品を生み出しただけで

なく、研修生がその後に海士町に定住するという成果を

生み出した。更に海士町は、島おこしを担当する部署と

して「地産地商課」、「産業創出課」、「交流促進課」を設

立する。この新設三課は、それぞれに第一次産業支援（地

産地商課）、新規事業支援（産業創出課）、観光支援（交

流促進課）を目的として設立されると共に、移住希望者

や観光客から外需を生み出す可能性を有する人材の発見、

確保、支援を連携して行う機能を有している（通称、海

士町の蟻地獄）。例えば、海士町での研修事業を請け負う

株式会社巡りの環（2006年1月設立）や乾燥海鼠の製造
と海外への販売を担う株式会社たじまや（2007年6月設
立）は、交流促進課を通じて定住希望やゼミ合宿で訪れ

た人物が島内での新規事業を見いだし、地産地商課や産

業創出課の支援を通じて設立された。 
 この、Iターン人材の活用に際して障壁となるのが、住
宅である。農漁村への I ターン希望者の増加に対して、
定住が進まない理由の一つが、地方には借家が少ないだ

けで無く、家屋の購買も難しく、住む場所が無いという

点にある。そこで海士町は、町営住宅の建設に併せて、

島外に移住した島民の持ち家を買い上げ、リフォームし
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に対峙することで、ルールが生み出す社会的課題と、そ

の解決のために利用可能な資源を発見し、その新たな利
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できるだけの内需を持つことも不可能に近い。それ故、

島の資源を利用して外需を発生させ、島内に環流させる

事業を構想する必要があった。 
 海士町が位置する隠岐諸島は、対馬海流に囲まれた好

漁場であり、近海でとれる白イカや岩ガキの産地として

知られている。白イカや岩ガキはともに、商品価値とキ

ロあたり単価の高い水産物である。他方で、海士町から

境港まで輸送するためには三時間を要するため、朝の競

りに間に合わない。逆に言えば、時間的制約を超えられ

れば外需を獲得できる。 
 この時間的制約をクリアする技術が、CAS（Cell Alive 
System）冷凍であった。この冷凍技術を用いれば、解凍
に際してドリップがほとんど流れ出ず、取れたての鮮度

を保ったまま出荷することが可能になる。そこで海士町

は農林水産省が管轄する新山村振興等農林特別対策事業

から助成（4億円）を受け CAS凍結センターを設置し、
海士町が 90%を出資する第三セクターとして株式会社ふ
るさと海士を設立（2005年 3月）した。このCAS凍結
センターの設立によって、これまで境港で買いたたかれ

てきた岩ガキを、より単価の高い築地市場に出荷するが

可能となった。築地市場への販路開拓は、Iターンで海士
町に定住した大脇安則氏大脇氏を中心に設立された海士

いわがき生産株式会社によって、「春香」ブランドでの出

荷が開始された。大消費地への出荷にあたって、より利

益率の高い飲食店からの直接受注を強化するとともに、

食の安全性を担保するトレーサビリティーの徹底と、

2010年には生産工程管理基準・安全強化基準の取得を行
うことで顧客からの信頼を確立していき、「春香」は首都

圏のオイスターバーにおいて 7割のシェアを持つまでに
成長した。現在、15名の漁業者が岩ガキ養殖に取り組み、
年間約50万個の出荷体制を整えるまでに成長している。 
 

3 島外人材獲得によって可能となる事業推進 

 株式会社ふるさと海士および海士いわがき生産株式会

社は、島内の既存資源を大消費地に結合させるための新

技術を、新山村振興等農林特別対策事業という省庁レベ

ルの助成金を利用することで可能となった。島内資源を

大消費地と結合して外需を獲得する際に課題となるのは、

それを可能とする人材を確保することであった。高齢化

と過疎化が進む海士町において、それぞれに生業を営む

島民が自発的に島おこしの事業に参加することは難しい。

それ故に、人材も島外から獲得する必要に迫られた。 
 そこで海士町は、「海士町商品開発研修制度」を策定し、

県外人材の受け入れを図る。研修生は海士町役場の臨時

職員として雇用され、月15万円の給与と、町営住宅（家
賃 2万円／月）が提供される。期間は 1年間で、毎年 2
〜3名を受け入れ、島の資源を利用した商品開発や観光サ
ービスの開発に従事する。この制度は「さざえカレー」

や「ふくぎ茶」といったヒット商品を生み出しただけで

なく、研修生がその後に海士町に定住するという成果を

生み出した。更に海士町は、島おこしを担当する部署と

して「地産地商課」、「産業創出課」、「交流促進課」を設

立する。この新設三課は、それぞれに第一次産業支援（地

産地商課）、新規事業支援（産業創出課）、観光支援（交

流促進課）を目的として設立されると共に、移住希望者

や観光客から外需を生み出す可能性を有する人材の発見、

確保、支援を連携して行う機能を有している（通称、海

士町の蟻地獄）。例えば、海士町での研修事業を請け負う

株式会社巡りの環（2006年1月設立）や乾燥海鼠の製造
と海外への販売を担う株式会社たじまや（2007年6月設
立）は、交流促進課を通じて定住希望やゼミ合宿で訪れ

た人物が島内での新規事業を見いだし、地産地商課や産

業創出課の支援を通じて設立された。 
 この、Iターン人材の活用に際して障壁となるのが、住
宅である。農漁村への I ターン希望者の増加に対して、
定住が進まない理由の一つが、地方には借家が少ないだ

けで無く、家屋の購買も難しく、住む場所が無いという

点にある。そこで海士町は、町営住宅の建設に併せて、

島外に移住した島民の持ち家を買い上げ、リフォームし
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た後に、移住希望者に住宅として貸し出す事業を行った。

この町営住宅事業の原資は、総務省が管轄する元利償還

金の 70% の交付税措置が受けられる辺地債や過疎債に
よって賄われた（残り 30%の返済は、家賃によって賄わ
れるため、実質的には海士町の負担は無い）1。離島の過

疎地域に立地するが故に申請可能なこれらの地方債を利

用しつつ、島おこしに必要な人材獲得に必要な支援を行

っているのである。 
 
【考察・今後の展開】 

本報告の発見事実は、以下の二点に集約される。第一

に、地方自治体による地域活性化事業への動機と指向性

が、地理的・財政的制約によって方向付けられる点であ

る。海士町の場合、財政破綻が予想される離島地域であ

るが故に、インフラ投資や企業誘致といった地域開発の

一般的な手法を用いることが出来なかった。また、過疎

化と高齢化が進む地域であるが故に内需が少なく、住民

主導の商店街活性化という近年の手法を用いることも困

難であった。それ故に、島の資源を利用し、外需を獲得

するという方針が生まれ、株式会社ふるさと海士および

海士いわがき生産株式会社が設立された。更に、この外

需を生み出す人材を獲得する事業として町営住宅事業が

進められ、多数のヒット商品や新会社設立に繋がったの

である。 
 第二に、地方自治を担う地方自治体は単なる資源や事

業機会の提供者でも正当性の付与者でもなく、外部から

必要な資源を獲得する能力と権限を有する強力な主体で

ある。海士町は、新山村振興等農林特別対策事業や辺地

債・過疎債を利用し、町の実質的な負担を限りなく削減

しつつ、島おこしに必要な事業を構築していった。行政

組織は、市町村－県－国、各省庁の管轄などそれぞれに

職域と予算、権限を有する多様な制度当局の集合体であ

る。地方自治体は多様な制度当局の持つ職域と予算、権

限を鑑み、自らの地域活性化に結びつける計画を作成す

ることで、資源を獲得することが可能なのである。 
 これらの発見事実に基づいた時、地方自治体は民間に

は無い資源にアクセスしうる、強力な主体であり、地域

活性化を担う中心的なアクターとして捉え直す必要性が

あると考えられる。 

                                                   
【注】 
1 辺地債や過疎債で公共施設を建設した場合、その返済に際して国が地方
交付税を増額して地方自治体にお金を渡し、返済費用に加えることが可能で

ある。海士町の場合、乾燥海鼠の工場などもこれらの地方債を利用して建設

されている。 
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 タイトル：住民による地域づくり活動の必要要素と活動評価に関する研究 

原 直行（香川大学） 

Keyword： 地域づくり、地域コミュニティ協議会、住民評価 

 

【目的と背景】 
本研究の目的は、地域づくり活動について住民自身が何

が必要だと考え、現在の活動にどのような評価をしている

かを明らかにし、その評価をもたらしている要因を探ると

いうものである。 

近年、少子化・高齢化が進み、人口減少が深刻化してい

る全国各地において、様々な地域づくり活動が行われてい

る。また、地域づくりが活発な地域の調査により、そこに

共通している要素を見出す研究も出ている。（小田切[2009]、

小田切[2014]、大森ほか[2015]など）例えば小田切[2009]

は、全国の地域づくり先発事例の分析を通じて、地域づく

りの 3要素として、「暮らしのモノサシづくり」（地域アイ

デンティティの確立）、「参加の場づくり」（高齢男性層だけ

でなく、女性や若者、地域外からの支援も含めた総世代参

加）、「カネとその循環づくり」（経済活動）を挙げている。 

だが、既往の研究は依然として少数の成功事例の調査か

らその共通要素の抽出が中心であり、多数の成功していな

い事例では何が不足しているのか、また成功事例といわれ

る地域においても地域内における住民の評価の差異の要因

は何かについてなど不明な点が残されている。そこで本研

究では地域づくり活動が活発な地域とそうでない地域を含

む複数の地域への調査を通じて、地域づくり活動に必要な

要素、住民の活動への評価、その評価をもたらした要因を

明らかにする。 

 

【研究方法・研究内容】 

 本研究では、香川県 A市の 4つの地域コミュニティ協

議会を事例として、アンケート調査により地域づくり活

動に必要な要素、住民の活動への評価、その評価をもた

らした要因を明らかにする。 

 A 市は人口 3 万人程度の中山間地を含む瀬戸内海に面

した市で、中小企業の多い製造業と農業・漁業が中心で

あるが、近年人口減少の度合いが増している。A市では、

雇用の創出や職・住・生活環境の支援などの人口減少対

策に取り組んでいる。同時に、人口減少を見据えた持続

可能なまちづくりを行うため、地域コミュニティを中心

に地域の課題解決やまちづくり活動を展開することを最

重要施策の１つに位置付け、「地域活動を総合的かつ主体

的に担うことを目的とし、かつ、当該地域の住民、自治

会、各種団体、法人等により構成され、自律的な運営が

行われる団体」として地域コミュニティ協議会を市内各

地に立ち上げさせている。2013年度に1地区、14年度に

1地区、15年度に 2地区の地域コミュニティ協議会が立

ち上がった。筆者は現在 4 地区ある地域コミュニティ協

議会の立ち上げから住民、A市職員らと地域づくり活動に

関わりを持っている。 

 アンケートは 4 つの地域コミュニティ協議会の構成員

（各協議会の構成員は15～20人程度からなる）を対象に

各協議会の開催時にアンケートを配布し、記入・回収を

行った。調査項目は地域コミュニティ協議会への関わり

や考え、協議会のあるべき姿と実態、コミュニティ協議

会の活動への満足度、地域への浸透度、活発度等である。 

 

【分析結果】 

（１）属性など 

アンケートは45人から回答が得られた。男女比は男性

71％、女性29％で男性が大部分を占める。年齢層では30

代 4％、40代 2％、50代 9％、60代62％、70代 20％、80

歳2％となっていて、60代以上が全体の8割以上である。

仕事については、高齢者が多いこともあり、無職 27％、

農業24％と多く、一方で会社員は13％と低い。 

協議会の構成員としては、コミュニティ協議会のある

地区の自治会長が 36％と最も多く、自治会長の充て職と

して協議会に入っていることがわかる。他には地区の老

人会や婦人会の会長が入っている。地区内の住民が地域

コミュニティ協議会の趣旨に賛同し、有志として自主的

に入るというよりも、自治会、婦人会などの充て職とし

て入っている。機能的集団よりも地縁的集団の性格が非

常に強い。 

回答者の多くは地域コミュニティ協議会の活動に「ほ

ぼ毎回参加」（73％）、「半分以上は参加」（14％）してい

る。また、「地域コミュニティ協議会のある地区（地域）

の将来は誰が中心になって考えるべきか」の質問に対し

て、「地区の住民」が 84％、「その他（地域コミュニティ

協議会）」4％を加えると、回答者の 9 割近くが地域の将

来は住民が中心で考えるべきだと認識している。 
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た後に、移住希望者に住宅として貸し出す事業を行った。

この町営住宅事業の原資は、総務省が管轄する元利償還

金の 70% の交付税措置が受けられる辺地債や過疎債に
よって賄われた（残り 30%の返済は、家賃によって賄わ
れるため、実質的には海士町の負担は無い）1。離島の過

疎地域に立地するが故に申請可能なこれらの地方債を利

用しつつ、島おこしに必要な人材獲得に必要な支援を行

っているのである。 
 
【考察・今後の展開】 

本報告の発見事実は、以下の二点に集約される。第一

に、地方自治体による地域活性化事業への動機と指向性

が、地理的・財政的制約によって方向付けられる点であ

る。海士町の場合、財政破綻が予想される離島地域であ

るが故に、インフラ投資や企業誘致といった地域開発の

一般的な手法を用いることが出来なかった。また、過疎

化と高齢化が進む地域であるが故に内需が少なく、住民

主導の商店街活性化という近年の手法を用いることも困

難であった。それ故に、島の資源を利用し、外需を獲得

するという方針が生まれ、株式会社ふるさと海士および

海士いわがき生産株式会社が設立された。更に、この外

需を生み出す人材を獲得する事業として町営住宅事業が

進められ、多数のヒット商品や新会社設立に繋がったの

である。 
 第二に、地方自治を担う地方自治体は単なる資源や事

業機会の提供者でも正当性の付与者でもなく、外部から

必要な資源を獲得する能力と権限を有する強力な主体で

ある。海士町は、新山村振興等農林特別対策事業や辺地

債・過疎債を利用し、町の実質的な負担を限りなく削減

しつつ、島おこしに必要な事業を構築していった。行政

組織は、市町村－県－国、各省庁の管轄などそれぞれに

職域と予算、権限を有する多様な制度当局の集合体であ

る。地方自治体は多様な制度当局の持つ職域と予算、権

限を鑑み、自らの地域活性化に結びつける計画を作成す

ることで、資源を獲得することが可能なのである。 
 これらの発見事実に基づいた時、地方自治体は民間に

は無い資源にアクセスしうる、強力な主体であり、地域

活性化を担う中心的なアクターとして捉え直す必要性が

あると考えられる。 

                                                   
【注】 
1 辺地債や過疎債で公共施設を建設した場合、その返済に際して国が地方
交付税を増額して地方自治体にお金を渡し、返済費用に加えることが可能で

ある。海士町の場合、乾燥海鼠の工場などもこれらの地方債を利用して建設

されている。 
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 タイトル：住民による地域づくり活動の必要要素と活動評価に関する研究 

原 直行（香川大学） 

Keyword： 地域づくり、地域コミュニティ協議会、住民評価 

 

【目的と背景】 
本研究の目的は、地域づくり活動について住民自身が何

が必要だと考え、現在の活動にどのような評価をしている

かを明らかにし、その評価をもたらしている要因を探ると

いうものである。 

近年、少子化・高齢化が進み、人口減少が深刻化してい

る全国各地において、様々な地域づくり活動が行われてい

る。また、地域づくりが活発な地域の調査により、そこに

共通している要素を見出す研究も出ている。（小田切[2009]、

小田切[2014]、大森ほか[2015]など）例えば小田切[2009]

は、全国の地域づくり先発事例の分析を通じて、地域づく

りの 3要素として、「暮らしのモノサシづくり」（地域アイ

デンティティの確立）、「参加の場づくり」（高齢男性層だけ

でなく、女性や若者、地域外からの支援も含めた総世代参

加）、「カネとその循環づくり」（経済活動）を挙げている。 

だが、既往の研究は依然として少数の成功事例の調査か

らその共通要素の抽出が中心であり、多数の成功していな

い事例では何が不足しているのか、また成功事例といわれ

る地域においても地域内における住民の評価の差異の要因

は何かについてなど不明な点が残されている。そこで本研

究では地域づくり活動が活発な地域とそうでない地域を含

む複数の地域への調査を通じて、地域づくり活動に必要な

要素、住民の活動への評価、その評価をもたらした要因を

明らかにする。 

 

【研究方法・研究内容】 

 本研究では、香川県 A市の 4つの地域コミュニティ協

議会を事例として、アンケート調査により地域づくり活

動に必要な要素、住民の活動への評価、その評価をもた

らした要因を明らかにする。 

 A 市は人口 3 万人程度の中山間地を含む瀬戸内海に面

した市で、中小企業の多い製造業と農業・漁業が中心で

あるが、近年人口減少の度合いが増している。A市では、

雇用の創出や職・住・生活環境の支援などの人口減少対

策に取り組んでいる。同時に、人口減少を見据えた持続

可能なまちづくりを行うため、地域コミュニティを中心

に地域の課題解決やまちづくり活動を展開することを最

重要施策の１つに位置付け、「地域活動を総合的かつ主体

的に担うことを目的とし、かつ、当該地域の住民、自治

会、各種団体、法人等により構成され、自律的な運営が

行われる団体」として地域コミュニティ協議会を市内各

地に立ち上げさせている。2013年度に1地区、14年度に

1地区、15年度に 2地区の地域コミュニティ協議会が立

ち上がった。筆者は現在 4 地区ある地域コミュニティ協

議会の立ち上げから住民、A市職員らと地域づくり活動に

関わりを持っている。 

 アンケートは 4 つの地域コミュニティ協議会の構成員

（各協議会の構成員は15～20人程度からなる）を対象に

各協議会の開催時にアンケートを配布し、記入・回収を

行った。調査項目は地域コミュニティ協議会への関わり

や考え、協議会のあるべき姿と実態、コミュニティ協議

会の活動への満足度、地域への浸透度、活発度等である。 

 

【分析結果】 

（１）属性など 

アンケートは45人から回答が得られた。男女比は男性

71％、女性29％で男性が大部分を占める。年齢層では30

代 4％、40代 2％、50代 9％、60代62％、70代 20％、80

歳2％となっていて、60代以上が全体の8割以上である。

仕事については、高齢者が多いこともあり、無職 27％、

農業24％と多く、一方で会社員は13％と低い。 

協議会の構成員としては、コミュニティ協議会のある

地区の自治会長が 36％と最も多く、自治会長の充て職と

して協議会に入っていることがわかる。他には地区の老

人会や婦人会の会長が入っている。地区内の住民が地域

コミュニティ協議会の趣旨に賛同し、有志として自主的

に入るというよりも、自治会、婦人会などの充て職とし

て入っている。機能的集団よりも地縁的集団の性格が非

常に強い。 

回答者の多くは地域コミュニティ協議会の活動に「ほ

ぼ毎回参加」（73％）、「半分以上は参加」（14％）してい

る。また、「地域コミュニティ協議会のある地区（地域）

の将来は誰が中心になって考えるべきか」の質問に対し

て、「地区の住民」が 84％、「その他（地域コミュニティ

協議会）」4％を加えると、回答者の 9 割近くが地域の将

来は住民が中心で考えるべきだと認識している。 
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（２）地域づくり活動に必要な要素 

 地域づくり活動に必要な要素は何かについて、既存研

究を参考に質問項目を作成した。（第1表参照）例えば「協

議会の活動や会合には、年齢や性別について様々な人が

入ったほうが良い」という質問項目に、理想的な状態と

現実の状態の両方について5段階尺度で尋ねている。 

第 1表は理想的な状態での 5段階尺度の平均が高かっ

たものから並べている。「協議会の活動や会合には、年齢

や性別について様々な人が入ったほうが良い」、「協議会

の活動にはリーダーをしっかりと支える人たちがいたほ

うが良い」、「協議会の活動にはリーダーシップを発揮す

るリーダーがいたほうが良い」、「協議会の活動を通じて、

地区（地域）に愛着を持てるようになったほうが良い」

は平均が4.80を超えて極めて高い評価になっている。協

議会はリーダーとそれを支える人、その周辺に年齢・性

別様々な人がいることが理想的だと考えられている。ま

た、協議会の活動を通じて地区（地域）に愛着が持てる

ようになることの評価が高かったことは興味深い。これ

らは地域づくり活動に必要な要素だと考えられている。 

 一方で、「協議会の活動には、黒字になるほどの収益活

動（経済活動）があったほうが良い」、「協議会の活動に

は、わずかでも収益活動（経済活動）があったほうが良

い」の評価は低かった。経済活動は理想的な状態として

あまり高く望まれていない。すなわち、地域づくり活動

に必ずしも必要だとは考えられていない。 

 次に現実の状態についてみると、「協議会として地区

（地域）の祭りやイベントなどの活動を行ったほうが良

い」、「協議会の活動や会合には、大学生・大学教員など 

 

地区（地域）外の人も入ったほうが良い」は比較的高い

評価になっている。これは実際に行われていることを反

映している。また、理想的な状態と同様に、「協議会の活

動には、黒字になるほどの収益活動（経済活動）があっ

たほうが良い」、「協議会の活動には、わずかでも収益活

動（経済活動）があったほうが良い」の評価は低かった。 

 さらに、地域づくり活動における課題を探るべく、理

想的な状態と現実の状態の差をみた。差が1.00を超える

ものとして3つあるが、「協議会の活動には、黒字になる

ほどの収益活動（経済活動）があったほうが良い」、「協

議会の活動には、わずかでも収益活動（経済活動）があ

ったほうが良い」は理想的な状態の評価も低かったため、

当座の課題としては大きくない。だが、「協議会の活動や

会合には、年齢や性別について様々な人が入ったほうが

良い」は、理想的な状態の評価が最も高かったため、現

実とのギャップを埋める大きな課題として考えられる。

差が0.95と大きかった「協議会の活動にはリーダーをし

っかりと支える人たちがいたほうが良い」も同様である。 

 

（３）住民の活動への評価 

 地域コミュニティ協議会構成員の地域づくり活動への

評価はどうであろうか。地域コミュニティ協議会の活動

について、「活発だと思うか」（以下、「活発」）、「地区（地

域）に浸透していると思うか」（以下、「浸透」）、「総合的

に満足しているか」（以下、「満足」）を5段階尺度で尋ね

たところ、平均はそれぞれ 4.18、2.93、4.21 であった。

地区（地域）への「浸透」の評価は低かったが、「活発」、

「満足」については高い評価であった。 

第１表　地域コミュニティ協議会の活動について

質問項目 理想 現実 差（理想－現実）

協議会の活動や会合には、年齢や性別について様々な人が入ったほうが良い 4 .82 3 .53 1 .28

協議会の活動にはリーダーをしっかりと支える人たちがいたほうが良い 4 .81 3 .86 0 .95

協議会の活動にはリーダーシップを発揮するリーダーがいたほうが良い 4 .80 4 .09 0 .70

協議会の活動を通じて、地区（地域）に愛着を持てるようになったほうが良い 4 .80 3 .98 0 .82

協議会の活動や会合には市役所のサポート（支援）があったほうが良い 4 .57 4 .17 0 .40

地域コミュニティ協議会（以下、協議会）の活動を通じて、地区（地域）に誇りを感じられるよ
うになったほうが良い

4 .53 3 .77 0 .76

協議会として地区（地域）の祭りやイベントなどの活動を行ったほうが良い 4 .51 4 .44 0 .07

協議会の活動や会合には、大学生・大学教員など地区（地域）外の人も入ったほうが良い 4 .50 4 .35 0 .15

地区（地域）の課題の解決や将来のあるべき姿について話し合いをしたほうが良い 4 .48 3 .77 0 .71

協議会の活動を通じて、地区（地域）の歴史を知ることにより、地区（地域）らしさを持てるよ
うになったほうが良い

4 .37 3 .65 0 .72

協議会として、地域の資源を使った収益活動（経済活動）を行ったほうが良い 4 .22 3 .33 0 .89

協議会として先進事例の視察研修や講師を招いて研修会の開催などの活動を行ったほう
が良い

4 .14 3 .69 0 .45

協議会の活動には、わずかでも収益活動（経済活動）があったほうが良い 4 .09 3 .07 1 .02

協議会の活動には、黒字になるほどの収益活動（経済活動）があったほうが良い 3 .58 2 .28 1 .30

1 2 3 4

愛着 .909 .266 .042 .218

誇り .821 .297 .153 .083

歴史 .757 .100 .222 -.108

年齢性別様々 .691 .067 .387 .238

大学参加 .618 -.070 .128 -.047

市役所サポート .479 -.261 .356 .155

わずかでも利益 .148 .842 .222 .104

収益活動 .022 .783 .344 .169

黒字化 .030 .774 -.032 .020

将来の話し合い .211 .306 .055 .272

フォロワー .308 .269 .726 .078

リーダー .158 .175 .713 .116

祭り・イベント .266 .051 .369 .314

視察・研修会 -.041 .163 .187 .977

第２表　回転後の因子行列a

因子

因子抽出法: 重みなし最小二乗法
 回転法: Kaiser の正規化を伴うﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法

a. 5 回の反復で回転が収束しました。  

 このような評価をもたらした要因を探るべく、第 1 表

の質問項目について、現実の状態に対する 5 段階尺度に

よる評価を用いて因子分析を行った。（第2表参照）固有

値 1以上の因子が 4つ抽出され、因子 1から 4をそれぞ

れ「地域アイデンティティ・総世代参加」因子、「経済活

動」因子、「組織実行」因子、「研修会」因子とした。 

 次に、これら 4 つの因子得点を説明変数とし、上述し

た「活発」、「浸透」、「満足」およびその複合（「活発＋浸

透＋満足」、「活発＋浸透」、「活発＋満足」、「浸透＋満足」

をそれぞれ加重平均したもの）をそれぞれ被説明変数と

して、線形の重回帰分析を行った。 

 回帰分析の結果、モデルの当てはまりの比較的良好な2

つを表示した。（第3表・第4表参照）これらの被説明変

数は、第3表は「活発＋浸透＋満足」、第4表は「活発＋

満足」である。ただし、「活発＋浸透＋満足」、「活発＋満

足」を被説明変数とする回帰式の自由度調整済み決定係

数はそれぞれ 0.395、0.419 であり、決して高くはない。

第 3表・第4表から、「経済活動」因子以外の因子が説明

変数として効いていて、とくに「地域アイデンティティ・

総世代参加」因子が効いていることがわかる。一方で「経

済活動」はあまり効いていない。 

分析結果から、地域づくり活動への評価については、

「地域アイデンティティ・総世代参加」が最も重要であ

り、「組織実行」、「研修会」も効いているが、一方で「経

済活動」はあまり重要ではない。 

 

 

 

第４表　回帰分析（被説明変数：活発＋満足）

標準化係数

B 標準誤差 ベータ

(定数) 3.807 .097 39.437 .000

地域アイデンティ
ティ・総世代参加

.336 .101 .436 3.334 .002

経済活動 .056 .105 .070 .528 .602

組織実行 .332 .110 .397 3.020 .005

研修会 .258 .095 .356 2.713 .011

2

モデル
標準化されていない係数

t値 有意確率

第３表　回帰分析（被説明変数：活発＋浸透＋満足）

標準化係数

B 標準誤差 ベータ

(定数) 3.518 .097 36.160 .000

地域アイデンティ
ティ・総世代参加

.363 .102 .476 3.564 .001

経済活動 .098 .106 .124 .919 .365

組織実行 .289 .111 .349 2.605 .014

研修会 .213 .096 .297 2.217 .034

モデル
標準化されていない係数

t値 有意確率

1
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（２）地域づくり活動に必要な要素 

 地域づくり活動に必要な要素は何かについて、既存研

究を参考に質問項目を作成した。（第1表参照）例えば「協

議会の活動や会合には、年齢や性別について様々な人が

入ったほうが良い」という質問項目に、理想的な状態と

現実の状態の両方について5段階尺度で尋ねている。 

第 1表は理想的な状態での 5段階尺度の平均が高かっ

たものから並べている。「協議会の活動や会合には、年齢

や性別について様々な人が入ったほうが良い」、「協議会

の活動にはリーダーをしっかりと支える人たちがいたほ

うが良い」、「協議会の活動にはリーダーシップを発揮す

るリーダーがいたほうが良い」、「協議会の活動を通じて、

地区（地域）に愛着を持てるようになったほうが良い」

は平均が4.80を超えて極めて高い評価になっている。協

議会はリーダーとそれを支える人、その周辺に年齢・性

別様々な人がいることが理想的だと考えられている。ま

た、協議会の活動を通じて地区（地域）に愛着が持てる

ようになることの評価が高かったことは興味深い。これ

らは地域づくり活動に必要な要素だと考えられている。 

 一方で、「協議会の活動には、黒字になるほどの収益活

動（経済活動）があったほうが良い」、「協議会の活動に

は、わずかでも収益活動（経済活動）があったほうが良

い」の評価は低かった。経済活動は理想的な状態として

あまり高く望まれていない。すなわち、地域づくり活動

に必ずしも必要だとは考えられていない。 

 次に現実の状態についてみると、「協議会として地区

（地域）の祭りやイベントなどの活動を行ったほうが良

い」、「協議会の活動や会合には、大学生・大学教員など 

 

地区（地域）外の人も入ったほうが良い」は比較的高い

評価になっている。これは実際に行われていることを反

映している。また、理想的な状態と同様に、「協議会の活

動には、黒字になるほどの収益活動（経済活動）があっ

たほうが良い」、「協議会の活動には、わずかでも収益活

動（経済活動）があったほうが良い」の評価は低かった。 

 さらに、地域づくり活動における課題を探るべく、理

想的な状態と現実の状態の差をみた。差が1.00を超える

ものとして3つあるが、「協議会の活動には、黒字になる

ほどの収益活動（経済活動）があったほうが良い」、「協

議会の活動には、わずかでも収益活動（経済活動）があ

ったほうが良い」は理想的な状態の評価も低かったため、

当座の課題としては大きくない。だが、「協議会の活動や

会合には、年齢や性別について様々な人が入ったほうが

良い」は、理想的な状態の評価が最も高かったため、現

実とのギャップを埋める大きな課題として考えられる。

差が0.95と大きかった「協議会の活動にはリーダーをし

っかりと支える人たちがいたほうが良い」も同様である。 

 

（３）住民の活動への評価 

 地域コミュニティ協議会構成員の地域づくり活動への

評価はどうであろうか。地域コミュニティ協議会の活動

について、「活発だと思うか」（以下、「活発」）、「地区（地

域）に浸透していると思うか」（以下、「浸透」）、「総合的

に満足しているか」（以下、「満足」）を5段階尺度で尋ね

たところ、平均はそれぞれ 4.18、2.93、4.21 であった。

地区（地域）への「浸透」の評価は低かったが、「活発」、

「満足」については高い評価であった。 

第１表　地域コミュニティ協議会の活動について

質問項目 理想 現実 差（理想－現実）

協議会の活動や会合には、年齢や性別について様々な人が入ったほうが良い 4 .82 3 .53 1 .28

協議会の活動にはリーダーをしっかりと支える人たちがいたほうが良い 4 .81 3 .86 0 .95

協議会の活動にはリーダーシップを発揮するリーダーがいたほうが良い 4 .80 4 .09 0 .70

協議会の活動を通じて、地区（地域）に愛着を持てるようになったほうが良い 4 .80 3 .98 0 .82

協議会の活動や会合には市役所のサポート（支援）があったほうが良い 4 .57 4 .17 0 .40

地域コミュニティ協議会（以下、協議会）の活動を通じて、地区（地域）に誇りを感じられるよ
うになったほうが良い

4 .53 3 .77 0 .76

協議会として地区（地域）の祭りやイベントなどの活動を行ったほうが良い 4 .51 4 .44 0 .07

協議会の活動や会合には、大学生・大学教員など地区（地域）外の人も入ったほうが良い 4 .50 4 .35 0 .15

地区（地域）の課題の解決や将来のあるべき姿について話し合いをしたほうが良い 4 .48 3 .77 0 .71

協議会の活動を通じて、地区（地域）の歴史を知ることにより、地区（地域）らしさを持てるよ
うになったほうが良い

4 .37 3 .65 0 .72

協議会として、地域の資源を使った収益活動（経済活動）を行ったほうが良い 4 .22 3 .33 0 .89

協議会として先進事例の視察研修や講師を招いて研修会の開催などの活動を行ったほう
が良い

4 .14 3 .69 0 .45

協議会の活動には、わずかでも収益活動（経済活動）があったほうが良い 4 .09 3 .07 1 .02

協議会の活動には、黒字になるほどの収益活動（経済活動）があったほうが良い 3 .58 2 .28 1 .30

1 2 3 4

愛着 .909 .266 .042 .218

誇り .821 .297 .153 .083

歴史 .757 .100 .222 -.108

年齢性別様々 .691 .067 .387 .238

大学参加 .618 -.070 .128 -.047

市役所サポート .479 -.261 .356 .155

わずかでも利益 .148 .842 .222 .104

収益活動 .022 .783 .344 .169

黒字化 .030 .774 -.032 .020

将来の話し合い .211 .306 .055 .272

フォロワー .308 .269 .726 .078

リーダー .158 .175 .713 .116

祭り・イベント .266 .051 .369 .314

視察・研修会 -.041 .163 .187 .977

第２表　回転後の因子行列a

因子

因子抽出法: 重みなし最小二乗法
 回転法: Kaiser の正規化を伴うﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法

a. 5 回の反復で回転が収束しました。  

 このような評価をもたらした要因を探るべく、第 1 表

の質問項目について、現実の状態に対する 5 段階尺度に

よる評価を用いて因子分析を行った。（第2表参照）固有

値 1以上の因子が 4つ抽出され、因子 1から 4をそれぞ

れ「地域アイデンティティ・総世代参加」因子、「経済活

動」因子、「組織実行」因子、「研修会」因子とした。 

 次に、これら 4 つの因子得点を説明変数とし、上述し

た「活発」、「浸透」、「満足」およびその複合（「活発＋浸

透＋満足」、「活発＋浸透」、「活発＋満足」、「浸透＋満足」

をそれぞれ加重平均したもの）をそれぞれ被説明変数と

して、線形の重回帰分析を行った。 

 回帰分析の結果、モデルの当てはまりの比較的良好な2

つを表示した。（第3表・第4表参照）これらの被説明変

数は、第3表は「活発＋浸透＋満足」、第4表は「活発＋

満足」である。ただし、「活発＋浸透＋満足」、「活発＋満

足」を被説明変数とする回帰式の自由度調整済み決定係

数はそれぞれ 0.395、0.419 であり、決して高くはない。

第 3表・第4表から、「経済活動」因子以外の因子が説明

変数として効いていて、とくに「地域アイデンティティ・

総世代参加」因子が効いていることがわかる。一方で「経

済活動」はあまり効いていない。 

分析結果から、地域づくり活動への評価については、

「地域アイデンティティ・総世代参加」が最も重要であ

り、「組織実行」、「研修会」も効いているが、一方で「経

済活動」はあまり重要ではない。 

 

 

 

第４表　回帰分析（被説明変数：活発＋満足）

標準化係数

B 標準誤差 ベータ

(定数) 3.807 .097 39.437 .000

地域アイデンティ
ティ・総世代参加

.336 .101 .436 3.334 .002

経済活動 .056 .105 .070 .528 .602

組織実行 .332 .110 .397 3.020 .005

研修会 .258 .095 .356 2.713 .011

2

モデル
標準化されていない係数

t値 有意確率

第３表　回帰分析（被説明変数：活発＋浸透＋満足）

標準化係数

B 標準誤差 ベータ

(定数) 3.518 .097 36.160 .000

地域アイデンティ
ティ・総世代参加

.363 .102 .476 3.564 .001

経済活動 .098 .106 .124 .919 .365

組織実行 .289 .111 .349 2.605 .014

研修会 .213 .096 .297 2.217 .034

モデル
標準化されていない係数

t値 有意確率

1
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（４）地区別の差異 

 今回の調査対象となった 4 地区の地域コミュニティ協

議会の間で、「活発」、「浸透」、「満足」の評価の平均に差

異があるだろうか。（第5表参照） 

第５表　地区別の評価の比較

B地区 C地区 D地区 E地区

回答者数 13 11 5 16
「活発」 3.54 4.50 4.60 4.38
「浸透」 2.27 3.18 3.40 3.06
「満足」 3.11 3.55 3.60 3.44

 

サンプル数が少ないため、統計的に有意な差はではな

いが、第 5表によると B地区だけ他の 3地区に比べてい

ずれも評価が低い。B地区は第 1表の各質問項目でも評価

が全体的に低く、とくに「協議会の活動や会合には、年

齢や性別について様々な人が入ったほうが良い」、「協

議会として先進事例の視察研修や講師を招いて研修会の

開催などの活動を行ったほうが良い」、「協議会として、

地域の資源を使った収益活動（経済活動）を行ったほう

が良い」の3項目について、現実の状態は際立って低い。

これらの項目の低さが評価の差に影響を与えていると考

えられる。B地区は地区内人口が5,000人を超え、A市の

中では県庁所在地の高松市に最も近く、労働力人口も多

く、市内では比較的都市化が進行している。高齢化率もA

市内 10地区の中で最も低い。このような事情が、B地区

の地域コミュニティ協議会の活動を低下させ、自治会長

など一部の住民だけにしか活動が浸透していない状況を

招いているかもしれない。今後はサンプル数の増加、聞

取り調査の実施などにより、さらに分析を深めたい。 

 

【考察・今後の展開】 

 本研究の成果をまとめておく。地域づくり活動に必要

な要素、住民の活動への評価、その評価をもたらした要

因を明らかにするため、香川県 A市の 4地区の地域コミ

ュニティ協議会の構成員を対象にアンケート調査を行っ

た。協議会の構成員は高齢者が多く、自治会などの充て

職として入っている。機能的集団よりも地縁的集団の性

格が非常に強い。構成員のほとんどが地域の将来はその

地域の住民が中心で考えるべきだと考えている。 

地域づくり活動に必要な要素について、地域コミュニ

ティ協議会のリーダーとそれを支える人、その周辺に年

齢・性別様々な人がいることが必要だと考えられている。

また、協議会の活動を通じて地区（地域）に愛着が持て

るようになることが必要だと考えられている。一方、経

済活動は重要視されていない。理想と現実のギャップが

ある一番の課題は、「協議会の活動や会合には、年齢や性

別について様々な人が入ったほうが良い」である。 

 住民の活動への評価については、地区（地域）への「浸

透」の評価は低かったが、「活発」、「満足」については高

い評価であった。また、評価の要因として、「地域アイデ

ンティティ・総世代参加」が最も重要であり、「組織実行」、

「研修会」も効いているが、一方で「経済活動」はあま

り重要ではない。 

 以上が本研究の成果である。本研究により研究史上の

不明な点を明らかにすることができた。同時に、今後のA

市における地域づくり活動への筆者や自治体のコミット

メントがより効果的になりうると考えられる。 

 一方で、今後の研究における課題が残る。1つはアンケ

ート調査におけるサンプル数が少なかったため、地区別

の相違の検討ができなかったことである。今後はサンプ

ル数を確保するべく調査協力の依頼の徹底と、量的分析

を補うためにインタビュー調査など質的分析も併せて行

うことが重要になるだろう。もう 1 つは継続調査の必要

があるということである。一番活動の古い地域コミュニ

ティ協議会でも活動が 4 年弱であり、短いことは否めな

い。10年スパンで追跡調査をしていく必要がある。 

最後に実践への応用である。研究成果を実践に応用で

き、地域づくり活動に貢献できて初めて大きな意味を持

つ。A市では、今後新たに2地区で地域コミュニティ協議

会の立ち上げを予定しており（全市は 10 地区からなり、

これで計6地区となる）、初発段階から住民主体による活

発な地域づくり活動に貢献しなければならない。 
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DSMとCMMを用いた地域活動団体のつながりの生成・成長の可視化・構造化の提案 

○保井俊之¹・ 中村一浩²・ 林亮太郎²・ 菊野陽子²・ 前野隆司¹ 
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Keyword： 小布施, 地域活動団体, RADモデル, DSM, CMM 

【問題・目的・背景】

本研究は、地域の有志が行政や企業にほぼ依存すること

なく、ボランティアの志縁団体として地域活動をソーシ

ャル・ムーブメントとして発展させていく自己組織的地

域活動団体(SoRA 団体)の生成及び成長のメカニズムを、

システムズ・エンジニアリングの手法を用いて可視化・

構造化することを目的としている。SoRA 団体による活

動は、地域の地縁血縁にもとづく団体が衰退して「無縁

社会」(橘木俊詔 2010) と呼ばれる状況下で、地域の絆

を構築するための仕掛け (橋本行史ら 2015) として地

域活性化の重要な要素として近年注目されている。 
著者らは、保井俊之ら (2016) において、組織間の要素

間のつながりと成熟の定量化に適したDesign Structure 
Matrix (DSM) 及びCapability Maturity Model (CMM) 
を適用し、SoRA 団体の生成から成長そして衰退に至る

プロセスについて、SoRA 団体の参加メンバーの関係性

構築と組織の成熟を構造化し、定量化するモデルを「地

域 活 動 DSM-CMM モ デ ル (Regional Activity 
DSM-CMMモデル: RADモデル)」として提案し、同モ

デルの有効性を定量的かつ定性的に示した。 
本研究報告では、SoRA団体が生成から成長そして成

熟に向かう過程において、参加メンバーの関係性の成長

と深まりをRADモデルにより時系列で分析し、SoRA団

体の生成と成長には参加者間の関係性のどのような変化

が重要であるのかを定量的に分析し、可視化した。 
 

【研究方法・研究内容】

本研究のフィールドとしては、地域活性化の取り組みの

先進事例のひとつである長野県小布施町を対象にした。

具体的には、社会的起業による地域イノベーションを志

向し、ダイアローグによる起業者の思念を熟成させた「小

布施インキュベーションキャンプ (OIC)」(2015年5月

～9月)、並びにOICを継承してイノベーションのための

方法論を起業者への伴走方式で共有した「小布施イノベ

ーションスクール (OIS)」(同年9月～12月)を取り上げ

た。典型的なSoRA団体であるOIC及びOISの取り組

みにより、小布施町には三つを超える地域活性化事業が

2016年に入って萌芽しつつある。本研究はOIC及びOIS
参加者の間の関係性の広がりと深まりをRADモデルで

可視化・構造化した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【研究・調査･分析結果】 
RADモデルのOIC及びOISのデータへの適用の結果、

OIC におけるダイアローグによる中核メンバーの起業へ

の想いの明確化プロセスにより、参加者間の外面的関係

性と内面的関係性はともに大幅に深まったことが可視化

された。さらに、そのOICにおける内面的関係性の成熟

が、次のOIS開始時の内面的関係性のいわばジャンプ台

となり、OIS 終了時まで外面的関係性は漸増する中で内

面的関係性の大幅な向上が持続した結果へとつながった

ことが判明した (図2)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(図2) OIC・OIS参加者の関係性変化 

(図1) OISの様子 (201512月13日、小布施にて筆者撮影) 

322

第8回研究大会論文集.indd   322 16/08/29   16:01



（４）地区別の差異 

 今回の調査対象となった 4 地区の地域コミュニティ協

議会の間で、「活発」、「浸透」、「満足」の評価の平均に差

異があるだろうか。（第5表参照） 

第５表　地区別の評価の比較

B地区 C地区 D地区 E地区

回答者数 13 11 5 16
「活発」 3.54 4.50 4.60 4.38
「浸透」 2.27 3.18 3.40 3.06
「満足」 3.11 3.55 3.60 3.44

 

サンプル数が少ないため、統計的に有意な差はではな

いが、第 5表によると B地区だけ他の 3地区に比べてい

ずれも評価が低い。B地区は第 1表の各質問項目でも評価

が全体的に低く、とくに「協議会の活動や会合には、年

齢や性別について様々な人が入ったほうが良い」、「協

議会として先進事例の視察研修や講師を招いて研修会の

開催などの活動を行ったほうが良い」、「協議会として、

地域の資源を使った収益活動（経済活動）を行ったほう

が良い」の3項目について、現実の状態は際立って低い。

これらの項目の低さが評価の差に影響を与えていると考

えられる。B地区は地区内人口が5,000人を超え、A市の

中では県庁所在地の高松市に最も近く、労働力人口も多

く、市内では比較的都市化が進行している。高齢化率もA

市内 10地区の中で最も低い。このような事情が、B地区

の地域コミュニティ協議会の活動を低下させ、自治会長

など一部の住民だけにしか活動が浸透していない状況を

招いているかもしれない。今後はサンプル数の増加、聞

取り調査の実施などにより、さらに分析を深めたい。 

 

【考察・今後の展開】 

 本研究の成果をまとめておく。地域づくり活動に必要

な要素、住民の活動への評価、その評価をもたらした要

因を明らかにするため、香川県 A市の 4地区の地域コミ

ュニティ協議会の構成員を対象にアンケート調査を行っ

た。協議会の構成員は高齢者が多く、自治会などの充て

職として入っている。機能的集団よりも地縁的集団の性

格が非常に強い。構成員のほとんどが地域の将来はその

地域の住民が中心で考えるべきだと考えている。 

地域づくり活動に必要な要素について、地域コミュニ

ティ協議会のリーダーとそれを支える人、その周辺に年

齢・性別様々な人がいることが必要だと考えられている。

また、協議会の活動を通じて地区（地域）に愛着が持て

るようになることが必要だと考えられている。一方、経

済活動は重要視されていない。理想と現実のギャップが

ある一番の課題は、「協議会の活動や会合には、年齢や性

別について様々な人が入ったほうが良い」である。 

 住民の活動への評価については、地区（地域）への「浸

透」の評価は低かったが、「活発」、「満足」については高
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DSMとCMMを用いた地域活動団体のつながりの生成・成長の可視化・構造化の提案 
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Keyword： 小布施, 地域活動団体, RADモデル, DSM, CMM 

【問題・目的・背景】

本研究は、地域の有志が行政や企業にほぼ依存すること

なく、ボランティアの志縁団体として地域活動をソーシ

ャル・ムーブメントとして発展させていく自己組織的地

域活動団体(SoRA 団体)の生成及び成長のメカニズムを、

システムズ・エンジニアリングの手法を用いて可視化・

構造化することを目的としている。SoRA 団体による活

動は、地域の地縁血縁にもとづく団体が衰退して「無縁

社会」(橘木俊詔 2010) と呼ばれる状況下で、地域の絆

を構築するための仕掛け (橋本行史ら 2015) として地

域活性化の重要な要素として近年注目されている。 
著者らは、保井俊之ら (2016) において、組織間の要素

間のつながりと成熟の定量化に適したDesign Structure 
Matrix (DSM) 及びCapability Maturity Model (CMM) 
を適用し、SoRA 団体の生成から成長そして衰退に至る

プロセスについて、SoRA 団体の参加メンバーの関係性

構築と組織の成熟を構造化し、定量化するモデルを「地

域 活 動 DSM-CMM モ デ ル (Regional Activity 
DSM-CMMモデル: RADモデル)」として提案し、同モ

デルの有効性を定量的かつ定性的に示した。 
本研究報告では、SoRA団体が生成から成長そして成

熟に向かう過程において、参加メンバーの関係性の成長

と深まりをRADモデルにより時系列で分析し、SoRA団

体の生成と成長には参加者間の関係性のどのような変化

が重要であるのかを定量的に分析し、可視化した。 
 

【研究方法・研究内容】

本研究のフィールドとしては、地域活性化の取り組みの

先進事例のひとつである長野県小布施町を対象にした。

具体的には、社会的起業による地域イノベーションを志

向し、ダイアローグによる起業者の思念を熟成させた「小

布施インキュベーションキャンプ (OIC)」(2015年5月

～9月)、並びにOICを継承してイノベーションのための

方法論を起業者への伴走方式で共有した「小布施イノベ

ーションスクール (OIS)」(同年9月～12月)を取り上げ

た。典型的なSoRA団体であるOIC及びOISの取り組

みにより、小布施町には三つを超える地域活性化事業が

2016年に入って萌芽しつつある。本研究はOIC及びOIS
参加者の間の関係性の広がりと深まりをRADモデルで

可視化・構造化した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【研究・調査･分析結果】 
RADモデルのOIC及びOISのデータへの適用の結果、

OIC におけるダイアローグによる中核メンバーの起業へ

の想いの明確化プロセスにより、参加者間の外面的関係

性と内面的関係性はともに大幅に深まったことが可視化

された。さらに、そのOICにおける内面的関係性の成熟

が、次のOIS開始時の内面的関係性のいわばジャンプ台

となり、OIS 終了時まで外面的関係性は漸増する中で内

面的関係性の大幅な向上が持続した結果へとつながった

ことが判明した (図2)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(図2) OIC・OIS参加者の関係性変化 

(図1) OISの様子 (201512月13日、小布施にて筆者撮影) 
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OIC及びOISに参加することで、参加者が参加者間相
互の外面的及び内面的関係性を深めていく過程は、参加

者個々人の外面的関係性に着目して分析することで、さ

らに明らかになった。すなわち、OICに参加することで、
参加者同士が物理的に会う頻度である外面的関係性、並

びに参加者が頼り頼られるという信頼関係である内面的

関係性は、双方ともに向上した。そして特に、内面的関

係性の深化がOIC開始当初では外縁的な参加にとどまっ
ていた参加者に顕著に見られることが特徴である。 

OIC及びOIS 参加者全 20名のうち、OIC参加者 12
名の、外面的及び内面的関係性のOIC参加前後での変化
を、 (図3) 及び (図4) として示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
OICは参加者間のフラットで自由かつ重層的なダイア
ローグを促進し、小布施において何を起業するかについ

て参加者が想いを明確化するプロセスが中心であった。

このダイアローグ中心の内容が、OIC参加者がフラット
に内面的及び外面的関係性を深め合うことを促進した可

能性がある。 
次に、2015年5月～9月に行われたOICを引き継いで、
同年 9月～12月に計 4回にわたり実施されたOISにつ
いて、OIS第 1回実施前及び最終回である第 4回実施後

における参加者の内面的及び外面的関係性の変化を、 
(図5)及び(図6)として示す。 

 OISが始まったときには、OIC参加者の半数近くが入
れ替わって新しい参加者となっている。ところがOIS第
1回においても、中核的参加者についてはすでに外面的及
び内面的関係性の双方とも深い。そして、最終回の実施

後はOICから継続してOISに参加した者、並びにOIS
から新たに参加した者いずれも格差なく、外面的及び内

面的関係性を深めている。特に内面的関係性については、

参加者は概ね、内面的関係性の深化が外面的関係性の深

化をほぼ凌駕する形で、関係性を深めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このように、個別メンバーの関係性変化についても、

OICの開始から完了にいたるまでの過程、並びにOISの
開始から完了にいたるまでの過程のいずれにおいても、

開始直後には外延的参加者であった者を含め、すべての

参加者が一様に、外面的並びに内面的関係性を大きく深

化させていったことが可視化された。その中でもとりわ

け内面的関係性の深化はいずれの事例でも顕著であった。

また、OICにおける関係性深化のアセットを引き継ぐ形
で、OIS では参加者の多数が入れ替わったにもわらず、
初回から内面的及び外面的関係性の深化が見られた。 
 

(図5) OIS参加者の内面的及び外面的関係性 

(OIS第1回参加後) 

(図3) OIC参加者の内面的及び外面的関係性 

(OIC参加前) 

(図4) OIC参加者の内面的及び外面的関係性 

(OIC参加後) 

(図6) OIS参加者の内面的及び外面的関係性 

(OIS第4回参加後) 
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【考察・今後の展開】 
本研究は SoRA団体の生成と成長に伴う参加者の関係
性変化について、小布施における社会イノベーション起

業の試みであるOIC及びOISが、参加者が同地域の地域
活動への参加により、いわば縁づくりである内面的及び

外面的関係性を深める結果になったことを可視化した。 
特に、OIC及び OIS という SoRA団体の生成と成長
に伴い、地域活動への参加者がそれぞれの内面的な関係

性をフラットに深化させることが明らかになった。 
さらに、このような地域活動参加者の関係性深化は、

中核的参加者と外延的参加者の別なく、参加者が一様に

体験していることが示された。このような関係性深化の

あり方は、DSMのクラスタリングによる分析で、最適化
が困難であることによっても示すことができる。OIS 最
終回後の DSM のクラスリング分析結果を(図 7) 及び 
(図 8) として示す。なおクラスタリングの手法について
は、保井俊之ら(2016)にならい、手動クラスタリングを
用いた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(図7) 及び (図8) に示されるように、クラスタリング
による最適化は行えなかった。この結果は保井俊之ら

(2016)と整合的であり、クラスタリングによる地域活動
の参加者の効率的再配置は成功せず、SoRA 団体の生成
と成長に伴う参加者による関係性のフラットな深化が、

地域活動におけるつながりの向上に資するものであるこ

とが示された。 
今後は SoRA団体の生成と成長に伴う、参加者間のつ
ながりの向上について、モデルをさらにほかの事例で実

証していくとともに、SoRA 団体の地域活動におけるア
ウトカムと参加者間の関係性深化の関係についても、さ

らに研究を進めていきたい。 
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(図7) OIS参加者の外的関係性のクラスタリング 

(OIS第4回参加後) 

(図8) OIS参加者の内的関係性のクラスタリング 

(OIS第4回参加後) 
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 都市近郊小規模森林の再生と地域活性化を目指した丸太燃料流通システムの構築 

○足立眞理子・市橋利夫・新宅一憲・川村治・増渕達也・佐瀬響・中込秀樹（山武の森再生協議会） 

Keyword： 都市近郊小規模森林、木質バイオマスエネルギー、燃焼熱利用、丸太燃料流通システム、 

 

【背景】 
日本の森林は国土の約 7割を占め、先進国の中でスエー

デンに次ぐ第 3位の森林国である。森林面積は約 2,500万

haで過去 40年間増減はないが、森林蓄積は毎年増え続け

特に人工林の蓄積が増加している。しかし、昭和30年には

9割以上あった木材の国内自給率は現在 28％と、木材供給

の 7割以上を輸入に依存している状況にある。戦後の拡大
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を使うことには向いていない場合が多く、森林・林業再生

プランの実行が難しい。 

都市近郊小規模森林とは生活の場の延長である里山林を
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力の低下と相まって、森林を整備するための根拠が失われ、

木材価格の低迷で木材供給の意欲もうすれ、荒廃林が拡大

することで生活環境の悪化を招いている。その解決には、

地域森林の適切な整備が不可欠である。下記に千葉県の里

山林の例を示す（図表１）。 
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はあるが木質バイオマス資源利用のベースとして欠かすこ
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域の施設園芸や温浴施設、住宅等へ丸太加温器（丸太を燃

料として使用可能な加温器）を設置し、そこへ地域住民の

手により地域の森林から丸太燃料を供給して燃焼熱利用す

る「丸太燃料流通システム」の構築を目指した。概要を図

表３に示す。 
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ることを目標とした。そのために大型機械を使わず地域

に適した小型の林業機械を選定または開発して、低コス

トでできる簡易な方法を模索した。また丸太加温器は、
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暖房、給湯、事務所の暖房等、千葉県内に合わせて26機

の加温器を導入し稼働試験を行った。ここではそのうち

施設園芸を例に重油削減量について報告する。  
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プランの実行が難しい。 

都市近郊小規模森林とは生活の場の延長である里山林を

想定している。農家にとってかつて農業と林業は分かちが

たい関係で営まれていた。里山は林業の場であるとともに、

生活に必要な物資を取り出す場として人が日常の中で整備

してきた森林である。それが農業改革、燃料革命や地域活

力の低下と相まって、森林を整備するための根拠が失われ、
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ネジメント』を参考にし、労務費は作業員1人当たり
1日10,000円（1,250円/時間）とし、また材積は水分
25％w.b.とし、その際の比重をスギ 0.47、広葉樹 0.7
とした。 
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 丸太加温器は、温風式TMC-NH1000（NMG社製）を用い、

施設園芸のハウスの加温試験を行った。加温器の仕様を

図表７に示す。この加温器は、燃料として丸太（長さ

50cm以下）を使うことができ、温室内温度を一定に保

つための温度コントロールと自動運転が可能である。 
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ビニールハウスでバラを栽培している施設園芸農

家に温風式の丸太加温器を設置し既存の重油加温器と

の併用運転により加温試験を行い重油の削減量を測定

した。試験の概要は次の通りである。 

ビニールハウスの面積は 400坪（1,320㎡）、ハウス

内必要温度は 18℃である。丸太加温器は、加温方式は

温風吹き出し式にて作物の畝（ウネ）に這わせたビニ

ール・チューブに温風を吹き込んで加温する方法を採

用した。加温器に投入する燃料は丸太を玉切りしただ

けのもので、スギ（25% w.b.程度）、燃料形状は、直径

18～25cm程度、長さ 50cmの丸太状、燃料投入量は 1   

回に約100kgのバッチ式である。 

 この施設園芸農家には形状や広さが全く同じふたつの

ハウスがあり、片方（A棟と呼ぶ）は従来の重油加温器の

みで、もう片方（B棟と呼ぶ）は従来の重油加温器に加え

て丸太加温器を設置し、丸太加温器優先の温度設定で運

用した（図表８）。この二つのハウスの温度分布、重油お

よび丸太燃料の消費量の比較から丸太加温器導入による

重油削減効果を測定した。 

 

【結果と考察】 

１． 丸太燃料の供給システム（集荷、加工、配送） 

丸太燃料生産について各チームごとに独自の作業スタ

イルを実行し、丸太燃料生産費は、伐採、集材、積込、

配送、加工、について検証した結果、Aチームは7.17円/

㎏、Bチームは 7.86円/㎏、Cチームは 10.14円/㎏とな

った。各チームの生産コストを図表９～１１に示す。 

Aチームはのべ作業時間 22時間に対し生産量は 7トン

で、広葉樹を対象にした生産コスト7.17円/㎏となった。

これは一般的には作業が難しい広葉樹に対し、入念な作

業計画をたてて行った結果である。 

Bチームはのべ作業時間は38時間で生産量は13トンで

あった。独自に考案した軽トラウインチによる簡易架線

作業や昨年開発したハンドウインチによる伐倒作業に慣

れてきたことで作業性が向上してきた結果である。 

C チームはマッシュプーリーによる切り捨て間伐材の

集材に取り組み生産コストは11.36円/㎏となった。マッ

シュプーリーでは、機材の不具合や操作への不慣れさは

あったものの低い生産コストを達成しており、今後、機

械の完成度や習熟度の向上によって生産コストはさらに

低減できるものと考えられる。また、チェーンソーを用

いた加工作業による作業者の負担軽減のため導入した玉

切り装置の作業にも習熟していなかったため、マッシュ

プーリーとともに作業の習熟度が向上すればコスト低減

が期待できる。配送について、他チーム同様クレーン付

きトラックにすることでコスト低減が見込まれる。 

丸太燃料生産費は、整備する森林の条件、難易度に大

きく左右される。3チームとも今回は比較的難易度の低い

条件の森林において伐採から配送までの基本的なコスト

を検証した。その結果丸太燃料生産費は、施設園芸の既

存重油加温器の燃料として使用されているA重油が60円

/Lの場合に相当する額をスギに換算した金額 20円/㎏に

対しその半分程度の金額となった。 
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２．エネルギー利用システム（丸太加温器） 

試験の結果、約100kgの丸太燃料で燃焼制御なしの

フル稼働状態では約6時間連続運転が可能であること

がわかった。また、外気温が-5℃～10℃程度の時、丸

太加温器のみの運転で400坪の温室内温度を外気温と

の差で10℃上昇できることが分かった。温室内の要求

温度との差分は重油加温器が稼動して賄った。 

ハウスの加温は11月から翌5月上旬ごろまでを1シー

ズンとして行われる。既存重油加温器の出力は 170 [kW] 

で丸太加温器は 100 [kW] と出力では既存重油加温器の

60％である。丸太加温器を併用した試験期間中の重油節

約量を図表６に示す。丸太加温器の併用により重油使用

量を約 76％削減した。また、丸太加温器の温度安定性が

作物の品質向上につながることが確認できた。これは、

重油加温器に比べて丸太加温器では温度コントロール時

の温度変動幅が小さいことでハウス内の温度を低く設定

することができるためである。この特徴を利用した丸太

加温器の運用により想定した 60％よりも高い節約効果が

得られたものと考えられる。 

 

図表６ シーズンの重油節約量 
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【課題と今後】 

丸太燃料生産については、今回伐採から加工配送まで

の丸太燃料の生産コストを測定したが、実際には放置林

など長い期間手入れがされていないために伐採に入るま

でに相当の作業量が必要になるケースが発生することも

多い。また、継続的なフィールド確保のための山主調整

費等も必要であり、作業効率のさらなる改善とともにこ

れらに対する検討が課題である。 

加温器については、燃料充填に人力作業が必要なこと

で使用者に負担感があることがあげられる。連続燃焼時

間を長くすることで重油削減効果を向上させ、できるだ

け充填回数を減らす方向を検討中である。また、丸太燃

料の品質（含水率等）が加温性能に影響するため、燃料

の品質管理の低コスト化についての検討が必要である。 

これらの試験結果と課題を踏まえて、丸太燃料生産側

の経済性と丸太加温器運用側の経済性の双方を成立させ

うる地域ビジネスの条件を検討し、今後は加温器の販

売・メンテナンスまでを含んだ里山ビジネスとして地域

に展開していくことを目指す。 
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【問題・目的・背景】 
近年、「地方創生」が政策的イシューになる一方で、既存

の産業振興政策など、地方に対して実行された補助事業の

効果が不十分なままに議論されているように感じる。新た

なばら撒きと揶揄され、数値目標の達成が覚束ない現状に

おいては目先の交付金事業を消化することに終始して、本

質的な「おまかせ民主主義からの脱却」という、中央政府

主導のやり方を転換するまでに至っていない。 

とくに産業構造の変化を伴うような、イノベーションを

志向する地域振興が政策目標としては掲げられているもの

の、実態は見えてきていない。 

 今回、1950-70 年代の国家的なエネルギー政策の転換に

伴って、産業構造や労働環境、地域振興といった急激な変

化が起こった産炭地域を対象にして、政策効果と地域条件

のそれぞれの要因分析を行なう。とくに常磐地域と空知地

域という、同じ産炭地域にあってその後の産業構造変化に

差異が発生した結果について、ケーススタディを通じて比

較する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 常磐地域と空知地域を対象に、まずは時系列における

産業振興政策の導入とそれに伴う効果を分析する。この

２つの地域を選定した理由としては、常磐地域において

は労働者数や地域経済規模といった各要素が、炭鉱が中

心であった頃よりも産業構造転換が起こった後の方が増

大しており、効果があったと考えられる。一方で空知地

域においては、労働者の減少とそれに伴った過疎高齢化

が顕著となっており、地域経済規模も急激な縮小がみら

れた。その差異について、政策的要因と地域条件的要因

を切り分けて分析することを試みる。 

 実際のケーススタディをもとに、政策実施に向けた合

意形成プロセスや労使交渉のあり方、炭鉱労働者の職業

斡旋と転出先の状況、工場や発電所といった第二次産業

誘致の進め方といった定性的な分析を行なう。それとと

もに投下された資本に対する経済効果や雇用創出といっ

た各種定量データの可視化を行なうことで、地方創生分

野における政策目的の策定と数値目標の整合、あるいは

与件としての地域条件に対する知見を見出したい。 

【研究・調査･分析結果】 

 常磐炭鉱においては、石炭の質が比較的粗悪であり、

また首都圏に近いという地域条件から、1950年代の早期

より労使協調による非採算炭鉱の閉山や炭鉱労働者の職

業紹介、首都圏への転出といった産業構造の変化が進め

られた。とくに産炭地域振興臨時措置法により、1966年

に 14自治体が合併して現在のいわき市が誕生、それに伴

って全国総合開発計画における新産業都市の指定を受け、

工業化が進められた。 

 空知炭鉱においては、質の良い石炭が産出された地域

条件から、現在でも露天掘りでの採掘が続けられている。

しかし坑道堀りについては労働条件悪化や相次ぐ事故に

よって廃れ、1980年代には相次いで閉山となった。しか

し炭鉱労働者の高齢化とバブル経済崩壊と重なったため

に、労働者の転出は思うように進まず、地域内には老朽

化した炭鉱住宅と年金暮らしの高齢者が残された。現在

は道営住宅への住み替えなどによるコンパクトシティ化

が進められ、行政サービスの合理化が行なわれている。 

 

【考察・今後の展開】 

 常磐炭鉱において労使協調による産業構造転換が進め

られたのは、炭鉱を経営する地元資本と労働者の心理的

距離感の近さ、労働組合出身の政治家による政策導入と

いった、地域密着型のアプローチが挙げられる。 

一方で空知炭鉱においては、旧財閥系資本と労働者の

確執が表面化し、待遇改善を求めるストライキやまだ石

炭が産出できるという残余価値に対する保守的な考えに

よって産業構造転換が遅れた。 

地方創生政策においても、中央集権的なアプローチは

あまり奏功しておらず、また比較的資源に恵まれた地域

においては構造転換が起こりづらいといった状況がみら

れる。 

 

【引用・参考文献】 

岩本直（2010）「特定地域振興政策の政策効果に関する研究」 

早稲田大学文学部社会学研究室（1958～ ） 

「炭砿労働者の閉山離職とキャリアの再形成」 

嶋崎尚子（2011）「石炭産業の終焉過程における常磐炭砿」
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常磐炭鉱と北炭夕張炭鉱の比較 

国の石炭産業スクラップ＆ビルド政策によって、空知地域にある北海道炭礦汽船の北炭夕張炭鉱はビルド鉱として大規模

開発が進められ、常磐地域にある常磐炭鉱はスクラップ鉱として閉山と撤退が進められた。夕張炭鉱においては国の積極

的な関与の下、鉱脈探査や新技術導入など生産性を高めるための集中的な取組が行われた。常磐炭鉱においては民間企業

主体の産業再構築が進められ、国の新産業都市などの政策を導入するための市町村広域合併や、制度融資を利用した金融

機関借入れといった手法が採られた。 

常磐炭礦は首都圏に近接し、また鉱山採掘技術から発展した日立製作所などの工業に対する労働需要が増していたことも

あり、早期の産業構造転換に積極的であった。また炭鉱においては悩みの種であった温泉も観光資源として活用し、常磐

ハワイアンセンターを開業するといった異業種参入を進め、常磐興産へと改組して現在に至っている。その後はゴルフ場

開発や首都圏での不動産賃貸業、あるいは海外からの輸入炭の卸売りといった多角経営化を進めており、バブル期には一

時経営状態が悪化したものの企業業績は堅調に推移している。 

北海道炭礦汽船は国の関与の下、主に夕張や深川といった空知地方において大規模炭田の開発を進めるも、深度への探索

や岩盤・地下水脈といった技術的課題に直面しなかなか計画が進展しなかった。グローバル環境においては、為替相場の

影響や石油をはじめとしたエネルギー転換の推進を受けて競争力が低下し、また炭鉱労働者や周辺住民への鉱公害補償と

いったリスク要因も増大していった。国が定めた生産合理化計画を全うするために、無謀な生産目標と鉱山開発を進めた

結果、大規模な爆発事故が相次いで閉山を余儀なくされ、1982年に負債総額約1200億円で経営破たんした。 

地域資源としての石炭の質においては、空知地域が常磐地域に比べて高品位な瀝青炭を生産し、実際の石炭生産額も北海

道炭礦汽船は常磐炭礦の2倍の規模であった。その後、石炭産業という斜陽産業に対する国家的な政策支援が行われ、大

規模生産合理化を目指した空知地域においては急激な石炭産業の終焉とその影響による産業空洞化、そして夕張市の財政

破たんと現在においてもその影響が続いている。常磐地域においてはインフラ整備や低金利融資といった面においては国

の財政支援を受けるも、基本的には民間主導による産業振興が図られ、結果的には石炭産業期よりも大きな経済規模と多

くの労働者を抱える構造転換へと成功したと言える。 
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くの労働者を抱える構造転換へと成功したと言える。 
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一橋大学イノベーションマネジメント政策プログラム（IMPP） 東 大史（taishibrian@gmail.com） 

Research Question:

政策は地域振興にどのような効果をもたらしたのか？ 

①石炭産業構造転換の必然性の指摘 

石炭鉱業調査団による石炭の競争力低下に関する答申か

ら、1960年代の段階で石炭の石油に対する価格競争力が

失われることは、経済学者を中心とした分析から明らか

になっていた。1962年にはブレトン・ウッズ体制が崩壊

し、輸入炭への価格競争力が著しく低下する。その後「石

炭対策大綱」が閣議決定され、石炭鉱業合理化臨時措置

法を含む石炭関係11法案の改正・制定が進められた。 

②スクラップ＆ビルド政策による選択と集中 

国策によるエネルギー革命推進と為替・自由化といった

マクロ経済環境の変化が地域におけるミクロ経済に大き

な影響を及ぼし、中小・非効率炭鉱の閉鎖と大規模炭鉱

への集中が図られた。常磐炭鉱はスクラップ鉱に、空知

炭鉱はビルド鉱に指定された。それぞれ石炭鉱業合理化

臨措法に伴った再編が進められる。 

③「黒い羽根運動」による労働者・鉱害/公害への補償 

⇒全国的に炭鉱労働者の劣悪な労働環境が喧伝され、ま

た健康被害が取上げられる。鉱業法改正による鉱害賠償

規定の制定と、公害対策基本法による規制がかかる。た

だでさえ経営状況の悪化していた石炭産業にとっては、

さらに訴訟や補償のリスクを抱えることになる。 

④空知炭鉱に石炭鉱業合理化事業団による制度融資 

⇒1200円/tの炭価を目指した合理化・機械化に向けた国

庫負担とエネルギー税制による補償を定めた石炭鉱業構

造調整臨措法が1955年に制定され、ビルド鉱である空知

炭鉱に対する公的資金投入が進められる。北炭夕張炭鉱

では 5000t/日を目標とした生産計画が策定されるも、労

災事故や労使問題が起こる。 

⑤常磐炭鉱は 1980年代まで生産を継続 

⇒スクラップ鉱に指定された常磐炭鉱だが、常磐火力と

いう安定消費先を確保して生産を継続。煤塵等の公害に

よって周辺住民との訴訟リスクを抱えるも、石炭鉱業構

造調整臨措法による国庫からの補償を受けて累積赤字を

解消しながら産業構造を転換することに成功した。 

⑥新産業都市を活用したいわき市の都市計画と大合併 

⇒1962年に制定された新産業都市建設促進法に郡山とと

もに手を挙げ、全国に先駆けて 14市町村の広域合併を実

行した。地方債や公共事業誘致を進め、高速道路や港湾

整備による都市構造の変化をインフラ整備によって実現。

結果として内郷・湯本地区は観光業、小名浜・平地区は

製造業が発展した。 

■傾斜生産方式 

太平洋戦争後の経済復興を目指すため、鉄鋼生産とそれ

に必要な石炭の重点的な生産力増強が図られた。1947年

に日銀引受による復興債を原資とした復興金融公庫から

の融資を受け、炭鉱は戦後復員の労働者を集めて活況を

呈するも、1950年代にはすでに構造不況に陥った。 

■石炭対策大綱 

1964年に閣議決定され、石炭火力発電所の増新設や原料

炭の確保、それに伴う供給価格安定と雇用促進が図られ

た。また石炭生産の近代合理化が進められ、地域別炭田

毎の生産計画および開発目標の策定が実施された。炭鉱

離職者に対する職業紹介や離職金の設置、産炭地域振興

計画の策定による地域振興策の推進が取り決められた。 

■産炭地域振興計画 

産炭地域の産業基盤整備のため、道路の建設、工業用地

の造成、工業用水等の合理的開発について対策を進める。

工場や企業誘致に対して助成するため、政府系金融機関

との調整を図りつつ産炭地域振興事業団の融資機能の強

化、資金枠の拡大を図った。 

■石炭鉱業合理化臨時措置法 

スクラップ＆ビルド政策によって石炭鉱業審議会が設置

され、大規模合理化を促進するビルド鉱と石炭鉱業整備

事業団による買上げ整理を進めるスクラップ鉱を峻別す

る。国内石炭鉱業に対して、石油等の輸入エネルギーに

対抗しうる競争力をつけることを目標にしている。 

■石炭鉱業構造調整臨時措置法 

国内石炭価格の安定化と構造転換を進めるために、標準

炭価制度導入による買取価格への補償と、低利融資によ

る経営多角化支援が行われた。炭鉱離職者に対しては積

極的な職業訓練と就業斡旋が進められ、構造転換の影響

を最小限にするための労働者への配慮が為された。 

■公害対策基本法 

炭田周辺の煤塵や重金属による大気・水質汚染が顕在化

し、また石炭火力発電所周辺においては光化学スモッグ

等の公害が広く認知されるようになった。それに伴って

公害対策基本法が制定され、地域住民の権利を守るため

の対策が進められることとなった。 

■鉱業法（鉱害賠償規定） 

「黒い羽根運動」を通じて炭鉱労働者の健康被害に対す

る補償が定められ、全国で労使対立が激化する。構造転

換を図る経営側と雇用保障を求める労働者側での議論が

行われた。 
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機能性材料の技術経営論（第 1報） 

〇近森洋二・那須清吾（高知工科大学） 

Keyword： 機能性材料開発、不確実性、組織間関係 

【目的・背景】 
（１）電子部品･デバイス向け素材産業における機能性材料

開発は成功に至るまでの道のりは長く険しく、投資が成果

につながらないリスクが大きい。製品開発・技術開発に関

する従来研究は主として消費者向け最終製品に関するもの

であり、機能性材料の開発に関する研究は少ない。丹羽

(2006)は高度技術社会における研究開発マネジメントの工

夫の重要性を指摘しており、今後も重点的に取り組むべき

技術経営の中核部分と位置づけている。本研究は電子部品･

デバイス向け素材産業における機能性材料開発の不確実性

とリスクを踏まえた技術経営に関するものである。 

（２）機能性材料の技術経営の理解のためには、その前段

階の時代における技術経営のあり方を理解する必要がある

と考える。いずれの企業においても機能性材料の研究開

発・製造の以前に汎用の製品を製造しており、それぞれの

歴史の中でその企業に特有の生産体系からファイン化に至

っているからである。また、技術経営にも伝統が引き継が

れていることによる。 

（３）筆者の全体の研究の中で最初の事例とした磁気テー

プ用材料の製造に至る前段階の技術経営を考察する。本研

究の磁性材料事例で扱う 4社は無機化学あるいは鉱業系の

製造業を起源としている。いずれも古い歴史を有している

ものの1945年の敗戦により、それまでの資本関係や大半の

設備を失った状態から、復興をめざしている。本報告では、

A 社について、機能性材料の製造に移行する前段階の技術

経営の経緯を追い、組織間関係論のパースペクティブ概念

を適用することで技術経営に特有のメカニズムを明らかに

することを試みる。 

【研究方法・研究内容】 

（１）山倉(1993)は組織間関係を体系化し、経営学にお

ける経営戦略論と組織間関係論との連動の必要性を指摘

した。筆者のこれまでの研究で,第一に機能性材料の開発

は技術的階層性が特徴的であり、階層性に関連して川下

の企業の情報と評価に依存することにより増幅される特

有の不確実性とリスクが存在することを示した。第二に、

顧客である企業との組織間関係を中心として、原材料企

業、製品企業など多くの他組織との関係が重要な経営要

素となる。本研究は技術的階層構造と不確実性に関する

これまでの研究を踏まえ、機能性材料の技術経営をテー

マとして機能性材料開発のマネジメントをリスクと組織

間関係論の視点で考察するものである。 

（２）組織間関係論においては、資源依存パースペクテ

ィブ、組織セットパースペクティブ、協同戦略パースペ

クティブ、制度化パースペクティブ、および取引コスト

パースペクティブの5つが重要である。 

（３）本研究では、各企業が編纂した社史を資料として

機能性材料事業に至る各社の歴史を組織間関係論の概念

を用いて比較し、共通の法則性と個別の特徴を抽出する。 

（４）事例分析の例として、A社の戦後の復興期における

技術経営の経緯を整理し、パースペクティブ、変数およ

び経営戦略との相互作用の経過を調べた。 

第 2 報で報告する予定であるが、酸化鉄事業において

は、戦後の高度成長期にメタル粉で先行したA社、後に8

ミリビデオでトップに立つことになった B 社、さらに酸

化鉄の草分けである E 社、酸化チタンの副生硫酸鉄を利

用する酸化鉄を成功させた F 社が競争を繰り広げた経緯

がある。まず、メタル粉の事業化に一番早く成功した A

社がどのような経過をたどってメタル粉開発に至ったの

か、第 1 報ではファイン製品に至るまでの戦後復興期に

おける技術経営を前記視点で探ることとする。 

（５）A社の技術経営事例－戦後の復興期 

1.1 A社の歴史と概要  

A社は、軍需用の金属マグネシウム、苛性ソーダおよび

塩酸の製造を目的として 1938 年（S13）に群馬県渋川に

創立された。しかし､敗戦により金属マグネシウム需要は

不要となり、苛性ソーダを中心とする無機工業薬品製造

を開始した。その後、A社は戦後の石油化学工業の発展に

合わせて1965年に水島コンビナートに進出し、水島工場

は紆余曲折を経ながらも発展していった。 

しかし、内陸狭小の渋川工場は塩化ビニル事業の塩素

販売先として提携していた電気化学工業(以下 K 社)側の

事情により、同社向け塩化水素の販売が停止になるなど

メインの製品が大きく減少する事態に追い込まれ、体質

の改善が課題となっていた。余剰人員削減など合理化と

ともに新規事業を模索した歴史を持つ。多くの挑戦と失

敗を重ねながらも、2016年現在は鉄系製品、フッ素系製

品に代表されるファイン部門は収益の源泉となっている。 

1.2 戦後の復興期における塩化ビニル共同事業 

1.2.1＜電解ソーダ事業による経営の安定化戦略＞ 

A社は戦後の占領政策により古河、浅野両財閥の後ろ盾

を失って,資本も乏しく、内陸型の狭い渋川工場だけが資

産という状況であった。再生の道は大型の塩素製品との

組み合わせによる苛性ソーダの生産拡大しか選択の余地

はなかった。資本依存パースペクティブが消失し、経営

状況も厳しい中で余剰塩素を消費するという命題と有望

な将来性が両立する塩化ビニルの自社開発と事業化を目

指すという経営戦略を採った。多くの化学系企業にとっ

て魅力的なテーマの一つが代表的な熱可塑性汎用樹脂で

ある塩化ビニルであった。 

1.2.2ステージ 1＜塩化ビニル自主開発戦略の実行＞ 

A社も旭電化出身の浦野の方針により 1948年に研究を

開始した。酒井(1982)によれば、現実の企業活動は不確

実性が存在する環境下で行われている。筆者のこれまで

の研究によれば、技術経営における事業活動としての開

発行為とその結果(変数の変化)にも不確実性が存在し、

必ずしも予測通りの結果を得るわけではない。そのため、

現実の世界では計画とのずれをみて、戦略と計画を修正

しながら目標に近づけていく。以下では、当初の自主開

発戦略の挫折を経て、K社との協同事業へと修正した事象

を組織間関係論と不確実性により考察する。 

塩化ビニル開発には資金が乏しい中でも 5 人以上を投

入することで独自技術を開発し、半年後には日産40kgの

スケールを達成した。しかし、1948年頃の売上額は 1億

円に届かず、運転資金は復興金融公庫に頼った財務状況

であった。塩化ビニルの開発を次のステージに上げるた

めには日産5トンの中間試験設備を必要とした。しかし、

中間設備でも多額の資金を必要としたので、設置は無理

であった。さらに、規模が一定以上でないと採算性がな

いことも分かり、事業化を断念した。 

A社社史によれば、この時塩化ビニル事業に情熱を傾け

ていた浦野の失意は深かったと記録されている。資金不

足の懸念はあっても、将来の発展のためという信念と情

熱で塩化ビニル事業化戦略を決断し、進めたと推論する。   

なお、この事例においては、「ステージ」を時間の経過

に沿って経営課題に対応する経営戦略に従って実施する

経済行為により、大きなパースペクティブの変化または

財務状況のような重要な変数の変化が起こった状態を区

分するときに用いる。A 社－K 社の塩化ビニル事業では、

ステージを 5 つに区分した。以下、各ステージの移行に

伴うパースペクティブの変化を考察する。 

1.2.3 ＜ステージ1からステージ2への移行＞ 

A社が自社開発と事業化を断念した頃、塩化ビニルの一

方の原料であるカーバイドのトップメーカーであった三

井系の電気化学工業株式会社(以下 K 社)も、酢酸ビニル

の事業化に次いで塩化ビニルの事業化に取り組み、中間

設備を設計する段階にあった。しかし、1949年当時は建

設資材と工業塩が不足していたため、政府の政策により

電解設備の新設はもとより既存工場の買収も困難であっ

た。K社も業務提携による塩素調達以外に選択できない状

況であったため、提携先を探していた。 

K 社においては原田(常務)が塩化ビニルの事業化を進

めており、1949年 A社の浦野と協議した。「新規プラント

を K社の費用で建設する、A社は土地、建屋、ユーティリ

ティー、要員を貸与するという条件を基本とし、塩化ビ

ニルの協同事業化を目的として研究開発を進め、特許は

協同出願する」という内容で合意した。 

山倉（1993）は第 2章第 1節において、資源依存パー

スペクティブの前提を 2 つ挙げている。第一に、組織存

続のために外部環境から諸資源を獲得・処分しなければ

ならない。組織は自己充足的存在ではなく、環境に対し

て開かれたシステムであり、諸資源を所有しコントロー

ルしている他組織に依存している。依存ゆえに資源の配

分・処分をめぐる組織間関係が形成・維持されると述べ

ており、資源依存には獲得だけでなく処分という資源依

存も包含する。第二は、組織は自らの自律性保持および

他組織依存回避という要求をもち、また、他組織をでき

うる限り依存させ、みずからのパワーを拡大する欲求を

持つことである。 

ここでは自力開発ステージ１から K 社と提携した状態

のステージ 2 に至る移行期を中心に、変数初期値－戦略

－パースペクティブの 3 要素の相互関係の変化に着目し

て、以下の①から④の 4つの視点でこの間の A社の塩化

ビニル事業戦略におけるパースペクティブの変化を要約

する。 

①（変数はパースペクティブをどう変えるか）；経営状況

(変数)は悪かった。資本依存関係は消滅していたので、

資本パースペクティブがなかった。ステージ 1 で自主開

発を断念する決断を行ったので、次の戦略で採るべきパ

ースペクティブを考えた。消滅して存在しないパースペ

クティブを形成するという方向が考えられた。資本がな

く、塩素資源依存も形成されてないため、資本と塩素の

資源依存のできる相手先を探すことにした。しかし、な

かなか見つからなかった。 

②（パースペクティブによって、戦略はどう変わった
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機能性材料の技術経営論（第 1報） 

〇近森洋二・那須清吾（高知工科大学） 

Keyword： 機能性材料開発、不確実性、組織間関係 

【目的・背景】 
（１）電子部品･デバイス向け素材産業における機能性材料

開発は成功に至るまでの道のりは長く険しく、投資が成果

につながらないリスクが大きい。製品開発・技術開発に関

する従来研究は主として消費者向け最終製品に関するもの

であり、機能性材料の開発に関する研究は少ない。丹羽

(2006)は高度技術社会における研究開発マネジメントの工

夫の重要性を指摘しており、今後も重点的に取り組むべき

技術経営の中核部分と位置づけている。本研究は電子部品･

デバイス向け素材産業における機能性材料開発の不確実性

とリスクを踏まえた技術経営に関するものである。 

（２）機能性材料の技術経営の理解のためには、その前段

階の時代における技術経営のあり方を理解する必要がある

と考える。いずれの企業においても機能性材料の研究開

発・製造の以前に汎用の製品を製造しており、それぞれの

歴史の中でその企業に特有の生産体系からファイン化に至

っているからである。また、技術経営にも伝統が引き継が

れていることによる。 

（３）筆者の全体の研究の中で最初の事例とした磁気テー

プ用材料の製造に至る前段階の技術経営を考察する。本研

究の磁性材料事例で扱う 4社は無機化学あるいは鉱業系の

製造業を起源としている。いずれも古い歴史を有している

ものの1945年の敗戦により、それまでの資本関係や大半の

設備を失った状態から、復興をめざしている。本報告では、

A 社について、機能性材料の製造に移行する前段階の技術

経営の経緯を追い、組織間関係論のパースペクティブ概念

を適用することで技術経営に特有のメカニズムを明らかに

することを試みる。 

【研究方法・研究内容】 

（１）山倉(1993)は組織間関係を体系化し、経営学にお

ける経営戦略論と組織間関係論との連動の必要性を指摘

した。筆者のこれまでの研究で,第一に機能性材料の開発

は技術的階層性が特徴的であり、階層性に関連して川下

の企業の情報と評価に依存することにより増幅される特

有の不確実性とリスクが存在することを示した。第二に、

顧客である企業との組織間関係を中心として、原材料企

業、製品企業など多くの他組織との関係が重要な経営要

素となる。本研究は技術的階層構造と不確実性に関する

これまでの研究を踏まえ、機能性材料の技術経営をテー

マとして機能性材料開発のマネジメントをリスクと組織

間関係論の視点で考察するものである。 

（２）組織間関係論においては、資源依存パースペクテ

ィブ、組織セットパースペクティブ、協同戦略パースペ

クティブ、制度化パースペクティブ、および取引コスト

パースペクティブの5つが重要である。 

（３）本研究では、各企業が編纂した社史を資料として

機能性材料事業に至る各社の歴史を組織間関係論の概念

を用いて比較し、共通の法則性と個別の特徴を抽出する。 

（４）事例分析の例として、A社の戦後の復興期における

技術経営の経緯を整理し、パースペクティブ、変数およ

び経営戦略との相互作用の経過を調べた。 

第 2 報で報告する予定であるが、酸化鉄事業において

は、戦後の高度成長期にメタル粉で先行したA社、後に8

ミリビデオでトップに立つことになった B 社、さらに酸

化鉄の草分けである E 社、酸化チタンの副生硫酸鉄を利

用する酸化鉄を成功させた F 社が競争を繰り広げた経緯

がある。まず、メタル粉の事業化に一番早く成功した A

社がどのような経過をたどってメタル粉開発に至ったの

か、第 1 報ではファイン製品に至るまでの戦後復興期に

おける技術経営を前記視点で探ることとする。 

（５）A社の技術経営事例－戦後の復興期 

1.1 A社の歴史と概要  

A社は、軍需用の金属マグネシウム、苛性ソーダおよび

塩酸の製造を目的として 1938 年（S13）に群馬県渋川に

創立された。しかし､敗戦により金属マグネシウム需要は

不要となり、苛性ソーダを中心とする無機工業薬品製造

を開始した。その後、A社は戦後の石油化学工業の発展に

合わせて1965年に水島コンビナートに進出し、水島工場

は紆余曲折を経ながらも発展していった。 

しかし、内陸狭小の渋川工場は塩化ビニル事業の塩素

販売先として提携していた電気化学工業(以下 K 社)側の

事情により、同社向け塩化水素の販売が停止になるなど

メインの製品が大きく減少する事態に追い込まれ、体質

の改善が課題となっていた。余剰人員削減など合理化と

ともに新規事業を模索した歴史を持つ。多くの挑戦と失

敗を重ねながらも、2016年現在は鉄系製品、フッ素系製

品に代表されるファイン部門は収益の源泉となっている。 

1.2 戦後の復興期における塩化ビニル共同事業 

1.2.1＜電解ソーダ事業による経営の安定化戦略＞ 

A社は戦後の占領政策により古河、浅野両財閥の後ろ盾

を失って,資本も乏しく、内陸型の狭い渋川工場だけが資

産という状況であった。再生の道は大型の塩素製品との

組み合わせによる苛性ソーダの生産拡大しか選択の余地

はなかった。資本依存パースペクティブが消失し、経営

状況も厳しい中で余剰塩素を消費するという命題と有望

な将来性が両立する塩化ビニルの自社開発と事業化を目

指すという経営戦略を採った。多くの化学系企業にとっ

て魅力的なテーマの一つが代表的な熱可塑性汎用樹脂で

ある塩化ビニルであった。 

1.2.2ステージ 1＜塩化ビニル自主開発戦略の実行＞ 

A社も旭電化出身の浦野の方針により 1948年に研究を

開始した。酒井(1982)によれば、現実の企業活動は不確

実性が存在する環境下で行われている。筆者のこれまで

の研究によれば、技術経営における事業活動としての開

発行為とその結果(変数の変化)にも不確実性が存在し、

必ずしも予測通りの結果を得るわけではない。そのため、

現実の世界では計画とのずれをみて、戦略と計画を修正

しながら目標に近づけていく。以下では、当初の自主開

発戦略の挫折を経て、K社との協同事業へと修正した事象

を組織間関係論と不確実性により考察する。 

塩化ビニル開発には資金が乏しい中でも 5 人以上を投

入することで独自技術を開発し、半年後には日産40kgの

スケールを達成した。しかし、1948年頃の売上額は 1億

円に届かず、運転資金は復興金融公庫に頼った財務状況

であった。塩化ビニルの開発を次のステージに上げるた

めには日産5トンの中間試験設備を必要とした。しかし、

中間設備でも多額の資金を必要としたので、設置は無理

であった。さらに、規模が一定以上でないと採算性がな

いことも分かり、事業化を断念した。 

A社社史によれば、この時塩化ビニル事業に情熱を傾け

ていた浦野の失意は深かったと記録されている。資金不

足の懸念はあっても、将来の発展のためという信念と情

熱で塩化ビニル事業化戦略を決断し、進めたと推論する。   

なお、この事例においては、「ステージ」を時間の経過

に沿って経営課題に対応する経営戦略に従って実施する

経済行為により、大きなパースペクティブの変化または

財務状況のような重要な変数の変化が起こった状態を区

分するときに用いる。A 社－K 社の塩化ビニル事業では、

ステージを 5 つに区分した。以下、各ステージの移行に

伴うパースペクティブの変化を考察する。 

1.2.3 ＜ステージ1からステージ2への移行＞ 

A社が自社開発と事業化を断念した頃、塩化ビニルの一

方の原料であるカーバイドのトップメーカーであった三

井系の電気化学工業株式会社(以下 K 社)も、酢酸ビニル

の事業化に次いで塩化ビニルの事業化に取り組み、中間

設備を設計する段階にあった。しかし、1949年当時は建

設資材と工業塩が不足していたため、政府の政策により

電解設備の新設はもとより既存工場の買収も困難であっ

た。K社も業務提携による塩素調達以外に選択できない状

況であったため、提携先を探していた。 

K 社においては原田(常務)が塩化ビニルの事業化を進

めており、1949年 A社の浦野と協議した。「新規プラント

を K社の費用で建設する、A社は土地、建屋、ユーティリ

ティー、要員を貸与するという条件を基本とし、塩化ビ

ニルの協同事業化を目的として研究開発を進め、特許は

協同出願する」という内容で合意した。 

山倉（1993）は第 2章第 1節において、資源依存パー

スペクティブの前提を 2 つ挙げている。第一に、組織存

続のために外部環境から諸資源を獲得・処分しなければ

ならない。組織は自己充足的存在ではなく、環境に対し

て開かれたシステムであり、諸資源を所有しコントロー

ルしている他組織に依存している。依存ゆえに資源の配

分・処分をめぐる組織間関係が形成・維持されると述べ

ており、資源依存には獲得だけでなく処分という資源依

存も包含する。第二は、組織は自らの自律性保持および

他組織依存回避という要求をもち、また、他組織をでき

うる限り依存させ、みずからのパワーを拡大する欲求を

持つことである。 

ここでは自力開発ステージ１から K 社と提携した状態

のステージ 2 に至る移行期を中心に、変数初期値－戦略

－パースペクティブの 3 要素の相互関係の変化に着目し

て、以下の①から④の 4つの視点でこの間の A社の塩化

ビニル事業戦略におけるパースペクティブの変化を要約

する。 

①（変数はパースペクティブをどう変えるか）；経営状況

(変数)は悪かった。資本依存関係は消滅していたので、

資本パースペクティブがなかった。ステージ 1 で自主開

発を断念する決断を行ったので、次の戦略で採るべきパ

ースペクティブを考えた。消滅して存在しないパースペ

クティブを形成するという方向が考えられた。資本がな

く、塩素資源依存も形成されてないため、資本と塩素の

資源依存のできる相手先を探すことにした。しかし、な

かなか見つからなかった。 

②（パースペクティブによって、戦略はどう変わった
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か）；資本パースペクティブは消滅していた。そのため、

資本依存パースペクティブを形成する戦略とした。 

③（変数が戦略をどう変えたか）； 資本が不足したため、

自主開発をやめて、提携先を探す戦略に変えざるを得な

かった。変数は、経営状況と資本不足だったので、資本

の依存先を探した。資本不足という変数は、資本増強戦

略として資本依存パースペクティブの形成を促す。これ

らのパースペクティブ形成により、戦略は単独開発から

共同開発戦略となる。 

④（戦略によってパースペクティブと変数はどう変わっ

たか）；同じように塩素を探していた K 社と出会った。A

社は塩素を供給し、K社のカーバイドと組み合わせた塩化

ビニルの共同事業化に合意した。塩素とカーバイドの双

方依存型の資源依存パースペクティブの形成を進める合

意形成である。塩化ビニル事業化を共同で行なう協同戦

略パースペクティブをめざした。また、同時に A 社が資

本を依存する資本依存パースペクティブを形成すること

に合意し、覚書を作成した。 

④の１（戦略実行の結果、変わったパースペクティブ）； 

K社提携を選択したので,資本が増強され、かつ塩素消費

課題が解決される可能性がでた。パースペクティブは組

織セットパースペクティブである。塩素とカーバイドの

資源依存パースペクティブが形成された 

④の2（戦略実行の結果、変わった変数）； 

その結果、提携という戦略が実行されたステージ 2 の過

程で、徐々に経営状況は改善していった。 

以下、新たなステージ2で同様に繰り返していく。 

①新たな変数値；資本依存パースペクティブはすでに成

立している。そのため、資本は安定している。塩化ビニ

ル事業はこの後も品質と生産性の向上に関する技術開発

と工場建設が必要であり、操業までは数年の期間を要し

たため、この時点では実体のある物質としての資源依存

パースペクティブは成立していない。A社資本の安定化に

より組織セットパースペクティブは効果的に作用する。 

②提携により形成された組織セットパースペクティブは

双方ともに積極的に維持される。 

③資本は増強された。事業化はまだできていないので、

経営状況は変わらず悪い。事業化の提携はこれから進め

るので、共同開発戦略に変化はない。 

④の1 共同開発戦略により、塩素供給源であるA社渋川

工場内の土地に K 社により塩化ビニル工場が建設されて

いく。 

④の 2 維持にメリットがあったのでパースペクティブ

は変化していない。 

以下、ステージの移行ごとにこの視点のパターンで繰

り返して整理し、パースペクティブの変化が理解される。

表 1にパースペクティブの変化を示す。 

1.2.5 ステージ2＜提携成立と工場完成まで＞ 

ステージ 2（1950年～53年）においては、K社との塩

化ビニル共同事業化の協定が交わされ、事業化の実現に

向け双方が資源を出し合う条件で合意した。1953 年に A

社敷地内に塩化ビニル工場が建設された。 

1.2.6 ステージ3＜工場完成後から操業安定化まで＞ 

お互いに資源依存パースペクティブであったため、K

社の塩化ビニル事業の拡大は A 社の塩素供給量の拡大に

直結していた。生産量の伸長に合わせて電解設備を増設

していった。塩化ビニルを中心に有機合成化学を優先す

るという政府の政策があり、供給が安定していなかった

原料塩の優先割り当て制が実施された。A社の塩化水素は

共同開発による K 社への供給契約により自家消費に準じ

た扱いと認められて、優先割り当て制の適用を受けるこ

とができた。制度化パースペクティブを利用した結果と

なっている。 

一方、塩素の消費拡大に伴う苛性ソーダの増産は、昭

和 30年台の合繊時代が来るまでの期間に化繊・紙パルプ

向け需要（市場の見通しは好転）が旺盛であったこと（期

待以上の環境としてよい方向で現れた不確実性）と政府

がアンモニア法苛性ソーダの生産を調整し、電解法の苛

性ソーダを優先する政策（制度化パースペクティブ）を

採っていたことなど環境に恵まれていた。 

1.2.7 ステージ4およびステージ5 

資本増強と電解ソーダ事業基盤の安定化が進んだ。K

社との塩化ビニルに関する提携と環境に恵まれたことに

よって、A社の中核事業であった電解ソーダ事業の基盤は

確立されることとなった。経営状況（変数）は良好に変

化した。K社との塩化ビニルに関する提携と環境に恵まれ

たことによって、A社の中核事業であった電解ソーダ事業

の基盤は確立されることとなった。ステージ 4 と位置づ

けた安定化状態で、K 社以外からの資本増強のため 1960

年に金融機関による協調融資を得たことでステージ 5 へ

移行した。ステージ 3 に続き、金融機関による協調融資

を得て財務がさらに安定化するステージ 5 まで、双方に

メリットがあったので塩化水素の供給という資源依存パ

ースペクティブと組織セットパースペクティブが1970年

まで維持された。 

共同事業化には至らなかったが、この提携は A 社の経

営を拡大安定化することに大きく貢献できた。 

1.3 パースペクティブの変遷 

 以上の経過における A社と K社の組織間関係のパー

スペクティブの変化を表1に示す。A社は資本を他者に依

存するしか存続・成長の道がなかったため、資本に関す

る資源依存パースペクティブが維持された。また、A社は

塩素の処分という資源依存の関係と同時に K 社も塩化ビ

ニルの原料として依存する双方依存の関係が維持された。 

山倉（1993、p46-47）によれば、組織間関係論的には
資源依存パースペクティブや組織セットパースペクティ

ブは個別組織の観点から、それと関連する組織との関係

を明らかにするものである。それに対し、共同戦略パー

スペクティブは、組織の集合体あるいはグループを基本

的分析単位としている。ここでは、A社とK社との個別
組織を構成単位とする組織の共同体を解明の対象とする。

上記塩素とカーバイドという双方が互いに依存する資源

パースペクティブが形成される組織間関係である。さら

に、設備、土地、技術、人員という資源依存パースペク

ティブを介した形で組織セットパースペクティブの形成

を実現するものと言える。 
表 1 A社 K社組織間関係パースペクティブの変遷 

  パースペクティブ 

ステージ 時期 資源依存 
組織 
セット 

協同戦略 制度化 
取引 
コスト 

ステージ１ 
1948－
1949 

なし なし なし なし なし 

移行期 1949 なし なし なし なし なし 

ステージ 2 
1950－
1953 

○資本 なし 共同事業化 なし なし 

移行期 1953 塩素販売へ 〇 なし なし なし 

ステージ 3 
1953－
1957 

○資本、塩素 ○ なし なし なし 

ステージ 4 
1958－
1960 

○資本、塩素 ○ なし なし なし 

ステージ 5 
1961－
1970 

○資本、塩素 ○ なし なし なし 

 

【研究結果】 
 本報告では、A社の戦後の復興期における技術経営を

事例として、変数とそれに対応した戦略とパースペクテ

ィブ構想およびその戦略実施結果による次のステージで

の変数とその状態に対応した次の戦略とパースペクティ

ブ構想およびその戦略実施結果というようにスパイラル

な進行により、技術経営の動きを説明することができた。 

塩化ビニル提携事例では、各ステージを通して資本に

よる資源依存パースペクティブが支配的であったことを

明らかにした。また、塩素の処分という依存による資源

依存パースペクティブも主要なパースペクティブであっ

た。同時に、原料と資源（資本、土地、要員、ユーティ

リティー）の両方で個別の組織が双方とも依存する組織

セットパースペクティブによる組織間関係を維持したこ

とを明らかにした。組織間関係を議論するパースペクテ

ィブとして、この 2つは有用であった。50年前の事例と

はいえ、現在の技術経営でも有用なパースペクティブで

あり、不確実性とリスクの視点を合わせることでより有

効な技術経営の視点を提供できると考える。 

【考察・今後の展開】 

 機能性材料の顧客との組織間関係については、競合す

る材料企業が多数の時は、顧客であるデバイス企業側に

材料各社製品試作品の俯瞰情報を依存している情報資源

依存パースペクティブが支配的である。この依存により

開発に係る不確実性が拡大する。一方、A社がメタル粉を

最初に量産化したときのように材料側に希少性がある場

合には、デバイス側がメタル粉の供給を A 社に依存する

資源依存パースペクティブの関係となり、コスト決定力

も A者側にある。以上の知見を得ており、第 2報では、

機能性材料の開発以降の技術経営について A 社を軸とし

て表 2の 4社の比較を行うことにより、検証を深める。

さらに、第 3 報以降、これまでの筆者の研究を通じて技

術的階層構造が典型的と思われる磁気記録用磁性材料、

リチウムイオン電池用材料および光触媒用超微粒子酸化

チタンの 3 材料の事例を選び、不確実性とリスクを組織

間関係に注目した視点により詳細に記述的推論を行う。 

表 2 事例4社の合成酸化鉄研究開始年と事業化年 

 A社 B社 E社 F社 

創立 1938年 1884年 1823年 1936年 

資本金 29億円 10億円 75億円 34億円 

売上高 390億円 483億円 285億円 63億円 

研究開始 1964年 1965年 1953年 1962年 

事業化年 1971年 1968年 1960年 1965年 

【引用・参考文献】 
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[3] 辻聡美・佐藤信夫「不確実性を伴う開発プロジェク
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［5］チタン工業社史編纂委員会 「チタン工業 60 年

史」,1997年。 
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か）；資本パースペクティブは消滅していた。そのため、

資本依存パースペクティブを形成する戦略とした。 

③（変数が戦略をどう変えたか）； 資本が不足したため、

自主開発をやめて、提携先を探す戦略に変えざるを得な

かった。変数は、経営状況と資本不足だったので、資本

の依存先を探した。資本不足という変数は、資本増強戦

略として資本依存パースペクティブの形成を促す。これ

らのパースペクティブ形成により、戦略は単独開発から

共同開発戦略となる。 

④（戦略によってパースペクティブと変数はどう変わっ

たか）；同じように塩素を探していた K 社と出会った。A

社は塩素を供給し、K社のカーバイドと組み合わせた塩化

ビニルの共同事業化に合意した。塩素とカーバイドの双

方依存型の資源依存パースペクティブの形成を進める合

意形成である。塩化ビニル事業化を共同で行なう協同戦

略パースペクティブをめざした。また、同時に A 社が資

本を依存する資本依存パースペクティブを形成すること

に合意し、覚書を作成した。 

④の１（戦略実行の結果、変わったパースペクティブ）； 

K社提携を選択したので,資本が増強され、かつ塩素消費

課題が解決される可能性がでた。パースペクティブは組

織セットパースペクティブである。塩素とカーバイドの

資源依存パースペクティブが形成された 

④の2（戦略実行の結果、変わった変数）； 

その結果、提携という戦略が実行されたステージ 2 の過

程で、徐々に経営状況は改善していった。 

以下、新たなステージ2で同様に繰り返していく。 

①新たな変数値；資本依存パースペクティブはすでに成

立している。そのため、資本は安定している。塩化ビニ

ル事業はこの後も品質と生産性の向上に関する技術開発

と工場建設が必要であり、操業までは数年の期間を要し

たため、この時点では実体のある物質としての資源依存

パースペクティブは成立していない。A社資本の安定化に

より組織セットパースペクティブは効果的に作用する。 

②提携により形成された組織セットパースペクティブは

双方ともに積極的に維持される。 

③資本は増強された。事業化はまだできていないので、

経営状況は変わらず悪い。事業化の提携はこれから進め

るので、共同開発戦略に変化はない。 

④の1 共同開発戦略により、塩素供給源であるA社渋川

工場内の土地に K 社により塩化ビニル工場が建設されて

いく。 

④の 2 維持にメリットがあったのでパースペクティブ

は変化していない。 

以下、ステージの移行ごとにこの視点のパターンで繰

り返して整理し、パースペクティブの変化が理解される。

表 1にパースペクティブの変化を示す。 

1.2.5 ステージ2＜提携成立と工場完成まで＞ 

ステージ 2（1950年～53年）においては、K社との塩

化ビニル共同事業化の協定が交わされ、事業化の実現に

向け双方が資源を出し合う条件で合意した。1953 年に A

社敷地内に塩化ビニル工場が建設された。 

1.2.6 ステージ3＜工場完成後から操業安定化まで＞ 

お互いに資源依存パースペクティブであったため、K

社の塩化ビニル事業の拡大は A 社の塩素供給量の拡大に

直結していた。生産量の伸長に合わせて電解設備を増設

していった。塩化ビニルを中心に有機合成化学を優先す

るという政府の政策があり、供給が安定していなかった

原料塩の優先割り当て制が実施された。A社の塩化水素は

共同開発による K 社への供給契約により自家消費に準じ

た扱いと認められて、優先割り当て制の適用を受けるこ

とができた。制度化パースペクティブを利用した結果と

なっている。 

一方、塩素の消費拡大に伴う苛性ソーダの増産は、昭

和 30年台の合繊時代が来るまでの期間に化繊・紙パルプ

向け需要（市場の見通しは好転）が旺盛であったこと（期

待以上の環境としてよい方向で現れた不確実性）と政府

がアンモニア法苛性ソーダの生産を調整し、電解法の苛

性ソーダを優先する政策（制度化パースペクティブ）を

採っていたことなど環境に恵まれていた。 

1.2.7 ステージ4およびステージ5 

資本増強と電解ソーダ事業基盤の安定化が進んだ。K

社との塩化ビニルに関する提携と環境に恵まれたことに

よって、A社の中核事業であった電解ソーダ事業の基盤は

確立されることとなった。経営状況（変数）は良好に変

化した。K社との塩化ビニルに関する提携と環境に恵まれ

たことによって、A社の中核事業であった電解ソーダ事業

の基盤は確立されることとなった。ステージ 4 と位置づ

けた安定化状態で、K 社以外からの資本増強のため 1960

年に金融機関による協調融資を得たことでステージ 5 へ

移行した。ステージ 3 に続き、金融機関による協調融資

を得て財務がさらに安定化するステージ 5 まで、双方に

メリットがあったので塩化水素の供給という資源依存パ

ースペクティブと組織セットパースペクティブが1970年

まで維持された。 

共同事業化には至らなかったが、この提携は A 社の経

営を拡大安定化することに大きく貢献できた。 

1.3 パースペクティブの変遷 

 以上の経過における A社と K社の組織間関係のパー

スペクティブの変化を表1に示す。A社は資本を他者に依

存するしか存続・成長の道がなかったため、資本に関す

る資源依存パースペクティブが維持された。また、A社は

塩素の処分という資源依存の関係と同時に K 社も塩化ビ

ニルの原料として依存する双方依存の関係が維持された。 

山倉（1993、p46-47）によれば、組織間関係論的には
資源依存パースペクティブや組織セットパースペクティ

ブは個別組織の観点から、それと関連する組織との関係

を明らかにするものである。それに対し、共同戦略パー

スペクティブは、組織の集合体あるいはグループを基本

的分析単位としている。ここでは、A社とK社との個別
組織を構成単位とする組織の共同体を解明の対象とする。

上記塩素とカーバイドという双方が互いに依存する資源

パースペクティブが形成される組織間関係である。さら

に、設備、土地、技術、人員という資源依存パースペク

ティブを介した形で組織セットパースペクティブの形成

を実現するものと言える。 
表 1 A社 K社組織間関係パースペクティブの変遷 

  パースペクティブ 

ステージ 時期 資源依存 
組織 
セット 

協同戦略 制度化 
取引 
コスト 

ステージ１ 
1948－
1949 

なし なし なし なし なし 

移行期 1949 なし なし なし なし なし 

ステージ 2 
1950－
1953 

○資本 なし 共同事業化 なし なし 

移行期 1953 塩素販売へ 〇 なし なし なし 

ステージ 3 
1953－
1957 

○資本、塩素 ○ なし なし なし 

ステージ 4 
1958－
1960 

○資本、塩素 ○ なし なし なし 

ステージ 5 
1961－
1970 

○資本、塩素 ○ なし なし なし 

 

【研究結果】 
 本報告では、A社の戦後の復興期における技術経営を

事例として、変数とそれに対応した戦略とパースペクテ

ィブ構想およびその戦略実施結果による次のステージで

の変数とその状態に対応した次の戦略とパースペクティ

ブ構想およびその戦略実施結果というようにスパイラル

な進行により、技術経営の動きを説明することができた。 

塩化ビニル提携事例では、各ステージを通して資本に

よる資源依存パースペクティブが支配的であったことを

明らかにした。また、塩素の処分という依存による資源

依存パースペクティブも主要なパースペクティブであっ

た。同時に、原料と資源（資本、土地、要員、ユーティ

リティー）の両方で個別の組織が双方とも依存する組織

セットパースペクティブによる組織間関係を維持したこ

とを明らかにした。組織間関係を議論するパースペクテ

ィブとして、この 2つは有用であった。50年前の事例と

はいえ、現在の技術経営でも有用なパースペクティブで

あり、不確実性とリスクの視点を合わせることでより有

効な技術経営の視点を提供できると考える。 

【考察・今後の展開】 

 機能性材料の顧客との組織間関係については、競合す

る材料企業が多数の時は、顧客であるデバイス企業側に

材料各社製品試作品の俯瞰情報を依存している情報資源

依存パースペクティブが支配的である。この依存により

開発に係る不確実性が拡大する。一方、A社がメタル粉を

最初に量産化したときのように材料側に希少性がある場

合には、デバイス側がメタル粉の供給を A 社に依存する

資源依存パースペクティブの関係となり、コスト決定力

も A者側にある。以上の知見を得ており、第 2報では、

機能性材料の開発以降の技術経営について A 社を軸とし

て表 2の 4社の比較を行うことにより、検証を深める。

さらに、第 3 報以降、これまでの筆者の研究を通じて技

術的階層構造が典型的と思われる磁気記録用磁性材料、

リチウムイオン電池用材料および光触媒用超微粒子酸化

チタンの 3 材料の事例を選び、不確実性とリスクを組織

間関係に注目した視点により詳細に記述的推論を行う。 

表 2 事例4社の合成酸化鉄研究開始年と事業化年 

 A社 B社 E社 F社 

創立 1938年 1884年 1823年 1936年 

資本金 29億円 10億円 75億円 34億円 

売上高 390億円 483億円 285億円 63億円 

研究開始 1964年 1965年 1953年 1962年 

事業化年 1971年 1968年 1960年 1965年 
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【研究背景】 
 千葉県東部に位置する山武市では、江戸時代より挿し木

在来品種であるサンブスギの造林が行われてきた。しかし、

現在、サンブスギ林の80％以上が「非赤枯性溝腐病」に感
染しており、感染箇所が湾曲するため建築材として価値低

下を招いている（図1参照）。 

 
図1 非赤枯性溝腐病のサンブスギの断面 

 
 サンブスギは、現在は林業衰退の影響を受けて、適切な

管理が為されなくなっている。非赤枯性溝腐病は空気感染

するとされており、適切な間伐や適度な日照が確保されれ

ば感染の拡大を防げる。また、間伐が為されても林地残材

として残された丸太は放置され搬出されないため、非赤枯

性溝腐病が拡大するという悪循環を招いている。これまで

病木処理として燃料用チップや木質ペレットなど木質バイ

オマス関連の研究が進められてきた。日本の林業の取り巻

く状況は、他の地域が抱える問題と同様で超高齢化、人材、

担い手不足、森林の荒廃などが課題となる。これらを解決

に導く方法として林業再生、地域活性を目的とした仕組み

づくりが必要となる。 
 
【研究方法】 
 本研究は、東京都立多摩科学技術高等学校(1)（以下、本

校）における「課題研究」および「卒業研究」のテーマと

して高校生協働による地域活性化事業への参加を目的に行

われた。本校は、平成 22 年に開校した都立高校（東京都
小金井市本町）で、平成 24 年に文部科学省のスーパーサ

イエンスハイスクール（SSH）の指定(2)を受けた。本研究

は、2年次の「課題研究（ET領域）」、3年次の「卒業研
究（ET領域）」で行った。 
 
【研究目的】 
 本研究では、地域活性化を教材化することの試みを行っ

た。それは、来年度に改訂される文部科学省の学習指導要

領におけるアクティブ・ラーニング導入をにらみ、「課題研

究」（2 年次設定科目）および「卒業研究」（3 年次設定科
目）において、地域活性化を主体とした研究テーマを設定

し、取り組む生徒を募った。地域活性化事例に関して研究

を主体とする授業におけるアクティブ・ラーニングのテー

マに設定できるかを検討した。そのため、教員側が本校に

おけるアクティブ・ラーニングについて定義して、地域活

性化を教材として捉えることとした。 
 
［本校におけるアクティブ・ラーニングの定義］ 

① 協働による「気づき」を促進させる 
② 課題発見・課題解決能力を養成する 
③ 課題解決に向けた思考法を身につける 
 
 本研究では、課題解決のための思考法として、「アン

チ・プロブレム」という思考法を提示した上でアクティ

ブ・ラーニングを実施した。山武地域の課題について講

義した後に、林業の問題や課題について、さらに地域に

ついて少子高齢化、人口減少社会をテーマにワークショ

ップ形式（図 2参照）で授業を展開し、研究活動へと展
開していった。 

 
図2 ワークショップ後の高校生 

 

【高校生と協働による取り組み】 
 授業でサンブスギの今と間伐された林地残材が放置され

ているという現状について取り上げた。林地残材の活用法

として、チップを熱源利用する、圧縮して家具にするなど

の事例がある。そのような中で、山武市の林業家から「サ

ンブスギはピンクに染まる」という逸話を聞いた。また、

新東京国際空港（成田空港）近辺のホテルで日本に訪れた

外国人観光客から「このホテルはどのようなエコ活動に取

り組んでいるのか」という質問を受けるという話を聞いた。

これらの逸話をヒントに価値が低下したサンブスギに付加

価値を与えることができるのではないかと考えた。 
これらをヒントにして、プロジェクトとして次のことに取

り組むことにした。 

① におい袋（サッシェ）をつくる 

② 染めた後のサンブスギを熱分解しガス化する 

 
以上のことを行い、価値のないものに価値を与え、サンブ

スギの林地残材が抱えている問題解決の糸口になるのでは

と考えた（図2参照）。 

 

図2 プロジェクトの流れ 
 
【ピンクに染める】 
 山武市内の林業関係者から聞いた「サンブスギはピンク

に染まる」という話から実際にピンクに染める試みを行っ

た。数回の試行から媒染剤などを加えず、簡単に染める方

法を見出した。 
 
[染色方法] 
材料  水1L、サンブスギ200g、布（綿布） 
STEP1 サンブスギチップまたは丸太と水を鍋にいれ弱 
    火～中火で30分煮る。 
STEP2 サンブスギを取り出す。これを染液とする。 
STEP3 火を止め、水で洗った布を入れ染色する。 
STEP4 染色後、取り出し乾かす。 
 

 本来、廃棄されてしまう木材を利用してサッシェを作る

ことで、価値のないものに価値を見出すことを示唆した。

また、サンブスギを用いてサッシェ（図 3参照）というア
イテムをつくることによって、林業の現状を知ってもらう

きっかけづくりと山武市の地域材を使うことで地域の再発

見につなげることを示唆させた。 

 

図 3 サンブスギで染めて製作したサッシェ 

[ガスを取り出す] 
 染色後のサンブスギチップを用いて実験室的熱分解実験

を行った。まず、熱分解温度の検討を行った。400～600℃
の熱分解では分解反応は起きるものの、ガラス反応器で分

解させたので試料の中央部分に未分解の試料があるなど熱

分解反応が安定しなかった。文献調査において熱分解が

600～800℃で行われることが一般的であることから反応
器と温度について検討した。これまでは、ガラス反応器を

用いて実験を行っていたが、熱分解にむらができ、結果が

安定せず、すぐに反応器が割れるなど、実験が適切に行わ

れなかったことが考えられる。 
 
反応器の検証 
 ガラス反応器を管状炉反応器に変更することで、均一に

試料へ熱が伝わり、安定的に熱分解反応を行うことができ

ると考えた。 
 
温度の検証 
 熱分解が 600～800℃で行われることが一般的なので中
央値である 700℃の熱分解を検討し、管状炉反応器を用い
て700℃で熱分解を行った。 
 
熱分解（ガス化の方法） 

STEP1 管状炉反応器に試料を入れ、図4のような装置を 
     組み立てた。 
STEP2  60分間窒素またはアルゴンを充填して窒素置換 
     を行った。 
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STEP1 サンブスギチップまたは丸太と水を鍋にいれ弱 
    火～中火で30分煮る。 
STEP2 サンブスギを取り出す。これを染液とする。 
STEP3 火を止め、水で洗った布を入れ染色する。 
STEP4 染色後、取り出し乾かす。 
 

 本来、廃棄されてしまう木材を利用してサッシェを作る

ことで、価値のないものに価値を見出すことを示唆した。

また、サンブスギを用いてサッシェ（図 3参照）というア
イテムをつくることによって、林業の現状を知ってもらう

きっかけづくりと山武市の地域材を使うことで地域の再発

見につなげることを示唆させた。 

 

図 3 サンブスギで染めて製作したサッシェ 

[ガスを取り出す] 
 染色後のサンブスギチップを用いて実験室的熱分解実験

を行った。まず、熱分解温度の検討を行った。400～600℃
の熱分解では分解反応は起きるものの、ガラス反応器で分

解させたので試料の中央部分に未分解の試料があるなど熱

分解反応が安定しなかった。文献調査において熱分解が

600～800℃で行われることが一般的であることから反応
器と温度について検討した。これまでは、ガラス反応器を

用いて実験を行っていたが、熱分解にむらができ、結果が

安定せず、すぐに反応器が割れるなど、実験が適切に行わ

れなかったことが考えられる。 
 
反応器の検証 
 ガラス反応器を管状炉反応器に変更することで、均一に

試料へ熱が伝わり、安定的に熱分解反応を行うことができ

ると考えた。 
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 熱分解が 600～800℃で行われることが一般的なので中
央値である 700℃の熱分解を検討し、管状炉反応器を用い
て700℃で熱分解を行った。 
 
熱分解（ガス化の方法） 

STEP1 管状炉反応器に試料を入れ、図4のような装置を 
     組み立てた。 
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     を行った。 
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STEP3  窒素置換後、10℃/分で700℃まで昇温させ、熱 
     分解した。 
STEP4  熱分解終了後、自然冷却し、残渣、生成ガスをそ 
     れぞれ回収して分析した。 
 

 
図4 実験装置図 

 
本研究における熱分解では、ガス、残渣だけに分解するこ

とができた。また、二酸化炭素の排出を抑えながらも最大

収率で16.6％のメタンガスを取り出すことができた。木質
バイオマス発電量換算値の試算達成値を計算したところ、

45.5％を達成した。 
 
【ひとつにつなげる】 
 本研究ではサンブスギの未利用資源である林地残材を利

用して、「ピンクに染める」と「ガスを取り出す」に対して、

視野を広げるとサンブスギを使い切るサイクルができるこ

とに気がつく（図5参照）。まず、染色した布で袋をつくり、
サンブスギのオイルで香りづけたサンブスギチップを入れ

て「サンブスギのサッシェ」を製作した。次に、染色後の

サンブスギで木質バイオマスを行い、可燃性ガスであるメ

タンガスを取り出した。最終的に、熱分解後の炭化したサ

ンブスギは炭洗顔として利用できるのではないかと考えた。

このようにして、林地残材などの価値の低下してしまった

サンブスギに新たな価値を与えることができることを示唆

させることができた。 
 

 

図5 サンブスギプロジェクトのイメージ 
 
【プロジェクトの最終段階】 

本研究は、サンブスギの未利用資源である林地残材の処

理の一貫として行われた。その手法を地域活性化につな

げることを目的に高校生と協働で行った。「ピンクに染め

る」と「ガスを取り出す」では、ピンクに染まることは

伝承であり、山武地区の人々は実際に行ったことがなか

った。本研究では、非常に簡単に染める方法を考案した。

そのため、山武市役所経済振興課が興味をもってくれた。

そのため、「ピンクに染まる」を市役所でプレゼンテーシ

ョンする機会を得ることができた（図6参照）。そのこと
により、現在、山武市役所では、サンブスギで作った積

み木を子どもたちに配布しており、その積み木の袋とし

て事業化したいとの返答を得た。今後は、染め物を地域

の人々が行い、地域の人々が使うという循環が構築され

ていくのではないかと期待される。また、さらに、ガス

を取り出した後の残渣として残る炭については高校生の

視点から炭洗顔への転用がテーマとなった。そこで、高

校生自身が株式会社ラッシュジャパンへ折衝し（図 7参
照）、商品化の一歩前にまでプロジェクトは進んだ。 
 

 
図6 山武市役所でプレゼンする高校生 

 

  

図7 ラッシュの炭洗顔とラッシュ本社 
 
【考察・今後の展開】 
 本研究では、高校生と協働により地域再考というテー

マで未利用資源であるサンブスギの林地残材を利用する

手法を考えた。それは、サンブスギが罹患している非赤

枯性溝腐病はキノコの一種であるチャアナタケモドキが

原因とされる。これは人体には影響を及ぼさないが、チ

ャアナタケモドキが放出する胞子によってサンブスギに

空気感染していく。すなわち、千葉県山武市でサンブス

ギ保存のために急がれる課題として、間伐され搬出され

ることなく林地に放置された林地残材の処理である。こ

の林地残材からは多量の胞子が放出され、サンブスギに

非赤枯性溝腐病が蔓延し、さらにサンブスギの価値を低

下させてしまう。本研究では、搬出にも費用がかかるた

め放置された林地残材に視点を合わせた。ピンクに染め

ることもガス化させることもすべて、健全木でもなく病

木でもなく林地残材で行った点に評価をしたい。 
 高校生と協働により山武地区の課題やサンブスギの利

用を考えることにより、いわゆる「よそ者・ばか者」が

具現化し、内側の視点と外側の視点が合致した形が見て

取れた。地域活性化を教材化していくことは困難ではな

く、授業とフィールドワーク、アクティブ・ラーニング

を組み合わせることにより可能であることを示唆させる

ことができた。 
 今後は、高校生が製作したサッシェをもとに先に述べ

た「新東京国際空港近辺のホテルに宿泊する外国人」の

逸話をもとにして、サンブスギ、山武市および千葉県の

ブランディングを可能とする商品にまで発展させていき

たいと考えている。本研究で示した染色法法は地域の人

が特別な設備を用意せずに染色できる方法を示したので、

低コストで量産が可能であると考えている。そのため、

製品化まではそれほど時間を要しないと考えている。さ

らに、ガス化の後に残る炭については、現在、炭の粒度

分布を測定し、製品としての評価を行っている。こちら

も千葉県の特産であるサンブスギの炭を使った炭洗顔で

あり、ブランド力のあるラッシュジャパンと組むことに

より、生産者の意識向上へとつなげられると考えている。

これらを実行することによって、千葉県山武市の住民は

自らの地域を再度発見するきっかけにつなげることがで

き、居住する地域への再評価につながるのではないかと

考えている。 
 
【引用・参考文献】 
［1］ 小林信介「木質バイオマスの空気吹高温気流層型

ガス化プロセスに関する研究」日本エネルギー学
会誌 Vol. 86-(11), pp904-909, 2009  

［2］ 長崎壮平、足立真理子、中込秀樹「都市近郊小規
模森林の再生における木質バイオマスの地域内資
源循環」日本エネルギー学会大会講演要旨集 
vol.22, pp.134-135, 2013 

 
［註］ 

（1）東京都立多摩科学技術高等学校は進学型専門高校で
あり、入学生の多くは、理数系などに興味関心が強く、

研究活動や実験観察などの分野に意欲的な生徒が多い。

本校は科学技術科という科学技術及び理数科教育に特化

する専門高校であり、大学進学を前提としている。本校

のカリキュラムは以下の通りである。 

 
図 カリキュラムチャート 

 また、現在では生徒は理系 4年制大学に進学する者が
ほとんどを占めるようになっている。本校では、専門科

目として1年次に「科学技術と人間」、2年次に「概論」、
「課題研究」および「科学技術実習」、3年次に「概論」、
「先端技術と社会」および「卒業研究」という学校設定

科目が設定されている。本校の科学技術科は、インフォ

メーションテクノロジー（IT）領域、バイオテクノロジ
ー（BT）領域、エコテクノロジー（ET）領域、ナノテ
クノロジー（NT）領域の4領域に分類されていて、1年
次には全員が共通科目を履修するが、2年次以降、生徒各
自、領域選択を行い、各領域のカリキュラムを履修して

いく。 

（2）文部科学省では、将来の国際的な科学技術系人材を
育成することを目指し、理数教育に重点を置いた研究開

発を行う「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」事業
を実施している。SSH事業は高等学校等において、先進
的な理数教育を実施するとともに、高大接続の研究や国

際性をはぐくむための取り組みを推進し、また、創造性、

独創性を高める指導方法の開発等を実施するものとされ

ている。文部科学省で掲げているSSHの取り組みとして
「観察・実験等を通じた体験的・問題解決的な学習」、

「課題研究の推進」、「国際性を育てるために必要な語

学力の強化」、「創造性、独創性を高める指導方法の研

究」、「国際的な科学技術コンテストへの積極的な参加

等」を挙げている。 
 
 
 
［追記］ 

 本研究は、平成 28年 8月 9日（火）〜11日（木）に
開催された文部科学省、科学技術振興機構主催の「平成

28年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」
に選出され、全指定校 202校から優秀校 6校に選ばれ、
審査員長賞を受賞した。発表テーマは「ピンクに染めた
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STEP3  窒素置換後、10℃/分で700℃まで昇温させ、熱 
     分解した。 
STEP4  熱分解終了後、自然冷却し、残渣、生成ガスをそ 
     れぞれ回収して分析した。 
 

 
図4 実験装置図 

 
本研究における熱分解では、ガス、残渣だけに分解するこ

とができた。また、二酸化炭素の排出を抑えながらも最大

収率で16.6％のメタンガスを取り出すことができた。木質
バイオマス発電量換算値の試算達成値を計算したところ、

45.5％を達成した。 
 
【ひとつにつなげる】 
 本研究ではサンブスギの未利用資源である林地残材を利

用して、「ピンクに染める」と「ガスを取り出す」に対して、

視野を広げるとサンブスギを使い切るサイクルができるこ

とに気がつく（図5参照）。まず、染色した布で袋をつくり、
サンブスギのオイルで香りづけたサンブスギチップを入れ

て「サンブスギのサッシェ」を製作した。次に、染色後の

サンブスギで木質バイオマスを行い、可燃性ガスであるメ

タンガスを取り出した。最終的に、熱分解後の炭化したサ

ンブスギは炭洗顔として利用できるのではないかと考えた。

このようにして、林地残材などの価値の低下してしまった

サンブスギに新たな価値を与えることができることを示唆

させることができた。 
 

 

図5 サンブスギプロジェクトのイメージ 
 
【プロジェクトの最終段階】 

本研究は、サンブスギの未利用資源である林地残材の処

理の一貫として行われた。その手法を地域活性化につな

げることを目的に高校生と協働で行った。「ピンクに染め

る」と「ガスを取り出す」では、ピンクに染まることは

伝承であり、山武地区の人々は実際に行ったことがなか

った。本研究では、非常に簡単に染める方法を考案した。

そのため、山武市役所経済振興課が興味をもってくれた。

そのため、「ピンクに染まる」を市役所でプレゼンテーシ

ョンする機会を得ることができた（図6参照）。そのこと
により、現在、山武市役所では、サンブスギで作った積

み木を子どもたちに配布しており、その積み木の袋とし

て事業化したいとの返答を得た。今後は、染め物を地域

の人々が行い、地域の人々が使うという循環が構築され

ていくのではないかと期待される。また、さらに、ガス

を取り出した後の残渣として残る炭については高校生の

視点から炭洗顔への転用がテーマとなった。そこで、高

校生自身が株式会社ラッシュジャパンへ折衝し（図 7参
照）、商品化の一歩前にまでプロジェクトは進んだ。 
 

 
図6 山武市役所でプレゼンする高校生 

 

  

図7 ラッシュの炭洗顔とラッシュ本社 
 
【考察・今後の展開】 
 本研究では、高校生と協働により地域再考というテー

マで未利用資源であるサンブスギの林地残材を利用する

手法を考えた。それは、サンブスギが罹患している非赤

枯性溝腐病はキノコの一種であるチャアナタケモドキが

原因とされる。これは人体には影響を及ぼさないが、チ

ャアナタケモドキが放出する胞子によってサンブスギに

空気感染していく。すなわち、千葉県山武市でサンブス

ギ保存のために急がれる課題として、間伐され搬出され

ることなく林地に放置された林地残材の処理である。こ

の林地残材からは多量の胞子が放出され、サンブスギに

非赤枯性溝腐病が蔓延し、さらにサンブスギの価値を低

下させてしまう。本研究では、搬出にも費用がかかるた

め放置された林地残材に視点を合わせた。ピンクに染め

ることもガス化させることもすべて、健全木でもなく病

木でもなく林地残材で行った点に評価をしたい。 
 高校生と協働により山武地区の課題やサンブスギの利

用を考えることにより、いわゆる「よそ者・ばか者」が

具現化し、内側の視点と外側の視点が合致した形が見て

取れた。地域活性化を教材化していくことは困難ではな

く、授業とフィールドワーク、アクティブ・ラーニング

を組み合わせることにより可能であることを示唆させる

ことができた。 
 今後は、高校生が製作したサッシェをもとに先に述べ

た「新東京国際空港近辺のホテルに宿泊する外国人」の

逸話をもとにして、サンブスギ、山武市および千葉県の

ブランディングを可能とする商品にまで発展させていき

たいと考えている。本研究で示した染色法法は地域の人

が特別な設備を用意せずに染色できる方法を示したので、

低コストで量産が可能であると考えている。そのため、

製品化まではそれほど時間を要しないと考えている。さ

らに、ガス化の後に残る炭については、現在、炭の粒度

分布を測定し、製品としての評価を行っている。こちら

も千葉県の特産であるサンブスギの炭を使った炭洗顔で

あり、ブランド力のあるラッシュジャパンと組むことに

より、生産者の意識向上へとつなげられると考えている。

これらを実行することによって、千葉県山武市の住民は

自らの地域を再度発見するきっかけにつなげることがで

き、居住する地域への再評価につながるのではないかと

考えている。 
 
【引用・参考文献】 
［1］ 小林信介「木質バイオマスの空気吹高温気流層型

ガス化プロセスに関する研究」日本エネルギー学
会誌 Vol. 86-(11), pp904-909, 2009  

［2］ 長崎壮平、足立真理子、中込秀樹「都市近郊小規
模森林の再生における木質バイオマスの地域内資
源循環」日本エネルギー学会大会講演要旨集 
vol.22, pp.134-135, 2013 

 
［註］ 

（1）東京都立多摩科学技術高等学校は進学型専門高校で
あり、入学生の多くは、理数系などに興味関心が強く、

研究活動や実験観察などの分野に意欲的な生徒が多い。

本校は科学技術科という科学技術及び理数科教育に特化

する専門高校であり、大学進学を前提としている。本校

のカリキュラムは以下の通りである。 

 
図 カリキュラムチャート 

 また、現在では生徒は理系 4年制大学に進学する者が
ほとんどを占めるようになっている。本校では、専門科

目として1年次に「科学技術と人間」、2年次に「概論」、
「課題研究」および「科学技術実習」、3年次に「概論」、
「先端技術と社会」および「卒業研究」という学校設定

科目が設定されている。本校の科学技術科は、インフォ

メーションテクノロジー（IT）領域、バイオテクノロジ
ー（BT）領域、エコテクノロジー（ET）領域、ナノテ
クノロジー（NT）領域の4領域に分類されていて、1年
次には全員が共通科目を履修するが、2年次以降、生徒各
自、領域選択を行い、各領域のカリキュラムを履修して

いく。 

（2）文部科学省では、将来の国際的な科学技術系人材を
育成することを目指し、理数教育に重点を置いた研究開

発を行う「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」事業
を実施している。SSH事業は高等学校等において、先進
的な理数教育を実施するとともに、高大接続の研究や国

際性をはぐくむための取り組みを推進し、また、創造性、

独創性を高める指導方法の開発等を実施するものとされ

ている。文部科学省で掲げているSSHの取り組みとして
「観察・実験等を通じた体験的・問題解決的な学習」、

「課題研究の推進」、「国際性を育てるために必要な語

学力の強化」、「創造性、独創性を高める指導方法の研

究」、「国際的な科学技術コンテストへの積極的な参加

等」を挙げている。 
 
 
 
［追記］ 

 本研究は、平成 28年 8月 9日（火）〜11日（木）に
開催された文部科学省、科学技術振興機構主催の「平成

28年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」
に選出され、全指定校 202校から優秀校 6校に選ばれ、
審査員長賞を受賞した。発表テーマは「ピンクに染めた
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らエネルギーへ〜未利用資源の有効利用と木質バイオマ

スの高効率化〜」である。 
 地域産業集積におけるイノベーションの創出と「学習できる企業」の研究開発活動 

佐藤 充（福知山公立大学） 

Keyword： 地域イノベーション、組織学習、「探索」と「活用」 

 

【はじめに】 
 地域イノベーションの創出には、当該地域における企

業の研究開発活動が不可欠である。佐藤［2015b］は、都
道府県別の全要素生産性（TFP）と地域の研究開発活動
の関係性を検討し、企業に蓄積されてきた研究開発スト

ックがTFPの増加に寄与する点を指摘した。 
近年のイノベーションに関する論考をみると、企業に

よるオープンイノベーションの推進が強く求められてお

り、他の企業や大学・研究機関との連携を通じた「探索

（exploration）」と「活用（exploitation）」の組織学習が
必要とされている。このうち、「探索」は新たな知識・情

報の発見・収集として、「活用」は自社の知的ストックの

有効利用として捉えられ、いずれもイノベーションの創

出にとって重要な取り組みとなる。（March[1991]、
Andriopoulos and Lewis［2009］） 
こうした組織学習では、「探索」と「活用」のバランス

がコントロールされ、イノベーション創出にとって最適

な認知的状態の形成が望まれる。企業は、「探索」型と「活

用」型の連携を使い分け、新製品開発の質とスピードを

向上させる。（Rothaermel and Deeds［2004］）その際
には、他の組織との間で、新奇性の高い知識や情報を吸

収でき、それらを利用できる関係性の構築が求められる

のである。（Nooteboom et al［2007］） 
つまり、地域スケールでのイノベーション創出では、

「探索」型と「活用」型の連携のバランスをコントロー

ルし、効果的な研究開発活動を実現できる企業の存在が

重要になるのである。本研究では、こうした企業を「学

習できる企業」と定義したい。 
これまでのところ、地域スケールでのイノベーション

創出において、「探索」と「活用」の組織学習に取り組む

企業が果たす役割を検討した分析はほとんどみられない。

若林・高井［2014］が、「探索」と「活用」の観点から、
クラスターの成長に効果的な知識移転ネットワークの構

造を分析するが、「学習できる企業」に関する指摘はみら

れない。ここ数年、イノベーションのマネジメントに関

する論考 1では、同一企業のなかで「探索」型と「活用」

型のネットワークを活用する「両利きの経営

（ambidexterity）」の重要性が指摘される。この概念は、

「学習できる企業」との親和性が高い。しかし、「両利き

経営」を行う企業が地域イノベーションの創出プロセス

に与える影響については、ほとんど議論されていない。 
そこで、本研究は、組織学習の「探索」と「活用」の

観点に基づき、地域イノベーションの創出に資する「学

習できる企業」の存在とその実態を明らかにするもので

ある。具体的には、地域における知識・情報のフローか

ら「学習できる企業」を把握し、その研究開発活動の内

容とそのパフォーマンスを検討する。 
 

【研究方法】 

 本研究では、地域クラスターの形成や産学官連携事業

を推進する長野県諏訪地域を事例として取り上げ、1）各
種データベース等を活用した研究開発活動の定量的把握、

2）組織間連携に着目した知識・情報フローの可視化 2と

「学習できる企業」の析出、3）「学習できる企業」の研
究開発活動の分析を行った。 
 まず、諏訪地域の研究開発活動を定量的に把握するた

めに、独立行政法人工業所有権情報・研修館の『特許情

報プラットフォーム（J-Plat-Pat）』、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）』、政府および長野県の競争的
資金に関する発表資料を用いた。 
 次に、諏訪地域における知識・情報のフローを可視化

するために、知識・情報に関する相互作用の形態から、「研

究会・勉強会」と「共同研究」のネットワークに注目し

た（佐藤［2015a］）。新聞記事やホームページの資料によ
り、それぞれに関するデータベースを構築し、組織間ネ

ットワークを二値グラフ 2で描出した。 
 第3に、「学習できる企業」の研究開発活動を分析する
ために、東京商工リサーチの『CD・Eyes50 TSR企業情
報ファイル』、独立行政法人工業所有権情報・研修館の『特

許情報プラットフォーム』、当該企業のホームページおよ

び報道発表資料等を用いた。 
 

【分析結果】 

１ 諏訪地域の概要 3 
 長野県諏訪地域（岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・
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富士見町・原村の 3市 2町 1村）は、高度な精密・微細
加工技術を基盤にした機械・金属関連の工業集積地であ

る。2000年代以降は、産業クラスター計画の指定を受け、
イノベーション創出を目指した取り組みが展開される。 
 これまでに、諏訪地域では、経済環境の変化にともな

い、産業構造の転換が図られてきた。昭和初期に、わが

国製糸業の中心地としての発展がみられ、戦後から1960
年代にかけて、時計やオルゴールなどの精密機械産業の

集積が進んだ。1970年代には、メカトロニクスルが進展
し、諏訪地域の主要産業は電気機械産業へと転換した。

1980年代半ばからは、地域の中核企業が海外進出を推し
進め、産業集積の空洞化が生み出された。1990年代半ば
以降は、新たな方向性が模索され、輸送用機械や医療機

器へ市場参入する動きがみられた。 
 2000年前後からは、イノベーション創出環境への転換
が進められている。1998 年に、「基盤的技術産業集積活
性化計画」が策定されたのを皮切りに、「産業クラスター

計画」（2001 年）や「知的クラスター創生事業第 1 期」
（2002 年）の採択が相次いだ。こうしたなかで、「長野
県テクノ財団」が、産学官ネットワークの中核となり、

さまざまな連携事業を実施する。ほかにも、2005 年に、
産学官での幅広い情報交換・共有を目的とした「NPO法
人諏訪圏ものづくり推進機構」が設立され、2008年には、
信州大学大学院が諏訪サテライトキャンパスを設置し、

イノベーション創出に資する人材に力が注がれる。また、

この時期には、科学技術振興、産業技術支援、経営支援

に関する支援組織が相次いで立地しており、重層的なサ

ポート体制が構築されている。 
 
２ 諏訪地域の現況 
 現在、諏訪地域は、産業集積の縮小に直面し、事業所

数と従業員数の減少傾向に歯止めはかかっていない。工

業統計調査（2014年）によれば、事業所数は801か所で、
ピーク時の 1991年からは 51.7％の減少となった。従業
員数は 2万 5140人で、対 91年比は－39.0％であった。
90年代以降、諏訪地域では、域内取引ネットワークの縮
小がみられ、中堅企業と有力中小企業の淘汰と再編が進

んだ。ただし、長野県全体の製造業事業所数に占める割

合は15％以上を維持しており、産業集積としての地位は
一定程度維持されている。（図1参照） 
 また、諏訪地域の製造品出荷額等と粗付加価値額をみ

ると、規模の縮小とともに、いずれも減少している。工

業統計調査（2014年）によれば、製造品出荷額等は5549 

＜図1 諏訪地域の推移（事業所数・従業員数）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（各年の工業統計調査結果より作成） 
 
億円 5887万円で、粗付加価値額は 2616億円 1432万円
であった。1991年と比べると、製造品出荷額等は－44.7％、
粗付加価値額は－40.9％を示す。特に、諏訪市と下諏訪
町において、その減少幅が大きくなっている。 
 
３ 諏訪地域の研究開発活動 
 諏訪地域は、厳しい局面に直面する一方で、各企業は

研究開発活動に取り組み、研究開発ストックを積み上げ

ている。『研究開発・イノベーション・生産性データベー

ス（RDIP）』4によれば、民間企業の研究開発ストック額

（2007 年）は 5791億円と推計され、1992 年と比べて
54.6％増加した。1992年から 2007年までの民間企業の
研究開発投資額をみると、各時点で500～1000億円程度
の投資が行われていた。（図2参照） 
 研究開発活動に取り組む企業は、大企業だけではなく、

中小企業にも広がっており、その数は増加傾向にある。

諏訪地域の研究開発型企業数 5（1995年～2013年・延べ
数）は、95年～99年は20社であったが、00～04 年は 
 
＜図2 研究開発活動（民間企業）の動向＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「RDIP」より作成） 
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＜図3 主要中小企業の公開特許件数（延べ数）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「J-Plat-Pat」より作成） 
 
43社、05年～09年は64社、そして10～13年は131社
と堅調に増加した。その内訳をみると、中小企業や小規

模事業者が、公的な競争的資金を積極的に活用し、新製

品や新技術の開発を推進していた。 
こうした中小企業による研究開発活動は、地域に新た

な知識を生み出している。主要な中小企業の公開特許件

数（1995 年～2013 年・延べ数）をみると、95 年～99
年の 446件から、00年～04年は 991件、05年～09年
には1406件までに増加した。その後、ペースは鈍化した
ものの、10～13年では1545件を数える。（図3参照） 
 
４ 諏訪地域における知識・情報フロー 
（１）研究会・勉強会 
 諏訪地域では、戦後間もない頃から、新たな技術・知

識の獲得をテーマにした研究会や勉強会が、幾度も組織

されてきた。1950年代から 1980年代にかけては、電子
部品や精密加工に関する技術学習が行われた。1990年代
には、情報交換や受注拡大を図るために、中小企業や小

規模事業者間での水平的なネットワーク構築が活発にな

った。2000年代に入ると、企業間ないし産学間での共同
研究や新製品開発を目的としたグループの結成が相次い

だ。こうした研究会・勉強会の参加企業は、諏訪地域内

の企業が大半を占め、金属・機械関連の業種に属する。 
 現在における研究会・勉強会の参加企業間でのつなが

りをみると、ネットワークのハブとなり、情報収集・共

有を図る企業が存在する。図 4は、参加企業を把握でき
る11グループに所属する企業の二値グラフである。この
うち、中小企業の 4社が、ネットワークの中継地点を示
す媒介中心性 6の値が高いことから、情報伝達の結節点と

なっていることがうかがえた。これらの企業は、複数の

研究会や勉強会で多様な情報を収集しているのである。 

＜図4 「研究会・勉強会」参加企業のネットワーク＞ 
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（２）共同研究開発プロジェクト 
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 共同研究開発プロジェクトに参加する組織間のつなが

りをみると、支援機関や大学がネットワークのハブとな

っている、図 5は、プロジェクトに属する組織の二値グ
ラフである。このうち、長野県工業技術総合センターは

高い媒介中心性を示し、組織間の仲介機能を担っている

ことがうかがえる。他方で、中小企業 3社の媒介中心性
の値も高い。いずれも、自社の知的ストックを活用した

研究開発活動に取り組んでいる。 
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富士見町・原村の 3市 2町 1村）は、高度な精密・微細
加工技術を基盤にした機械・金属関連の工業集積地であ

る。2000年代以降は、産業クラスター計画の指定を受け、
イノベーション創出を目指した取り組みが展開される。 
 これまでに、諏訪地域では、経済環境の変化にともな

い、産業構造の転換が図られてきた。昭和初期に、わが

国製糸業の中心地としての発展がみられ、戦後から1960
年代にかけて、時計やオルゴールなどの精密機械産業の

集積が進んだ。1970年代には、メカトロニクスルが進展
し、諏訪地域の主要産業は電気機械産業へと転換した。

1980年代半ばからは、地域の中核企業が海外進出を推し
進め、産業集積の空洞化が生み出された。1990年代半ば
以降は、新たな方向性が模索され、輸送用機械や医療機

器へ市場参入する動きがみられた。 
 2000年前後からは、イノベーション創出環境への転換
が進められている。1998 年に、「基盤的技術産業集積活
性化計画」が策定されたのを皮切りに、「産業クラスター

計画」（2001 年）や「知的クラスター創生事業第 1 期」
（2002 年）の採択が相次いだ。こうしたなかで、「長野
県テクノ財団」が、産学官ネットワークの中核となり、

さまざまな連携事業を実施する。ほかにも、2005 年に、
産学官での幅広い情報交換・共有を目的とした「NPO法
人諏訪圏ものづくり推進機構」が設立され、2008年には、
信州大学大学院が諏訪サテライトキャンパスを設置し、

イノベーション創出に資する人材に力が注がれる。また、

この時期には、科学技術振興、産業技術支援、経営支援

に関する支援組織が相次いで立地しており、重層的なサ

ポート体制が構築されている。 
 
２ 諏訪地域の現況 
 現在、諏訪地域は、産業集積の縮小に直面し、事業所

数と従業員数の減少傾向に歯止めはかかっていない。工

業統計調査（2014年）によれば、事業所数は801か所で、
ピーク時の 1991年からは 51.7％の減少となった。従業
員数は 2万 5140人で、対 91年比は－39.0％であった。
90年代以降、諏訪地域では、域内取引ネットワークの縮
小がみられ、中堅企業と有力中小企業の淘汰と再編が進

んだ。ただし、長野県全体の製造業事業所数に占める割

合は15％以上を維持しており、産業集積としての地位は
一定程度維持されている。（図1参照） 
 また、諏訪地域の製造品出荷額等と粗付加価値額をみ

ると、規模の縮小とともに、いずれも減少している。工

業統計調査（2014年）によれば、製造品出荷額等は5549 

＜図1 諏訪地域の推移（事業所数・従業員数）＞ 
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43社、05年～09年は64社、そして10～13年は131社
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有を図る企業が存在する。図 4は、参加企業を把握でき
る11グループに所属する企業の二値グラフである。この
うち、中小企業の 4社が、ネットワークの中継地点を示
す媒介中心性 6の値が高いことから、情報伝達の結節点と

なっていることがうかがえた。これらの企業は、複数の

研究会や勉強会で多様な情報を収集しているのである。 
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＜表１ 「学習できる企業」の概要＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『CD・Eyes50 TSR企業情報ファイル』等より作成） 

 
５ 諏訪地域の「学習できる企業」 
諏訪地域の知識・情報フローをみると、「研究会・勉強

会」と「共同研究」の両ネットワークを活用する企業が

存在する。図4と図5のうち、N社（茅野市）、K社（諏
訪市）、D社（岡谷市）は同一のものであり、いずれのネ
ットワークにおいてもハブになっている。これらの企業

は、さまざまな情報を収集するとともに、自社の知的ス

トックをベースにした共同研究開発を推し進めており、

「学習できる企業」として捉えることができる。 
 諏訪地域における「学習できる企業」の 3社は、積極
的な研究開発活動を展開して研究成果を生み出し、企業

業績を向上させている。表 1は、3 社の研究開発活動の
指標と企業業績を示したものである。各企業は、2002年
からの10年間で、国や県の競争的な資金を確保し、共同
研究開発プロジェクトにも参加する。また、各社の研究

開発活動は、公開特許件数の着実な増加に寄与するだけ

ではなく、売上高を高めることにもつながっている。 
 

【考察】 

 本研究は、長野県諏訪地域を事例として取り上げ、「研

究会・勉強会」と「共同研究」の組織間ネットワークを

描出した上で、地域イノベーションの創出に資する「学

習できる企業」を析出し、その研究開発活動とそのパフ

ォーマンスを分析したものである。 

今回の分析結果から、「探索」型と「活用」型の連携を

活用して効果的な研究開発活動を実現する「学習できる

企業」が存在している点が明らかになった。こうした企

業は、新技術や新製品の開発に向けた取り組みを展開し、

企業業績の向上に結び付けていた。「学習できる企業」は、

地域イノベーションの創出において重要になるだろう。 

 

【注】 

1 例えば、Andriopoulos and Lewis［2009］。 
2 二値グラフは、個体の集団への帰属を表現する際に用
いられるネットワーク図である。 

3 佐藤[2012]、佐藤[2015a]を参照。 
4 この期間は、データの制約によるものである。 
5 研究開発型企業とは、国ないし長野県の競争的資金に
採択された企業のことを指す。 

6 媒介中心性は、ネットワークの中心性を示す指標であ
り、特にネットワークの媒介や伝達に着目したもの。 
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売上高（万円） 798,545 1,267,970 212,215 560,000 106,388 135,758

N社 Ｋ社 Ｄ社

 地域住民セクターによる木頭ブランド商品開発による地域活性化 

横畠康吉・池本未希（NPO法人AUX）、池本有里・山本耕司（四国大学） 

Keyword： ダムなし開発、地域住民セクター、地域ブランド 

 

１【 はじめに】 
木頭村は平成の合併により那賀町木頭地区となり村名が

消えた。木頭地区は徳島県南部地域にあって、剣山の東南

部に広がる剣山山系と一部海部山地に位置している。剣山

山地を源流として紀伊水道に流入する那賀川の上流域は、

日本有数の多雨地域で、年間降水量は 3,000ミリを超える

ものである。木頭地区は温暖多雨気候条件下にあって、日

本でも有数の杉材生産を中核とする林業地域を形成してい

る。ここは藩政期を通じ良質の杉材を産出した木頭林業地

域である。ダムなし開発の動きに至る調査対象とした那賀

町木頭地区（旧木頭村）は那賀川の上流域に位置する。戦

後、木頭地区は那賀川下流の製材業と木製建具製造業の全

盛期に、地区内の林業経営は最も繁栄した。しかし、林業

経営は外材の輸入とアルミサッシの普及により国内産木材

の需要が低迷し始めると陰りが見え始めるようになった。

国策の全国総合開発計画による電源開発事業でダム建設が

始められ、開発の効果は那賀川上流地域の地域住民の生活

の近代化に弾みをつけた。道路の改修、集落の集団移転な

どは村の地域経済にとって新しい動きとして捉えられた。 

その後、木頭地区は過疎化と林業経営の不振による地域

経済の低迷が続きその打開策として、上流部の道路拡幅な

どを処方としたダム建設の動きが表面化した。全国総合開

発計画、電源開発を受けたダム建設が那賀川の水質を汚濁

させ環境に負荷をかけたことや、財の域内ストックとフロ

ーの経済現象が起こらず社会的にも、経済的にも地域社会

が停滞したことへの反省から、ダム建設による地域の開発

派とダム抜き開発派の域内対立が表面化した。首長選挙に

持ち込まれた、村を二分した選挙結果は、ダム抜き開発派

の首長が村の地域経営の舵を取ることになった。ダム抜き

地域活性化の核となる第三セクターによる株式会社きとう

むらが設立された。 

 

２【背景】 

 1）明治中期から昭和前期の社会経済状況と木頭地区 

 木頭地区は明治になり藩政林から民間林に移行し、個

人、村落共有林として存在するようになった。木頭林業

として活発な林業経営は、明治 20年頃から始まるといわ

れている。このころに那賀川下流の羽ノ浦町、那賀川町

に製材所が立地し、筏流送による木材の運搬が一般的に

行われていた。下流への流送は丹生谷入口の鷲敷までは

一本流し、鷲敷で筏に組まれた下流の製材業者まで送ら

れた。流送の支配は製材業者の手にゆだねられ、木頭地

区の林業経営者の支配とはならなかった。貨幣経済が山

村を支配するようになると、木頭地区は現金収入の無い

焼き畑耕作で雑穀栽培に依存した自給自足経済は喘ぎな

がら消滅していく。生活維持のために山林を現金に換え

なければならず、村民は山林を放棄することになる。結

果として流送権を持った製材業者は資本蓄積を果たし、

上流地域の山林は収奪が図られ、少数の村外地主の手に

集中することになる。 

 2）昭和期後半の社会経済状況と地域振興 

 戦後の復興期になると産業用の水と電力の必要から河

川総合開発が始まる。木頭地区でも 1955年から 1967年

にかけ那賀川総合開発事業が行われた。多目的の長安口

ダム、川口ダム、小見野々ダムが相次いで完成し、阿南

市臨海部の産業開発用として工業用水と電力を供給する。 

この開発の期間は、木頭地区の住民の多くは第二次産

業部門に雇用され域内経済も好景気であったものの、開

発に伴う道路整備は木頭地区と都市部との時間距離を短

縮することになり、交通の利便性の向上が人口の域外流

出につながり地域の過疎化を加速させていった。過疎化

の歯止と産業振興を図る目的で、1970年に国は過疎法を

制定し「交通・通信」「産業振興」「生活・厚生（医療を

含む）」「教育文化」「集落再編」を取り上げている。木頭

地区では集落再編事業が行われた。奥地にある集落を地

域の中心地機能を持つ木頭地区出原に移転させる事業で

あった。 

3）1990年以降の社会経済状況と地域振興 

1980年代にはオイルショック後の地方振興策として、

阿南市を核に木頭地区を含む一市14町村で構成される徳

島県南部定住圏構想が策定された。地方都市の産業文化

の振興を豊かな自然と共生する田園都市構想の実現を目

指した地域振興策が打ち出された。 

1990年以降は中山間地域農山村のもつ潜在的能力を引

き出し振興を図り人口の定着を進め集落の崩壊などを防
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＜表１ 「学習できる企業」の概要＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『CD・Eyes50 TSR企業情報ファイル』等より作成） 

 
５ 諏訪地域の「学習できる企業」 
諏訪地域の知識・情報フローをみると、「研究会・勉強

会」と「共同研究」の両ネットワークを活用する企業が

存在する。図4と図5のうち、N社（茅野市）、K社（諏
訪市）、D社（岡谷市）は同一のものであり、いずれのネ
ットワークにおいてもハブになっている。これらの企業

は、さまざまな情報を収集するとともに、自社の知的ス

トックをベースにした共同研究開発を推し進めており、

「学習できる企業」として捉えることができる。 
 諏訪地域における「学習できる企業」の 3社は、積極
的な研究開発活動を展開して研究成果を生み出し、企業

業績を向上させている。表 1は、3 社の研究開発活動の
指標と企業業績を示したものである。各企業は、2002年
からの10年間で、国や県の競争的な資金を確保し、共同
研究開発プロジェクトにも参加する。また、各社の研究

開発活動は、公開特許件数の着実な増加に寄与するだけ

ではなく、売上高を高めることにもつながっている。 
 

【考察】 

 本研究は、長野県諏訪地域を事例として取り上げ、「研

究会・勉強会」と「共同研究」の組織間ネットワークを

描出した上で、地域イノベーションの創出に資する「学

習できる企業」を析出し、その研究開発活動とそのパフ

ォーマンスを分析したものである。 

今回の分析結果から、「探索」型と「活用」型の連携を

活用して効果的な研究開発活動を実現する「学習できる

企業」が存在している点が明らかになった。こうした企

業は、新技術や新製品の開発に向けた取り組みを展開し、

企業業績の向上に結び付けていた。「学習できる企業」は、

地域イノベーションの創出において重要になるだろう。 

 

【注】 

1 例えば、Andriopoulos and Lewis［2009］。 
2 二値グラフは、個体の集団への帰属を表現する際に用
いられるネットワーク図である。 

3 佐藤[2012]、佐藤[2015a]を参照。 
4 この期間は、データの制約によるものである。 
5 研究開発型企業とは、国ないし長野県の競争的資金に
採択された企業のことを指す。 

6 媒介中心性は、ネットワークの中心性を示す指標であ
り、特にネットワークの媒介や伝達に着目したもの。 
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公開特許件数
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 地域住民セクターによる木頭ブランド商品開発による地域活性化 

横畠康吉・池本未希（NPO法人AUX）、池本有里・山本耕司（四国大学） 

Keyword： ダムなし開発、地域住民セクター、地域ブランド 

 

１【 はじめに】 
木頭村は平成の合併により那賀町木頭地区となり村名が

消えた。木頭地区は徳島県南部地域にあって、剣山の東南

部に広がる剣山山系と一部海部山地に位置している。剣山

山地を源流として紀伊水道に流入する那賀川の上流域は、

日本有数の多雨地域で、年間降水量は 3,000ミリを超える

ものである。木頭地区は温暖多雨気候条件下にあって、日

本でも有数の杉材生産を中核とする林業地域を形成してい

る。ここは藩政期を通じ良質の杉材を産出した木頭林業地

域である。ダムなし開発の動きに至る調査対象とした那賀

町木頭地区（旧木頭村）は那賀川の上流域に位置する。戦

後、木頭地区は那賀川下流の製材業と木製建具製造業の全

盛期に、地区内の林業経営は最も繁栄した。しかし、林業

経営は外材の輸入とアルミサッシの普及により国内産木材

の需要が低迷し始めると陰りが見え始めるようになった。

国策の全国総合開発計画による電源開発事業でダム建設が

始められ、開発の効果は那賀川上流地域の地域住民の生活

の近代化に弾みをつけた。道路の改修、集落の集団移転な

どは村の地域経済にとって新しい動きとして捉えられた。 

その後、木頭地区は過疎化と林業経営の不振による地域

経済の低迷が続きその打開策として、上流部の道路拡幅な

どを処方としたダム建設の動きが表面化した。全国総合開

発計画、電源開発を受けたダム建設が那賀川の水質を汚濁

させ環境に負荷をかけたことや、財の域内ストックとフロ

ーの経済現象が起こらず社会的にも、経済的にも地域社会

が停滞したことへの反省から、ダム建設による地域の開発

派とダム抜き開発派の域内対立が表面化した。首長選挙に

持ち込まれた、村を二分した選挙結果は、ダム抜き開発派

の首長が村の地域経営の舵を取ることになった。ダム抜き

地域活性化の核となる第三セクターによる株式会社きとう

むらが設立された。 

 

２【背景】 

 1）明治中期から昭和前期の社会経済状況と木頭地区 

 木頭地区は明治になり藩政林から民間林に移行し、個

人、村落共有林として存在するようになった。木頭林業

として活発な林業経営は、明治 20年頃から始まるといわ

れている。このころに那賀川下流の羽ノ浦町、那賀川町

に製材所が立地し、筏流送による木材の運搬が一般的に

行われていた。下流への流送は丹生谷入口の鷲敷までは

一本流し、鷲敷で筏に組まれた下流の製材業者まで送ら

れた。流送の支配は製材業者の手にゆだねられ、木頭地

区の林業経営者の支配とはならなかった。貨幣経済が山

村を支配するようになると、木頭地区は現金収入の無い

焼き畑耕作で雑穀栽培に依存した自給自足経済は喘ぎな

がら消滅していく。生活維持のために山林を現金に換え

なければならず、村民は山林を放棄することになる。結

果として流送権を持った製材業者は資本蓄積を果たし、

上流地域の山林は収奪が図られ、少数の村外地主の手に

集中することになる。 

 2）昭和期後半の社会経済状況と地域振興 

 戦後の復興期になると産業用の水と電力の必要から河

川総合開発が始まる。木頭地区でも 1955年から 1967年

にかけ那賀川総合開発事業が行われた。多目的の長安口

ダム、川口ダム、小見野々ダムが相次いで完成し、阿南

市臨海部の産業開発用として工業用水と電力を供給する。 

この開発の期間は、木頭地区の住民の多くは第二次産

業部門に雇用され域内経済も好景気であったものの、開

発に伴う道路整備は木頭地区と都市部との時間距離を短

縮することになり、交通の利便性の向上が人口の域外流

出につながり地域の過疎化を加速させていった。過疎化

の歯止と産業振興を図る目的で、1970年に国は過疎法を

制定し「交通・通信」「産業振興」「生活・厚生（医療を

含む）」「教育文化」「集落再編」を取り上げている。木頭

地区では集落再編事業が行われた。奥地にある集落を地

域の中心地機能を持つ木頭地区出原に移転させる事業で

あった。 

3）1990年以降の社会経済状況と地域振興 

1980年代にはオイルショック後の地方振興策として、

阿南市を核に木頭地区を含む一市14町村で構成される徳

島県南部定住圏構想が策定された。地方都市の産業文化

の振興を豊かな自然と共生する田園都市構想の実現を目

指した地域振興策が打ち出された。 

1990年以降は中山間地域農山村のもつ潜在的能力を引

き出し振興を図り人口の定着を進め集落の崩壊などを防
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であった。一定の効果はあったものの、地域の疲弊は進

み集落維持の組織が脆弱になっていった。 

2000年代になると、農工、農工商連携による六次産業

化の推進を図り、地域振興に繋げようとする動きが始ま

り、個別農家の起業精神を喚起することになる。 

4）地域振興策と木頭地区 

木頭地区では、山林は村外地主に収奪され林業で自立

できた経営体は無きに等しい状況にあった。多くの人は

木材流送労働者として就業している。 

戦後は那賀川総合開発事業に対する労働力を供給し生

活を維持するか、就業機会を求めて都市部に移る以外に

選択の余地はなかった。域外人口移動は地域の過疎化を

引き起こし、高齢社会の引き金となった。 

 

年　代 1960 1970 1980 1990 2000 2010

始まり 進行中

始まり 進行中

始まり 進行中

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△

土地の空洞化

村の空洞化

人口動態

社会事象

　　図１　那賀町木頭地区3つの空洞化模式図

人口の急激な社会減少期 　人口の自然減少期　　　人口の緩慢減少期

集落の崩壊開始時代

　　　　　↓ 　　　　↓ ↓　　　　　　　　　　　↓

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△

経済状況

　　過疎（挙家離村）時代 核家族家とマイカー時代 社会減から自然減へ

人の空洞化

　　　　　　　高度経済成長期 　　　　　　安定経済期　　　　　経済構造調整期　　　　　　　

↓ 　　　　↓ 　　　↓　　　　　　　　　　

 

 

少子高齢社会問題、住みよい社会問題の解決など、地

域振興のためには道路整備、生活文化環境整備などを進

めなければならず、その実現のためには公共投資事業の

ダム建設事業を推進し、木頭地区の社会基盤整備を早急

に進め地域産業の振興、地域活性化に弾みをつけようと

する施策が行われようとしていた。 

これまでの社会基盤整備にかかる公共投資事業は、投

資事業を実施することが目的化され、第二次産業の一部

事業所に利益をもたらすのみであった。本来的には地域

内部から湧き上がる地域活性化に取り組もうとする住民

運動に繋がるものでなければならない。地域振興は住民

と自治体が一体となった取り組みを進めようとする動き

が表面化することになった。ダム建設にかかる反対運動

は、これまでの水資源事業の実施で那賀川の濁り問題が

解決せず、さらに濁りを増幅させる事業が進められよう

としていることへの不満が引き起こしたものである。 

衰退する経済地域では人口が著しく減少し民力度も低

い係数値を示すことになる。山間地域にとっては、ある

程度までの人口減少は受け入れなくてはならないもので

あるが、地域の人口、土地、集落の空洞化は現実として

受け入れるが、住民の心の空洞化まで引き起こそうとす

ることは避けなければならない。心は豊かに暮らすとい

う住民の気持ちが河川汚濁の原因となるダム建設反対運

動となって展開することになった。 

 

地域／年 年 1990 1995 2000 2005 2010 2015

実数 831,598 832,427 827,852 809,950 785,873 758,427

推移 100.0% 100.1% 99.5% 97.4% 94.5% 91.2%

高齢化率 27.8%

実数 2,096 2,001 1,843 1,758 1,662 1,603

推移 100.0% 95.5% 87.9% 83.9% 79.3% 76.5

高齢化率 24.5 32 38.7 42.8 46.2 50.1

表1　木頭地区人口推移，高齢化率 単位：人，％

木頭地区

徳島県

 
 

　　　表2　旧市町村別民力度（民力　2004年版）

県北 係数 県央 係数 県南 係数

徳島市 208 脇町 13 小松島市 30.4

鳴門市 50 美馬町 6.1 阿南市 42.2

石井町 19 半田町 3.4 那賀川町 7.7

神山町 5 貞光町 4.1 羽ノ浦町 8.8

松茂町 12 一宇村 0.8 由岐町 2.1

北島町 18 穴吹町 4.5 日和佐町 4

藍住町 25 木屋平村 0.8 牟岐町 3.9

板野町 9.5 海南町 4.3

上板町 9.3 県西 海部町 1.8

吉野町 6 池田町 35 宍喰町 2.4

土成町 5.8 三野町 3.5

市場町 8.2 三好町 4.1 丹生谷

鴨島町 18 井川町 3.1 鷲敷町 2.4

川島町 5.5 三加茂町 6.8 相生町 2.2

山川町 7.5 山城町 3.3 上那賀町 1.5

美郷村 0.9 東祖谷山村 1.5 木沢村 0.6

勝浦町 4.4 西祖谷山村 1.1 木頭村 1.2

上勝町 1.5

佐那河内村 1.9  

 

３【調査方法と研究内容】 

 調査方法は関係者からの聞き取りによる定性的方法を

採用した。定量的な分析については既存資料、聞き取り

で得られた数量を検討資料として用いている。既存数値

は可能な限り国勢調査結果報告、民力などのデータを使

用した。一部市町村合併により町村名が削除された旧自

治体（地区）数値は推計値で表している。 
 研究内容は公共投資事業のダム建設推進派と反対派の

二極対立の動きの中で、ダム建設反対派の代表者の一人

がダムなどの大型公共事業にたよらない経済振興を図る

自治体を実現させ、自然環境の保全保護と経済開発の調

和を図りながら持続可能な経済発展を目指した社会を創

る内容をマニフェストに掲げて村長選を戦った。選挙結

果はダム建設反対派候補が首長に選ばれた。これでダム

建設は頓挫することとなったのであるが、公的資金に頼

ることなく自力で雇用機会を創出し、地域経済に貢献す

る起業が求められた。地域企業の起業とその地域経済へ

の対応を明らかにすることとする。 
藤田村長3期目の選挙で落選したことに伴い、株式の8
割を地域住民が保有する地域住民セクター体制となる。 
株式会社きとうむらは大型の公共事業によらない地域経

済活性化実現に向けて設立、同年 10月から運営された。
設立当初は旧木頭村の第三セクターであった。共同企業

の倒産で 2002年に地域住民に株の 80％を譲渡し、地域
住民と自治体とが株を持ち合う地域住民セクターで運営

される企業となった。 
 株式会社きとうむらは設立当初は、旧木頭村と徳島市

内の豆腐メーカーとの共同出資による第三セクター「木

頭ヘルシック」として操業を始めた。製造品は「おから

ケーキ」を主力とする経営を行う企業であったが、共同

出資企業の倒産を経て社名を「株式会社きとうむら」と

変更して再出発を図った。経営者は再起に当たり株主募

集を全国に呼びかけ 383 名の株主を集めることで企業活

動を再出発させた。株の 80％を村民が取得する地域住民

セクター体制といえる方式が経営上の特色を持つ企業と

なった。 

 株式会社きとうむらの主な事業は、木頭柚子の加工品、 

深山からの「湧水」、国産大豆のおからを利用した加工食

品と卸売・販売事業である。 

 この事業活動が木頭地区の地域経済への寄与等につい

て見たものである。 

４【調査結果】 

 株式会社きとうむらの経営は、1996年の設立・操業の

後、共同経営企業の倒産、事業の再出発など経営的に厳

しい時期を経て、2002年以降は黒字経営に転じた。2012

年度は 1億 1千万円の売上企業となり、木頭地区経済の

中枢を担うまでになった。 

1） 柚子製品 

同社の主力製品原料である柚子栽培は、2011年にとく

しま安安農産物認定（GAP）を受け、次いで2012年に JAS

認定（生産行程管理者認定）を受け農家で生産される。 

柚子は柚子栽培農家と契約栽培を結び、無農薬・化学

肥料・動物性肥料を使用せず徳島県の安安認証などをク

リアーした栽培管理と品質管理基準によって生産されて

いる。契約栽培農家は無農薬、有機肥料、柚子皮発酵さ

せた完熟堆肥以外は使用しない高循環自然農法で柚子を

生産している。他の原料についても良質の素材を使用す

るなどエコロジーとサステイナブルにこだわった生産を

行っている。 

このような徳島県の安全安心農産物栽培指針により生

産された柚子は国内の自然食品市場の流通で高い評価を

得ている。一方で食品展示会など「株式会社きとうむら」

の柚子製品である「木頭柚子しぼり」「木頭柚子醤油」「蕎

麦屋仕込み・重宝づゆ」「木頭柚子ドレッシング」「木頭

柚子ドリンク」「柚子ジンジャー」その他「柚子マーマネ

ード」などは好評を博し、近年欧米への輸出実績も、フ

ランス、ドイツ、アメリカでも柚子製品購入顧客を持つ

など、個人通販にも対応している。ホテル、レストラン、

料亭などのシェフ・料理人、菓子職人などにも使用され

始めるなど世界的ブランドとして認められるようになっ

た。その切欠となったのは「株式会社きとうむら」が良

質素材使用による食品製造、製造工程全般に至るすべて

に環境に負荷の少ない生産活動を行い地域経済と融合す

る企業活動を展開している結果であることが評価された

ことによる。 

2）大豆製品 

大豆製品は設立当初から自社工場で製造している「お

からくきぃー」「おからケーキ」などを生産している。大

阪府学校給食に認定された「おからケーキ」は山の菓子

工房の開発製品として売れ筋商品となっている。 

饅頭やショコラなどでは柚子マンジェ・木頭ショコラ

などの菓子類も地元スーパーで販売されている。 

3）ミネラルウォーター 

自社開発されたミネラルウォーターは、新素材紙パッ

クに充填された飲料水である。ミネラルウオーターは飲

み口が良いうえに、5年間という長期保存のきく非常用備

蓄水としての利用に最適である。非常時には、紙パック

を切り開くと皿、まな板、うちわとして利用できなどの

利点があると宣伝されている。自然災害による非常事態

を経験した東北地方の被災地では、ミネラルウォーター

が生協ルートによって供給され、高い評価を受けている。 

熊本地震などで２リトル紙パック入りの飲料水は重要

なライフラインとなっている。 

 

4）地域通貨 

地域通貨という経済活動を「きとうむら」では企画・

運営している。地域通貨はボランティア活動での労働や

手助けなどの無償の労働提供に対して、やり取りできる

ものとして利用されているものである。ボランティア活

動による労働代償が生み出した価値が地域内だけで通用

する金銭の代用として流通するものである。 

地域内限定と性格は通貨を地域内のみの循環とし、地
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であった。一定の効果はあったものの、地域の疲弊は進

み集落維持の組織が脆弱になっていった。 

2000年代になると、農工、農工商連携による六次産業

化の推進を図り、地域振興に繋げようとする動きが始ま

り、個別農家の起業精神を喚起することになる。 

4）地域振興策と木頭地区 

木頭地区では、山林は村外地主に収奪され林業で自立

できた経営体は無きに等しい状況にあった。多くの人は

木材流送労働者として就業している。 

戦後は那賀川総合開発事業に対する労働力を供給し生

活を維持するか、就業機会を求めて都市部に移る以外に

選択の余地はなかった。域外人口移動は地域の過疎化を

引き起こし、高齢社会の引き金となった。 

 

年　代 1960 1970 1980 1990 2000 2010

始まり 進行中

始まり 進行中

始まり 進行中

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△

土地の空洞化

村の空洞化

人口動態

社会事象

　　図１　那賀町木頭地区3つの空洞化模式図

人口の急激な社会減少期 　人口の自然減少期　　　人口の緩慢減少期

集落の崩壊開始時代

　　　　　↓ 　　　　↓ ↓　　　　　　　　　　　↓

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△

経済状況

　　過疎（挙家離村）時代 核家族家とマイカー時代 社会減から自然減へ

人の空洞化

　　　　　　　高度経済成長期 　　　　　　安定経済期　　　　　経済構造調整期　　　　　　　

↓ 　　　　↓ 　　　↓　　　　　　　　　　

 

 

少子高齢社会問題、住みよい社会問題の解決など、地

域振興のためには道路整備、生活文化環境整備などを進

めなければならず、その実現のためには公共投資事業の

ダム建設事業を推進し、木頭地区の社会基盤整備を早急

に進め地域産業の振興、地域活性化に弾みをつけようと

する施策が行われようとしていた。 

これまでの社会基盤整備にかかる公共投資事業は、投

資事業を実施することが目的化され、第二次産業の一部

事業所に利益をもたらすのみであった。本来的には地域

内部から湧き上がる地域活性化に取り組もうとする住民

運動に繋がるものでなければならない。地域振興は住民

と自治体が一体となった取り組みを進めようとする動き

が表面化することになった。ダム建設にかかる反対運動

は、これまでの水資源事業の実施で那賀川の濁り問題が

解決せず、さらに濁りを増幅させる事業が進められよう

としていることへの不満が引き起こしたものである。 

衰退する経済地域では人口が著しく減少し民力度も低

い係数値を示すことになる。山間地域にとっては、ある

程度までの人口減少は受け入れなくてはならないもので

あるが、地域の人口、土地、集落の空洞化は現実として

受け入れるが、住民の心の空洞化まで引き起こそうとす

ることは避けなければならない。心は豊かに暮らすとい

う住民の気持ちが河川汚濁の原因となるダム建設反対運

動となって展開することになった。 

 

地域／年 年 1990 1995 2000 2005 2010 2015

実数 831,598 832,427 827,852 809,950 785,873 758,427

推移 100.0% 100.1% 99.5% 97.4% 94.5% 91.2%

高齢化率 27.8%

実数 2,096 2,001 1,843 1,758 1,662 1,603

推移 100.0% 95.5% 87.9% 83.9% 79.3% 76.5

高齢化率 24.5 32 38.7 42.8 46.2 50.1

表1　木頭地区人口推移，高齢化率 単位：人，％

木頭地区

徳島県

 
 

　　　表2　旧市町村別民力度（民力　2004年版）

県北 係数 県央 係数 県南 係数

徳島市 208 脇町 13 小松島市 30.4

鳴門市 50 美馬町 6.1 阿南市 42.2

石井町 19 半田町 3.4 那賀川町 7.7

神山町 5 貞光町 4.1 羽ノ浦町 8.8

松茂町 12 一宇村 0.8 由岐町 2.1

北島町 18 穴吹町 4.5 日和佐町 4

藍住町 25 木屋平村 0.8 牟岐町 3.9

板野町 9.5 海南町 4.3

上板町 9.3 県西 海部町 1.8

吉野町 6 池田町 35 宍喰町 2.4

土成町 5.8 三野町 3.5

市場町 8.2 三好町 4.1 丹生谷

鴨島町 18 井川町 3.1 鷲敷町 2.4

川島町 5.5 三加茂町 6.8 相生町 2.2

山川町 7.5 山城町 3.3 上那賀町 1.5

美郷村 0.9 東祖谷山村 1.5 木沢村 0.6

勝浦町 4.4 西祖谷山村 1.1 木頭村 1.2

上勝町 1.5

佐那河内村 1.9  

 

３【調査方法と研究内容】 
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用した。一部市町村合併により町村名が削除された旧自

治体（地区）数値は推計値で表している。 
 研究内容は公共投資事業のダム建設推進派と反対派の

二極対立の動きの中で、ダム建設反対派の代表者の一人

がダムなどの大型公共事業にたよらない経済振興を図る

自治体を実現させ、自然環境の保全保護と経済開発の調

和を図りながら持続可能な経済発展を目指した社会を創

る内容をマニフェストに掲げて村長選を戦った。選挙結

果はダム建設反対派候補が首長に選ばれた。これでダム

建設は頓挫することとなったのであるが、公的資金に頼

ることなく自力で雇用機会を創出し、地域経済に貢献す

る起業が求められた。地域企業の起業とその地域経済へ

の対応を明らかにすることとする。 
藤田村長3期目の選挙で落選したことに伴い、株式の8
割を地域住民が保有する地域住民セクター体制となる。 
株式会社きとうむらは大型の公共事業によらない地域経

済活性化実現に向けて設立、同年 10月から運営された。
設立当初は旧木頭村の第三セクターであった。共同企業

の倒産で 2002年に地域住民に株の 80％を譲渡し、地域
住民と自治体とが株を持ち合う地域住民セクターで運営

される企業となった。 
 株式会社きとうむらは設立当初は、旧木頭村と徳島市

内の豆腐メーカーとの共同出資による第三セクター「木

頭ヘルシック」として操業を始めた。製造品は「おから

ケーキ」を主力とする経営を行う企業であったが、共同

出資企業の倒産を経て社名を「株式会社きとうむら」と

変更して再出発を図った。経営者は再起に当たり株主募

集を全国に呼びかけ 383 名の株主を集めることで企業活

動を再出発させた。株の 80％を村民が取得する地域住民

セクター体制といえる方式が経営上の特色を持つ企業と

なった。 

 株式会社きとうむらの主な事業は、木頭柚子の加工品、 

深山からの「湧水」、国産大豆のおからを利用した加工食

品と卸売・販売事業である。 

 この事業活動が木頭地区の地域経済への寄与等につい

て見たものである。 

４【調査結果】 

 株式会社きとうむらの経営は、1996年の設立・操業の

後、共同経営企業の倒産、事業の再出発など経営的に厳

しい時期を経て、2002年以降は黒字経営に転じた。2012

年度は 1億 1千万円の売上企業となり、木頭地区経済の

中枢を担うまでになった。 

1） 柚子製品 

同社の主力製品原料である柚子栽培は、2011年にとく

しま安安農産物認定（GAP）を受け、次いで2012年に JAS

認定（生産行程管理者認定）を受け農家で生産される。 

柚子は柚子栽培農家と契約栽培を結び、無農薬・化学

肥料・動物性肥料を使用せず徳島県の安安認証などをク

リアーした栽培管理と品質管理基準によって生産されて

いる。契約栽培農家は無農薬、有機肥料、柚子皮発酵さ

せた完熟堆肥以外は使用しない高循環自然農法で柚子を

生産している。他の原料についても良質の素材を使用す

るなどエコロジーとサステイナブルにこだわった生産を

行っている。 

このような徳島県の安全安心農産物栽培指針により生

産された柚子は国内の自然食品市場の流通で高い評価を

得ている。一方で食品展示会など「株式会社きとうむら」

の柚子製品である「木頭柚子しぼり」「木頭柚子醤油」「蕎

麦屋仕込み・重宝づゆ」「木頭柚子ドレッシング」「木頭

柚子ドリンク」「柚子ジンジャー」その他「柚子マーマネ

ード」などは好評を博し、近年欧米への輸出実績も、フ

ランス、ドイツ、アメリカでも柚子製品購入顧客を持つ

など、個人通販にも対応している。ホテル、レストラン、

料亭などのシェフ・料理人、菓子職人などにも使用され

始めるなど世界的ブランドとして認められるようになっ

た。その切欠となったのは「株式会社きとうむら」が良

質素材使用による食品製造、製造工程全般に至るすべて

に環境に負荷の少ない生産活動を行い地域経済と融合す

る企業活動を展開している結果であることが評価された

ことによる。 

2）大豆製品 

大豆製品は設立当初から自社工場で製造している「お

からくきぃー」「おからケーキ」などを生産している。大

阪府学校給食に認定された「おからケーキ」は山の菓子

工房の開発製品として売れ筋商品となっている。 

饅頭やショコラなどでは柚子マンジェ・木頭ショコラ

などの菓子類も地元スーパーで販売されている。 

3）ミネラルウォーター 

自社開発されたミネラルウォーターは、新素材紙パッ

クに充填された飲料水である。ミネラルウオーターは飲

み口が良いうえに、5年間という長期保存のきく非常用備

蓄水としての利用に最適である。非常時には、紙パック

を切り開くと皿、まな板、うちわとして利用できなどの

利点があると宣伝されている。自然災害による非常事態

を経験した東北地方の被災地では、ミネラルウォーター

が生協ルートによって供給され、高い評価を受けている。 

熊本地震などで２リトル紙パック入りの飲料水は重要

なライフラインとなっている。 

 

4）地域通貨 

地域通貨という経済活動を「きとうむら」では企画・

運営している。地域通貨はボランティア活動での労働や

手助けなどの無償の労働提供に対して、やり取りできる

ものとして利用されているものである。ボランティア活

動による労働代償が生み出した価値が地域内だけで通用

する金銭の代用として流通するものである。 

地域内限定と性格は通貨を地域内のみの循環とし、地
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域経済に貢献させている。きとうむらの地域通貨「ゆー

ず」は2002年の発行から9年を迎えており、年間平均流

通総額は300万円相当の額となっている。 

きとうむらの地域通貨「ゆーず」性格は、きとうむら

が柚子栽培農家から柚子を購入する際、柚子の購入金額

の一部として「ゆーず」を発行している。地域通貨循環

の中に地域通貨を供給し、回収することで、発行と流通

させている点が他地域の地域通貨と異なる点である。 

ボランティア活動の対価としてや、地域通貨購入希望

者にも発行される。どの場合も「ゆーず」の保証はきと

おむらが全責任を持って地域通貨循環の枠の中に地域通

貨「ゆーず」を安定させ地域経済への貢献が継続的に達

成されるようきとうむら内の「ゆーず」事務局が運営に

当たっている。 
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二種類の「ゆーず」があり、「ゆーずツアー」に参加す

る際に現金と交換して発行されるものと「きとうむら」

へ農産物や労働力を提供して発行される「ゆーず」であ

る。どちらも使用に当たっては記名が必要である。記名

後 6か月間有効となる。 

「ゆーず」は100「ゆーず」と500「ゆーず」があり100

円、500円と同じように商品やサービスと交換できる。「ゆ

ーず」取り扱い協力店は「きとうむら」の直営店「よい

しょきとうむら」を始め、木頭地区に25店舗が参加して

いる。 

「ゆーず」発行の中心は、柚子生産農家への出荷に係

る代金として現金と総額の 20％が地域通貨「ゆーず」で

支払われており、地域通貨「ゆーず」は地域経済の循環

に大きく貢献している。 

 

５【今後の展開】 

 「株式会社きとうむら」は22名の雇用を生む企業であ

る。木頭地区にあって那賀町役場木頭支所と肩を並べる

雇用力を持つ事業所である。さらに雇用面、地域経済面

でリーディング企業となるためには、設立当初の地域創

生資金からの借入金 2億 8千万円の負債の処理が不可欠

である。この厳しい経営圧迫の足かせが取り除かれる必

要がある。そのような中にあって、町村合併後の那賀町

に対し借入金の健全な処理を提案している。提案の受け

入れが実現すると、近年の収益黒字の累積は「株式会社

きとうむら」の健全収支となり、新たな経営方針を打ち

出し地域活性化の拠点企業へと成長する。ダム抜き開発

が実現し、木頭地区の経済発展に大きく貢献することに

なる。貢献の範囲は地域産業の新たな創出、人材の育成

による新たな指導者を輩出させることにつながる。 

 一方、豊かな自然のある木頭地区に暮らしながら木頭

地区の物産や観光資源をPRし、顧客開拓できるテレワー

ク事業が近い将来に実現する可能性が大きい。 

ICTを活用し大都市圏や海外に販路開拓し、ダイレクト

プロモーションを実施し、観光客誘致に向けた提案をす

る業務をテレワークで実施する提案がブレインワークか

ら示されているところである。 

 このことは、「株式会社きとうむら」との連会を視野

に入れた取り組みが必要なる。 

 

６【引用・参考文献】 
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廃棄物の広域処理―見送られた東京湾フェニックス計画 

樋口 浩一（関西大学ガバナンス研究科博士課程後期課程） 

Keyword： フェニックス事業、自区内処理原則、廃棄物の広域処理、相互援助方式 

 

【問題・目的・研究方法】 

大阪湾フェニックス事業は、廃棄物にかかる広域行政の

一つの到達点として、大阪湾圏域にあたる近畿2府4県168

市町の共同事業として廃棄物の海面埋立処分を行うもので

ある。その根拠法令は1981年の広域臨海環境整備センター

法（昭和 56年法律第 76号）であり、これは大阪湾だけの

特別法でなく、国の構想においては東京湾もその対象と考

えられてきた。 

関東圏では 1987 年に国が東京湾フェニックス計画を発

表し関係自治体に正式に提案した。以後、六都県市首脳会

議（首都圏サミット）の場で議論がなされたが、1998年に

同会議で検討中止が正式に決定された。 

関東も関西も、ともに焼却灰などの一般廃棄物iの最終処

分場の確保が困難な自治体が多い、という状況を同じくす

るが、何故この違いが生じたのか。 

本稿では東京湾側の経緯の詳細を調査し、広域行政・広

域処理が実現しなかった要因を分析する。 

【研究方法・分析枠組み】 

先行研究としては、東京湾フェニックス計画が実現しな

かったがゆえ、これを取り上げた学術論文は見いだせなか

った。研究方法は、文献調査として関係自治体議会議事録、

新聞記事を調査し、関係者インタビュー調査で補完した。

1.分析枠組みー広域処理と自区内処理原則 

（1）市町村事務と広域処理 

リサイクル都市の模範iiと言われる江戸も廃棄物がゼ

ロであったわけでない。国の白書iiiによれば明暦元年の

触書（1655年）で深川永代浦（江東区の富岡八幡宮あた

り）をごみ投棄場に指定するなど廃棄物処理システムが

構築されている。そこでは大商人などの町役人を核とし

た町が、ごみの管理・処理のルール化を担っていること

がわかる。ごみ問題は身近な問題として身近な組織が身

近なルールで片付けることが合理的であり、住民自治の

起源だと言える。 

明治以後、わが国初の廃棄物法というべき1900年の「汚

物掃除法」（明治 33年 3月 7日法律第 31号）によって、

廃棄物（当時は「汚物」）の処理は市の事務とされ、また

1954年の「清掃法」（昭和 29年 4月 22日法律第 72号）

は、ごみの収集・処分を「原則、市」から全ての市町村

の仕事とした。 

しかし、当時自治体の規模・能力から単独での処理が

困難で、近隣自治体同士の一部事務組合など広域処理が

行われており、その後の高度成長に伴う大量消費・大量

廃棄の時代を迎えますます広域処理の活用が増えたiv。 

（2）東京都ごみ戦争と自区内処理原則 

経済合理性による広域化の流れに一石を投じたのが

1971年の東京都ごみ戦争であった。東京都特別区のごみ

の最終処分場として長年にわたって悪臭、交通渋滞、事

故、大気汚染などで苦しんできた江東区民が、ごみ焼却

場建設が住民の反対でとん挫した杉並区のごみ受け入れ

を実力阻止した運動である。この問題の収束の論理とし

て使われた考え方が自区内処理の原則である。現実に 23

区全区ごみ焼却場建設の方針決定をもって問題は決着し

ている。 

排出者責任の概念に合致し、誰もが分かり易い本原則

は、廃棄物問題の関係者を中心に広がり定着していった。

ただ、もともと江東区民は埋立地という最終処分までを

全区に求めたわけでなく、中間処理である焼却施設の各

区の平等な負担を求めたものであった。いずれにしろ、

自区内処理原則は広域処理の対立概念となったのである。 

（3）東京湾フェニックス計画と自区内処理原則 

東京湾フェニックス計画の是非が議論されるなかでこ

れに反対する理由に挙げられたのが、自区内処理原則で

あった。国の正式提案の後の六都県市首脳会議（1987年

11月）後の会見で 4人の首長が自区（域）内処理を口に

し、うち 3人が反対ないし消極の立場を示したv。その後

も千葉県は常に自区内処理を反対の第一理由とした。 

【分析内容】 

東京湾フェニックス計画も含め関東における一般廃棄

物の広域処理に関して、最も動きがあった東京都の議会

議事録をもとに新聞記事を参考に、事実経緯を検証する。 

東京湾フェニックス事業の経緯を分析する中で東京都

の動向において、3つの節目があることが分かった。第1

は、1987年に国が東京湾フェニックス計画を正式に提案

したことである。その結果、同計画が東京都独自の埋立
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域経済に貢献させている。きとうむらの地域通貨「ゆー
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る際に現金と交換して発行されるものと「きとうむら」

へ農産物や労働力を提供して発行される「ゆーず」であ

る。どちらも使用に当たっては記名が必要である。記名

後 6か月間有効となる。 
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ーず」取り扱い協力店は「きとうむら」の直営店「よい

しょきとうむら」を始め、木頭地区に25店舗が参加して
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る代金として現金と総額の 20％が地域通貨「ゆーず」で
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雇用力を持つ事業所である。さらに雇用面、地域経済面
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入れが実現すると、近年の収益黒字の累積は「株式会社

きとうむら」の健全収支となり、新たな経営方針を打ち
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樋口 浩一（関西大学ガバナンス研究科博士課程後期課程） 

Keyword： フェニックス事業、自区内処理原則、廃棄物の広域処理、相互援助方式 

 

【問題・目的・研究方法】 
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一つの到達点として、大阪湾圏域にあたる近畿2府4県168

市町の共同事業として廃棄物の海面埋立処分を行うもので
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新聞記事を調査し、関係者インタビュー調査で補完した。
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リサイクル都市の模範iiと言われる江戸も廃棄物がゼ

ロであったわけでない。国の白書iiiによれば明暦元年の

触書（1655年）で深川永代浦（江東区の富岡八幡宮あた

り）をごみ投棄場に指定するなど廃棄物処理システムが

構築されている。そこでは大商人などの町役人を核とし

た町が、ごみの管理・処理のルール化を担っていること

がわかる。ごみ問題は身近な問題として身近な組織が身

近なルールで片付けることが合理的であり、住民自治の
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行われており、その後の高度成長に伴う大量消費・大量

廃棄の時代を迎えますます広域処理の活用が増えたiv。 

（2）東京都ごみ戦争と自区内処理原則 

経済合理性による広域化の流れに一石を投じたのが
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11月）後の会見で 4人の首長が自区（域）内処理を口に

し、うち 3人が反対ないし消極の立場を示したv。その後

も千葉県は常に自区内処理を反対の第一理由とした。 
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東京湾フェニックス計画も含め関東における一般廃棄

物の広域処理に関して、最も動きがあった東京都の議会

議事録をもとに新聞記事を参考に、事実経緯を検証する。 
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の動向において、3つの節目があることが分かった。第1
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したことである。その結果、同計画が東京都独自の埋立
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処分計画とバッティングする形となった。第 2 はその矛

盾を解消し、独自処分場の確保をはかるために東京都が

広域処理の逆提案をしたことである。第 3 は、紆余曲折

を経て最終的に関係自治体間で広域処理の検討を断念し

たことである。以上の節目を境に4期に分けて考察する。 

1.東京都の動き 

①傍観期～国の提案(1987年)以前 

東京都のフェニックス法案成立（1981年）当時の状況

をみると、自らの処分先（23区のための）の手当てのた

め新たな処分場の確保に迫られていた。当時は中央防波

堤外側処分場での処理が1985年に満杯となる見込みであ

り、フェニックス計画を待てない状況であった。また、

国の当初の構想viでは、千葉県浦安沖での大規模集中埋め

立てとなっており直接の関係はないということだった。 

1978年 3月 8日の美濃部都知事が本会議質問答弁で、

国の広域処分場計画には準備会に参加する等、積極的に

検討していく考えを示した。 

1980年 12月 9日の鈴木都知事が本会議答弁で、1985

年度いっぱいで満杯となる現埋立処分場（中央防波堤外

側ごみ投棄場）の代りとして、フェニックス計画で対応

することは相当困難で、つなぎとして都が独自に確保せ

ざるを得ない考えを示した。また、直近の六都県市首脳

会議では千葉県が消極的であることを示唆した。 

②反対期～国の提案(1987年)以後 

1987年4月28日の両省による正式提案によって状況が

一変する。東京都の独自処分先であった中央防波堤外側

沖がフェニックス候補となったからである。なお当該海

域は都の港湾区域内の最後の埋立区域であった。  

1987年11月27日の第18回六都県市首脳会議で東京湾

フェニックス計画について議論され、畑和埼玉県知事、

長洲一二神奈川県知事らが同計画の検討に賛成したのに

対し、鈴木俊一東京都知事、沼田武千葉県知事らが安易

な同湾内への埋め立て処理に頼るべきでないと主張した

（毎日新聞11月28日朝刊）。 

なお、会議後の会見で都知事は「はじめは東京湾の真

ん中につくる構想だったがその後、各都県の地先につく

ろうということになってきた。それなら各都県がやって

いる。国が特殊法人をつくってやるなら湾のしかるべき

所でやった方がよい。…あくまでも自区域内処理が原則、

できるだけやって、できなくなってから考えたらどう

か。」との発言viiがあった。この発言の中で「湾のしかる

べきところ」とされているのは港湾区域外、すなわち当

時の建設省所管の湾内エリアを指すものと思われるが、

フェニックス事業が港湾を管轄する運輸省の所管である

ことから困難な注文であった。 

 東京都としては、ここでフェニックス計画についての

関係都県市の合意を待っていたのでは新海面処分場が間

に合わなくなるおそれがあり、反対の意思を示すことに

なった。 

1989年 11月 16日に第22回六都県市首脳会議では「埼

玉県が強く求めていたフェニックス事業の着手を当分見

送り、当面各自治体での自区内処理を徹底させることで

合意した。」（朝日新聞11月17日朝刊） 

③逆提案期～都清掃審答申（1990年）以後 

1990年 11月 27日に東京都清掃審議会答申があり、新

しい埋立処分場も長期間の使用は期待できないとし、他

県市との相互援助の方向性を探るべきだと提言した。具

体的には、他県市から焼却後の灰を受け入れる代わりに、

都内から出る建設残土を持ち込ませてもらう、というよ

うな相互協力とともに『広域最終処分場』を建設するこ

とを挙げた。 

1991年 1月 18日に東京都港湾審議会・海面処分場検討

部会が中間報告とりまとめで、現在の中央防波堤外側処

分場の沖に 500 ヘクタールのスペースを確保する案を提

示した。また、今後は首都圏全体の広域処分の必要性を

強調し、都は運輸省の東京湾フェニックス計画も念頭に

おいていることを否定していない（1月 19日朝日新聞朝

刊）とされている。 

1991年 7月、東京都環境局が「廃棄物等の処理処分の

長期的展望について」を策定した。都の議会説明viii によ

れば、これは廃棄物の発生見込みと埋立処分の計画を示

したもので、フェニックスあるいは（清掃審答申の）相

互援助方式というような広域処理について検討を進めて

いくことが盛り込まれている。また、新海面処分場を広

域処分場としたときのメリットとして、率先して現処分

場を広域処分場として提供することは、将来の東京都の

処分場確保を見据えた有意義な方法だと説明している。

ちなみに「長期的展望」は20年計画であり、新海面処分

場が都で埋め立て可能な最後の処分場となるが、その寿

命は「おおむね15年」ix しかもたないとしたうえで、将

来の処分場については、広域処理に依存せざるを得ない

考えを示した。 

これら一連の動きを分析すれば、都としては、フェニ

ックス計画に反対はするものの、港湾計画に影響力をも
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つ国の港湾審議会（当時）あるいはこれを所管する運輸

省がフェニックス推進の立場である以上、フェニックス

の候補地とかぶる新海面処分場を都独自の処分場として

埋立許可手続きを進めることには難があった。そこで、

関係自治体の合意を条件として、新海面処分場の一部を

広域処理に提供するという形が考えられた。また、都民・

住民のコンセンサスがとれるよう相互援助方式xとした。 

これにより、広域処理も可能な形の都処分場建設が可

能となった。現にこの状況で、1994年 7月に東京都港湾

審議会において新海面処分場埋立を含む港湾計画が承認

され、1996年 7月に新海面埋立事業の免許が下りている。

都は当面、単独埋立処分場の確保に成功したのである。 

 1998年 3月 3日に至ってもなお、東京都議会本会議で

の答弁xi 中、青島知事は、関係自治体により相互に廃棄

物を受け入れる広域的な処理体制をつくることの合意が

なされた場合には、新海面処分場の計画地域の一部を広

域処分場として活用する用意のある旨のこれまでの方針

を改めて示している。 

④収束期～計画検討中止（1998年）以後 

1998年11月18日に第23回七都県市首脳会議が開催さ

れ「都県域を越える広域処分場については、（略）最終処

分量の削減効果及び処分場の残余容量や将来見通し等に

ついて定期的に調査・検討を行うこととし、その結果、

広域処分場の必要性を確認した時点において、その設置

について検討・協議を行うこととする。」とする報告書を

採択し、事実上検討を断念した。 

なお、この検討中止の新聞報道の中で、東京は一安心

という見出しで、都は肩すかしを食った形となったが、

ほっとした空気も流れている、とする記事xiiもあった。 

なお、広域処理提案にあたって一定の議論を呼んだ都

議会xiiiで、断念の報告の際に何等の質問も出なかった。

思えば同年 5 月に新海面処分場の寿命がごみの減量化等

により、一気に30年に倍増した報告xivが極めて効果的で

あったのかもしれない。 

その後も、都議会での廃棄物の都県域を越えた広域処

理に関する質問は確認されていない。 

2.各都県市の動き 

千葉県は終始反対の姿勢を貫き、その理由としては自

区内処理原則と漁業への影響を挙げている。東京湾全体

の漁獲生産高の 9 割を千葉県が占めている。構想段階で

浦安沖一か所に集中埋立をするという当初案の影響が大

きいと考えられる。 

埼玉県は内陸県で海がなく、最終処分場に最も困窮し、

推進に最も熱心であった。神奈川県も海岸部は横浜市・

川崎市・横須賀市の所管で、その意味で内陸県と同様だ

と言え、推進派となった。 

横浜・川崎の両市は港湾管理者として自ら処分場の確

保が可能であってフェニックスに依存するよりも、自身

の埋立海域の提供が必要なため、消極的な姿勢である。 

【考察・今後の展開】 

1.広域処理の不成立の要因 

都の広域処理の提案は、広域処分場に提供する分だけ

都自身の持ち分が減るデメリットがある。その分は将来

の他の自治体分で返してもらうという目論見だが、不確

実である。一方、広域処分場として合意がとれるのかも

不確実である。二つの不確実性というジレンマの中で、

都はある意味、思い切った提案に踏み切ったことになる。

ただ、国の圧力で新処分場の全域が広域処分場にならな

いための確実な方法だったと見れば納得はできる。 

この都の広域処理提案が、ついに実現することなく終

わった理由は、関係都県市間に十分な信頼関係が構築さ

れていなかった、ということになる。フェニックス事業

が、自治体間では一方的な受け入れという片務的な関係

であるのに対し、相互援助方式は具体的な双務関係を総

合的に構築する難しさがあった。この信頼関係の一定の

醸成が、この複雑な利害調整を全うするに不十分だった

ということである。 

もう一つの理由としては、ごみの減量化xvが当時の予測

を超えて進展したことが挙げられる。都の新処分場の容

量が当初の15年から倍に延びたように、各都県市の状況

も好転し、切迫感が薄らいだことは間違いない。その後

もごみの減量化が進み、新海面処分場の寿命は今や50年

xviと公表されている。 

2．分析枠組みからの考察 

本事例において自区内処理原則は広域処理への反対の

論拠として使用されている。終始反対の立場をとった千

葉県、また反対期の東京都がこの論理を使っている。こ

こで留意すべきは、都県市を超える広域処理に関して使

用されていることである。元来、自区内処理は特別区間

に関して使用され、基本的には廃棄物行政を所掌する市

町村単位で議論されることが通常である。各都県は、内

部の自治体間での広域処理に関してはむしろ積極的で、

その場面では自区内処理を持ち出すことはない。 

終始、同原則を主張し続けた千葉県の一般廃棄物の県
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処分計画とバッティングする形となった。第 2 はその矛

盾を解消し、独自処分場の確保をはかるために東京都が

広域処理の逆提案をしたことである。第 3 は、紆余曲折

を経て最終的に関係自治体間で広域処理の検討を断念し

たことである。以上の節目を境に4期に分けて考察する。 

1.東京都の動き 

①傍観期～国の提案(1987年)以前 

東京都のフェニックス法案成立（1981年）当時の状況

をみると、自らの処分先（23区のための）の手当てのた

め新たな処分場の確保に迫られていた。当時は中央防波

堤外側処分場での処理が1985年に満杯となる見込みであ

り、フェニックス計画を待てない状況であった。また、

国の当初の構想viでは、千葉県浦安沖での大規模集中埋め

立てとなっており直接の関係はないということだった。 

1978年 3月 8日の美濃部都知事が本会議質問答弁で、

国の広域処分場計画には準備会に参加する等、積極的に

検討していく考えを示した。 

1980年 12月 9日の鈴木都知事が本会議答弁で、1985

年度いっぱいで満杯となる現埋立処分場（中央防波堤外

側ごみ投棄場）の代りとして、フェニックス計画で対応

することは相当困難で、つなぎとして都が独自に確保せ

ざるを得ない考えを示した。また、直近の六都県市首脳

会議では千葉県が消極的であることを示唆した。 

②反対期～国の提案(1987年)以後 

1987年4月28日の両省による正式提案によって状況が

一変する。東京都の独自処分先であった中央防波堤外側

沖がフェニックス候補となったからである。なお当該海

域は都の港湾区域内の最後の埋立区域であった。  

1987年11月27日の第18回六都県市首脳会議で東京湾

フェニックス計画について議論され、畑和埼玉県知事、

長洲一二神奈川県知事らが同計画の検討に賛成したのに

対し、鈴木俊一東京都知事、沼田武千葉県知事らが安易

な同湾内への埋め立て処理に頼るべきでないと主張した

（毎日新聞11月28日朝刊）。 

なお、会議後の会見で都知事は「はじめは東京湾の真

ん中につくる構想だったがその後、各都県の地先につく

ろうということになってきた。それなら各都県がやって

いる。国が特殊法人をつくってやるなら湾のしかるべき

所でやった方がよい。…あくまでも自区域内処理が原則、

できるだけやって、できなくなってから考えたらどう

か。」との発言viiがあった。この発言の中で「湾のしかる

べきところ」とされているのは港湾区域外、すなわち当

時の建設省所管の湾内エリアを指すものと思われるが、

フェニックス事業が港湾を管轄する運輸省の所管である

ことから困難な注文であった。 

 東京都としては、ここでフェニックス計画についての

関係都県市の合意を待っていたのでは新海面処分場が間

に合わなくなるおそれがあり、反対の意思を示すことに

なった。 

1989年 11月 16日に第22回六都県市首脳会議では「埼

玉県が強く求めていたフェニックス事業の着手を当分見

送り、当面各自治体での自区内処理を徹底させることで

合意した。」（朝日新聞11月17日朝刊） 

③逆提案期～都清掃審答申（1990年）以後 

1990年 11月 27日に東京都清掃審議会答申があり、新

しい埋立処分場も長期間の使用は期待できないとし、他

県市との相互援助の方向性を探るべきだと提言した。具

体的には、他県市から焼却後の灰を受け入れる代わりに、

都内から出る建設残土を持ち込ませてもらう、というよ

うな相互協力とともに『広域最終処分場』を建設するこ

とを挙げた。 

1991年 1月 18日に東京都港湾審議会・海面処分場検討

部会が中間報告とりまとめで、現在の中央防波堤外側処

分場の沖に 500 ヘクタールのスペースを確保する案を提

示した。また、今後は首都圏全体の広域処分の必要性を

強調し、都は運輸省の東京湾フェニックス計画も念頭に

おいていることを否定していない（1月 19日朝日新聞朝

刊）とされている。 

1991年 7月、東京都環境局が「廃棄物等の処理処分の

長期的展望について」を策定した。都の議会説明viii によ

れば、これは廃棄物の発生見込みと埋立処分の計画を示

したもので、フェニックスあるいは（清掃審答申の）相

互援助方式というような広域処理について検討を進めて

いくことが盛り込まれている。また、新海面処分場を広

域処分場としたときのメリットとして、率先して現処分

場を広域処分場として提供することは、将来の東京都の

処分場確保を見据えた有意義な方法だと説明している。

ちなみに「長期的展望」は20年計画であり、新海面処分

場が都で埋め立て可能な最後の処分場となるが、その寿

命は「おおむね15年」ix しかもたないとしたうえで、将

来の処分場については、広域処理に依存せざるを得ない

考えを示した。 

これら一連の動きを分析すれば、都としては、フェニ

ックス計画に反対はするものの、港湾計画に影響力をも
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つ国の港湾審議会（当時）あるいはこれを所管する運輸

省がフェニックス推進の立場である以上、フェニックス

の候補地とかぶる新海面処分場を都独自の処分場として

埋立許可手続きを進めることには難があった。そこで、

関係自治体の合意を条件として、新海面処分場の一部を

広域処理に提供するという形が考えられた。また、都民・

住民のコンセンサスがとれるよう相互援助方式xとした。 

これにより、広域処理も可能な形の都処分場建設が可

能となった。現にこの状況で、1994年 7月に東京都港湾

審議会において新海面処分場埋立を含む港湾計画が承認

され、1996年 7月に新海面埋立事業の免許が下りている。

都は当面、単独埋立処分場の確保に成功したのである。 

 1998年 3月 3日に至ってもなお、東京都議会本会議で

の答弁xi 中、青島知事は、関係自治体により相互に廃棄

物を受け入れる広域的な処理体制をつくることの合意が

なされた場合には、新海面処分場の計画地域の一部を広

域処分場として活用する用意のある旨のこれまでの方針

を改めて示している。 

④収束期～計画検討中止（1998年）以後 

1998年11月18日に第23回七都県市首脳会議が開催さ

れ「都県域を越える広域処分場については、（略）最終処

分量の削減効果及び処分場の残余容量や将来見通し等に

ついて定期的に調査・検討を行うこととし、その結果、

広域処分場の必要性を確認した時点において、その設置

について検討・協議を行うこととする。」とする報告書を

採択し、事実上検討を断念した。 

なお、この検討中止の新聞報道の中で、東京は一安心

という見出しで、都は肩すかしを食った形となったが、

ほっとした空気も流れている、とする記事xiiもあった。 

なお、広域処理提案にあたって一定の議論を呼んだ都

議会xiiiで、断念の報告の際に何等の質問も出なかった。

思えば同年 5 月に新海面処分場の寿命がごみの減量化等

により、一気に30年に倍増した報告xivが極めて効果的で

あったのかもしれない。 

その後も、都議会での廃棄物の都県域を越えた広域処

理に関する質問は確認されていない。 

2.各都県市の動き 

千葉県は終始反対の姿勢を貫き、その理由としては自

区内処理原則と漁業への影響を挙げている。東京湾全体

の漁獲生産高の 9 割を千葉県が占めている。構想段階で

浦安沖一か所に集中埋立をするという当初案の影響が大

きいと考えられる。 

埼玉県は内陸県で海がなく、最終処分場に最も困窮し、

推進に最も熱心であった。神奈川県も海岸部は横浜市・

川崎市・横須賀市の所管で、その意味で内陸県と同様だ

と言え、推進派となった。 

横浜・川崎の両市は港湾管理者として自ら処分場の確

保が可能であってフェニックスに依存するよりも、自身

の埋立海域の提供が必要なため、消極的な姿勢である。 

【考察・今後の展開】 

1.広域処理の不成立の要因 

都の広域処理の提案は、広域処分場に提供する分だけ

都自身の持ち分が減るデメリットがある。その分は将来

の他の自治体分で返してもらうという目論見だが、不確

実である。一方、広域処分場として合意がとれるのかも

不確実である。二つの不確実性というジレンマの中で、

都はある意味、思い切った提案に踏み切ったことになる。

ただ、国の圧力で新処分場の全域が広域処分場にならな

いための確実な方法だったと見れば納得はできる。 

この都の広域処理提案が、ついに実現することなく終

わった理由は、関係都県市間に十分な信頼関係が構築さ

れていなかった、ということになる。フェニックス事業

が、自治体間では一方的な受け入れという片務的な関係

であるのに対し、相互援助方式は具体的な双務関係を総

合的に構築する難しさがあった。この信頼関係の一定の

醸成が、この複雑な利害調整を全うするに不十分だった

ということである。 

もう一つの理由としては、ごみの減量化xvが当時の予測

を超えて進展したことが挙げられる。都の新処分場の容

量が当初の15年から倍に延びたように、各都県市の状況

も好転し、切迫感が薄らいだことは間違いない。その後

もごみの減量化が進み、新海面処分場の寿命は今や50年

xviと公表されている。 

2．分析枠組みからの考察 

本事例において自区内処理原則は広域処理への反対の

論拠として使用されている。終始反対の立場をとった千

葉県、また反対期の東京都がこの論理を使っている。こ

こで留意すべきは、都県市を超える広域処理に関して使

用されていることである。元来、自区内処理は特別区間

に関して使用され、基本的には廃棄物行政を所掌する市

町村単位で議論されることが通常である。各都県は、内

部の自治体間での広域処理に関してはむしろ積極的で、

その場面では自区内処理を持ち出すことはない。 

終始、同原則を主張し続けた千葉県の一般廃棄物の県
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外処理量xvii が埼玉県に次ぎ全国 2番目であり、かつその

割合が年々増えている。また、既に1989年に千葉市の一

般廃棄物が 600 キロ離れた青森県三戸郡田子町の民間処

分場に 1トンあたり 2万円のコストをかけ処分されてい

ることが報道xviiiされ批判をあび、また広域処理の是非の

最終決定をする1998年時点でも千葉県から万トン単位で

県外移動している報道xixがなされている。この千葉県の

実態を見れば、その主張の真意を推し量ることは難しい。 

自区内処理に関する研究で、鄭（2014）は同原則の役

割のひとつとして「自治体同士の外交の産物として合意」

xxされたものとし、外交ツール的な機能を挙げている 。

まさに、今回の事例が関係都県市のそれぞれの利害をか

けた外交劇とみれば同原則は、一般的には善と見られが

ちな協力関係を否定するうえで都合のよい論理であった。 

 一方、この自区内処理原則の定義の曖昧さから、むし

ろ本原則をより普遍的にとらえて、「国の内外を問わず、

廃棄物の処理はできうる限りその排出地域に近いところ

で行うという社会的合意」xxiとする考え方 もある。この

考え方は、むしろ自区内処理原則を狭義にとらえてしま

うことで「廃棄物行政の効率性を阻害している側面が見

られる」点を指摘し、自区内処理原則の原意（負担の公

平化など）を踏まえつつ、原則を前提とした広域処理が

可能であるとしている。 

 いずれにしろ、自区内処理原則が東京湾フェニックス

計画の不成立に大きな役割、ないし影響を与えたことは

間違いない。一方、広域処理が実現した大阪湾側でみる

と、少なくとも事業者側でこの原則が議論された形跡が

見当たらないxxii。 

歴史的に見て、わが国で自区内処理原則がきわめて自

然に行政関係者はもとより住民民側にも広く受容された

のは、ごみ問題が住民が共同生活を営む上で避けて通れ

ない問題であり、住民自らも排出者・原因者である認識

が少なからずあり、お互いに迷惑を避けようという意識

が根底にあるからである。これは、住民が自らの問題を

自裁する、という「住民自治」の根底にある命題なので

ある。廃棄物が地方自治と親和性があるのは、「住民自治」

の面であって、必ずしもその管轄範囲を固定的に限界と

する「団体自治」ではない。 

廃棄物処理は「住民自治」の視点であるべきで、たと

え、やむを得ず広域処理となっても、関係者が住民自治

＝排出者責任を忘れず、他者に無用の迷惑をかけず、当

事者意識をもって取り組むことこそが自区内処理原則の

原意というべきである。 
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伊丹まちなかバルにみるガイドマップの変遷

石原 肇（大阪産業大学）

：中心市街地活性化、兵庫県伊丹市、バル、ガイドマップ、変遷

【研究の背景と目的】 
日本において、人口減少に伴う都市の縮退は、今後の都

市を維持していく上で喫緊の課題となっている。これまで

筆者は良好な都市の環境を創出するため、環境分野におけ

る地域政策の検討を進めている。直近のテーマは、 年

月に議員立法により成立した都市農業振興基本法の施行

に伴う都市農地の保全であるが、都市の縮退を視野に入れ

た土地利用計画の策定について地域政策的検討が必要であ

ることはもとより、都市住民と連携・交流する都市農業の

振興が農地を保全していく上でも不可欠となると考える。

他方、都市の縮退を考えていく上で中心市街地の活性化

も大きな課題といえよう。近年、その活性化策として、

円商店街、バルイベント（以下、バルという）、まちゼミが

注目されている（例えば、長坂他 ）。この中でバルは、

年の『函館西部地区バル街』での開催に始まり、この

開催を端緒として、 年に千葉県柏市や兵庫県伊丹市で

開催され、その後、全国各地での開催が飛躍的に増加して

きている。松下 は、『函館西部地区バル街』をあえ

て単純化すれば、バル街とは、西部地区とバル街マップ（ガ

イドマップ）、ピンチョー（つまみ）の つで構成されて

いる飲み歩きイベントであるとしている。参加者は 冊

枚のチケットを例えば、 円で購入し、飲食店はチケッ

ト 枚で ドリンク・ フードを提供するものである。

筆者は、 年 月に開催された第 回『伊丹まちな

かバル』に参加する機会を得た。その際、参加者にとって、

行きたい店に行くために、またどのようなはしごをするか

を検討するために、ガイドマップの存在が重要であると認

識した。「バル」についての先行研究をみると、松下

による『函館西部地区バル街』の集客メカニズムの解明、

清水・中山 、 による『あるくん奈良まちなかバ

ル』における継続的な商店街活性化イベントのあり方に関

する調査、角谷 による『伊丹まちなかバル』におけ

る飲食店増加の確認などがみられる。先行研究は、上記の

とおり商学や建築学の視点からごくわずかしかみられず、

ガイドマップについての検討はなされていない。また、ま

ちあるきマップの観点からすると、遠藤（ ）によりま

ちあるきブームをふまえ実務的な関心が持たれている。し

かし、地理学研究の対象としては、まちあるきマップには

必ずしも関心が持たれてはいないようである。

そこで、本研究では、バルの成功事例の一つであると考

えられる『伊丹まちなかバル』を対象として、バルを開催

する上で必要不可欠な要素とされるガイドマップに着目し、

その変遷を明らかにすることを目的とする。

【研究対象地域と研究方法】

伊丹市は兵庫県南東部に位置し、市域の面積は約

㎢、人口は 人（ 年 月推計）となっている。

周囲は兵庫県尼崎・西宮・宝塚・川西の各市や大阪府豊中・

池田両市と接している（図 ）。大阪市から約 キロメー

トルと近く、 福知山線や阪急伊丹線が結び、大阪の衛星

都市の一つとして位置づけられ、大阪国際空港があること

で交通の要衝ともなっている。日本酒発祥の地でもある。

研究対象とする『伊丹まちなかバル』は、 年 月

に近畿地方で初めて開催された。以降、毎年 回開催され、

年 月に第 回を迎えている。この間の参加店舗等

の推移を図 に示した。参加店舗は第 回の 店舗であっ

たものが、第 回以降は 店舗を常に超している。先行

して行われてきた音楽イベント『オトラク』との同時開催

も相乗効果となっているようである。また、中心市街地活

性化基本計画の認定を受けハードの面から整備が進められ、

その上で『伊丹まちなかバル』が実施されてきている（綾

野 ）。 年 月には、 伊丹駅と阪急伊丹駅の中間

にある三軒寺前広場１）が「第 回まちなか広場賞」の特別

賞を受賞している（主催：全国まちなか広場研究会）。名実

ともに成功事例の一つとして考えられる。

本研究を遂行するため、伊丹市から『伊丹まちなかバル』

の第 回から第 回までのガイドマップである「バルマッ

プ」の提供を受け ）、仕様、大きさ等の変化を把握すると

ともに、ガイドマップの発注方法等のヒアリングを行った。

【調査結果】 
第 回から第 回までの仕様をみると、第 回におい

て大きな変化があった 図 、表 。第 回から第 回まで

は 枚の紙を折りたたむバルマップであったものが、第

回以降は冊子であるバルマップブックへと変化している。

次に、大きさをみると、第 回のバルマップは （
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外処理量xvii が埼玉県に次ぎ全国 2番目であり、かつその

割合が年々増えている。また、既に1989年に千葉市の一

般廃棄物が 600 キロ離れた青森県三戸郡田子町の民間処

分場に 1トンあたり 2万円のコストをかけ処分されてい

ることが報道xviiiされ批判をあび、また広域処理の是非の

最終決定をする1998年時点でも千葉県から万トン単位で

県外移動している報道xixがなされている。この千葉県の

実態を見れば、その主張の真意を推し量ることは難しい。 

自区内処理に関する研究で、鄭（2014）は同原則の役

割のひとつとして「自治体同士の外交の産物として合意」

xxされたものとし、外交ツール的な機能を挙げている 。

まさに、今回の事例が関係都県市のそれぞれの利害をか

けた外交劇とみれば同原則は、一般的には善と見られが

ちな協力関係を否定するうえで都合のよい論理であった。 

 一方、この自区内処理原則の定義の曖昧さから、むし

ろ本原則をより普遍的にとらえて、「国の内外を問わず、

廃棄物の処理はできうる限りその排出地域に近いところ

で行うという社会的合意」xxiとする考え方 もある。この

考え方は、むしろ自区内処理原則を狭義にとらえてしま

うことで「廃棄物行政の効率性を阻害している側面が見

られる」点を指摘し、自区内処理原則の原意（負担の公

平化など）を踏まえつつ、原則を前提とした広域処理が

可能であるとしている。 

 いずれにしろ、自区内処理原則が東京湾フェニックス

計画の不成立に大きな役割、ないし影響を与えたことは

間違いない。一方、広域処理が実現した大阪湾側でみる

と、少なくとも事業者側でこの原則が議論された形跡が

見当たらないxxii。 

歴史的に見て、わが国で自区内処理原則がきわめて自

然に行政関係者はもとより住民民側にも広く受容された

のは、ごみ問題が住民が共同生活を営む上で避けて通れ

ない問題であり、住民自らも排出者・原因者である認識

が少なからずあり、お互いに迷惑を避けようという意識

が根底にあるからである。これは、住民が自らの問題を

自裁する、という「住民自治」の根底にある命題なので

ある。廃棄物が地方自治と親和性があるのは、「住民自治」

の面であって、必ずしもその管轄範囲を固定的に限界と

する「団体自治」ではない。 

廃棄物処理は「住民自治」の視点であるべきで、たと

え、やむを得ず広域処理となっても、関係者が住民自治

＝排出者責任を忘れず、他者に無用の迷惑をかけず、当

事者意識をもって取り組むことこそが自区内処理原則の

原意というべきである。 
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鈴木繁（1989）「首都圏における廃棄物処理の現況とフェ

ニックス計画を巡る動向」,月刊『PPM』1989年 4月,日刊

工業新聞社, pp.57-64 

全国市長会（2008）（廃棄物に関する都市政策研究会）『都

市と廃棄物に関する調査報告書』第 2 章「都市自治体の

廃棄物をめぐる主要課題」㈶日本都市センター,2008年 3

月 

                                                   
i 本稿では、市町村に処理義務のある一般廃棄物を中心に論述し、

厳格な排出者責任のある産業廃棄物は別稿にゆずることする。 
ii 石川秀輔（1997）『大江戸リサイクル事情』講談社 
iii 環境省（2001）「歴史的に見た我が国の廃棄物問題とリサイ

クルの取組（江戸期を中心に）」『平成13年度循環型社会白書』

序章第1節 2001 
iv 鄭智允（2013）「廃棄物行政のあり方に関する考察－廃棄物

関連一部事務組合を中心に」自治総研通巻415号2013年5月  
v 鈴木繁（1989）p.63 
vi 1980年11月 広域廃棄物埋立処分場整備構想（厚生・運輸

両省名）東京湾圏域（25000万㎥）及び1984年4月「東京湾フ

ェニックス計画」(構想）18400万㎥ 
vii 鈴木繁（1989）p.63 
viii 1991年9月17日 東京都建設清掃委員会 青木(な）委員へ

の今澤ごみ問題緊急対策室長答弁 
ix 1991年11月14日 東京都建設清掃委員会 大川委員への今

澤ごみ問題緊急対策室長答弁 
x 相互援助方式は、双務的な具体的義務の相殺という点におい

て、片務的な義務を金で相償するフェニックスと比べ、都県市

の合意の難しさがあることも留意すべきである。 
xi 1998年3月3日 都議会本会議 内藤議員への青島知事答弁 
xii 1998年11月19日 朝日新聞。なお、記事は続けて、そもそ

も広域処理の暫定案は厚生省からの持ち込みで、2000年度に東

京23区を市並みに格上げする廃棄物関係の都区制度改革に必要

な関連法案の上程のリミットが近づく中で迫られた条件だった、

とする。 
xiii 1998年11月19日 都市・環境委員会 
xiv 東京都清掃局・港湾局 「廃棄物等の埋立処分計画」1998
年5月 これは1991年策定の「廃棄物等の処理処分の長期的展

望について」を改定したもの 
xv 減量化の要因は焼却等中間処理の徹底、住民意識の向上によ

る分別の進展が考えられる。 
xvi 東京都環境局ﾎｰﾑﾍﾟ-ｼﾞ「回答1-6中防の寿命」

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/faq/chubou/faq_li
st/answer_01_06.html 
xvii 環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況（平成26年度）に

ついて」2016年2月 廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部廃棄物対策課  
xviii 1989年5月27日 朝日新聞 
xix 1998年8月28日 朝日新聞 
xx 鄭（2014） p.33 
xxi全国市長会（2008）pp.17～20 
xxii 埋立海域を提供した４府県市（大阪府・市・兵庫県・神戸市）

の議事録検索では大阪府1件（別件で当局が引用）のみである。 

伊丹まちなかバルにみるガイドマップの変遷

石原 肇（大阪産業大学）

：中心市街地活性化、兵庫県伊丹市、バル、ガイドマップ、変遷

【研究の背景と目的】 
日本において、人口減少に伴う都市の縮退は、今後の都

市を維持していく上で喫緊の課題となっている。これまで

筆者は良好な都市の環境を創出するため、環境分野におけ

る地域政策の検討を進めている。直近のテーマは、 年

月に議員立法により成立した都市農業振興基本法の施行

に伴う都市農地の保全であるが、都市の縮退を視野に入れ

た土地利用計画の策定について地域政策的検討が必要であ

ることはもとより、都市住民と連携・交流する都市農業の

振興が農地を保全していく上でも不可欠となると考える。

他方、都市の縮退を考えていく上で中心市街地の活性化

も大きな課題といえよう。近年、その活性化策として、

円商店街、バルイベント（以下、バルという）、まちゼミが

注目されている（例えば、長坂他 ）。この中でバルは、

年の『函館西部地区バル街』での開催に始まり、この

開催を端緒として、 年に千葉県柏市や兵庫県伊丹市で

開催され、その後、全国各地での開催が飛躍的に増加して

きている。松下 は、『函館西部地区バル街』をあえ

て単純化すれば、バル街とは、西部地区とバル街マップ（ガ

イドマップ）、ピンチョー（つまみ）の つで構成されて

いる飲み歩きイベントであるとしている。参加者は 冊

枚のチケットを例えば、 円で購入し、飲食店はチケッ

ト 枚で ドリンク・ フードを提供するものである。

筆者は、 年 月に開催された第 回『伊丹まちな

かバル』に参加する機会を得た。その際、参加者にとって、

行きたい店に行くために、またどのようなはしごをするか

を検討するために、ガイドマップの存在が重要であると認

識した。「バル」についての先行研究をみると、松下

による『函館西部地区バル街』の集客メカニズムの解明、

清水・中山 、 による『あるくん奈良まちなかバ

ル』における継続的な商店街活性化イベントのあり方に関

する調査、角谷 による『伊丹まちなかバル』におけ

る飲食店増加の確認などがみられる。先行研究は、上記の

とおり商学や建築学の視点からごくわずかしかみられず、

ガイドマップについての検討はなされていない。また、ま

ちあるきマップの観点からすると、遠藤（ ）によりま

ちあるきブームをふまえ実務的な関心が持たれている。し

かし、地理学研究の対象としては、まちあるきマップには

必ずしも関心が持たれてはいないようである。

そこで、本研究では、バルの成功事例の一つであると考

えられる『伊丹まちなかバル』を対象として、バルを開催

する上で必要不可欠な要素とされるガイドマップに着目し、

その変遷を明らかにすることを目的とする。

【研究対象地域と研究方法】

伊丹市は兵庫県南東部に位置し、市域の面積は約

㎢、人口は 人（ 年 月推計）となっている。

周囲は兵庫県尼崎・西宮・宝塚・川西の各市や大阪府豊中・

池田両市と接している（図 ）。大阪市から約 キロメー

トルと近く、 福知山線や阪急伊丹線が結び、大阪の衛星

都市の一つとして位置づけられ、大阪国際空港があること

で交通の要衝ともなっている。日本酒発祥の地でもある。

研究対象とする『伊丹まちなかバル』は、 年 月

に近畿地方で初めて開催された。以降、毎年 回開催され、

年 月に第 回を迎えている。この間の参加店舗等

の推移を図 に示した。参加店舗は第 回の 店舗であっ

たものが、第 回以降は 店舗を常に超している。先行

して行われてきた音楽イベント『オトラク』との同時開催

も相乗効果となっているようである。また、中心市街地活

性化基本計画の認定を受けハードの面から整備が進められ、

その上で『伊丹まちなかバル』が実施されてきている（綾

野 ）。 年 月には、 伊丹駅と阪急伊丹駅の中間

にある三軒寺前広場１）が「第 回まちなか広場賞」の特別

賞を受賞している（主催：全国まちなか広場研究会）。名実

ともに成功事例の一つとして考えられる。

本研究を遂行するため、伊丹市から『伊丹まちなかバル』

の第 回から第 回までのガイドマップである「バルマッ

プ」の提供を受け ）、仕様、大きさ等の変化を把握すると

ともに、ガイドマップの発注方法等のヒアリングを行った。

【調査結果】 
第 回から第 回までの仕様をみると、第 回におい

て大きな変化があった 図 、表 。第 回から第 回まで

は 枚の紙を折りたたむバルマップであったものが、第

回以降は冊子であるバルマップブックへと変化している。

次に、大きさをみると、第 回のバルマップは （
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図 伊丹市の位置  
（伊丹市 から引用） 

図 ガイドマップ（ブック）の変遷（提供：伊丹市）

上段左 上段中

第 回 第 回

下段左 下段中 下段右

第 回 第 回 第 回

 
図 店舗数とチケットの販売冊数の推移

（伊丹市資料から筆者作成） 

店 冊

回

表 ガイドマップ（ブック）の仕様等（実物の観察より筆者作成）

第 回 第 回 第 回 第 回 第 回

体裁 マップ マップ ブック ブック ブック

サイズ 両面刷を に × 両面刷を ×

綴じ方 － － 右綴じ 左綴じ 左綴じ

ページ数 － －

地図 ×

方位・縮尺 無 無 無 無 無

図 第 回のガイドマップブック（提供：伊丹市）

図 第 回のガイドマップ（提供：伊丹市）

図 第 回のガイドマップブック（提供：伊丹市） 
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× ）両面刷を 回折りたたんで （ × ）

になっている。第 回から第 回のバルマップは、

× を 回折りたたんで × のサイズになっ

ている。第 回から第 回のバルマップブックは、全て

（ × ）になっている。ただし、ページ数は第

回が ページ、第 回から第 回が ページ、第

回が ページとなっている。ページ数の増加により、参加

店の 店当たりの案内が大きくなっている。

地図についてみると、第 回および第 回から第 回

はいずれも （ × ）となっており、第 回から

第 回は × とやや大きくなっている。いずれの

地図においても、方位や縮尺の記載はなく、利用者は

伊丹駅あるいは阪急伊丹駅を起点として店舗の位置関係を

把握することになるものと考えられる（図 ～ ）。

ヒアリングによれば、バルマップおよびバルマップブッ

クは、主催者である伊丹市中心市街地活性化協議会がコン

ペ方式により製作会社を選定している。第 回から第 回、

第 回から第 回、第 回と つの製作会社がバルマッ

プおよびバルマップブックの製作に携わっている。

【考察および今後の展開】

『伊丹まちなかバル』は回を重ねる過程で、集客数や参

加店舗数を増加させ、安定してきている。この間、基本的

な仕組みは大きく変化していないことから、新たな参加店

舗が加わるといった要素とともに、参加者にとって使いや

すく、かつ参加店舗の提供内容がわかりやすい「バルマッ

プ」へと改善が続けられていることが明らかとなり、この

ことも、集客数増加に貢献しているものと推察される。

近畿圏では、伊丹市の取組と類似したバルが数多く行わ

れており、その要因として伊丹市が主催している、『近畿バ

ルサミット』の存在が大きいものと考えられる。今後は、

近畿圏での他の地域で実施されるバルのガイドマップにつ

いて調査を行い、その類似性や差異について把握を行うこ

とで、バルの開催を成功に導く要素としてのガイドマップ

について検討を行っていく必要がある。より良いガイドマ

ップづくりの研究は、地理学の社会貢献の一つにもなろう。

また、これまで行政学の政策波及に関する研究分野では、

主として条例制定や行政が実施主体の事業を対象としてき

ているが、バルを民主導で実施する官民協働型の事業の一

つとして捉えれば、検討の対象とする意義があろう。さら

に、例えば大阪府八尾市ではエダマメやゴボウ等の特産野

菜を活用したバルの取組もみられ、地域活性化の観点から

商店街と都市農業の連携についての検討も必要である。
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【注】

『伊丹まちなかバル』開催時の本部は、三軒寺前広場に

設置されている。

第 回、第 回、第 回の 回分については、全て配布

済みであり、入手不能であった。しかし、伊丹都市開発株

式会社 で確認することができた。また、第 回から第

回までのガイドマップの大きさ等が同じであることを、伊

丹市役所へのヒアリングの際に確認している。
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「大阪の酒」の再ストーリー化 

橋本行史・西野宏太郎（関西大学大学院ガバナンス研究科） 

Keyword:大阪の酒、歴史文化、再ストーリー化 

 

【背景・目的・研究方法】 

大阪には、酒造りの豊かな歴史が存在しているにも

かかわらず、酒造りのイメージが定着しているとは言

い難い。実際、灘や伏見が日本を代表する日本酒の生

産地としてその製造量を誇る一方で大阪の酒が占め

るシェアは比較にならないほど僅かである。 

 大阪府下には現在 13社の酒造メーカーが存在して

おり、今なお伝統的な酒造りを続けている。中でも、

能勢の酒「秋鹿」、池田の酒「呉春」、交野の酒「片野

桜」、河内長野の酒「天野酒」など、地元で銘酒とさ

れる酒も多い。また、堺市では、2014年 12月に市内

で酒造免許が取得され、2016年に 49年ぶりに酒造り

が復活した。 

 しかし府下に現存する酒が「大阪の酒」の文脈で語

られることはない。なぜなら、それらの酒はいずれも

大阪近郊の酒であって大阪の中心で造られず、ローカ

ルに流通しており、造られる酒も少量にとどまってい

るからである。 

 「水の都」とも言われ、水が豊富で大消費地を抱え

る大阪で周辺部に残されたとはいうものの、酒造りが

衰退してしまった原因は何であるか。また、長い歴史

を持つ「大阪の酒」の復活は可能か。「大阪の酒」に

関する研究は、柚木（1975）、脇田（1994）等に見ら

れるが、いずれも歴史研究で現代の「大阪の酒」の振

興策や経営戦略に関する先行研究は見当たらない。本

研究では、「大阪の酒」を大阪中心部における酒造業

に限定して、副首都として復活を目指す大阪の象徴と

して「大阪の酒」の復活をテーマに掲げ、そのイメー

ジを明らかにすることを研究目的に置く。 

 研究方法と記述順序は以下の通りである。第一に、

歴史資料や文献研究から、大阪中心部で栄えた「大阪

の酒」を対象に、古代から近世前期・後期までの大坂

の酒造りの歴史を振り返り、当時の姿を明らかにする。

第二に、明治から戦前までと戦後から現在までに分け

て、公的データで製造量の推移を検証し、近代の「大

阪の酒」が置かれた状況を明らかにする。第三に、「大

阪の酒」の衰退要因を分析する。第四に、これらの結

果を基に、目指すべき「大阪の酒」の復活の姿を考察

する。 

【研究内容】 

1.前史 

 中世には都の置かれた京都では各地の荘園から集

められた年貢米を使った酒造りが盛んで、京都で造ら

れる酒は「柳酒」と呼ばれて飲酒家に好まれた一方、

地方で造られる酒は「田舎酒」とされ、一段低い地位

に置かれた。地方においては国司や地頭の下で酒造り

が行われたほか、寺院で造られる僧坊酒が銘酒として

歴史に残されている。中でも天台宗天野山金剛寺（大

阪府河内長野市）の「天野酒」、大和国菩提山寺（奈

良市東南）の「菩提泉」の名は広く知られることとな

った（柚木 1975、pp.24-25）。しかし、近世に入ると、

従来の酒造りの形態は姿を消し、城下町の元で都市産

業としての酒造業が始まる。 

2.近世大坂の酒造業 

 中世末期に天野酒としてもてはやされた天野山金

剛寺の酒造りは、近世初期に姿を消し、かわって都市

部において酒造業が発展する。最初に僧坊酒の流れを

引く奈良で造られる南部諸白が勢力を伸ばすが、江戸

時代には伊丹諸白が台頭する（柚木 1975、pp.33-34）。

そして、池田やその後の西宮、今津へと酒造の中心地

が移っていく。しかし、大坂中心部で酒造りがなされ

なかったわけではない。それどころか、大坂の酒は、

江戸前期には全国有数の酒の生産地でもあった。表 1

から表 3は、大坂の酒造りの規模を表している。 

 ただ、大阪の酒造り技術の資料は周辺部のものが、

中心で大坂のものは少ない。元禄 10年（1697）刊の

江戸時代の本草書『本朝食鑑』は、酒は奈良を第一と

し、伊丹・鴻池・池田・富田がこれに継いだとしてお

り、当時最大の酒造高を誇った大坂三郷は銘酒の産地

としての名が挙がっていない。 

 大坂の酒の特徴を見ていく。脇田（1994、p.138）

は、「産地を見ると、大坂が最も多く、（略）これをさ

らに詳しく見ると、大坂は量も多いが、酒造家も多く、

１戸平均 42 万５斗余しかならない。つまり、零細業

者が多かったことを伝えている」とし、大坂の酒造業

の特色を捉えている。また、「大阪の水で酒をつくっ

たとは、いまでは想像もできないが、上町台地に近い

地域では、それなりに水の都として名水も得られたの

であろう」（同書、p.139）として、酒造りに欠かせな

い水の入手に困らなかったことを示している。酒造り

に欠かせない米は、大名が大坂の蔵屋敷に集めた米を

換金するために売り出したものを容易に入手するこ

とができた。また、酒造りを行う蔵人は、口入屋から

雇用することによって、人出の確保に苦労することも

なかったと考えられる。以上、大坂の酒が発展する要
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× ）両面刷を 回折りたたんで （ × ）

になっている。第 回から第 回のバルマップは、

× を 回折りたたんで × のサイズになっ

ている。第 回から第 回のバルマップブックは、全て

（ × ）になっている。ただし、ページ数は第

回が ページ、第 回から第 回が ページ、第

回が ページとなっている。ページ数の増加により、参加

店の 店当たりの案内が大きくなっている。

地図についてみると、第 回および第 回から第 回

はいずれも （ × ）となっており、第 回から

第 回は × とやや大きくなっている。いずれの

地図においても、方位や縮尺の記載はなく、利用者は

伊丹駅あるいは阪急伊丹駅を起点として店舗の位置関係を

把握することになるものと考えられる（図 ～ ）。

ヒアリングによれば、バルマップおよびバルマップブッ

クは、主催者である伊丹市中心市街地活性化協議会がコン

ペ方式により製作会社を選定している。第 回から第 回、

第 回から第 回、第 回と つの製作会社がバルマッ

プおよびバルマップブックの製作に携わっている。

【考察および今後の展開】

『伊丹まちなかバル』は回を重ねる過程で、集客数や参

加店舗数を増加させ、安定してきている。この間、基本的

な仕組みは大きく変化していないことから、新たな参加店

舗が加わるといった要素とともに、参加者にとって使いや

すく、かつ参加店舗の提供内容がわかりやすい「バルマッ

プ」へと改善が続けられていることが明らかとなり、この

ことも、集客数増加に貢献しているものと推察される。

近畿圏では、伊丹市の取組と類似したバルが数多く行わ

れており、その要因として伊丹市が主催している、『近畿バ

ルサミット』の存在が大きいものと考えられる。今後は、

近畿圏での他の地域で実施されるバルのガイドマップにつ

いて調査を行い、その類似性や差異について把握を行うこ

とで、バルの開催を成功に導く要素としてのガイドマップ

について検討を行っていく必要がある。より良いガイドマ

ップづくりの研究は、地理学の社会貢献の一つにもなろう。

また、これまで行政学の政策波及に関する研究分野では、

主として条例制定や行政が実施主体の事業を対象としてき

ているが、バルを民主導で実施する官民協働型の事業の一

つとして捉えれば、検討の対象とする意義があろう。さら

に、例えば大阪府八尾市ではエダマメやゴボウ等の特産野

菜を活用したバルの取組もみられ、地域活性化の観点から

商店街と都市農業の連携についての検討も必要である。
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【注】

『伊丹まちなかバル』開催時の本部は、三軒寺前広場に

設置されている。

第 回、第 回、第 回の 回分については、全て配布

済みであり、入手不能であった。しかし、伊丹都市開発株

式会社 で確認することができた。また、第 回から第

回までのガイドマップの大きさ等が同じであることを、伊

丹市役所へのヒアリングの際に確認している。

【引用・参考文献】

・綾野昌幸， ，伊丹市：このまちのかたち，新都市，

，

・遠藤宏之， ，昨今の「まちあるきマップ」について，

地理， ，

・角谷嘉則， ，商店街におけるコーディネーションの

分析 飲食店の増加とバル街による変化，流通， ，

・清水裕子・中山 徹， ，継続的な商店街活性化イベ

ントのありかたに関する研究 あるくん奈良まちなかバ

ルを事例として，日本建築学会技術報告集，

・清水裕子・中山 徹， ，商店街活性化イベントのイ

ンターナル・ブランディングに関する研究 あるくん奈

良まちなかバルを事例として（その２），日本建築学会技

術報告集， ，

・長坂泰之他， ，『 円商店街・バル・まちゼミ

お店が儲かるまちづくり』，学芸出版社，

・松下元則， ，函館西部地区バル街の集客メカニズム，

食生活科学・文化及び環境に関する研究助成研究紀要，

，

・松下元則， ，函館西部地区バル街の概観 歩み・参

加者行動・仕組み，福井県立大学論集，

「大阪の酒」の再ストーリー化 
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【背景・目的・研究方法】 

大阪には、酒造りの豊かな歴史が存在しているにも

かかわらず、酒造りのイメージが定着しているとは言

い難い。実際、灘や伏見が日本を代表する日本酒の生

産地としてその製造量を誇る一方で大阪の酒が占め

るシェアは比較にならないほど僅かである。 

 大阪府下には現在 13社の酒造メーカーが存在して

おり、今なお伝統的な酒造りを続けている。中でも、

能勢の酒「秋鹿」、池田の酒「呉春」、交野の酒「片野

桜」、河内長野の酒「天野酒」など、地元で銘酒とさ

れる酒も多い。また、堺市では、2014年 12月に市内

で酒造免許が取得され、2016年に 49年ぶりに酒造り

が復活した。 

 しかし府下に現存する酒が「大阪の酒」の文脈で語

られることはない。なぜなら、それらの酒はいずれも

大阪近郊の酒であって大阪の中心で造られず、ローカ

ルに流通しており、造られる酒も少量にとどまってい

るからである。 

 「水の都」とも言われ、水が豊富で大消費地を抱え

る大阪で周辺部に残されたとはいうものの、酒造りが

衰退してしまった原因は何であるか。また、長い歴史

を持つ「大阪の酒」の復活は可能か。「大阪の酒」に

関する研究は、柚木（1975）、脇田（1994）等に見ら

れるが、いずれも歴史研究で現代の「大阪の酒」の振

興策や経営戦略に関する先行研究は見当たらない。本

研究では、「大阪の酒」を大阪中心部における酒造業

に限定して、副首都として復活を目指す大阪の象徴と

して「大阪の酒」の復活をテーマに掲げ、そのイメー

ジを明らかにすることを研究目的に置く。 

 研究方法と記述順序は以下の通りである。第一に、

歴史資料や文献研究から、大阪中心部で栄えた「大阪

の酒」を対象に、古代から近世前期・後期までの大坂

の酒造りの歴史を振り返り、当時の姿を明らかにする。

第二に、明治から戦前までと戦後から現在までに分け

て、公的データで製造量の推移を検証し、近代の「大

阪の酒」が置かれた状況を明らかにする。第三に、「大

阪の酒」の衰退要因を分析する。第四に、これらの結

果を基に、目指すべき「大阪の酒」の復活の姿を考察

する。 

【研究内容】 

1.前史 

 中世には都の置かれた京都では各地の荘園から集

められた年貢米を使った酒造りが盛んで、京都で造ら

れる酒は「柳酒」と呼ばれて飲酒家に好まれた一方、

地方で造られる酒は「田舎酒」とされ、一段低い地位

に置かれた。地方においては国司や地頭の下で酒造り

が行われたほか、寺院で造られる僧坊酒が銘酒として

歴史に残されている。中でも天台宗天野山金剛寺（大

阪府河内長野市）の「天野酒」、大和国菩提山寺（奈

良市東南）の「菩提泉」の名は広く知られることとな

った（柚木 1975、pp.24-25）。しかし、近世に入ると、

従来の酒造りの形態は姿を消し、城下町の元で都市産

業としての酒造業が始まる。 

2.近世大坂の酒造業 

 中世末期に天野酒としてもてはやされた天野山金

剛寺の酒造りは、近世初期に姿を消し、かわって都市

部において酒造業が発展する。最初に僧坊酒の流れを

引く奈良で造られる南部諸白が勢力を伸ばすが、江戸

時代には伊丹諸白が台頭する（柚木 1975、pp.33-34）。

そして、池田やその後の西宮、今津へと酒造の中心地

が移っていく。しかし、大坂中心部で酒造りがなされ

なかったわけではない。それどころか、大坂の酒は、

江戸前期には全国有数の酒の生産地でもあった。表 1

から表 3は、大坂の酒造りの規模を表している。 

 ただ、大阪の酒造り技術の資料は周辺部のものが、

中心で大坂のものは少ない。元禄 10年（1697）刊の

江戸時代の本草書『本朝食鑑』は、酒は奈良を第一と

し、伊丹・鴻池・池田・富田がこれに継いだとしてお

り、当時最大の酒造高を誇った大坂三郷は銘酒の産地

としての名が挙がっていない。 

 大坂の酒の特徴を見ていく。脇田（1994、p.138）

は、「産地を見ると、大坂が最も多く、（略）これをさ

らに詳しく見ると、大坂は量も多いが、酒造家も多く、

１戸平均 42 万５斗余しかならない。つまり、零細業

者が多かったことを伝えている」とし、大坂の酒造業

の特色を捉えている。また、「大阪の水で酒をつくっ

たとは、いまでは想像もできないが、上町台地に近い

地域では、それなりに水の都として名水も得られたの

であろう」（同書、p.139）として、酒造りに欠かせな

い水の入手に困らなかったことを示している。酒造り

に欠かせない米は、大名が大坂の蔵屋敷に集めた米を

換金するために売り出したものを容易に入手するこ

とができた。また、酒造りを行う蔵人は、口入屋から

雇用することによって、人出の確保に苦労することも

なかったと考えられる。以上、大坂の酒が発展する要
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因は多かったと考えられる。 

 これに対して、灘は酒造地としては後進である。し

かし、酒造株の入手、寒造り、水車精米、宮水の発見、

農家からの安定的な酒米確保、杜氏手配、江戸への海

上運送の便の良さ等を要因にして、灘は大坂以上に急

速に発展していった。 

 

表 1 元禄 10年（1697） 造酒高・家数 

 造酒高（石） 家数 

大坂三郷 25,150.516 591 

池田 11,238.850 38 

堺 5,901.150 79 

富田林 616.000 7 

平野郷 561.125 (8) 

出所:脇田修（1994）『近世大坂の経済と文化』人文書院、p.137 

表 2 摂泉十二郷 酒造株高表1（1832年、天保３年３月現在） 

郷別 軒数 古 株 高

(石) 

新規株高 

（石） 

合 計 高

（石） 

大坂三郷  172,754   

堺 79 41,992   

仏法 12 12,904   

尼崎 9 4,767   

兵庫 27 19,375   

北在 30 20,362   

池田 25 28,305   

伊丹 85 106,758   

西宮 43 54,200   

小計 （309） 461,322   

灘五郷 257 307,771 154,348 462,119 

総計 （566） 769,193 154,348 923,441 

出所：長倉保『灘の酒』（「日本産業史体系」⑥近畿地方篇所収） 

表 3 「大坂三郷」酒造株、軒数分布 

年代 北組 南組 天満組 計 

延享 5（1748） 184株 312株 150株 646株 

文化 3（1806） 51株 153株 105株 309株 

天保 13(1842) 30株 91株 175株 296株 

明治 14(1881) 45軒 33軒 114軒 193軒 

出所:小松和生『近世都市酒造業の経済構造』（「大坂の研究」第 2

巻所収） 

 

3．近代大阪の酒造業 

3.1 明治から戦前まで 
明治維新の後、大阪中心部で酒を造ってきた大坂三

郷と伝法の地は、大阪市に編入された。江戸時代の摂

泉十二郷が解散し、市内の同業組合として大阪市酒造

組合が発足した2。明治期以降の「大阪の酒」は、江

戸期に造られてきた大坂三郷の酒と伝法の酒造りを

                                                   
1計の（ ）は大坂三郷を除いた数である。 
2 大阪市史史料第 7輯,1982年『明治時代の大阪上幸田成友編「大

阪市史明治時代未定稿」』 

引き継いだものであり、明治初期にはこれらの酒造り

が市内の主要産業として存在していた。 
明治期以降の大阪の酒造りはどのようなものであ

ったか。『明治大正大阪市史』は、市内の酒造りが北

区の森町と西淀川区の伝法に集中しているとし、「大

阪府下にあっては堺市方面に盛んであって大阪市は

寧ろ従たる地位にあるに過ぎないが、明治初年には尚

市の重要工業の一たるを失はなかった」と述べている。 
しかし、明治初期に主要産業として存在していた大

阪の酒は、明治から戦前に至るまでの期間で、その地

位を失っていく。 

明治期から戦前までの大阪の酒の工場数および生

産額の統計推移を見ていく。表 4には、大阪市内の酒
類3工場数の推移を示した。酒類工場の総数は、1900

年から 1935年の間で、およそ 10分の 1となった。無

動力の工場や家内工業は、動力を持つ酒類工場に変化

した。 

表 5には、大阪市内の酒類及び清酒・焼酎の生産額

の推移を示した。1905年と 1910年の統計では、大阪

市内の酒類生産額のほとんどが清酒の生産である。

1925年以降、酒類の生産額が飛躍的に向上している。

そして、1930 年における酒類生産額のほとんどが焼

酎の生産であった。他方で、1930 年における清酒の

割合は、およそ 8％と比率が著しく低下している。 

 

表 4 大阪市内の酒類工場数推移とその内訳 

 総数 有動力 無動力 家内工業 

1900 96    96    

1905 39    39    

1910 19  3  16    

1915 20  11  2  7  

1920 14  9  2  3  

1925 16  15    1  

1930 13  12    1  

1935 11  11      

出所：大阪市(1912)『大阪市統計書』第 1～10回,大阪市(1926)『大

阪市統計書』第 11～25回,大阪市(1934)『大阪市統計書』第 26～

32回,大阪市(1940)『大阪市統計書』第 33～37回を元に筆者作成 
表 5 大阪市内の酒類及び清酒・焼酎生産額推移 単位:円 

 酒類生産額 清酒生産額 焼酎生産額 

1900  1,071,760   

1905 1,409,995  1,302,012  1,815  

1910 637,532  619,052  12,330  

1915 400,486    

1920 510,548    

1925 3,846,978    

1930 3,585,231  281,991  3,303,240  

1935 3,775,475  378,909  3,396,566  

                                                   
3 酒類には、「清酒」「味醂」「焼酎」「酒精」「白酒」「濁酒」「酒粕」
「混成酒」「葡萄酒」「麦酒」「その他」が含まれる 

出所：大阪市(1912)『大阪市統計書』第 1～10回,大阪市(1926)『大

阪市統計書』第 11～25回,大阪市(1934)『大阪市統計書』第 26～

32回,大阪市(1940)『大阪市統計書』第 33～37回を元に筆者作成 
 

3.2 戦後から現在まで 

戦後の大阪の酒は、生産量が低下し、大阪市が実施

する統計調査の細目から姿を消した。現在(2016 年)

では、大阪府酒造組合に加盟する市内の清酒業者は存

在せず、市内の酒造業は消滅した。 

大阪市のデータがないため、表 6では大阪府下の清

酒及び焼酎の製成数量の推移を示した。1950 年から

1975 年の間で、日本酒の数量が伸び、焼酎の製造が

大きく減少している。2000 年以降のデータからは、

府下の清酒製成数量が大きく減少し、焼酎の精成数量

も減少を続けている。焼酎等の蒸留酒を製造する設備

である連続式蒸留器の設置数から、蒸留酒の製造が可

能な製造場数が減少したことが明らかである。 

表 8は、大阪市内の清酒課税数量を示すが、大手メ

ーカーによる課税上の数字であって実際の醸造を伴

うものではない。 

 
表 6 府下清酒及び焼酎製成数量4(単位:㎘) 

 清酒数量 焼酎数量 

1950 39,603 27,272  

1955 166,777  38,233  

1960 157,416  30,750  

1965 319,770  18,220  

1970 426,928  12,166  

1975 479,243  5,607  

2000 4,892  

2005 2,533  

2010 907  

出所:大阪国税局『税務統計 30年』,1979年、国税庁ＨＰ「清酒正

常業の概況」より筆者作成 

表 7 連続式蒸留器の設備を有する製造場数 

  製造場数 

1950 55 

1955 43  

1960 30  

1965 18  

1970 14  

1975 13  

出所:大阪国税局『税務統計 30年』,1979年より筆者作成 

表 8 大阪市内の清酒課税数量5(単位㎘) 

   数量 

                                                   
4 1950年と 1955年の数量は石高のため、統計上の数値に 0.18を

乗算し、およその㎘に改めた 
5 数値は東、西、港、南、浪速、天王寺、北、大阪福島、此花、西
淀川、生野、東成、旭、城東、阿倍野、東住吉、西成、住吉、大

淀、東淀川の大阪国税局の署別課税数量の合計値である。また、

1950年の数量は石高のため、統計上の数値に 0.18を乗算し、およ

その㎘に改めた 

1950 722 

1955  

1960  

1965 162  

1970 134  

1975  

出所:大阪国税局『税務統計 30年』,1979年より筆者作成 

 

3.3 衰退要因の分析 
 ここでは、「大阪の酒」の衰退要因を、水質の制約、

収益の低下、販路拡大機会の喪失、市内の清酒需要の

低下の四つの面から分析する。 
ここで分析する「大阪の酒」の衰退要因は、戦後、

高度成長によって加速する。 
3.3.1水質の制約 

 明治維新以降、大阪は近代工業都市として発展して

きた。都市の工業化に伴う環境変化は、市内の酒造り

に大きな制約を課した。中でも、悪化する水質に制約

されていたことが指摘されている6。大阪の酒造りは

洗水、仕込み水ともに自家の井戸水を使用してきたが、

新設された水道の水を使用する業者もあった。良質な

水を資源とする清酒醸造業にとって、水質の制約があ

ったことが、大阪の酒が衰退した要因の一つであった。 
3.3.2収益低下 

大阪市内での酒造りが、税負担に加えて、市内の物

価高騰によって競争不利に陥ったことや地価高騰の

影響で採算が合わなくなってきた。そのため、業態を

変えて酒造りを廃業する業者が多く発生した7。当時、

市内で酒造業を営んでいた森本清兵衛氏は、諸税の増

加による負担から、同業者が醸造販売から転じて輸入

販売となりつつあることは無理からぬことだと紙面

上で語っている8。酒税を初めとした増税、物価や地

価高騰が市内に数多く存在した弱小業者を淘汰した。

力のあった業者も酒造りの収益低下から、廃業し業態

を転換させた。 
3.3.3販路拡大機会の喪失 

大阪市内の酒造業者の経営スタイルも、酒造の衰退

を加速させた。市内で製造された酒の流通経路は、江

戸期に確立したシステムをそのまま利用してきた。明

治期の大阪の酒造業者は、積極的な販路開拓を行わず

に、小売店と仲買の注文に応じて大桶の清酒を量り売

りしていた9。そして市内で造られた酒の販路は、四

分の三がその土地で売り付け、残りの二分の一が東京、

その他の土地に分配された10。市内の酒造業者が伝統

的な流通モデルに固執した結果、販路拡大の機会を失

                                                   
6大阪市役所『明治大正大阪市史』,第二巻経済篇，淸文堂，1933

年,pp.661‐662, 大阪市,『新修大阪市史』,第六巻,1994年,pp.243 
7大阪毎日新聞「大阪の酒造業」1897年 12月 28日朝刊,3大阪毎日

新聞「大阪の酒造業(の続き)」1897年 12月 29日朝刊,3 
8 大阪毎日新聞「大阪酒造家の減少」1902年 5月 4日朝刊,9 
9大阪毎日新聞「大阪の酒造業(の続き)」1897年 12月 29日朝刊,3 
10大阪毎日新聞「大阪の酒造業(の続き)」1897年 12月 29日朝刊,3 
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因は多かったと考えられる。 

 これに対して、灘は酒造地としては後進である。し

かし、酒造株の入手、寒造り、水車精米、宮水の発見、

農家からの安定的な酒米確保、杜氏手配、江戸への海

上運送の便の良さ等を要因にして、灘は大坂以上に急

速に発展していった。 

 

表 1 元禄 10年（1697） 造酒高・家数 

 造酒高（石） 家数 

大坂三郷 25,150.516 591 

池田 11,238.850 38 

堺 5,901.150 79 

富田林 616.000 7 

平野郷 561.125 (8) 

出所:脇田修（1994）『近世大坂の経済と文化』人文書院、p.137 

表 2 摂泉十二郷 酒造株高表1（1832年、天保３年３月現在） 

郷別 軒数 古 株 高

(石) 

新規株高 

（石） 

合 計 高

（石） 

大坂三郷  172,754   

堺 79 41,992   

仏法 12 12,904   

尼崎 9 4,767   

兵庫 27 19,375   

北在 30 20,362   

池田 25 28,305   

伊丹 85 106,758   

西宮 43 54,200   

小計 （309） 461,322   

灘五郷 257 307,771 154,348 462,119 

総計 （566） 769,193 154,348 923,441 

出所：長倉保『灘の酒』（「日本産業史体系」⑥近畿地方篇所収） 

表 3 「大坂三郷」酒造株、軒数分布 

年代 北組 南組 天満組 計 

延享 5（1748） 184株 312株 150株 646株 

文化 3（1806） 51株 153株 105株 309株 

天保 13(1842) 30株 91株 175株 296株 

明治 14(1881) 45軒 33軒 114軒 193軒 

出所:小松和生『近世都市酒造業の経済構造』（「大坂の研究」第 2

巻所収） 

 

3．近代大阪の酒造業 

3.1 明治から戦前まで 
明治維新の後、大阪中心部で酒を造ってきた大坂三

郷と伝法の地は、大阪市に編入された。江戸時代の摂

泉十二郷が解散し、市内の同業組合として大阪市酒造

組合が発足した2。明治期以降の「大阪の酒」は、江

戸期に造られてきた大坂三郷の酒と伝法の酒造りを

                                                   
1計の（ ）は大坂三郷を除いた数である。 
2 大阪市史史料第 7輯,1982年『明治時代の大阪上幸田成友編「大

阪市史明治時代未定稿」』 

引き継いだものであり、明治初期にはこれらの酒造り

が市内の主要産業として存在していた。 
明治期以降の大阪の酒造りはどのようなものであ

ったか。『明治大正大阪市史』は、市内の酒造りが北

区の森町と西淀川区の伝法に集中しているとし、「大

阪府下にあっては堺市方面に盛んであって大阪市は

寧ろ従たる地位にあるに過ぎないが、明治初年には尚

市の重要工業の一たるを失はなかった」と述べている。 
しかし、明治初期に主要産業として存在していた大

阪の酒は、明治から戦前に至るまでの期間で、その地

位を失っていく。 

明治期から戦前までの大阪の酒の工場数および生

産額の統計推移を見ていく。表 4には、大阪市内の酒
類3工場数の推移を示した。酒類工場の総数は、1900

年から 1935年の間で、およそ 10分の 1となった。無

動力の工場や家内工業は、動力を持つ酒類工場に変化

した。 

表 5には、大阪市内の酒類及び清酒・焼酎の生産額

の推移を示した。1905年と 1910年の統計では、大阪

市内の酒類生産額のほとんどが清酒の生産である。

1925年以降、酒類の生産額が飛躍的に向上している。

そして、1930 年における酒類生産額のほとんどが焼

酎の生産であった。他方で、1930 年における清酒の

割合は、およそ 8％と比率が著しく低下している。 

 

表 4 大阪市内の酒類工場数推移とその内訳 

 総数 有動力 無動力 家内工業 

1900 96    96    

1905 39    39    

1910 19  3  16    

1915 20  11  2  7  

1920 14  9  2  3  

1925 16  15    1  

1930 13  12    1  

1935 11  11      

出所：大阪市(1912)『大阪市統計書』第 1～10回,大阪市(1926)『大

阪市統計書』第 11～25回,大阪市(1934)『大阪市統計書』第 26～

32回,大阪市(1940)『大阪市統計書』第 33～37回を元に筆者作成 
表 5 大阪市内の酒類及び清酒・焼酎生産額推移 単位:円 

 酒類生産額 清酒生産額 焼酎生産額 

1900  1,071,760   

1905 1,409,995  1,302,012  1,815  

1910 637,532  619,052  12,330  

1915 400,486    

1920 510,548    

1925 3,846,978    

1930 3,585,231  281,991  3,303,240  

1935 3,775,475  378,909  3,396,566  

                                                   
3 酒類には、「清酒」「味醂」「焼酎」「酒精」「白酒」「濁酒」「酒粕」
「混成酒」「葡萄酒」「麦酒」「その他」が含まれる 

出所：大阪市(1912)『大阪市統計書』第 1～10回,大阪市(1926)『大

阪市統計書』第 11～25回,大阪市(1934)『大阪市統計書』第 26～

32回,大阪市(1940)『大阪市統計書』第 33～37回を元に筆者作成 
 

3.2 戦後から現在まで 

戦後の大阪の酒は、生産量が低下し、大阪市が実施

する統計調査の細目から姿を消した。現在(2016 年)

では、大阪府酒造組合に加盟する市内の清酒業者は存

在せず、市内の酒造業は消滅した。 

大阪市のデータがないため、表 6では大阪府下の清

酒及び焼酎の製成数量の推移を示した。1950 年から

1975 年の間で、日本酒の数量が伸び、焼酎の製造が

大きく減少している。2000 年以降のデータからは、

府下の清酒製成数量が大きく減少し、焼酎の精成数量

も減少を続けている。焼酎等の蒸留酒を製造する設備

である連続式蒸留器の設置数から、蒸留酒の製造が可

能な製造場数が減少したことが明らかである。 

表 8は、大阪市内の清酒課税数量を示すが、大手メ

ーカーによる課税上の数字であって実際の醸造を伴

うものではない。 

 
表 6 府下清酒及び焼酎製成数量4(単位:㎘) 

 清酒数量 焼酎数量 

1950 39,603 27,272  

1955 166,777  38,233  

1960 157,416  30,750  

1965 319,770  18,220  

1970 426,928  12,166  

1975 479,243  5,607  

2000 4,892  

2005 2,533  

2010 907  

出所:大阪国税局『税務統計 30年』,1979年、国税庁ＨＰ「清酒正

常業の概況」より筆者作成 

表 7 連続式蒸留器の設備を有する製造場数 

  製造場数 

1950 55 

1955 43  

1960 30  

1965 18  

1970 14  

1975 13  

出所:大阪国税局『税務統計 30年』,1979年より筆者作成 

表 8 大阪市内の清酒課税数量5(単位㎘) 

   数量 

                                                   
4 1950年と 1955年の数量は石高のため、統計上の数値に 0.18を

乗算し、およその㎘に改めた 
5 数値は東、西、港、南、浪速、天王寺、北、大阪福島、此花、西
淀川、生野、東成、旭、城東、阿倍野、東住吉、西成、住吉、大

淀、東淀川の大阪国税局の署別課税数量の合計値である。また、

1950年の数量は石高のため、統計上の数値に 0.18を乗算し、およ

その㎘に改めた 

1950 722 

1955  

1960  

1965 162  

1970 134  

1975  

出所:大阪国税局『税務統計 30年』,1979年より筆者作成 

 

3.3 衰退要因の分析 
 ここでは、「大阪の酒」の衰退要因を、水質の制約、

収益の低下、販路拡大機会の喪失、市内の清酒需要の

低下の四つの面から分析する。 
ここで分析する「大阪の酒」の衰退要因は、戦後、

高度成長によって加速する。 
3.3.1水質の制約 

 明治維新以降、大阪は近代工業都市として発展して

きた。都市の工業化に伴う環境変化は、市内の酒造り

に大きな制約を課した。中でも、悪化する水質に制約

されていたことが指摘されている6。大阪の酒造りは

洗水、仕込み水ともに自家の井戸水を使用してきたが、

新設された水道の水を使用する業者もあった。良質な

水を資源とする清酒醸造業にとって、水質の制約があ

ったことが、大阪の酒が衰退した要因の一つであった。 
3.3.2収益低下 

大阪市内での酒造りが、税負担に加えて、市内の物

価高騰によって競争不利に陥ったことや地価高騰の

影響で採算が合わなくなってきた。そのため、業態を

変えて酒造りを廃業する業者が多く発生した7。当時、

市内で酒造業を営んでいた森本清兵衛氏は、諸税の増

加による負担から、同業者が醸造販売から転じて輸入

販売となりつつあることは無理からぬことだと紙面

上で語っている8。酒税を初めとした増税、物価や地

価高騰が市内に数多く存在した弱小業者を淘汰した。

力のあった業者も酒造りの収益低下から、廃業し業態

を転換させた。 
3.3.3販路拡大機会の喪失 

大阪市内の酒造業者の経営スタイルも、酒造の衰退

を加速させた。市内で製造された酒の流通経路は、江

戸期に確立したシステムをそのまま利用してきた。明

治期の大阪の酒造業者は、積極的な販路開拓を行わず

に、小売店と仲買の注文に応じて大桶の清酒を量り売

りしていた9。そして市内で造られた酒の販路は、四

分の三がその土地で売り付け、残りの二分の一が東京、

その他の土地に分配された10。市内の酒造業者が伝統

的な流通モデルに固執した結果、販路拡大の機会を失

                                                   
6大阪市役所『明治大正大阪市史』,第二巻経済篇，淸文堂，1933

年,pp.661‐662, 大阪市,『新修大阪市史』,第六巻,1994年,pp.243 
7大阪毎日新聞「大阪の酒造業」1897年 12月 28日朝刊,3大阪毎日

新聞「大阪の酒造業(の続き)」1897年 12月 29日朝刊,3 
8 大阪毎日新聞「大阪酒造家の減少」1902年 5月 4日朝刊,9 
9大阪毎日新聞「大阪の酒造業(の続き)」1897年 12月 29日朝刊,3 
10大阪毎日新聞「大阪の酒造業(の続き)」1897年 12月 29日朝刊,3 
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った。 
3.3.4市内の清酒需要の低下 

大阪市内の清酒生産の減少が統計データから明ら

かになったが、酒類生産自体は大きな伸びをみせた。

中でも焼酎の生産が急増し、酒類生産をけん引した。

明治の末に安価で大量生産が可能な「新式焼酎」(現

在の「焼酎甲類」)が登場し、米価高騰から発生した

米騒動の中で、空前の焼酎ブームが巻き起こった11。 

大阪市内で求められるアルコール飲料の中心が清

酒から焼酎へと移り変わったことから、市内での清酒

需要は低下した。大阪市内で造られた清酒は、そのほ

とんどが市内で消費されたので、大阪の酒造業者は廃

業するか、清酒の醸造から焼酎の製造に転業せざるを

得なかった。 
加えてその後の食生活の変化によって全国ベース

で清酒の消費量が減少する一方、ビール、ウィスキー、

リキュール、ワインなどの洋酒が市場に定着し、酒類

市場が多様化する。そのため、市内の酒造業者は、焼

酎製造に移った者も含めて、廃業するか業種転換を余

儀なくされた。 
【考察・今後の展開】 

 本研究の最後に、「大阪の酒」をめぐる環境を振り

返り、「大阪の酒」の復活に向けた今後の展開を述べ

たい。 

日本酒は、米、水、糀、酵母という限られた原料に

よって造られる。これらは他メーカーと共通しており、

有名酒造メーカーの酒との間に差別化を図ることは

難しい。そのため、わずかな品質の差やブランドの強

弱が売り上げを左右する。 

日本酒をめぐるニーズは、インバウンド需要、高質

な酒の消費拡大、海外輸出の急増などが見られるが、

国内の消費量自体は年々減少している。他方で、ビー

ル、ワインやリキュール、焼酎など、消費される酒類

は多様化している。 

 大阪周辺部の酒造メーカーが存続できた要因は、伝

統的な製造手法、変動する流通への対応、固定購買客

の確保にあったが、大阪ならではの特殊要因ではない。

消費の減退・競争の激化という環境の下、これらの地

方の酒造りは、原料米を仕入れ、仕込んで、流通に流

すだけの従来のビジネスモデルから、インバウンド需

要と地方創生を見据えて、店売りを含んだ６次産業化

による付加価値の増大か、高級酒としてのブランドの

確立と海外展開がこれからの生き残り策であろう。 

 これに対して長い歴史を持ちつつも伝統が途絶え

ており、かつ、水、米、蔵人に必ずしも恵まれない「大

阪の酒」の復活は、地方の酒造メーカーとは別の独自

文脈で考える必要がある。「大阪の酒」を復活させて

商業ベースに乗せるためには、大阪が持つ歴史文化に

基礎を置くものでなければならない。今回の研究で、

                                                   
11 日本蒸留酒酒造組合,焼酎甲類 100周年(2016年 8月 1日アクセ

ス)http://www.shochu.or.jp/100th/index.html#2 

「大阪の酒」の固有のイメージが明らかになった。す

なわち復活を目指す「大阪の酒」とは、高価で高品質

の「銘酒」の製造ではなく、大阪の歴史文化に基づい

た大阪中心部で造られる「大衆酒」であること自体を

魅力、ブランドとした酒である。 

【引用・参考文献】 
・ 小林茂・脇田修『大阪の生産と交通』（毎日放送
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 地域活性化の視点から見たパラオ共和国におけるイルカ介在活動 

○石高志保（早稲田大学大学院人間科学研究科）・扇原 淳（早稲田大学人間科学学術院） 

Keyword：地域活性，パラオ共和国，イルカ介在活動 

 

【背景】 
ミクロネシア地域の島々からなるパラオ共和国（以下パ

ラオ）は，生物多様性豊かな環境を生かした観光業を主要

産業としている．特に，海外からの観光客を中心にダイビ

ングの人気が高い．パラオ政府は，経済的な自立を目指し

観光業強化を重要な政策な柱としている．しかしながら，

観光客の増加に伴い，観光地の汚染が強く懸念されており，

持続可能な観光業と自然環境を組み合わせたエコツーリズ

ムが推進されている（宮国，2015）． 

パラオでエコツーリズムを提供する施設のひとつに

Dolphins Pacificがある．ここでは，イルカ介在活動が行

われており，我々の予備調査から環境教育を組み合わせた

取り組みによって地域活性化に寄与している可能性がみら

れた． 

そこで，今回，同施設で展開されるイルカ介在活動の諸

形態・内容を分析し，地域活性化につながる要素について

検討することを目的とした． 

【研究方法】 

 Dolphins Pacific施設職員5名を対象としたインタビュ

ーを 2015年 11月から 12月に実施した．対象者の属性は，

年齢26～36歳，勤務年数は1年 3ヶ月～8年であった．同

時に，施設に保管されているイルカ介在活動に関する資料

の分析を行った． 

【結果】 

分析の結果，Dolphins Pacificで提供されるイルカ介在

活動は，以下の6種に分類できた． 

① クロース・エンカウンター（イルカや環境に関する理解

を深めることを目的としたプログラム．イルカ介在プロ

グラムへの参加者は参加必須） 

② ドルフィン・シンフォニー（マスク・シュノーケルを着

用しイルカとの触れ合いを行うプログラム） 

③ ドルフィン・ダイビング（ダイビング器材を使用し，水

中でイルカとの触れ合いを行うプログラム） 

④ ドルフィン・フリー・ダイブ（素潜りでイルカとの触れ

合いを行うプログラム） 

⑤ ワンデー・トレーナー（1日トレーナーを体験しイルカ

やトレーニングを学ぶプログラム） 

⑥ エコツアー（島内観光を通じて文化・歴史を学ぶプロ  

グラム） 

 参加者の中心は，健常者であったが，特別な配慮が必

要な参加者（精神障害，身体障害等）向けのプログラム

を準備していた．このうち，エコツアーは半日，終日，

両方のプログラムも提供していた．また，環境教育とし

て，地元の子供を対象に海と自然環境に関するプログラ

ムを提供していた． 

 6種のプログラムの費用は，$30（約 3,300円）～$150

（約16,500円）であった．過去 3年の活動参加者は，2013

年度 30,031名，2014年度 42,617名（内エコプログラム

748名），2015年度25,860名（内エコプログラム605名）

であった．対応言語は，英語，日本語の2言語あった． 

【考察】 

 パラオでは自然観光地を利用したツアーがほとんどで

あり，Dolphins Pacificのようなアクティビティを提供

する施設はとても少ない（笹川太平洋島嶼国基金，2015）．

長期滞在型の多いパラオの環境客に多様な観光スタイル

を提供し，かつこのことがパラオでの長期滞在型観光客

の獲得に寄与していることが考えられた． 

 笹川太平洋島嶼国基金（2015）によると，パラオへの

来訪者数は航空会社の動向が影響を与えているとされる．

2013年度から 2014年度の活動参加者の増加も，航空会社

の動向の影響が考えられた． 

また，イルカ介在活動と環境教育を組み合わせたエコツ

ーリズムは，参加者からも高い評価を受けており，日本

における同様な施設を抱える地域の活性化のモデルとな

りうると考えられた． 

【参考文献】 

1. 宮国薫子，2015，パラオ共和国における観光の現状と
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/jp/index.php（2016年 5月23日閲覧） 
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った。 
3.3.4市内の清酒需要の低下 

大阪市内の清酒生産の減少が統計データから明ら

かになったが、酒類生産自体は大きな伸びをみせた。

中でも焼酎の生産が急増し、酒類生産をけん引した。

明治の末に安価で大量生産が可能な「新式焼酎」(現

在の「焼酎甲類」)が登場し、米価高騰から発生した

米騒動の中で、空前の焼酎ブームが巻き起こった11。 

大阪市内で求められるアルコール飲料の中心が清

酒から焼酎へと移り変わったことから、市内での清酒

需要は低下した。大阪市内で造られた清酒は、そのほ

とんどが市内で消費されたので、大阪の酒造業者は廃

業するか、清酒の醸造から焼酎の製造に転業せざるを

得なかった。 
加えてその後の食生活の変化によって全国ベース

で清酒の消費量が減少する一方、ビール、ウィスキー、

リキュール、ワインなどの洋酒が市場に定着し、酒類

市場が多様化する。そのため、市内の酒造業者は、焼

酎製造に移った者も含めて、廃業するか業種転換を余

儀なくされた。 
【考察・今後の展開】 

 本研究の最後に、「大阪の酒」をめぐる環境を振り

返り、「大阪の酒」の復活に向けた今後の展開を述べ

たい。 

日本酒は、米、水、糀、酵母という限られた原料に

よって造られる。これらは他メーカーと共通しており、

有名酒造メーカーの酒との間に差別化を図ることは

難しい。そのため、わずかな品質の差やブランドの強

弱が売り上げを左右する。 

日本酒をめぐるニーズは、インバウンド需要、高質

な酒の消費拡大、海外輸出の急増などが見られるが、

国内の消費量自体は年々減少している。他方で、ビー

ル、ワインやリキュール、焼酎など、消費される酒類

は多様化している。 

 大阪周辺部の酒造メーカーが存続できた要因は、伝

統的な製造手法、変動する流通への対応、固定購買客

の確保にあったが、大阪ならではの特殊要因ではない。

消費の減退・競争の激化という環境の下、これらの地

方の酒造りは、原料米を仕入れ、仕込んで、流通に流

すだけの従来のビジネスモデルから、インバウンド需

要と地方創生を見据えて、店売りを含んだ６次産業化

による付加価値の増大か、高級酒としてのブランドの

確立と海外展開がこれからの生き残り策であろう。 

 これに対して長い歴史を持ちつつも伝統が途絶え

ており、かつ、水、米、蔵人に必ずしも恵まれない「大

阪の酒」の復活は、地方の酒造メーカーとは別の独自

文脈で考える必要がある。「大阪の酒」を復活させて

商業ベースに乗せるためには、大阪が持つ歴史文化に

基礎を置くものでなければならない。今回の研究で、
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「大阪の酒」の固有のイメージが明らかになった。す

なわち復活を目指す「大阪の酒」とは、高価で高品質

の「銘酒」の製造ではなく、大阪の歴史文化に基づい

た大阪中心部で造られる「大衆酒」であること自体を

魅力、ブランドとした酒である。 
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【背景】 
ミクロネシア地域の島々からなるパラオ共和国（以下パ

ラオ）は，生物多様性豊かな環境を生かした観光業を主要

産業としている．特に，海外からの観光客を中心にダイビ

ングの人気が高い．パラオ政府は，経済的な自立を目指し

観光業強化を重要な政策な柱としている．しかしながら，

観光客の増加に伴い，観光地の汚染が強く懸念されており，

持続可能な観光業と自然環境を組み合わせたエコツーリズ

ムが推進されている（宮国，2015）． 

パラオでエコツーリズムを提供する施設のひとつに

Dolphins Pacificがある．ここでは，イルカ介在活動が行

われており，我々の予備調査から環境教育を組み合わせた

取り組みによって地域活性化に寄与している可能性がみら

れた． 

そこで，今回，同施設で展開されるイルカ介在活動の諸

形態・内容を分析し，地域活性化につながる要素について

検討することを目的とした． 

【研究方法】 

 Dolphins Pacific施設職員5名を対象としたインタビュ

ーを 2015年 11月から 12月に実施した．対象者の属性は，

年齢26～36歳，勤務年数は1年 3ヶ月～8年であった．同

時に，施設に保管されているイルカ介在活動に関する資料

の分析を行った． 

【結果】 

分析の結果，Dolphins Pacificで提供されるイルカ介在

活動は，以下の6種に分類できた． 

① クロース・エンカウンター（イルカや環境に関する理解

を深めることを目的としたプログラム．イルカ介在プロ

グラムへの参加者は参加必須） 

② ドルフィン・シンフォニー（マスク・シュノーケルを着

用しイルカとの触れ合いを行うプログラム） 

③ ドルフィン・ダイビング（ダイビング器材を使用し，水

中でイルカとの触れ合いを行うプログラム） 

④ ドルフィン・フリー・ダイブ（素潜りでイルカとの触れ

合いを行うプログラム） 

⑤ ワンデー・トレーナー（1日トレーナーを体験しイルカ

やトレーニングを学ぶプログラム） 

⑥ エコツアー（島内観光を通じて文化・歴史を学ぶプロ  

グラム） 

 参加者の中心は，健常者であったが，特別な配慮が必

要な参加者（精神障害，身体障害等）向けのプログラム

を準備していた．このうち，エコツアーは半日，終日，

両方のプログラムも提供していた．また，環境教育とし

て，地元の子供を対象に海と自然環境に関するプログラ

ムを提供していた． 

 6種のプログラムの費用は，$30（約 3,300円）～$150

（約16,500円）であった．過去 3年の活動参加者は，2013

年度 30,031名，2014年度 42,617名（内エコプログラム

748名），2015年度25,860名（内エコプログラム605名）

であった．対応言語は，英語，日本語の2言語あった． 

【考察】 

 パラオでは自然観光地を利用したツアーがほとんどで

あり，Dolphins Pacificのようなアクティビティを提供

する施設はとても少ない（笹川太平洋島嶼国基金，2015）．

長期滞在型の多いパラオの環境客に多様な観光スタイル

を提供し，かつこのことがパラオでの長期滞在型観光客

の獲得に寄与していることが考えられた． 

 笹川太平洋島嶼国基金（2015）によると，パラオへの

来訪者数は航空会社の動向が影響を与えているとされる．

2013年度から 2014年度の活動参加者の増加も，航空会社

の動向の影響が考えられた． 

また，イルカ介在活動と環境教育を組み合わせたエコツ

ーリズムは，参加者からも高い評価を受けており，日本

における同様な施設を抱える地域の活性化のモデルとな

りうると考えられた． 
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タイトル 地域経済循環型ふるさと再生に関する研究

氏名（所属）榛東村 中島由美子（高崎経済大学）

： 食料供給産業 地域経済 循環型 地域再生 ふるさとまるごとブランド化 ふるさと納税 里山自治体

【問題・目的・背景】 
我が国の里山再生について議論が進み先進的な地域の事

例研究が行われて久しいが、いずれも単なる産業としての

農業から雇用を生み出す食料供給産業として活かされてい

る。これらは、農業者の高齢化に加えて人口減少が推計さ

れている農村が里山を保全しつつ再生するには、それぞれ

の食糧供給産業を地域経済の要として循環が行われたこと

によるものと考える。果たしてこの循環は地域全体の施策

に生かされ、さらなる相乗効果を生みだすのか、その施策

を起こすキーマンはどのような役割を担うのか、小さな自

治体の行政の継続性はどのように担保されるのかを、これ

からふるさと再生を進める自治体の指針の一つとして考察

を行う。

【研究内容】

平成 年 月の閣議決定iによる地方創生の交付金ii

を元にした地方自治体の地域活性化は開始された。

経済産業省 九州経済産業局は九州地域の農産物との

コラボによる地域づくりを政策誘導型、せり上がり型、

企業ビジネス型に類型iii をおこなっている。また、日本

政策投資銀行は日本型 による地域づくりに向けての

中 ivで、取り組みの属性を交流重視かコミュニティ重視

かの視点で地域づくりの類型化している。

本論はこれらを参考としながらも、平成 年 月内閣府

地方創生推進事務局が地域のまちづくりを支援する新た

な包括的政策パッケージの活用の手引きの中で多用され

ている、「稼ぐ力」、「地域価値」、「まちの賑わい」などを

加えて地域再生の類型を試みた。

類型化は、それぞれ聞き取りになどの調査概要を記す。

１．群馬県川場村「川場田園プラザと雪ほたか」

①田園プラザ

昭和５４年４月東京都世田谷区基本計画の重点プロ

ジェクトの一つとして区民健康村づくり計画を策定す

るおりにその区民健康村に川場村を位置づけた。具体

的には。昭和５６年１１月世田谷区と川場村との間で、

区民健康村相互協力協定締結され、それらに対するた

め、昭和６１年４月に（株）

世田谷川場ふるさと公社を資本金 万円で設立

し、 世田谷区民健康村「ふじやまビレジ」･「なかの

ビレジ」開設した。実際の交流が始まり、 ホテルも

開設され、川場スキー場も年間 万人であった来場者

が 万人となり、村へ押し寄せる観光客への対応が各

方面で膨れ上がった。平成 年時には世田谷区民健康

村づくり計画の第 期計画の策定に寄せられた、世田

谷区の要望であった休憩所や川場の農産物を買える場

所、特産品の開発、宿泊施設の情報などと、村民から

は、夜中でもトイレを借りるため民家に立ち寄る観光

客への対策案などが寄せられた。特に生乳で販路を確

保していた川場の酪農業は、加工乳として利用率の高

かった北海道乳がカナダからの加工乳におされ本州へ

生乳として入り首都圏への販路が無くなった。このこ

とは川場村の酪農家への大打撃となり農政サイドだけ

でミルク工房を造り、「のむヨーグルト」のヒット商品

を生み出すことにつながった。

これら世田谷区民の要望と村民の知恵の計画は村の

総予算が約 億円のところ、総額 億円の道の駅建

設計画を策定した。この頃になると農政サイドから企

画サイドに計画の本体が移り当時の宮内実係長らが、

この計画に合う補助金を見つけてくることとなった。

「食品流通構造改善事業基盤施設整備事業」、「農業

構造改善事業」、「新山村振興等農林漁業特別対策事業」

の補助金 本で約 億円、このほかは時の自治省へ起

債の申し出をすると、公債比率から「この事業が失敗

すると村が存続しなくなるがその意気込みは」と念押

しされたが、「十分な議論の末の決断」と時の横坂太一

村長が回答している。

②雪ほたか

こうして。川場の田園プラザの元となった道の駅が

誕生し、平成 年８月には区民健康村利用者 万人

を達成。

しかし、平成 年の平成の大合併を避けて通り、そ

の危機感から縁故米で美味しいと評判だった、米のブ

ランド化に取り組んだ。米の生産組合を株式会社化し、

平成 年 俵だったのが平成 年には 俵ま

で増やし、栽培管理も進め、本年は 俵を目指し

ている。村のライスセンターを指定管理制度にして

米の検査員も単独で採用するなどブランド化に必要

な体制が整のい、 ｋｇ当たりの販売単価も

円を記録している。

 
 
２．石川県宇宙科学博物館と神子原米」 
①宇宙科学博物館 コスモアイル

仕掛け人は、羽咋市にある日蓮宗のお寺の次男高

野誠鮮氏。高校まで羽咋で大学は東京、在学中から、

雑誌のライターやテレビ番組の構成作家であ 歳

のとき、寺を継ぐため羽咋へ戻ったのが昭和 年。

市役所の臨時職員に応募され採用となったが、

の国際会議へは、アメリカでもブラジルでも行かれ、

国連の プロジェクトの責任者コールマン・フォ

ン・ケビュツキー少佐との親交も厚く 問題の本

質を学ぶ。

羽咋に戻り、住民が、自分が住んでいる町の悪口

ばかり言っていることが気にかかり町おこしは無理

だと考える。それで、『羽咋ギネスブック』を企画し、

羽咋市で一番のもの、誇りたいものを探して発表を

始め反響が出始めた。『うちのかあちゃんが作った味

噌は最高だ！』とか『うちの漬物は羽咋で一番おい

しいぞ！』とか住民を前向きにさせた。

このギネスブックの制作の過程で、羽咋の古い伝

記や伝承を調べ、奇妙な古文書から と羽咋の関

係性を見出し。 やロシア宇宙局から本物の帰還

カプセル、ロケット等を買いつけて、宇宙科学博物

館「コスモアイル羽咋」を建設。「宇宙の出島」とい

う意味で名づけられた科学館には「人類と宇宙」

「 （地球外知的生命探査）」「 現象」を テー

マにした宇宙科学展示室がある。 年代に米ソが

競って開発した宇宙機材の本物も展示。プラネタリ

ウム型ドームスクリーンを使った科学番組も上映し

て話題になる。

② 神子原米

平成 年、過疎高齢化が問題となった同市神子原

地区を、年間予算わずか 万円で立てなおすプロジ

ェクトに着手。神子原米のブランド化とローマ法王

への献上、 ターン若者の誘致、農家経営の直売所

「神子の里」の開設による農家の高収入化などで

年後に”限界集落”の脱却に成功し、「スーパー公務

員」と呼ばれる。また、平成 年より自然栽培米の

実践にも着手。「神子の里」は「全国地産地消推進協

議会会長賞」特別賞。この御子原の里「御子原米」

は実質 俵程度の生産であるが、栽培管理を徹底

し、品質の均一化に努めるとともに、米の検査員を

独自に配置し、全農の検査日を待たずして収穫直後

に独自の生産販売が可能となっている。

３．佐賀県武雄市「武雄市図書館とレモングラス」

①武雄市図書館

仕掛け人は、初当選が 歳で当時最年少の市長

と言われた樋渡啓祐市長である。この武雄市図書館

は、東京・代官山の蔦屋書店のことを市長がテレビ

で見て、その社長に、いきなり『市図書館の運営を

任せます』、そうぶつけたところ、『私もやっていい

と思っていた』。話され、市長が『なぜ』と聞くと

『図書館と病院は最高のサービス分野・・』と答え

られ根回しも妥協もなく始まったのだ。

同社が受託運営する武雄市図書館は平成 年 月

にリニューアルオープン。改装のための費用は、武

雄市が約 億 万円、 が約３億円を負担。図

書館は、 万冊以上の蔵書に加え、雑誌や本を“買

える”コーナーがあること。カフェダイニング「ス

ターバックス」を併設し、図書館カードに代わるポ

イントカード（ ポイントが貯まる）も利用できる。

開館時間は従来よりも 時間延ばし、午前 時～午

後 時までとし、年間約 日あった休館日を無くし

「年中無休」とした。図書館の年間運営コストも、

指定管理制度で総額約 億 万円から約 万

円削減する見込みだ。リニューアル後の 日当たり

の平均来館者数は約 人で前年度に比べ 倍。図

書貸し出し数も平均で 冊と約 倍に達し、利用

者の急増で全国から多数の見学者も押し寄せた。今

や、究極の図書館革命といった評価を超えて、地方

分権具現化の象徴であるともいえる。

②レモングラス

この改革より早く平成 年 月には、中山間地の

耕作放棄地などを活用し、市内の つの地区で栽培

を行う。初期には１ ほどの作付面積が 年目には
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タイトル 地域経済循環型ふるさと再生に関する研究

氏名（所属）榛東村 中島由美子（高崎経済大学）

： 食料供給産業 地域経済 循環型 地域再生 ふるさとまるごとブランド化 ふるさと納税 里山自治体

【問題・目的・背景】 
我が国の里山再生について議論が進み先進的な地域の事

例研究が行われて久しいが、いずれも単なる産業としての

農業から雇用を生み出す食料供給産業として活かされてい

る。これらは、農業者の高齢化に加えて人口減少が推計さ

れている農村が里山を保全しつつ再生するには、それぞれ

の食糧供給産業を地域経済の要として循環が行われたこと

によるものと考える。果たしてこの循環は地域全体の施策

に生かされ、さらなる相乗効果を生みだすのか、その施策

を起こすキーマンはどのような役割を担うのか、小さな自

治体の行政の継続性はどのように担保されるのかを、これ

からふるさと再生を進める自治体の指針の一つとして考察

を行う。

【研究内容】

平成 年 月の閣議決定iによる地方創生の交付金ii

を元にした地方自治体の地域活性化は開始された。

経済産業省 九州経済産業局は九州地域の農産物との

コラボによる地域づくりを政策誘導型、せり上がり型、

企業ビジネス型に類型iii をおこなっている。また、日本

政策投資銀行は日本型 による地域づくりに向けての

中 ivで、取り組みの属性を交流重視かコミュニティ重視

かの視点で地域づくりの類型化している。

本論はこれらを参考としながらも、平成 年 月内閣府

地方創生推進事務局が地域のまちづくりを支援する新た

な包括的政策パッケージの活用の手引きの中で多用され

ている、「稼ぐ力」、「地域価値」、「まちの賑わい」などを

加えて地域再生の類型を試みた。

類型化は、それぞれ聞き取りになどの調査概要を記す。

１．群馬県川場村「川場田園プラザと雪ほたか」

①田園プラザ

昭和５４年４月東京都世田谷区基本計画の重点プロ

ジェクトの一つとして区民健康村づくり計画を策定す

るおりにその区民健康村に川場村を位置づけた。具体

的には。昭和５６年１１月世田谷区と川場村との間で、

区民健康村相互協力協定締結され、それらに対するた

め、昭和６１年４月に（株）

世田谷川場ふるさと公社を資本金 万円で設立

し、 世田谷区民健康村「ふじやまビレジ」･「なかの

ビレジ」開設した。実際の交流が始まり、 ホテルも

開設され、川場スキー場も年間 万人であった来場者

が 万人となり、村へ押し寄せる観光客への対応が各

方面で膨れ上がった。平成 年時には世田谷区民健康

村づくり計画の第 期計画の策定に寄せられた、世田

谷区の要望であった休憩所や川場の農産物を買える場

所、特産品の開発、宿泊施設の情報などと、村民から

は、夜中でもトイレを借りるため民家に立ち寄る観光

客への対策案などが寄せられた。特に生乳で販路を確

保していた川場の酪農業は、加工乳として利用率の高

かった北海道乳がカナダからの加工乳におされ本州へ

生乳として入り首都圏への販路が無くなった。このこ

とは川場村の酪農家への大打撃となり農政サイドだけ

でミルク工房を造り、「のむヨーグルト」のヒット商品

を生み出すことにつながった。

これら世田谷区民の要望と村民の知恵の計画は村の

総予算が約 億円のところ、総額 億円の道の駅建

設計画を策定した。この頃になると農政サイドから企

画サイドに計画の本体が移り当時の宮内実係長らが、

この計画に合う補助金を見つけてくることとなった。

「食品流通構造改善事業基盤施設整備事業」、「農業

構造改善事業」、「新山村振興等農林漁業特別対策事業」

の補助金 本で約 億円、このほかは時の自治省へ起

債の申し出をすると、公債比率から「この事業が失敗

すると村が存続しなくなるがその意気込みは」と念押

しされたが、「十分な議論の末の決断」と時の横坂太一

村長が回答している。

②雪ほたか

こうして。川場の田園プラザの元となった道の駅が

誕生し、平成 年８月には区民健康村利用者 万人

を達成。

しかし、平成 年の平成の大合併を避けて通り、そ

の危機感から縁故米で美味しいと評判だった、米のブ

ランド化に取り組んだ。米の生産組合を株式会社化し、

平成 年 俵だったのが平成 年には 俵ま

で増やし、栽培管理も進め、本年は 俵を目指し

ている。村のライスセンターを指定管理制度にして

米の検査員も単独で採用するなどブランド化に必要

な体制が整のい、 ｋｇ当たりの販売単価も

円を記録している。

 
 
２．石川県宇宙科学博物館と神子原米」 
①宇宙科学博物館 コスモアイル

仕掛け人は、羽咋市にある日蓮宗のお寺の次男高

野誠鮮氏。高校まで羽咋で大学は東京、在学中から、

雑誌のライターやテレビ番組の構成作家であ 歳

のとき、寺を継ぐため羽咋へ戻ったのが昭和 年。

市役所の臨時職員に応募され採用となったが、

の国際会議へは、アメリカでもブラジルでも行かれ、

国連の プロジェクトの責任者コールマン・フォ

ン・ケビュツキー少佐との親交も厚く 問題の本

質を学ぶ。

羽咋に戻り、住民が、自分が住んでいる町の悪口

ばかり言っていることが気にかかり町おこしは無理

だと考える。それで、『羽咋ギネスブック』を企画し、

羽咋市で一番のもの、誇りたいものを探して発表を

始め反響が出始めた。『うちのかあちゃんが作った味

噌は最高だ！』とか『うちの漬物は羽咋で一番おい

しいぞ！』とか住民を前向きにさせた。

このギネスブックの制作の過程で、羽咋の古い伝

記や伝承を調べ、奇妙な古文書から と羽咋の関

係性を見出し。 やロシア宇宙局から本物の帰還

カプセル、ロケット等を買いつけて、宇宙科学博物

館「コスモアイル羽咋」を建設。「宇宙の出島」とい

う意味で名づけられた科学館には「人類と宇宙」

「 （地球外知的生命探査）」「 現象」を テー

マにした宇宙科学展示室がある。 年代に米ソが

競って開発した宇宙機材の本物も展示。プラネタリ

ウム型ドームスクリーンを使った科学番組も上映し

て話題になる。

② 神子原米

平成 年、過疎高齢化が問題となった同市神子原

地区を、年間予算わずか 万円で立てなおすプロジ

ェクトに着手。神子原米のブランド化とローマ法王

への献上、 ターン若者の誘致、農家経営の直売所

「神子の里」の開設による農家の高収入化などで

年後に”限界集落”の脱却に成功し、「スーパー公務

員」と呼ばれる。また、平成 年より自然栽培米の

実践にも着手。「神子の里」は「全国地産地消推進協

議会会長賞」特別賞。この御子原の里「御子原米」

は実質 俵程度の生産であるが、栽培管理を徹底

し、品質の均一化に努めるとともに、米の検査員を

独自に配置し、全農の検査日を待たずして収穫直後

に独自の生産販売が可能となっている。

３．佐賀県武雄市「武雄市図書館とレモングラス」

①武雄市図書館

仕掛け人は、初当選が 歳で当時最年少の市長

と言われた樋渡啓祐市長である。この武雄市図書館

は、東京・代官山の蔦屋書店のことを市長がテレビ

で見て、その社長に、いきなり『市図書館の運営を

任せます』、そうぶつけたところ、『私もやっていい

と思っていた』。話され、市長が『なぜ』と聞くと

『図書館と病院は最高のサービス分野・・』と答え

られ根回しも妥協もなく始まったのだ。

同社が受託運営する武雄市図書館は平成 年 月

にリニューアルオープン。改装のための費用は、武

雄市が約 億 万円、 が約３億円を負担。図

書館は、 万冊以上の蔵書に加え、雑誌や本を“買

える”コーナーがあること。カフェダイニング「ス

ターバックス」を併設し、図書館カードに代わるポ

イントカード（ ポイントが貯まる）も利用できる。

開館時間は従来よりも 時間延ばし、午前 時～午

後 時までとし、年間約 日あった休館日を無くし

「年中無休」とした。図書館の年間運営コストも、

指定管理制度で総額約 億 万円から約 万

円削減する見込みだ。リニューアル後の 日当たり

の平均来館者数は約 人で前年度に比べ 倍。図

書貸し出し数も平均で 冊と約 倍に達し、利用

者の急増で全国から多数の見学者も押し寄せた。今

や、究極の図書館革命といった評価を超えて、地方

分権具現化の象徴であるともいえる。

②レモングラス

この改革より早く平成 年 月には、中山間地の

耕作放棄地などを活用し、市内の つの地区で栽培

を行う。初期には１ ほどの作付面積が 年目には

  

 

写真３ 宇宙科学博物館 写真４ 神子原米 

写真１川場田園プラザ 写真２ 雪ほたか米 
出所）川田園プラザHPより 
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ほどになり、栽培面積で武雄市は日本一のレモ

ングラス産地となった。武雄そだちレモングラスの

ルーツは、タイのオーガニック農園にあり、その徹

底した食の安心安全へのこだわりの理念に共感し、

当初より現在まで農薬を使用しない栽培を続け、独

自の乾燥技術で生産される「生葉の緑色を保つ」武

雄そだちレモングラスを育てた。

 
４．群馬県榛東村の「ソフトバンク榛東ソーラーパ

ークと八州高原米」 
①ソフトバンク榛東ソーラーパーク平成 年、群県

後期高齢者医療広域連合へ派遣されていた職員へ、

ソフトバンク（以下、「ソ社」という。）のメ ガそ

の職員は平成 年５月に、ソ社へ榛東村の東日本

大震災の復興支援策として、村の遊休用地にソ社の

孫社長の電田プロジェクトによるメガソーラーを

建設いただけないかと電話で提案。（この土地は平

成 年 月 日までゴルフ場に賃貸していた

が事業が頓挫し閉 鎖。その後、７年にわたり村で

は跡地利用 の検討を続けた。）村議会での誘致決議、

同年７月にはその決議書の写しと村長の親書を副

村長、全議員、職員が持参しソ社を表敬訪問した。

その職員は同年８月１日付けで「榛東村特命政策ソ

フトバンク社メガソーラー担当」を県職と兼務とな

り、ソ社担当者と、夜間のメール、携帯電話などで

誘致に必要な用地の面積、日射量、送電線設備など

の条件を協議。手を上げた自治体の候補地は全国２

５０を超え、榛東村も９月にはその条件をクリアで

きず２０ の候補地からはずれたが２ 案 件とし

て再検討となった。

ソ社は 月 日に ％出資した エナジ

ーを設立し、現地調査を行った。 結果、約五万㎡

一団地の水平面が必要との見解で、造成が必要であ

ったが、村には復興支援策という急場の事業で 予

算も時間もなかった。今度は村が誘致をあきらめか

けた時に、 削減を標榜しハイブリッドのショベ

ルカーを国内最も多く所有する渋川 市の佐藤建設

工業株式会社に造成費用の目算を相 談。「東京電力

の揚水式発電所工事で大きくなった会社。恩返しと

榛東村が国内一番でメガソーラー発 電所を建設す

るなら地域貢献として。」と話された。造成工事の

み企画財政課が担当し、平成 年 月 日に自然

エネルギー推進対策室を発足させ、そこへに引き継

がれた。ソ 社との協働は自治体こそ取り組むべき

再生可能エネルギー政策を民主導で官民一体とな

って推進。固定価格買取制度の設備基準が明示され

ていない時期で困難を極めた。平成 年７月１日

「固定価格買取制度施行日」に発電を開始。村では、

この連携によって、村有地の賃貸料、発電施設は償

却資産としての固定資産税、村直営の「榛東村白子

の海ソーラーポート（ ）」メガソーラー発電所

新設などの自主財源も確保できた。 村は誘致で申

し出た自然エネルギーの普及 推進役として、地域

で消費する太陽光エネルギーの安定供給について」

一年間で約一万人の視察者に伝えた。

②八州高原米

担当職員は、今度はその来村者に向けた特産品づ

くりとして、集客率が村一番高い民間企業とのコラ

ボで総務省の交付金 を獲得。土産物にもなる数十種

類の農産物の加工に無添加・無保存料の健康食品の

開発に成功した。

その過程で食品に関する知識を磨き、新たなソフ

トバンクグループとのコラボである地域経済循環型

のふるさと応援事業 の返礼品をわずか カ月で

種類を農業者と共に生み出した 。中でも全農買取

価格が 袋 円に急落した米をその返礼品

にして前年並みの米単価を確保した。自ら長年栽培

し味に自信があったコシヒカリを日本で一番太陽に

愛されるメガソーラーパークの村の八州高原ブラン

ドとして健康精米の金芽米として約 袋を半月

程度で全国の方にご愛顧いただいた。前年

円であった寄付額がこのふるさと応援事業を平成

年 月 日に開始し、翌 月 日には一億円 を

超える寄付額となった。農林省でも「里山らしい魅

力あふれる返礼品ばかり」と評価であった。

 
 写真５ 武雄市図書館 写真６ レモングラス 

出所） 武雄市HPより 

写真７ ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ榛東ｿｰﾗｰﾊﾟｰｸ 写真8 八州高原米 

 

 

【研究・分析結果】

研究は、まず、 つの自治体が持つハード事業とソフト

事業が地域づくりにどのような立ち位置となったのかを

作表し、どのような形で行政の継続性が担保されたのか

否かを比較分析する 表１ 。

榛東村においては、地域の経済の循環は止まり、いく

つもの事業が中止となり、村民が感じた期待はかげりを

見せた。余波は直接農家の栽培意欲に打撃 を与えた。

事業開始直後のキーマンの変更などで、唯一行政の継

続性が担保されなかった榛東村の中止となった主な事業

を列記 表 してみると、賑わいが陰ることは必然といえ

る。ここで、ソフトバンク榛東ソーラーパーク誘致・新

設支援以降の新規事業は、以下のフローチャートによる

平成 年度総務省地域経済循環創造事業交付金関連の村

おこし 図１ を始めとして、同時並行で村直営の大規模

太陽光発電所も新設。次に平成 年度国庫予算である農

山漁村活性化再生可能エネルギー事業化推進事業でバイ

オマスガス発電の可能性調査について農林水産省が採択。

小水力発電の可能性も県事業で調査研究を行った。平成

年度榛東村次世代型自動車急速型充電ステーション新

設工事も国庫予算を中心に確保し行っている。

図１ 平成 年度榛東村エネルギー･地域力循環創造事業 の実施体制

この実施体制図のとおり地域の農産物の販路は、村内

企業とのコラボで確実に広がった。耕作放棄地化で里山

の景観そのものの存続も危ぶまれる農村の中でも、丹精

込めて育てた農産物の「ふるさとまるごとブランド」化

は推進された。結果、榛東村の農産物は全国に認められ

る農産物となり農業生産額、農業所得額の向上が進んだ。

予算 財源率 約;万円

H26国庫繰
越明許

H26国庫繰
越明許

H26国庫繰
越明許

H26村単繰
越明許

H27国庫
平成27年度日本の食魅力再発見・利用促進事業の
うち学校給食地場食材利用拡大モデル事業

地方創生先行型台湾国へのトップセールス事業

事業概要

表２　中止とされたふるさと再生に必要と思われる主な事業

地方創生先行型自慢のコシヒカリの村より「第1回
世界土壌微生物Lオリンピック」大会開催

地方創生先行型むら・ひと・しごとふるさと丸ごと
ブランド化（10馬力精米機機購入）

地域創生ふるさと応援事業米等保管倉庫購入事業
(寄付者のアンケート結果より）

榛東村の農業人口は、平均年齢が 才を超えている。

その中で農業者が農地を耕作して耕作放棄地化を回避

し里山を守れれば、そこを住宅とする第 ・ 次産業従事

者の勤労意欲も保全されると考える。これは人口減を防

止し、地方自治体としても再生するためには地域経済循

環型の考えが効果的であることが推察できた。

【考察・今後の展開】

今後は、全国で展開される同様のふるさと再生に付加

価値を付けるための、産物の特殊化、珍種の農産物の栽

培を奨め地域の差別化を図る必要がある。都市部のフー

ドレストランとのコラボによる栽培への創意工夫、四季

を問わない新鮮野菜の供給が農家の課題となった。

この研究は、 市 村の取組を調査分析したものだが、

人口減少、高齢化、 にあえぐ里山自治体にとっては参

考になるものと考える。農業そのものをブランド化して

食料供給産業のひとつとして地域経済が循環できると里

山に新たな雇用が生まれる。ふるさと再生に必要な仕掛

けと仕組みを つの事例から明示した。農産物の栽培と

加工販売部門を農業と位置づけ、 次化を進めるための

「行政の継続性」を効果の観点から研究を重ねていきた

い。
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表１　農産物とのコラボでふるさと再生事例
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ほどになり、栽培面積で武雄市は日本一のレモ

ングラス産地となった。武雄そだちレモングラスの

ルーツは、タイのオーガニック農園にあり、その徹

底した食の安心安全へのこだわりの理念に共感し、

当初より現在まで農薬を使用しない栽培を続け、独

自の乾燥技術で生産される「生葉の緑色を保つ」武

雄そだちレモングラスを育てた。

 
４．群馬県榛東村の「ソフトバンク榛東ソーラーパ

ークと八州高原米」 
①ソフトバンク榛東ソーラーパーク平成 年、群県

後期高齢者医療広域連合へ派遣されていた職員へ、

ソフトバンク（以下、「ソ社」という。）のメ ガそ

の職員は平成 年５月に、ソ社へ榛東村の東日本

大震災の復興支援策として、村の遊休用地にソ社の

孫社長の電田プロジェクトによるメガソーラーを

建設いただけないかと電話で提案。（この土地は平

成 年 月 日までゴルフ場に賃貸していた

が事業が頓挫し閉 鎖。その後、７年にわたり村で

は跡地利用 の検討を続けた。）村議会での誘致決議、

同年７月にはその決議書の写しと村長の親書を副

村長、全議員、職員が持参しソ社を表敬訪問した。

その職員は同年８月１日付けで「榛東村特命政策ソ

フトバンク社メガソーラー担当」を県職と兼務とな

り、ソ社担当者と、夜間のメール、携帯電話などで

誘致に必要な用地の面積、日射量、送電線設備など

の条件を協議。手を上げた自治体の候補地は全国２

５０を超え、榛東村も９月にはその条件をクリアで

きず２０ の候補地からはずれたが２ 案 件とし

て再検討となった。

ソ社は 月 日に ％出資した エナジ

ーを設立し、現地調査を行った。 結果、約五万㎡

一団地の水平面が必要との見解で、造成が必要であ

ったが、村には復興支援策という急場の事業で 予

算も時間もなかった。今度は村が誘致をあきらめか

けた時に、 削減を標榜しハイブリッドのショベ

ルカーを国内最も多く所有する渋川 市の佐藤建設

工業株式会社に造成費用の目算を相 談。「東京電力

の揚水式発電所工事で大きくなった会社。恩返しと

榛東村が国内一番でメガソーラー発 電所を建設す

るなら地域貢献として。」と話された。造成工事の

み企画財政課が担当し、平成 年 月 日に自然

エネルギー推進対策室を発足させ、そこへに引き継

がれた。ソ 社との協働は自治体こそ取り組むべき

再生可能エネルギー政策を民主導で官民一体とな

って推進。固定価格買取制度の設備基準が明示され

ていない時期で困難を極めた。平成 年７月１日

「固定価格買取制度施行日」に発電を開始。村では、

この連携によって、村有地の賃貸料、発電施設は償

却資産としての固定資産税、村直営の「榛東村白子

の海ソーラーポート（ ）」メガソーラー発電所

新設などの自主財源も確保できた。 村は誘致で申

し出た自然エネルギーの普及 推進役として、地域

で消費する太陽光エネルギーの安定供給について」

一年間で約一万人の視察者に伝えた。

②八州高原米

担当職員は、今度はその来村者に向けた特産品づ

くりとして、集客率が村一番高い民間企業とのコラ

ボで総務省の交付金 を獲得。土産物にもなる数十種

類の農産物の加工に無添加・無保存料の健康食品の

開発に成功した。

その過程で食品に関する知識を磨き、新たなソフ

トバンクグループとのコラボである地域経済循環型

のふるさと応援事業 の返礼品をわずか カ月で

種類を農業者と共に生み出した 。中でも全農買取

価格が 袋 円に急落した米をその返礼品

にして前年並みの米単価を確保した。自ら長年栽培

し味に自信があったコシヒカリを日本で一番太陽に

愛されるメガソーラーパークの村の八州高原ブラン

ドとして健康精米の金芽米として約 袋を半月

程度で全国の方にご愛顧いただいた。前年

円であった寄付額がこのふるさと応援事業を平成

年 月 日に開始し、翌 月 日には一億円 を

超える寄付額となった。農林省でも「里山らしい魅

力あふれる返礼品ばかり」と評価であった。

 
 写真５ 武雄市図書館 写真６ レモングラス 

出所） 武雄市HPより 

写真７ ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ榛東ｿｰﾗｰﾊﾟｰｸ 写真8 八州高原米 

 

 

【研究・分析結果】

研究は、まず、 つの自治体が持つハード事業とソフト

事業が地域づくりにどのような立ち位置となったのかを

作表し、どのような形で行政の継続性が担保されたのか

否かを比較分析する 表１ 。

榛東村においては、地域の経済の循環は止まり、いく

つもの事業が中止となり、村民が感じた期待はかげりを

見せた。余波は直接農家の栽培意欲に打撃 を与えた。

事業開始直後のキーマンの変更などで、唯一行政の継

続性が担保されなかった榛東村の中止となった主な事業

を列記 表 してみると、賑わいが陰ることは必然といえ

る。ここで、ソフトバンク榛東ソーラーパーク誘致・新

設支援以降の新規事業は、以下のフローチャートによる

平成 年度総務省地域経済循環創造事業交付金関連の村

おこし 図１ を始めとして、同時並行で村直営の大規模

太陽光発電所も新設。次に平成 年度国庫予算である農

山漁村活性化再生可能エネルギー事業化推進事業でバイ

オマスガス発電の可能性調査について農林水産省が採択。

小水力発電の可能性も県事業で調査研究を行った。平成

年度榛東村次世代型自動車急速型充電ステーション新

設工事も国庫予算を中心に確保し行っている。

図１ 平成 年度榛東村エネルギー･地域力循環創造事業 の実施体制

この実施体制図のとおり地域の農産物の販路は、村内

企業とのコラボで確実に広がった。耕作放棄地化で里山

の景観そのものの存続も危ぶまれる農村の中でも、丹精

込めて育てた農産物の「ふるさとまるごとブランド」化

は推進された。結果、榛東村の農産物は全国に認められ

る農産物となり農業生産額、農業所得額の向上が進んだ。

予算 財源率 約;万円

H26国庫繰
越明許

H26国庫繰
越明許

H26国庫繰
越明許

H26村単繰
越明許

H27国庫
平成27年度日本の食魅力再発見・利用促進事業の
うち学校給食地場食材利用拡大モデル事業

地方創生先行型台湾国へのトップセールス事業

事業概要

表２　中止とされたふるさと再生に必要と思われる主な事業

地方創生先行型自慢のコシヒカリの村より「第1回
世界土壌微生物Lオリンピック」大会開催

地方創生先行型むら・ひと・しごとふるさと丸ごと
ブランド化（10馬力精米機機購入）

地域創生ふるさと応援事業米等保管倉庫購入事業
(寄付者のアンケート結果より）

榛東村の農業人口は、平均年齢が 才を超えている。

その中で農業者が農地を耕作して耕作放棄地化を回避

し里山を守れれば、そこを住宅とする第 ・ 次産業従事

者の勤労意欲も保全されると考える。これは人口減を防

止し、地方自治体としても再生するためには地域経済循

環型の考えが効果的であることが推察できた。

【考察・今後の展開】

今後は、全国で展開される同様のふるさと再生に付加

価値を付けるための、産物の特殊化、珍種の農産物の栽

培を奨め地域の差別化を図る必要がある。都市部のフー

ドレストランとのコラボによる栽培への創意工夫、四季

を問わない新鮮野菜の供給が農家の課題となった。

この研究は、 市 村の取組を調査分析したものだが、

人口減少、高齢化、 にあえぐ里山自治体にとっては参

考になるものと考える。農業そのものをブランド化して

食料供給産業のひとつとして地域経済が循環できると里

山に新たな雇用が生まれる。ふるさと再生に必要な仕掛

けと仕組みを つの事例から明示した。農産物の栽培と

加工販売部門を農業と位置づけ、 次化を進めるための

「行政の継続性」を効果の観点から研究を重ねていきた

い。

【引用・参考文献】

                                                   
i まち・ひと・しごと創生法 
 （平成二十六年十一月二十八日法律第百三十六号） 
ii 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 
iii http://www.kyushu.meti.go.jp/report/1104_tiikiokosi/nougyou.pdf 
iv 地域特性と地域づくりの事例の関係分析 2014/02 
v http://www.furusatokousha.co.jp/profile/gaiyou.htm 
vi 平成25年3月 
vii ふるさと納税制度 
viii http://www.vill.shinto.gunma.jp/koho/1501/06-13.pdf 
ix http://www.vill.shinto.gunma.jp/koho/1505/10-13.pdf 
x 平成28年6月28日農山漁村活性化再生可能エネルギー研修にて 
xi 平成27年度新米はブランド化から外れ500俵がご愛顧されなかった。 
xii 総務省地域経済循環創造事業交付金 

「地域価値の創出」 「稼ぐ力」 「まちの賑わい」

施設
ブランド化農産

物
行政の継続性

川場村 平成4年
世田谷区健康村設置によ
る村づくり

川場田園プラザ　　（道
の駅）

雪ほたか米(ｺｼﾋｶ
ﾘ)

宮坂　昇
村が危機感をもって存続を担
保し賑わい確保

羽咋市 平成8年
羽咋ギネスブックによる
町おこし

宇宙科学博物館　　（コ
スモアイル）

神子原米(ｺｼﾋｶﾘ) 高野誠鮮
神子原農産物直売所「神子の
里（みこのさと）」ローマ法
王献上米でブランド化で担保

武雄市 平成18年
若年市長就任　　耕作放
棄地・図書館利用率の大
改革

武雄市図書館 レモングラス 樋渡啓祐
市長交代後も後継が賑わい担
保

榛東村 平成24年
東日本大震災による、原
発の代替エネルギー創出
と村づくり

ソフトバンク榛東ソー
ラーパーク

八州高原米(ｺｼﾋｶ
ﾘ)

中島由美子

平成26年10月から始まり事業
開始6か月でブラン化したが、
平成27年4月地方統一選で村
長交代でブランドは担保せ
ず、賑わい沈静

キーマン取り組みの素取組年自治体名

表１　農産物とのコラボでふるさと再生事例
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コミュニティ・カフェにおけるソーシャル・ビジネスの苗床としての可能性

菅原 浩信（北海学園大学）

：コミュニティ・カフェ，ソーシャル・ビジネス，苗床，地域コミュニティの活性化

【背景】

ソーシャル・ビジネスとは，「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（ ）， ）。

ソーシャル・ビジネスは，社会志向型企業や事業型

を中心に，様々な組織形態によって取り組まれており（図

），ソーシャル・ビジネスを担う主体の部分（図 の網掛

け部分）が，ソーシャル・ビジネスの領域となる（大室・

大阪 センター編著（ ）， ）。

近年，地域の課題を地域で解決することが求められつつ

ある状況（例えば， 年をメドとして地域包括ケアシス

テムの構築が目指されているが，そこでは，認知症の人々

を支えるために，地域の自助・互助を最大限活用すること

が求められている（厚生労働省（ ）『介護予防・日常生

活支援総合事業の推進に向けて』））の増加をふまえると，

ソーシャル・ビジネスの拡大が必要となっている。

ソーシャル・ビジネスの拡大を図っていくには，その創

出プロセス（社会的課題を認知し，それを解決するための

ソーシャル・ビジネスを開発する）を支える苗床が必要で

ある。その可能性を持つと考えられるものの つにコミュ

ニティ・カフェがある。

コミュニティ・カフェは，「飲食やイベント等が提供され

る，主として地域住民の居場所・たまり場」（菅原（ ），

）と定義され，その活動目的や活動領域によって，

高齢者福祉， 子育て支援， まちづくり， ワンデイ

シェフ，コミュニティ・レストラン， スローカフェ，オ

ーガニックカフェ，フェアトレード， 障がい者福祉，

コミュニティ・スペース，レンタルスペース， 国際交流，

若者の自立支援，といった様々なカテゴリーに分けられ

ている（公益社団法人長寿社会文化協会（ ）， ）。

しかし，コミュニティ・カフェの運営状況は厳しく，とり

図 ソーシャル・ビジネスを担う主体

出所：谷本編著（ ）， （作図は筆者）

わけ採算面では，その ％強が赤字であり，補助金を除く

と ％近くが赤字になっている（大分大学福祉科学研究セ

ンター（ ）， ）。

コミュニティ・カフェが，ソーシャル・ビジネスの苗床

としての可能性を持つと考えられるのは， 前述のコミュ

ニティ・カフェのカテゴリーをみると，その多くに現在解

決が求められている社会的課題（高齢者の孤独死，親子（母

子）の孤立，地域コミュニティの疲弊・縮小，障がい者の

自立に向けた就労機会の確保等）が含まれていること，

前述のように，コミュニティ・カフェの ％近くは補助金

を除いた収支が赤字となっているが，図 に示す通り，コ

ミュニティ・カフェの市場性が平均以下であったとしても，

社会的課題にかかわる程度が平均以上であれば，当該コミ

ュニティ・カフェはソーシャル・ビジネスの領域に含まれ

ること， コミュニティ・カフェは，地域コミュニティの

情報が集約されたり，共通の目的を持った顧客が集まった

り，結びついたりするという特性を有しており（菅原

（ ）， ），そのため，社会的課題の発見や，ソーシ

ャル・ビジネスを担いうる主体の発掘が比較的容易である

こと等によるものである。

【先行研究】

これまで，コミュニティ・カフェにおけるソーシャル・

ビジネス（例えば，コミュニティ・カフェ自身がソーシャ

ル・ビジネスとして展開されている，コミュニティ・カフ

ェの中からソーシャル・ビジネスが出現している等）に関

して言及された研究としては， コミュニティ・カフェを

社会的企業の事例として取り上げ，その果たすべき役割と

して，地域社会におけるソーシャル・キャピタルの醸成，

地域住民の主体性向上，地域経済活性化の 点をあげてい

る（工藤（ ））， コミュニティ・カフェの支援を事例

として取り上げ，ソーシャル・ビジネスにおける事業プロ

デューサーの役割について言及している（佐藤（ ））等

がみられる程度である。ソーシャル・ビジネスの苗床とし

てのコミュニティ・カフェに関する研究については，管見

の限り皆無に等しい。

【研究目的】

そこで，本研究では，コミュニティ・カフェは， ソー

シャル・ビジネスの苗床として，どのように機能している

か， 今後，ソーシャル・ビジネスの苗床として，どのよ

うに機能すべきかの 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，ソーシャル・ビジネスを展開していると考

えられる ヶ所のコミュニティ・カフェ（表 ）を分析対

象事例として取り上げ，その運営者に対するインタビュー

調査および資料の収集・分析を行った。

また，これら ヶ所のコミュニティ・カフェにおけるソ

ーシャル・ビジネスの内容については，表 に示す通りで

ある。

【分析結果】

ハピたのカフェでは，①「高校生カフェ」によって高校

生と地域住民のふれあいが生まれ，②「お医者さんと話そ

う」は医師と医学部志望の高校生が会話をする等，いろい

ろな人のつながりの場となっており，③「紙芝居講座」の

受講者が紙芝居サロンを開業したり，紙芝居教室をはじめ

たりしている。このように，ハピたのカフェでは，実際に

人と人とのつながりができ，それによっていくつもの新た

な活動が生まれている。つまり，ハピたのカフェは，地域

の様々な人たち同士がつながる場となっている。

また，ふれあいの駅まちやでは，近隣の来店客（主とし

て高齢者）が自家製の漬物や自宅で採れた野菜を持参し，

店や他の客に配っている。店のスタッフはメニューの中の

小鉢として提供している。うまく料理してあげると喜んで

くれ，また持参するようになっている。来店客は自分の作

表 分析対象事例

表 分析対象事例におけるソーシャル・ビジネスの内容

出所：インタビュー調査結果および提供資料等により筆者作成。

った漬物や野菜を食べさせたくて持参するのだが，現状で

は，これらの大量生産は難しく，また来店客が恥ずかしが

ることもあって，なかなか一般的なビジネスにはつながら

ないと考えられている。しかし，ふれあいの駅まちやでは，

漬物や野菜を つの媒介とした，来店客とスタッフ，来店

名称 所在地 運営団体 ソーシャル・ビジネスの主たる領域

ハピたのカフェ 青森県十和田市 NPO法人十和田NPO子どもセンターハピたの
まちづくり

子育て支援

ふれあいの駅まちや 秋田県鹿角市 毛馬内こもせ商店街協同組合 高齢者福祉

あかりサロン稲毛 千葉市稲毛区 稲毛商店街振興組合

まちづくり

地域防災

起業支援

事例 ソーシャル・ビジネスの内容

ハピたのカフェ

・青森県の委託事業（弁当の講習会等）がカフェの土台に

・ランチ以外に弁当（配食も），物販（ドレッシング，スープ），宴会

など複数の事業

・十和田産の野菜はおいしいことから，旬の野菜をカフェの食材

として活用（地産地消）

・農業者と共同でごぼうのドレッシングを開発

・中学生にごぼうを掘らせ，それを原料として作ったドレッシング

を修学旅行先の東京で販売させる

・十和田中央病院の医師に持ちかけ，「お医者さんと話そう」とい

うイベントを開催

・三本木農業高校の生徒が自分たちで育てた野菜を食材とした

メニューを提供（「高校生カフェ」）

・十和田市中央商店街振興組合との連携により「あそび場商店

街」というイベントを開催

・カフェがいろいろな人のつながりの場になっている

・いろんなことの苗床になっている（「紙芝居講座」の受講者が紙

芝居サロンを立ち上げる等）

ふれあいの駅まちや

・10～15時にそば・うどん中心のメニューを提供，土日は極力開

店（日曜休業の店が多い）

・昔からの製麺所があるので，地元産のそば・うどんにこだわっ

ている（地産地消）

・以前はラーメン，カレー，チャーハンとメニューを拡大し，大衆

食堂化していった

・NPO法人コールサービス孫の手と連携し，その会員が立ち寄

るようになり，常連化しつつある

・営業時間外はレンタルスペース（宴会，会議等）や社協の「ふ

れあいサロン」等で活用

・高齢者のたまり場，ふれあいの場

・地元客と地元以外の客は融合させる方がかえってよい（いった

んは構えてしまうが，なじみだすと「おもてなし」の精神を発揮

し，かえって社交的になる）

・来店客が自家製の漬物や自宅でとれた野菜を持ってきて，店

や客に配る

・店ではそれらをメニューの中の小鉢として提供している

・もらった食材を上手に料理すると，喜んでくれ，また食べさせた

くなって持ってくる

あかりサロン稲毛

・1階はカフェと小箱ショップ，2階に2つの厨房，3階にダンススタ

ジオ

・井戸，プロパンガス，2つの厨房があり，一時避難場所として，2

～3日は対応可能

・カフェ，小箱ショップ，レンタルスペース以外の事業としてオー

ロラビジョン広告

・活性化委員会（自治会，千葉大学，地域包括支援センター等）

によるアドバイス

・10年前から行われている「夜灯」というお祭りの実行委員会や

協力団体等(既存の人的ネットワーク）が集まる場

・このネットワークによって人が呼べるように

・スタッフ（管理人）が常駐し，小箱ショップの出店者へアドバイ

スしたり，来店客に出店者を紹介したりする

・レンタルスペースの出店者が自宅で開業

・小箱ショップの出店者によるオフ会やワークショップを実施

・出店者によるイベント「あかりサロンフェア＠稲毛」を開催

・商店街内のスピーカーを活用した地域住民によるボランティア
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コミュニティ・カフェにおけるソーシャル・ビジネスの苗床としての可能性

菅原 浩信（北海学園大学）

：コミュニティ・カフェ，ソーシャル・ビジネス，苗床，地域コミュニティの活性化

【背景】

ソーシャル・ビジネスとは，「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（ ）， ）。

ソーシャル・ビジネスは，社会志向型企業や事業型

を中心に，様々な組織形態によって取り組まれており（図

），ソーシャル・ビジネスを担う主体の部分（図 の網掛

け部分）が，ソーシャル・ビジネスの領域となる（大室・

大阪 センター編著（ ）， ）。

近年，地域の課題を地域で解決することが求められつつ

ある状況（例えば， 年をメドとして地域包括ケアシス

テムの構築が目指されているが，そこでは，認知症の人々

を支えるために，地域の自助・互助を最大限活用すること

が求められている（厚生労働省（ ）『介護予防・日常生

活支援総合事業の推進に向けて』））の増加をふまえると，

ソーシャル・ビジネスの拡大が必要となっている。

ソーシャル・ビジネスの拡大を図っていくには，その創

出プロセス（社会的課題を認知し，それを解決するための

ソーシャル・ビジネスを開発する）を支える苗床が必要で

ある。その可能性を持つと考えられるものの つにコミュ

ニティ・カフェがある。

コミュニティ・カフェは，「飲食やイベント等が提供され

る，主として地域住民の居場所・たまり場」（菅原（ ），

）と定義され，その活動目的や活動領域によって，

高齢者福祉， 子育て支援， まちづくり， ワンデイ

シェフ，コミュニティ・レストラン， スローカフェ，オ

ーガニックカフェ，フェアトレード， 障がい者福祉，

コミュニティ・スペース，レンタルスペース， 国際交流，

若者の自立支援，といった様々なカテゴリーに分けられ

ている（公益社団法人長寿社会文化協会（ ）， ）。

しかし，コミュニティ・カフェの運営状況は厳しく，とり

図 ソーシャル・ビジネスを担う主体

出所：谷本編著（ ）， （作図は筆者）

わけ採算面では，その ％強が赤字であり，補助金を除く

と ％近くが赤字になっている（大分大学福祉科学研究セ

ンター（ ）， ）。

コミュニティ・カフェが，ソーシャル・ビジネスの苗床

としての可能性を持つと考えられるのは， 前述のコミュ

ニティ・カフェのカテゴリーをみると，その多くに現在解

決が求められている社会的課題（高齢者の孤独死，親子（母

子）の孤立，地域コミュニティの疲弊・縮小，障がい者の

自立に向けた就労機会の確保等）が含まれていること，

前述のように，コミュニティ・カフェの ％近くは補助金

を除いた収支が赤字となっているが，図 に示す通り，コ

ミュニティ・カフェの市場性が平均以下であったとしても，

社会的課題にかかわる程度が平均以上であれば，当該コミ

ュニティ・カフェはソーシャル・ビジネスの領域に含まれ

ること， コミュニティ・カフェは，地域コミュニティの

情報が集約されたり，共通の目的を持った顧客が集まった

り，結びついたりするという特性を有しており（菅原

（ ）， ），そのため，社会的課題の発見や，ソーシ

ャル・ビジネスを担いうる主体の発掘が比較的容易である

こと等によるものである。

【先行研究】

これまで，コミュニティ・カフェにおけるソーシャル・

ビジネス（例えば，コミュニティ・カフェ自身がソーシャ

ル・ビジネスとして展開されている，コミュニティ・カフ

ェの中からソーシャル・ビジネスが出現している等）に関

して言及された研究としては， コミュニティ・カフェを

社会的企業の事例として取り上げ，その果たすべき役割と

して，地域社会におけるソーシャル・キャピタルの醸成，

地域住民の主体性向上，地域経済活性化の 点をあげてい

る（工藤（ ））， コミュニティ・カフェの支援を事例

として取り上げ，ソーシャル・ビジネスにおける事業プロ

デューサーの役割について言及している（佐藤（ ））等

がみられる程度である。ソーシャル・ビジネスの苗床とし

てのコミュニティ・カフェに関する研究については，管見

の限り皆無に等しい。

【研究目的】

そこで，本研究では，コミュニティ・カフェは， ソー

シャル・ビジネスの苗床として，どのように機能している

か， 今後，ソーシャル・ビジネスの苗床として，どのよ

うに機能すべきかの 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，ソーシャル・ビジネスを展開していると考

えられる ヶ所のコミュニティ・カフェ（表 ）を分析対

象事例として取り上げ，その運営者に対するインタビュー

調査および資料の収集・分析を行った。

また，これら ヶ所のコミュニティ・カフェにおけるソ

ーシャル・ビジネスの内容については，表 に示す通りで

ある。

【分析結果】

ハピたのカフェでは，①「高校生カフェ」によって高校

生と地域住民のふれあいが生まれ，②「お医者さんと話そ

う」は医師と医学部志望の高校生が会話をする等，いろい

ろな人のつながりの場となっており，③「紙芝居講座」の

受講者が紙芝居サロンを開業したり，紙芝居教室をはじめ

たりしている。このように，ハピたのカフェでは，実際に

人と人とのつながりができ，それによっていくつもの新た

な活動が生まれている。つまり，ハピたのカフェは，地域

の様々な人たち同士がつながる場となっている。

また，ふれあいの駅まちやでは，近隣の来店客（主とし

て高齢者）が自家製の漬物や自宅で採れた野菜を持参し，

店や他の客に配っている。店のスタッフはメニューの中の

小鉢として提供している。うまく料理してあげると喜んで

くれ，また持参するようになっている。来店客は自分の作

表 分析対象事例

表 分析対象事例におけるソーシャル・ビジネスの内容

出所：インタビュー調査結果および提供資料等により筆者作成。

った漬物や野菜を食べさせたくて持参するのだが，現状で

は，これらの大量生産は難しく，また来店客が恥ずかしが

ることもあって，なかなか一般的なビジネスにはつながら

ないと考えられている。しかし，ふれあいの駅まちやでは，

漬物や野菜を つの媒介とした，来店客とスタッフ，来店

名称 所在地 運営団体 ソーシャル・ビジネスの主たる領域

ハピたのカフェ 青森県十和田市 NPO法人十和田NPO子どもセンターハピたの
まちづくり

子育て支援

ふれあいの駅まちや 秋田県鹿角市 毛馬内こもせ商店街協同組合 高齢者福祉

あかりサロン稲毛 千葉市稲毛区 稲毛商店街振興組合

まちづくり

地域防災

起業支援

事例 ソーシャル・ビジネスの内容

ハピたのカフェ

・青森県の委託事業（弁当の講習会等）がカフェの土台に

・ランチ以外に弁当（配食も），物販（ドレッシング，スープ），宴会

など複数の事業

・十和田産の野菜はおいしいことから，旬の野菜をカフェの食材

として活用（地産地消）

・農業者と共同でごぼうのドレッシングを開発

・中学生にごぼうを掘らせ，それを原料として作ったドレッシング

を修学旅行先の東京で販売させる

・十和田中央病院の医師に持ちかけ，「お医者さんと話そう」とい

うイベントを開催

・三本木農業高校の生徒が自分たちで育てた野菜を食材とした

メニューを提供（「高校生カフェ」）

・十和田市中央商店街振興組合との連携により「あそび場商店

街」というイベントを開催

・カフェがいろいろな人のつながりの場になっている

・いろんなことの苗床になっている（「紙芝居講座」の受講者が紙

芝居サロンを立ち上げる等）

ふれあいの駅まちや

・10～15時にそば・うどん中心のメニューを提供，土日は極力開

店（日曜休業の店が多い）

・昔からの製麺所があるので，地元産のそば・うどんにこだわっ

ている（地産地消）

・以前はラーメン，カレー，チャーハンとメニューを拡大し，大衆

食堂化していった

・NPO法人コールサービス孫の手と連携し，その会員が立ち寄

るようになり，常連化しつつある

・営業時間外はレンタルスペース（宴会，会議等）や社協の「ふ

れあいサロン」等で活用

・高齢者のたまり場，ふれあいの場

・地元客と地元以外の客は融合させる方がかえってよい（いった

んは構えてしまうが，なじみだすと「おもてなし」の精神を発揮

し，かえって社交的になる）

・来店客が自家製の漬物や自宅でとれた野菜を持ってきて，店

や客に配る

・店ではそれらをメニューの中の小鉢として提供している

・もらった食材を上手に料理すると，喜んでくれ，また食べさせた

くなって持ってくる

あかりサロン稲毛

・1階はカフェと小箱ショップ，2階に2つの厨房，3階にダンススタ

ジオ

・井戸，プロパンガス，2つの厨房があり，一時避難場所として，2

～3日は対応可能

・カフェ，小箱ショップ，レンタルスペース以外の事業としてオー

ロラビジョン広告

・活性化委員会（自治会，千葉大学，地域包括支援センター等）

によるアドバイス

・10年前から行われている「夜灯」というお祭りの実行委員会や

協力団体等(既存の人的ネットワーク）が集まる場

・このネットワークによって人が呼べるように

・スタッフ（管理人）が常駐し，小箱ショップの出店者へアドバイ

スしたり，来店客に出店者を紹介したりする

・レンタルスペースの出店者が自宅で開業

・小箱ショップの出店者によるオフ会やワークショップを実施

・出店者によるイベント「あかりサロンフェア＠稲毛」を開催

・商店街内のスピーカーを活用した地域住民によるボランティア
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客同士の交流が図られつつある。このように，ふれあいの

駅まちやは，漬物や野菜を持参し来店する高齢者を中心と

する社会参加・生きがいづくりの場となっている。

さらに，あかりサロン稲毛では，①レンタルスペースの

利用者が自宅で教室を開業する等の波及効果が生まれてお

り，②常駐のスタッフが，小箱ショップの出店者が来店し

た際に，見に来た来店客を出店者に紹介する等により，出

店者と来店客を結び付けており，③出店者によるイベント

「あかりサロンフェア＠稲毛」を開催したところ， 名

ほどの来店客があった。その結果，あかりサロン稲毛には，

これまで商店街には関わりのなかった地域住民や，これま

で来街することのなかった地域外の人々が来店し，新たな

コミュニティが形成されつつある。つまり，あかりサロン

稲毛は，レンタルスペースや小箱ショップの出店者・利用

者と来店客の交流の場となっている。

その他，あかりサロン稲毛では，商店街内にあるスピー

カーを活用した，地域住民によるボランティア放送局を立

ち上げることにより，地域の情報発信拠点としての役割を

担おうとしている。このことにより，あかりサロン稲毛に

おける出店者・利用者と来店客の交流がさらに促進されて

いくものと考えられる。

これら ヶ所のコミュニティ・カフェにおける個別の取

り組み つ つについてみると，それらすべてが必ずしも

ソーシャル・ビジネスであるとはいえない。

しかし，前述のように，これら ヶ所のコミュニティ・

カフェは，それぞれ，地域の様々な人たち同士がつながる

場，高齢者の社会参加・生きがいづくりの場，出店者・利

用者と来店客の交流の場となっている。そして，その取り

組み全体の結果として，様々な人が集まり，交流し，つな

がりができ，新たな活動が生まれていることから，これら

ヶ所のコミュニティ・カフェにおいては，当該コミュニ

ティ・カフェを核とした，地域コミュニティの活性化がも

たらされつつある。

つまり，これら ヶ所のコミュニティ・カフェにおいて

は，その取り組み全体によって，地域コミュニティの疲弊・

縮小という，きわめて重要な社会的課題の解決が図られつ

つある。したがって，これら ヶ所のコミュニティ・カフ

ェは，地域コミュニティの疲弊・縮小を解決するためのソ

ーシャル・ビジネスの苗床として機能している。

【考察】

ハピたのカフェでは，①「お医者さんと話そう」を「他

の地域でもやってみたい」という声に対して，自分たちの

ネットワークやノウハウを提供し，「是非やって」と勧めて

いる，②「読書会をやりたい」という声があがった際には，

「 人ではなかなかできないが，自分たちと一緒ならでき

る」と後押ししている。このようにして，ハピたのカフェ

は，地域コミュニティの活性化をもたらした自分たちの取

り組みを，地域内だけでなく地域外にも波及しようとして

いる。

また，あかりサロン稲毛では，①出店者に対して，来店

客へ売り込んだり，来店客に作り方を教えたりするのが必

要であることを，常勤スタッフがアドバイスしている，②

出店者からオフ会をやりたいという声に応えて，実際にや

ってみたところ，「どうやったら売れるのか」という真剣な

話題になったことから，解決策を探るワークショップを実

施している。このようにして，あかりサロン稲毛は，出店

者に対して，起業に向けた積極的な支援を行っている。

さらに，ふれあいの駅まちやでは，前述のように，近隣

の来店客が自家製の漬物や自宅で採れた野菜を持参してい

るが，今後は，まず，そうした漬物や野菜の存在を広く認

知してもらうことが必要である。そのためには，例えば，

漬物の技術を若い世代に伝承する場を作ったり，漬物コン

テストのようなイベントを開催したりする等の支援を行う

こと等が必要である。このようにすれば，ふれあいの駅ま

ちやにおいて，漬物や野菜を活かしたコミュニティ・ビジ

ネスやソーシャル・ビジネスの起業へと発展していく可能

性が高まるであろう。

これより，コミュニティ・カフェは，今後，ソーシャル・

ビジネスの苗床として， 地域での起業に向けた支援を行

っていくこと， 地域内・外からの「やりたい」「やって

ほしい」という声に応えていくことの 点が必要である。

ところで，ハピたのカフェでは，弁当，物販，営業時

間外の宴会等，カフェ以外にも複数の事業を展開してい

る。また，ふれあいの駅まちやでは，レンタルスペース

や「ふれあいサロン」，あかりサロン稲毛では，小箱シ

ョップ，レンタルスペース，オーロラビジョン広告とい

った事業を，それぞれカフェ以外にも展開している。そ

の結果，ある程度の収益が確保され，コミュニティ・カ

フェ全体の運営の安定化が図られている。

また，ハピたのカフェでは，農業者との共同開発によ

るごぼうのドレッシングの販売を行っている。これがき

っかけとなって，中学生に掘らせたごぼうを原料として

作ったドレッシングを，修学旅行先の東京で中学生に販

売させるという取り組みにつながっている。ふれあいの

駅まちやでは，昔から地域に製麺所があることから，地

元産のそば・うどんの提供にこだわっている。このこと

によって，ラーメン，カレー，チャーハンとメニューを

増やして，大衆食堂化することを回避し，あくまで高齢

者の社会参加・生きがいづくりの場を維持し続けている。

あかりサロン稲毛は， 年前から行われている「夜灯」

というお祭りの実行委員会や協力団体等（既存のネット

ワーク）が集まる場となっている。あかりサロン稲毛が，

こうした既存の人的ネットワークの拠点となったこと

で，ネットワークのメンバーの知人にとっては「知って

いる人が使っている施設」と位置づけられた。その結果，

あかりサロン稲毛に，多くの人を呼べるようになった。

このように，地域資源を活用することによって，コミュ

ニティ・カフェの既存の取り組みの継続や，新たな取り

組みへの発展につながっている。

これより，コミュニティ・カフェが，今後もソーシャ

ル・ビジネスの苗床として機能し続けるためには，

カフェ以外の複数の事業を展開し，ある程度の収益を確

保することにより，コミュニティ・カフェ全体の運営の

安定化を図っていくこと， 特産物，施設，人的ネッ

トワークといった様々な地域資源に着目し，それらを活

用することにより，コミュニティ・カフェにおける既存

の取り組みの継続や新たな取り組みへの発展につなげ

ていくことの 点が必要である。

【今後の研究課題】

今後，コミュニティ・カフェにおけるソーシャル・ビジ

ネスの苗床としての可能性について，より分析を深めてい

くためには，さしあたり，本報告での結論が他の事例にも

妥当するか否かを検証することが必要である。
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客同士の交流が図られつつある。このように，ふれあいの

駅まちやは，漬物や野菜を持参し来店する高齢者を中心と

する社会参加・生きがいづくりの場となっている。

さらに，あかりサロン稲毛では，①レンタルスペースの

利用者が自宅で教室を開業する等の波及効果が生まれてお

り，②常駐のスタッフが，小箱ショップの出店者が来店し

た際に，見に来た来店客を出店者に紹介する等により，出

店者と来店客を結び付けており，③出店者によるイベント

「あかりサロンフェア＠稲毛」を開催したところ， 名

ほどの来店客があった。その結果，あかりサロン稲毛には，

これまで商店街には関わりのなかった地域住民や，これま

で来街することのなかった地域外の人々が来店し，新たな

コミュニティが形成されつつある。つまり，あかりサロン

稲毛は，レンタルスペースや小箱ショップの出店者・利用

者と来店客の交流の場となっている。

その他，あかりサロン稲毛では，商店街内にあるスピー

カーを活用した，地域住民によるボランティア放送局を立

ち上げることにより，地域の情報発信拠点としての役割を

担おうとしている。このことにより，あかりサロン稲毛に

おける出店者・利用者と来店客の交流がさらに促進されて

いくものと考えられる。

これら ヶ所のコミュニティ・カフェにおける個別の取

り組み つ つについてみると，それらすべてが必ずしも

ソーシャル・ビジネスであるとはいえない。

しかし，前述のように，これら ヶ所のコミュニティ・

カフェは，それぞれ，地域の様々な人たち同士がつながる

場，高齢者の社会参加・生きがいづくりの場，出店者・利

用者と来店客の交流の場となっている。そして，その取り

組み全体の結果として，様々な人が集まり，交流し，つな

がりができ，新たな活動が生まれていることから，これら

ヶ所のコミュニティ・カフェにおいては，当該コミュニ

ティ・カフェを核とした，地域コミュニティの活性化がも

たらされつつある。

つまり，これら ヶ所のコミュニティ・カフェにおいて

は，その取り組み全体によって，地域コミュニティの疲弊・

縮小という，きわめて重要な社会的課題の解決が図られつ

つある。したがって，これら ヶ所のコミュニティ・カフ

ェは，地域コミュニティの疲弊・縮小を解決するためのソ

ーシャル・ビジネスの苗床として機能している。

【考察】

ハピたのカフェでは，①「お医者さんと話そう」を「他

の地域でもやってみたい」という声に対して，自分たちの

ネットワークやノウハウを提供し，「是非やって」と勧めて

いる，②「読書会をやりたい」という声があがった際には，

「 人ではなかなかできないが，自分たちと一緒ならでき

る」と後押ししている。このようにして，ハピたのカフェ

は，地域コミュニティの活性化をもたらした自分たちの取

り組みを，地域内だけでなく地域外にも波及しようとして

いる。

また，あかりサロン稲毛では，①出店者に対して，来店

客へ売り込んだり，来店客に作り方を教えたりするのが必

要であることを，常勤スタッフがアドバイスしている，②

出店者からオフ会をやりたいという声に応えて，実際にや

ってみたところ，「どうやったら売れるのか」という真剣な

話題になったことから，解決策を探るワークショップを実

施している。このようにして，あかりサロン稲毛は，出店

者に対して，起業に向けた積極的な支援を行っている。

さらに，ふれあいの駅まちやでは，前述のように，近隣

の来店客が自家製の漬物や自宅で採れた野菜を持参してい

るが，今後は，まず，そうした漬物や野菜の存在を広く認

知してもらうことが必要である。そのためには，例えば，

漬物の技術を若い世代に伝承する場を作ったり，漬物コン

テストのようなイベントを開催したりする等の支援を行う

こと等が必要である。このようにすれば，ふれあいの駅ま

ちやにおいて，漬物や野菜を活かしたコミュニティ・ビジ

ネスやソーシャル・ビジネスの起業へと発展していく可能

性が高まるであろう。

これより，コミュニティ・カフェは，今後，ソーシャル・

ビジネスの苗床として， 地域での起業に向けた支援を行

っていくこと， 地域内・外からの「やりたい」「やって

ほしい」という声に応えていくことの 点が必要である。

ところで，ハピたのカフェでは，弁当，物販，営業時

間外の宴会等，カフェ以外にも複数の事業を展開してい

る。また，ふれあいの駅まちやでは，レンタルスペース

や「ふれあいサロン」，あかりサロン稲毛では，小箱シ

ョップ，レンタルスペース，オーロラビジョン広告とい

った事業を，それぞれカフェ以外にも展開している。そ

の結果，ある程度の収益が確保され，コミュニティ・カ

フェ全体の運営の安定化が図られている。

また，ハピたのカフェでは，農業者との共同開発によ

るごぼうのドレッシングの販売を行っている。これがき

っかけとなって，中学生に掘らせたごぼうを原料として

作ったドレッシングを，修学旅行先の東京で中学生に販

売させるという取り組みにつながっている。ふれあいの

駅まちやでは，昔から地域に製麺所があることから，地

元産のそば・うどんの提供にこだわっている。このこと

によって，ラーメン，カレー，チャーハンとメニューを

増やして，大衆食堂化することを回避し，あくまで高齢

者の社会参加・生きがいづくりの場を維持し続けている。

あかりサロン稲毛は， 年前から行われている「夜灯」

というお祭りの実行委員会や協力団体等（既存のネット

ワーク）が集まる場となっている。あかりサロン稲毛が，

こうした既存の人的ネットワークの拠点となったこと

で，ネットワークのメンバーの知人にとっては「知って

いる人が使っている施設」と位置づけられた。その結果，

あかりサロン稲毛に，多くの人を呼べるようになった。

このように，地域資源を活用することによって，コミュ

ニティ・カフェの既存の取り組みの継続や，新たな取り

組みへの発展につながっている。

これより，コミュニティ・カフェが，今後もソーシャ

ル・ビジネスの苗床として機能し続けるためには，

カフェ以外の複数の事業を展開し，ある程度の収益を確

保することにより，コミュニティ・カフェ全体の運営の

安定化を図っていくこと， 特産物，施設，人的ネッ

トワークといった様々な地域資源に着目し，それらを活

用することにより，コミュニティ・カフェにおける既存

の取り組みの継続や新たな取り組みへの発展につなげ

ていくことの 点が必要である。

【今後の研究課題】

今後，コミュニティ・カフェにおけるソーシャル・ビジ

ネスの苗床としての可能性について，より分析を深めてい

くためには，さしあたり，本報告での結論が他の事例にも

妥当するか否かを検証することが必要である。

【謝辞】
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小布施インキュベーションキャンプ・小布施イノベーションスクール 

～【ダイアローグ】と【システム×デザイン思考】に基づく地域イノベーション創出の試み 

○中村一浩²・前野隆司¹・保井俊之¹・ 菊野陽子² 

(¹慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科,  

²慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科附属 SDM研究所） 

Keyword： 小布施, 地域活動団体, イノベーション創出、ダイアローグ 

 

1.はじめに 

従来の地域活性化研究は、経済的成果を目指すものが多

かったが、昨今では、地域コミュニティの形成や創発を

促す場づくり等の関係性に焦点を当てたものが増えてき

ている。その流れを受けて、筆者らのテーマは、その創

発の場の効果性を高める手法とイノベーションの創出モ

デルに焦点を当てることにある。 

 

2.地域コミュニティの課題 

地域活性への期待は年々高まり、地方創生の名のもとに、

予算付けされる施策は増え、関わる行政・民間の人員も

増加している。結果として、地域産品の商品開発や交流

施設・イノベーションセンターの設置、海外インバウン

ドへの受け入れ対応等、成功事例も増えてきている。し

かし、地域イノベーションの一番の課題は、それを持続

的に実施し続ける体制を作りだすことであり、その成功

事例は、特徴的なものがいくつかはあるものの、まだ少

ない。かつ、それらの成功事例は、取り組み自体がすで

に10～20年以上も前から始まっているものであることが

多い。 

 

表 1 小布施インキュベーションキャンプ・プログラム 

―――――――――――――――――――――――――――― 
第1セッション/小布施町(2日)： 
ものの見方を変える／視座を高め、視野を広げ、視点を増やす 
-------------------------------------------------------- 
第2セッション/山中湖(3日)： 
自分の原点を知る／深く内省し、ぶれない自分軸を確立する 
-------------------------------------------------------- 
第3セッション/小布施(2日)： 
方向性を示す／自分は誰で、どこを目指すかを言葉にする 
-------------------------------------------------------- 
第4セッション/東京(1日)： 
カタチにする／事業の構想をカタチにする（企画化する） 
-------------------------------------------------------- 
第5セッション/小布施(2日)： 
自業を実践する／実現に向けた実践計画を策定する 
-------------------------------------------------------- 
第6セッション/東京(2日)： 
壁を超える／実践で見えた兆し、ハードルを認識し、対処する 
-------------------------------------------------------- 
第7セッション/小布施(1日)： 
宣言する／自身の決意を言葉にしてプレゼンテーションする 
 

これら成功事例に共通することは、その中心で新たな事

を起こし続けているアントレプレナー（もしくはそれに

近い）の存在である。本論文では、その中心となるアン

トレプレナーをいかに生み出すかを課題への解決策とし、

そのための施策を実施・検証した。 

 

3.実施施策と内容 

本研究では、長野県小布施町を舞台に、「【ダイアローグ】

と【システム×デザイン思考】に基づく地域イノベーシ

ョン創出の試み」について取り上げる。 

本研究では 2つのプロジェクトが対象となる。1つは、

社会的起業による地域イノベーションを志向し、ダイア

ローグによる起業者の思念を熟成させた「小布施インキ

ュベーションキャンプ (OIC)」(2015年5月～9月)[表 1]

であり、もう1つは、OICを継承してイノベーションのた

めの方法論を起業者への伴走方式で共有した「小布施イ

ノベーションスクール (OIS)」(同年 9月～12月)[表 2]

である。 

地域の活性化においては、その当該地域内での、もしく

は当該地域の資源を用いた事業の創出が重要なテーマと

なり、その中心には、前述した通り、その起業・創業・

事業創出を手掛けるアントレプレナーの存在が不可欠で

ある。アントレプレナーの育成においては、アントレプ

レナーシップの想起とその維持が重要であり、かつ、そ

れらにはダイアローグの場の活用が有効であり、そのた

めのダイアローグの場とプロセスを設計した。 

 

表 2 小布施イノベーションスクール・プログラム 

―――――――――――――――――――――――――――― 
第 1セッション/小布施町(1日)：イノベーションとは何か、相
互理解のための対話 
-------------------------------------------------------- 
第 2セッション/小布施町(1日)：アイデアを形にする手法を学
ぶ、テーマを決める 
-------------------------------------------------------- 
第3セッション/小布施(2日)：中間発表＆ブラッシュアップ 
-------------------------------------------------------- 
第4セッション/小布施町(1日)：最終発表 
 

 

OICは、小布施町内の若手リーダー4名と、首都圏の企

業に勤める若手リーダー5名とが、ダイアローグを通じて、

物理的・精神的に深い交流をし、互いのビジョンを共有

しながら、新しい価値や商品を生み出す共創のプロセス

を歩むことを目的とした、7セッション 14日間 4か月半

のプロジェクトである。 

一方 OISは、2014年の小布施町と慶應 SDMとの提携に

よって生まれたプロジェクトであり、OICの参加者をベー

スに、小布施町民にも自由に参加してもらい、慶應 SDM

の手法を参加者へ習得してもらうことで、イノベーショ

ンの創出を促す全 4セッション 5日間 4か月に及ぶプロ

ジェクトである。 

 

4.研究方法、研究内容 

イノベーション創出プロセス[図1]は9つのステップか

ら構成され、前段5つを心のイノベーション、後段4つ

を行動のイノベーションと名付けた。このプロセスは、

一方的なプロセスではなく、行きつ戻りつしながら進ん

でいくものとなる。 

成果指標としては、各セッションを通じて、参加者の内

発的なイノベーション創出に向けた動機付け（＝心のイ

ノベーション）が起こるかどうかと、全セッションを通

じて、実際に最終アウトプットである商品や事業が生ま

れるかどうか（＝行動のイノベーション）の2点である。 

定量面での調査として、OICでは各セッションの前後に

自己効力感の測定をし、最終アウトプットについてはOIS

終了後3か月の猶予をもっての判定とした。定性面にお

いては、3つの質問項目を設定し、OICのセッション間で

の変化を確認した。 
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5.実施施策の特徴 

本研究の特徴の 1 つ目は、起業者の思念を熟成させ、

内省を通じた集合知の創出を実現する【ダイアローグ】

である。 

ダイアローグとは、「さまざまな評価や仮定を解き拡げ

ていく、力を合わせる（collective）やり方」であり、「何

かを分析したり、議論に勝ったり、意見を交換するので

はなく、自分の意見をひとまず棚に上げ、様々な意見を

見つめる、すなわち、みなの意見を聞き、それらを一旦

留保し、何を意味するのか見てみること」、「問いや考え

方や内省を一緒に探求することで、誰かにしてあげるも

のではなく、誰かと共に行うこと」とある[Bohm, 

D.(1996)]。 

本研究においては、このダイアローグを用いることで、

イノベーション創出プロセスの前段「心のイノベーショ

ン」、後段「行動のイノベーション」が促進されると仮定

して、検証を進めた。ダイアローグがプロセスにどう影

響するかについては、以下のとおりである。 

①ダイアローグを通じて個々人の内省がより深まり、

心の底にある本当の自分の想いに気づく（他者の目を気

にしない、本音の想い） 

②その想いと、未来に向けて成していきたいこととの

接点を、真剣に、また多角的に考え始める（自分のもの

の見方の前提を気付く、手放す） 

③試行錯誤する中で、現実をありのままに直視するよ

うになり、出来事を受け取りやすくなる（世界を見たい

ように見ず、自分を変容させながら世の中を見るように

なる） 

④絵空事の構想ではなく、実現性の高い構想として、

具体化を進めるようになる（やってみて、そこから学び

ながら対応し続けるようになる） 

ダイアローグによる促進はありつつも、その手法とし

ての限界としては、その後の計画、実行において、個々

人の知識・経験による差が出やすいことが挙げられる。

そのため、今回は、【システム×デザイン思考】を通じて、

その実現性への支援・補完を実施した 

本研究の特徴の 2 つ目は、イノベーション創出の方法

論としての【システム×デザイン思考】の学習と、本人

への伴走である。 

小布施イノベーションスクールでは、イノベーション

のための方法論を起業者への伴走方式で共有した。実施

した内容は、ブレスト、親和図、因果関係図、プロトタ
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～【ダイアローグ】と【システム×デザイン思考】に基づく地域イノベーション創出の試み 
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1.はじめに 

従来の地域活性化研究は、経済的成果を目指すものが多

かったが、昨今では、地域コミュニティの形成や創発を

促す場づくり等の関係性に焦点を当てたものが増えてき

ている。その流れを受けて、筆者らのテーマは、その創

発の場の効果性を高める手法とイノベーションの創出モ

デルに焦点を当てることにある。 

 

2.地域コミュニティの課題 

地域活性への期待は年々高まり、地方創生の名のもとに、

予算付けされる施策は増え、関わる行政・民間の人員も

増加している。結果として、地域産品の商品開発や交流

施設・イノベーションセンターの設置、海外インバウン

ドへの受け入れ対応等、成功事例も増えてきている。し

かし、地域イノベーションの一番の課題は、それを持続

的に実施し続ける体制を作りだすことであり、その成功

事例は、特徴的なものがいくつかはあるものの、まだ少

ない。かつ、それらの成功事例は、取り組み自体がすで

に10～20年以上も前から始まっているものであることが

多い。 

 

表 1 小布施インキュベーションキャンプ・プログラム 

―――――――――――――――――――――――――――― 
第1セッション/小布施町(2日)： 
ものの見方を変える／視座を高め、視野を広げ、視点を増やす 
-------------------------------------------------------- 
第2セッション/山中湖(3日)： 
自分の原点を知る／深く内省し、ぶれない自分軸を確立する 
-------------------------------------------------------- 
第3セッション/小布施(2日)： 
方向性を示す／自分は誰で、どこを目指すかを言葉にする 
-------------------------------------------------------- 
第4セッション/東京(1日)： 
カタチにする／事業の構想をカタチにする（企画化する） 
-------------------------------------------------------- 
第5セッション/小布施(2日)： 
自業を実践する／実現に向けた実践計画を策定する 
-------------------------------------------------------- 
第6セッション/東京(2日)： 
壁を超える／実践で見えた兆し、ハードルを認識し、対処する 
-------------------------------------------------------- 
第7セッション/小布施(1日)： 
宣言する／自身の決意を言葉にしてプレゼンテーションする 
 

これら成功事例に共通することは、その中心で新たな事

を起こし続けているアントレプレナー（もしくはそれに

近い）の存在である。本論文では、その中心となるアン

トレプレナーをいかに生み出すかを課題への解決策とし、

そのための施策を実施・検証した。 

 

3.実施施策と内容 

本研究では、長野県小布施町を舞台に、「【ダイアローグ】

と【システム×デザイン思考】に基づく地域イノベーシ

ョン創出の試み」について取り上げる。 

本研究では 2つのプロジェクトが対象となる。1つは、

社会的起業による地域イノベーションを志向し、ダイア

ローグによる起業者の思念を熟成させた「小布施インキ

ュベーションキャンプ (OIC)」(2015年5月～9月)[表 1]

であり、もう1つは、OICを継承してイノベーションのた

めの方法論を起業者への伴走方式で共有した「小布施イ

ノベーションスクール (OIS)」(同年 9月～12月)[表 2]

である。 

地域の活性化においては、その当該地域内での、もしく

は当該地域の資源を用いた事業の創出が重要なテーマと

なり、その中心には、前述した通り、その起業・創業・

事業創出を手掛けるアントレプレナーの存在が不可欠で

ある。アントレプレナーの育成においては、アントレプ

レナーシップの想起とその維持が重要であり、かつ、そ

れらにはダイアローグの場の活用が有効であり、そのた

めのダイアローグの場とプロセスを設計した。 

 

表 2 小布施イノベーションスクール・プログラム 

―――――――――――――――――――――――――――― 
第 1セッション/小布施町(1日)：イノベーションとは何か、相
互理解のための対話 
-------------------------------------------------------- 
第 2セッション/小布施町(1日)：アイデアを形にする手法を学
ぶ、テーマを決める 
-------------------------------------------------------- 
第3セッション/小布施(2日)：中間発表＆ブラッシュアップ 
-------------------------------------------------------- 
第4セッション/小布施町(1日)：最終発表 
 

 

OICは、小布施町内の若手リーダー4名と、首都圏の企

業に勤める若手リーダー5名とが、ダイアローグを通じて、

物理的・精神的に深い交流をし、互いのビジョンを共有

しながら、新しい価値や商品を生み出す共創のプロセス

を歩むことを目的とした、7セッション 14日間 4か月半

のプロジェクトである。 

一方 OISは、2014年の小布施町と慶應 SDMとの提携に

よって生まれたプロジェクトであり、OICの参加者をベー

スに、小布施町民にも自由に参加してもらい、慶應 SDM

の手法を参加者へ習得してもらうことで、イノベーショ

ンの創出を促す全 4セッション 5日間 4か月に及ぶプロ

ジェクトである。 

 

4.研究方法、研究内容 

イノベーション創出プロセス[図1]は9つのステップか

ら構成され、前段5つを心のイノベーション、後段4つ

を行動のイノベーションと名付けた。このプロセスは、

一方的なプロセスではなく、行きつ戻りつしながら進ん

でいくものとなる。 

成果指標としては、各セッションを通じて、参加者の内

発的なイノベーション創出に向けた動機付け（＝心のイ

ノベーション）が起こるかどうかと、全セッションを通

じて、実際に最終アウトプットである商品や事業が生ま

れるかどうか（＝行動のイノベーション）の2点である。 

定量面での調査として、OICでは各セッションの前後に

自己効力感の測定をし、最終アウトプットについてはOIS

終了後3か月の猶予をもっての判定とした。定性面にお

いては、3つの質問項目を設定し、OICのセッション間で

の変化を確認した。 
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5.実施施策の特徴 
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である。 

ダイアローグとは、「さまざまな評価や仮定を解き拡げ

ていく、力を合わせる（collective）やり方」であり、「何

かを分析したり、議論に勝ったり、意見を交換するので

はなく、自分の意見をひとまず棚に上げ、様々な意見を

見つめる、すなわち、みなの意見を聞き、それらを一旦

留保し、何を意味するのか見てみること」、「問いや考え

方や内省を一緒に探求することで、誰かにしてあげるも

のではなく、誰かと共に行うこと」とある[Bohm, 

D.(1996)]。 

本研究においては、このダイアローグを用いることで、

イノベーション創出プロセスの前段「心のイノベーショ

ン」、後段「行動のイノベーション」が促進されると仮定

して、検証を進めた。ダイアローグがプロセスにどう影

響するかについては、以下のとおりである。 

①ダイアローグを通じて個々人の内省がより深まり、

心の底にある本当の自分の想いに気づく（他者の目を気

にしない、本音の想い） 

②その想いと、未来に向けて成していきたいこととの

接点を、真剣に、また多角的に考え始める（自分のもの

の見方の前提を気付く、手放す） 

③試行錯誤する中で、現実をありのままに直視するよ

うになり、出来事を受け取りやすくなる（世界を見たい

ように見ず、自分を変容させながら世の中を見るように

なる） 

④絵空事の構想ではなく、実現性の高い構想として、

具体化を進めるようになる（やってみて、そこから学び

ながら対応し続けるようになる） 

ダイアローグによる促進はありつつも、その手法とし

ての限界としては、その後の計画、実行において、個々

人の知識・経験による差が出やすいことが挙げられる。

そのため、今回は、【システム×デザイン思考】を通じて、

その実現性への支援・補完を実施した 

本研究の特徴の 2 つ目は、イノベーション創出の方法

論としての【システム×デザイン思考】の学習と、本人

への伴走である。 

小布施イノベーションスクールでは、イノベーション

のための方法論を起業者への伴走方式で共有した。実施

した内容は、ブレスト、親和図、因果関係図、プロトタ
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イピングの 4 点である。各プロセスをセッションにおい

て繰り返し実施することで、前段で立てた構想が、現実

にフィットした、より実現性の高い商品・サービスへと

具体化していった。 

 

6.施策の結果、所感 

OICにおいては、まずは自己効力感の上昇が認められた。

ただし、単純な右肩上がりの上昇ではなく、所々で大き

く落ち込みつつ最終的には上昇している、といったパタ

ーンになっている。これは、参加者の置かれた状況によ

っては、自分自身の価値観や存在がダイアローグによっ

て揺らぎ、結果として、自己効力感が低下することにつ

ながっているようである。もう一つは、アンケートから

見出せる、自己肯定・内発的モチベーションの想起であ

る。今の自分や過去の出来事を受け入れ、そこから前に

進もうとする意志を感じる。同時に、現在の仕事・業務

においての充足感を得る、または、より大きな貢献とな

るケースも多々見られた。 

「今後の自分の生き方、在り方に対して違った視点か

ら考えるキッカケを与えてくれたため。「今までの自分は

今までの自分として大事にしつつ、次に行こう！」とい

うような感じでした。」（40代・男性） 

「自分の過去を振り返る中で、「今自分がここにいるの

は過去の自分があったからだ。」と自分を肯定することが

出来たから。それは、過去の自分に対しては、後悔や反

省も踏まえて。」（20代・男性） 

「課題として捉えても仕方がないことを課題として捉

えないようになってきたように思います。自分がいまフ

ォーカスするべきこと、力が発揮できるし、やっていて

充足感を得られることに集中できてきている気がしま

す。」（30代・男性） 

 

続いて OIS の結果は、前述したとおり、プログラム終

了後 3 か月の猶予をもって新しい事業が生まれるかどう

かの判定をした。結果、小布施町に 3 つの新商品・サー

ビスが生まれた。 

1つ目は、農産物を使った商品「フレーバーウォーター」

と通販サービス「おぶせっと」である。小布施町には、

四季を通じて多様な果樹が生産されており、その販路は

あまり多くはない。その販路拡大のためのジュース事業

であり、通販事業となる。2つ目は、小布施という町を舞

台としたヘルスツーリズム「小布施リトリート」である。

心と身体を調え、本来の自分を取り戻す旅としてのリト

リートは、名所を巡るのではなく、小布施町そのものを

味わう新しい観光の形として、今後の可能性が見込まれ

る。最後に、町内外の人が交流し、イベントや小商いを

行うコミュニティスペース「小栗八平衛商店」である。

町の中心にある古民家を、宿泊もでき、イベントの開催

ができるスペースとして開放する。その交流や商売を通

じて、次のアントレプレナーを生み出す流れにもなり、

結果として、持続可能な地域活性につながる可能性があ

るものである。 

 

7.終わりに 

 プログラム参加者のアントレプレナーシップは想起さ

れ、新しい事業が 3 つ生まれたことから、ダイアローグ

とシステム×デザイン思考の融合による当フレームワー

クは有効であり、地域活化に繋がることが示された。ま

た、他のイノベーション創出のプロセスとの比較を通じ

て、本研究の新規性及び独自性を明らかにし、ダイアロ

ーグが作用する要因及び構造をさらに研究したい 
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地域イベントにおける情報発信効果の分析（第 2報） 

山下 幸裕（名古屋経済大学） 

Keyword：地域イベント、情報入手経路、広報戦略 

 

【問題・目的・背景】 
本研究の目的は、第 1報に引き続き地域イベントの来場

者が、どのような情報媒体を見て来たかを明らかにするこ

とである[1]。本稿における地域イベントとは、宮木[2]や

梶谷[3]の定義をふまえ、「イベントの主催者は、地域住民

であり、主催者が生活する地域の特性を活かした非日常的

な演出を、参加者である地域部外者に伝達することで、地

域部外者に対しポジティブな印象を与え、地域の活性化を

目指す活動」とする。 

 本稿が対象とするようなイベントに限ったことではない

が、イベントを開催するにあたり、懸念される問題の一つ

として、来場者の確保が挙げられる。なぜなら来場者が少

なければ、イベントの目的を果すことができないためであ

る。イベントに多くの人を誘客するためには、効果的な広

報活動が必要である。しかし、本稿が対象とする地域イベ

ントにおいて、イベント主催者が広報活動に割けるリソー

ス（人・物・金）は限られる。 

 広報活動のための情報発信には多くの手段がある。電波

を媒体する手段、紙を媒体する手段、インターネットを媒

体する手段等があり、それぞれ無料の媒体から有料の媒体

まである。広報活動に割けるリソースが限られている地域

イベント主催者において、戦略的に情報発信媒体を取捨選

択し広報活動することが望ましく、本研究はそのための基

礎資料としたい。 

 

 

【研究方法・研究内容】 

 本研究が対象とした地域イベントは「竹の子まつり」

であり、石川県能美市内にある灯台笹町と岩本町の 2 町

が（図 1）、地域活性化を図るために発足した「灯岩そう

せい会」の地域活性化活動である。この地域イベントは、

主催者は地域住民であり、主催者が生活する地域で採れ

た竹の子をはじめ山菜を販売し、また竹の子掘りや竹馬

などの体験もあり、地域の特性を活かした非日常的な演

出を参加者である地域部外者に提供し、灯台笹・岩本町

について地域部外者に対しポジティブな印象を与える地

域活動である。 

 

 

図 1 灯台笹町と岩本町の位置 
 

1.調査の概要 

 第 2回竹の子まつりは、灯岩そうせい会によって 2015

年 5月 3日に開催され、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（表1）。 

 

表 1 調査概要 

調査時期 2015年5月3日 

調査場所 灯台笹公民館前 

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 117件（有効回収数：115件） 

 

2.アンケート項目 

アンケート項目は、第 1回竹の子まつりで実施したア
ンケート結果と比較できるように、性別・年代、誰と来

たか、どこから来たかといった属性に関する項目、どの

ように知ったかといった情報入手に関する項目、イベン

トの何が良かったか、今後の企画・取り組みの要望、次

回参加の有無といったイベントの評価に関する項目、町

の認知・印象に関する項目から構成した。詳細は以下の

通りである。 
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イピングの 4 点である。各プロセスをセッションにおい
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図 1 灯台笹町と岩本町の位置 
 

1.調査の概要 
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年 5月 3日に開催され、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（表1）。 

 

表 1 調査概要 

調査時期 2015年5月3日 

調査場所 灯台笹公民館前 

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 117件（有効回収数：115件） 

 

2.アンケート項目 

アンケート項目は、第 1回竹の子まつりで実施したア
ンケート結果と比較できるように、性別・年代、誰と来

たか、どこから来たかといった属性に関する項目、どの

ように知ったかといった情報入手に関する項目、イベン

トの何が良かったか、今後の企画・取り組みの要望、次

回参加の有無といったイベントの評価に関する項目、町

の認知・印象に関する項目から構成した。詳細は以下の

通りである。 
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 アンケート回答者の属性データ 
- 昨年の竹の子まつりに参加有無 

- 性別 

- 年齢 

- 来場者の居住地 

- 来場者の構成 

 情報発信媒体の効果に関する質問 
- どこから来たか 

- どのようにして竹の子まつりを知ったのか 

 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） 

 

3.情報発信媒体 

竹の子まつりで実施した情報発信は、チラシ配布、ポ

スター掲示、地方自治体（能美市）の広報誌、ホームペ

ージ、新聞、Facebook、ケーブルテレビ、メール、防災
無線などであり、詳細は以下の通りである。 

 チラシ（A4 800 部）：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、

能美市役所にも関連施設への配布を依頼した。 

 ポスター（A3 90部）：竹の子まつり実行委員会メン

バーに配布を依頼し、 能美市役所にも関連施設への

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 2015年 4月号に記事を掲

載し、能美市役所のホームページ（能美のSACHIまつ

り 2015春）でも掲載された。 

 新聞：平成27年 4月 10日の北國新聞に竹の子まつり

に関する記事が掲載した。 

 Facebook：4 月 15 日から竹の子まつりの情報を発信

した。 

 ケーブルテレビ（テレビ小松）：4月 23日から4月 30

日の間で、まるごとnomi「GOGOPR」で放送された。 

 Ｅメール：4 月 20 日に灯台笹町・岩本町の近くに立

地する北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）の関係

者全員にメールを発信した。 

 能美市内放送（防災無線） 

【研究・調査･分析結果】 

1.回答者の属性 

 アンケート回答者の竹の子まつりの参加経験を表 2 に

示す。去年も参加した人が 42名（37％）、初めて参加し

た人が72名（63％）であった。 

 

表 2 竹の子まつりの参加経験 
 度数 パーセント 
初めて来た 73 63.5 
去年も来た 42 36.5 
 

 

 アンケート回答者の性別を表 3に示す。回答者は、男

性が 42名（37％）、女性が 60名（53％）、欠損値が 12

件（10％）であった。 

 

表 3 回答者の性別 
  度数 パーセント 
男性 43 37.4 
女性 60 52.2 

合計 103 89.6 
欠損値 12 10.4 

 

 

 回答者の年代の内訳を表 4に示す。一番多かった年代

は、60代（31名、27％）で、次いで40代（20名、18％）、

70代以上（19名、17％）の順であった。 

 

表 4 回答者の年代 

 
度数 パーセント 

10未満 3 2.6 
10代 1 0.9 
20代 9 7.8 
30代 14 12.2 
40代 20 17.4 
50代 14 12.2 
60代 31 27.0 
70代以上 19 16.5 

合計 111 96.5 
欠損値 4 3.5 

 

回答者の同行者の内訳を表 5に示す。一番多かったの

は、家族（78名、68％）で、次いで友人（16名、14％）、

1人（17名、15％）の順であった。 

 

表 5 回答者の同行者 
  度数 パーセント 
1人 17 14.8 
友人 16 13.9 
恋人 1 0.9 
家族 79 68.7 

合計 113 98.3 
欠損値 2 1.7 

 

 

 回答者の居住地の内訳を表 6に示す。一番多かったの

は、能美市（57 名、50％）で、次いで金沢市（19 名、

17％）、白山市（13 名、11％）の順であった。その他県

内からは内灘町、その他県外からは愛知県名古屋市、千

葉県であった。 

 

表 6 回答者の居住地 

 
度数 パーセント 

能美市 57 49.6 
金沢市 20 17.4 
小松市 7 6.1 
白山市 13 11.3 
野々市市 1 0.9 
加賀市 1 0.9 
その他県内 4 3.5 
北陸先端大学 8 7.0 
その他県外 2 1.7 

合計 113 98.3 
欠損値 2 1.7 

 

 

2.回答者の情報入手経路 

 回答者の情報入手経路の内訳を表 7に示す。一番多か
ったのは、能美市広報（29 件）で、次いで、知人（25
件）、チラシ（18件）の順であった。 
 

 

 

表 7  回答者の情報入手経路（複数回答） 
情報媒体 度数 

チラシ 18 
ポスター 10 
能美市広報 29 
新聞 13 
Facebook 6 
知人 25 
防災無線 2 
テレビ 7 
JAIST広報 5 
その他 17 
 

 

3.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経路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8に示す。 

 比較的若い世代は、様々な媒体から情報を入手してい

る傾向が見られる。一方、高い年代の世代は、能美市広

報、新聞、知人から情報を入手している傾向が見られる。 

 

表 8 「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 

Facebook 

知
人
よ
り 

防
災
無
線 

テ
レ
ビ 

JAIST

広
報 

そ
の
他 

合
計 

10未満 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

10代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

20代 3 2 1 1 0 2 0 0 1 2 12 

30代 3 3 3 0 2 2 0 1 2 1 17 

40代 2 0 4 1 2 2 0 1 2 6 20 

50代 2 1 1 3 0 6 0 0 0 2 15 

60代 2 1 13 6 1 8 0 2 0 3 36 

70以上 4 3 5 3 1 4 2 1 0 1 24 

合計 17 10 27 14 6 24 2 7 5 16 128 
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3.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経路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8に示す。 

 比較的若い世代は、様々な媒体から情報を入手してい

る傾向が見られる。一方、高い年代の世代は、能美市広

報、新聞、知人から情報を入手している傾向が見られる。 

 

表 8 「年齢」と「情報入手経路」のクロス集計 
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10未満 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

10代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

20代 3 2 1 1 0 2 0 0 1 2 12 

30代 3 3 3 0 2 2 0 1 2 1 17 

40代 2 0 4 1 2 2 0 1 2 6 20 

50代 2 1 1 3 0 6 0 0 0 2 15 

60代 2 1 13 6 1 8 0 2 0 3 36 

70以上 4 3 5 3 1 4 2 1 0 1 24 

合計 17 10 27 14 6 24 2 7 5 16 128 
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4.回答者の住居と情報入手経路の関係 

 回答者の住居と情報入手経路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」をクロス集計した結果を表9に示す。 

 回答者数が多い能美市居住の回答者の情報媒体を見る

と、チラシ、能美市広報、知人を主な情報源としている

が、能美市以外に居住の回答者は、情報源を新聞と知人

としている傾向が見られる。これは情報媒体の伝達範囲

の影響による結果であると考えられる。 

 

表 9 「住居地」と「情報入手経路」のクロス集計 
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能美市 11 5 26 2 2 10 2 5 0 6 69 

金沢市 2 0 0 5 2 4 0 1 0 5 19 

小松市 2 1 0 2 0 4 0 0 0 0 9 

白山市 1 0 0 4 1 6 0 1 0 2 15 

野々 市市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

加賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

その他 

県内 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 

JAIST 0 2 1 0 1 1 0 0 4 1 10 

その他 
県外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

合計 17 9 28 14 6 25 2 7 5 17 130 

5.回答者の情報入手経路の比較 

 竹の子まつりの 1回目（H26）と 2回目（H27）の回
答者の情報入手経路について比較した結果を図2に示す。
なお1回目のアンケート調査の回収数は117件であった。 

1回目（H26）と2回目（H27）の結果を比べると、2
回目の方が、チラシと新聞を見てきた回答者が大きく減

少している。 
 チラシを見てきた回答者が減っている理由は、印刷枚

数を減らしたことが影響していると思われる。新聞を見

てきた回答者が減っている理由は、1回目に比べて新聞へ
の掲載回数が少なかったためだと考えられる。 
 

 

【今後の展開】 

 今後は、第 1回竹の子まつりと第 2回竹の子まつりの

アンケート結果を詳細に比較分析する。また、今年度の

第 3 回竹の子まつりでも来場者にアンケート調査を実施

したので、併せて比較分析を実施し、地域イベントにお

ける情報入手経路および発信効果を明らかにしたい。 
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【研究背景】 

  我が国における商店街は、戦後復興期から高度成長期

にかけて数を増やしてきており、地域の一等地で商売を

するなど、「町の顔」として存在してきた。また、まつり

やイベントを開催するなどの地域活性化の担い手、地域

コミュニケーションを形成する場として地域に貢献して

きた。しかし、社会構造の変化の中で、全国的に商店街

の衰退が数多くみられ、その結果として、「シャッター通

り」が生まれた。現在も日本全国には、数多くの「シャ

ッター通り」がある。 

こうした現状を踏まえると、地域商店街は、シャッタ

ー通りになる前に、衰退から復興し、活力のある商店街

として存在していくことが求められている。 

 

【商店街の衰退要因に関する先行研究】 

(1)衰退外部要因 

商店街の衰退要因については、いくつかの要因が挙げ

られる。第一に、大型店舗法の規制緩和である。大型店

舗法とは、大規模小売店から中小規模の小売店・商店街

を守るための法律である。この法律が、1991年に改正さ

れ、2000年には廃止となった。その結果、出店件数の増

加、大手スーパー等の営業時間延長、価格競争といった

動きが活発になった。 

第二に、消費者ニーズの変化である。消費者ニーズは

商品そのものへのこだわりだけでなく、買物手段におい

ても変化してきた。通信販売、訪問販売等の無店舗販売

や配達形式の販売が増加した。これによって、消費者は

外に出かけることをせずに商品を購入できるようになっ

た。 また、車社会の進展で自家用車の保有率が高まり、

郊外の大規模駐車場を整備した大型小売店が相次いで進

出し、これに伴い郊外へ買物に出るという動きもみられ、

消費者の買物行動は広域化していった。 

第三に、新業態勢力の拡大である。これは、低価格を

実現したディスカウントストアやスーパーの増加、コン

ビニエンスストアやインターネット販売などの顧客の利

便性を追求した販売の増加である。 

商店街の衰退は、こうした外部環境の変化による影響

が大きかった。しかし、それに加えて、こうした急激な

部 

部環境の変化への対応が遅れたこと自体に商店街衰退と

いう問題の本質が見える。これは旧態依然とした経営か

らの脱却を図らなかった個々の小売店の経営上の問題で

あり、また商店街全体としての対応ができなかった組合

のマネジメント力などの内部的要因があったからでもあ

る。 

 (2)衰退内部要因 

第一に、商店街に集客力のある中核施設や魅力ある個

性が欠如していることである。ここ数年新たに立地され

た大型商業施設では単に買物をできる小売機能に見る、

体験するといったアメニティ機能を付加したものが多く

見られるようになってきた。これらの施設には多様化し

た消費者ニーズに対応するためテーマ性を持たせたり、

来街者の滞留性を強めるなど様々な集客装置がビルトイ

ンされている。また、そのような演出力のない場合は、

徹底した低価格化（エブリデイ・ロー・プライス等）や

専門分野への特化が集客装置になり得る。このような特

徴を持たない商店街は消費者の流出に歯止めをかけられ

ないのが実情である。 

第二に、個々の商店が消費者ニーズの変化に対応した

魅力を創出できなかったことである。元々地域内では中

心的な商業集積であったため、競合する商店も少なくい

わば殿様商売ができた。特段の経営努力がなくても事業

を継続することに支障はなかった。しかし、このような

経営環境のなかで、消費者ニーズに合った商品構成、価

格面での対応、店づくり（店舗レイアウト）等の経営努

力が欠如していたため、結果的に消費者の商店街（中小

小売店）離れを加速させてしまったと考えられる。 

第三に、廃業あるいは移転・倒産等によって空店舗が

増えてきたことである。95年の中小企業庁の商店街実態

調査によると、空店舗があるという商店街は全体の７割

近くもあり、空店舗増加の主因は後継者不足による廃

業・移転であるとされている。 

特に家族経営の中小小売店の場合、先行き不透明な状

況のなかで、後継者（経営者の血縁者）に事業を継承す

ることが困難になりつつあり、廃業や転業を余儀なくさ

れている商店も少なくない。このため、自社の経営状況
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4.回答者の住居と情報入手経路の関係 

 回答者の住居と情報入手経路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」をクロス集計した結果を表9に示す。 

 回答者数が多い能美市居住の回答者の情報媒体を見る

と、チラシ、能美市広報、知人を主な情報源としている

が、能美市以外に居住の回答者は、情報源を新聞と知人

としている傾向が見られる。これは情報媒体の伝達範囲

の影響による結果であると考えられる。 

 

表 9 「住居地」と「情報入手経路」のクロス集計 
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その他 

県内 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 

JAIST 0 2 1 0 1 1 0 0 4 1 10 

その他 
県外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

合計 17 9 28 14 6 25 2 7 5 17 130 

5.回答者の情報入手経路の比較 

 竹の子まつりの 1回目（H26）と 2回目（H27）の回
答者の情報入手経路について比較した結果を図2に示す。
なお1回目のアンケート調査の回収数は117件であった。 

1回目（H26）と2回目（H27）の結果を比べると、2
回目の方が、チラシと新聞を見てきた回答者が大きく減

少している。 
 チラシを見てきた回答者が減っている理由は、印刷枚

数を減らしたことが影響していると思われる。新聞を見

てきた回答者が減っている理由は、1回目に比べて新聞へ
の掲載回数が少なかったためだと考えられる。 
 

 

【今後の展開】 

 今後は、第 1回竹の子まつりと第 2回竹の子まつりの

アンケート結果を詳細に比較分析する。また、今年度の

第 3 回竹の子まつりでも来場者にアンケート調査を実施

したので、併せて比較分析を実施し、地域イベントにお

ける情報入手経路および発信効果を明らかにしたい。 
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  我が国における商店街は、戦後復興期から高度成長期

にかけて数を増やしてきており、地域の一等地で商売を

するなど、「町の顔」として存在してきた。また、まつり
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きた。しかし、社会構造の変化の中で、全国的に商店街

の衰退が数多くみられ、その結果として、「シャッター通

り」が生まれた。現在も日本全国には、数多くの「シャ

ッター通り」がある。 

こうした現状を踏まえると、地域商店街は、シャッタ

ー通りになる前に、衰退から復興し、活力のある商店街

として存在していくことが求められている。 

 

【商店街の衰退要因に関する先行研究】 

(1)衰退外部要因 

商店街の衰退要因については、いくつかの要因が挙げ

られる。第一に、大型店舗法の規制緩和である。大型店
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を守るための法律である。この法律が、1991年に改正さ

れ、2000年には廃止となった。その結果、出店件数の増

加、大手スーパー等の営業時間延長、価格競争といった
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第二に、消費者ニーズの変化である。消費者ニーズは

商品そのものへのこだわりだけでなく、買物手段におい

ても変化してきた。通信販売、訪問販売等の無店舗販売

や配達形式の販売が増加した。これによって、消費者は

外に出かけることをせずに商品を購入できるようになっ

た。 また、車社会の進展で自家用車の保有率が高まり、

郊外の大規模駐車場を整備した大型小売店が相次いで進

出し、これに伴い郊外へ買物に出るという動きもみられ、
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第一に、商店街に集客力のある中核施設や魅力ある個

性が欠如していることである。ここ数年新たに立地され

た大型商業施設では単に買物をできる小売機能に見る、

体験するといったアメニティ機能を付加したものが多く

見られるようになってきた。これらの施設には多様化し

た消費者ニーズに対応するためテーマ性を持たせたり、

来街者の滞留性を強めるなど様々な集客装置がビルトイ

ンされている。また、そのような演出力のない場合は、

徹底した低価格化（エブリデイ・ロー・プライス等）や

専門分野への特化が集客装置になり得る。このような特

徴を持たない商店街は消費者の流出に歯止めをかけられ

ないのが実情である。 

第二に、個々の商店が消費者ニーズの変化に対応した

魅力を創出できなかったことである。元々地域内では中

心的な商業集積であったため、競合する商店も少なくい

わば殿様商売ができた。特段の経営努力がなくても事業

を継続することに支障はなかった。しかし、このような

経営環境のなかで、消費者ニーズに合った商品構成、価

格面での対応、店づくり（店舗レイアウト）等の経営努

力が欠如していたため、結果的に消費者の商店街（中小

小売店）離れを加速させてしまったと考えられる。 

第三に、廃業あるいは移転・倒産等によって空店舗が

増えてきたことである。95年の中小企業庁の商店街実態

調査によると、空店舗があるという商店街は全体の７割

近くもあり、空店舗増加の主因は後継者不足による廃

業・移転であるとされている。 

特に家族経営の中小小売店の場合、先行き不透明な状

況のなかで、後継者（経営者の血縁者）に事業を継承す

ることが困難になりつつあり、廃業や転業を余儀なくさ

れている商店も少なくない。このため、自社の経営状況
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が悪化していても、あえて対策を講じる意欲を持たず、

成り行きにまかせている経営者も多い。また、空店舗の

増加により商店街内の業種構成に偏りが生じ、商店街全

体の活気を低下させている。 

第四に、個の集団である商店街組織を牽引するリーダ

ーシップの欠如である。大型店の出店攻勢やコンビニエ

ンスストア等の新業態に対抗するには、商店街としてあ

る程度まとまった意思統一がなければ実行することが困

難である。しかし、多くの個別店から成る商店街では、

組合員の総意や協力を得ることが難しく、また、商店街

組合を統率できる人材も不足していることから、活性化

への取り組みが進まないのが実情とされている。１ 

 

【研究の目的】 

これまでの商店街の衰退を踏まえ、山形市内の中心商

店街の現状を明らかにし、イベントやまつりによる、商

店街の活性化、経済効果を明らかにすること。 

  また、イベントやまつりの成功によって商店街を訪れ

る観光客数にどういった変化がみられるのかを明らかに

すること。 

 

【研究方法】 

１、山形市内の中心商店街「十日町商店街」「本町商店

街」「七日町商店街」を対象に大きいイベント、まつり

における観光客数、経済効果の調査を行った。 

２、また、「十日町商店街」「本町商店街」「七日町商店

街」を訪れる観光客数を調査し、分析を行った 

 

【山形市内の中心商店街の現状と取り組み】 

 山形市の中心市街地は、城下町として発展し、山形商

人発祥の地でもあり、町人文化の繁栄による地域の伝統

（初市、まつりなど）が継承されている所である。山形

市内でも大型店が次々と郊外に開店する一方、中心市街

地の大型店は閉鎖が相次いでいる。車社会の進展や郊外

型大型店の進出をはじめとする商業環境等の変化を受け、

中心市街地の空洞化が進んでいるのである。 

大型量販店が撤退した跡地を、商店街が平成 5年から

借り受け、イベント広場として利用してきた。その広場

が、平成15年に山形市七日町土地区画整理事業により都

市公園『ほっとなる広場』として生まれ変わった。商店

街の真中に位置するこの広場を活用して、賑わい創出の

拠点として各種事業を展開している。 

賑わい創出事業として、毎週定例の事業から、毎月定

例のもの、その他スポット的なイベントを、市内を中心

とする各種団体との連携により年間約70回開催し、その

効果を倍増させることに成功している。イベント参加者

がイベントの仕掛け人となることにより、自分の街とし

ての意識付けにも大きな期待が持てる。 

(1)ほっとなる朝採り金曜市 

・市内近郊の農家を中心に毎回 26組の出店 

・その日の朝に採れた野菜が中心。その他自分達で作っ

た漬物や惣菜を販売。 

(2)七日町ナイトバザール 

・七日町商店街最大のイベント。夏と冬の年 2 回、各店

が通常より閉店時間を延長し、当日限定の様々なサー

ビス企画を用意。さらに、周辺駐車場の無料開放や循

環バスの無料延長運行、託児サービスなどを行う。 

 (3)七日町新春初売り 

・正月 2日から。初売り特価はもちろん、お楽しみ福袋

も多数用意して販売 

(4)山形市初市 

・江戸時代初期から続く伝統行事。1月 10日に杵や臼と

いった木製品、初飴や団子木といった縁起物、蕪や白髭

など初市ならではの品々から、飲食露店など約 250件が

軒を連ねる。 

(5)七日町老舗料亭鍋祭り 

・毎年 2月第 1日曜日に市内老舗 3料亭との連携により

老舗特製の鍋料理販売。 

(6)スプリングフェスティバル 

・「こどもの日」恒例の大人気イベント。日頃、子ども達

が興味を抱いている特殊車輌（働く車）約30台を展示し、

直に接する機会を与えると共に、子ども達に交通安全指

導等を行い、社会参加、防犯、防災などの意識啓蒙を促

す 

(7)キャンドルスケープ 

・「100万人のキャンドルナイト」山形版。毎年6月、12

月にみんなでリサイクルした無数のロウソクが山形の街

を照らす。 

(8)花笠サマーフェスティバル 

 ・8月 4日「山形花笠まつり」を華やかに盛り上げるた

め、花笠パレードの行われるコースを会場に、地元商店

街参加の「サマーフェスティバル」と県内全市町村の特

産品を一同に集めた「山形県観光物産市」を同時に開催

する。 

(9)エコリンピックin七日町 

・毎年 9月に、20以上の団体や企業、学校等との連携事

業で、持続可能な地域社会づくりに向けた環境美化と資

源循環を体験する参加型イベント。 

(10)七日町一帯ドリンクテーリング大会 

・毎年 9月、夜の飲食店の活性化と新規顧客の獲得を目

的にとしてスタート。全国の商店街がこぞって真似する

画期的なスタンプラリー形式のイベント 

(11)光のプロムナード 

・ 山形の冬の風物詩。年末年始恒例のイルミネーショ

ン事業。今年も約10万個の暖かい光が街を包み込みます。

点灯初日は「点灯式」が開催される。２，３ 

 

 【山形花笠まつりの現状】 

  山形花笠まつりは、東北4大祭りのひとつで、昭和38

年に誕生した。当初は蔵王開山 1250年を記念した「蔵王

夏まつり」の付帯行事の1つとして「花笠音頭パレード」

として開催されたものであり、今年は第54回目を迎える

祭りである。初回は 1日しか行われていなかった祭りで

あるが、第 2回目からは開催期間が 3日間から 4日間行

われるようになり、平成4年から8月 5日、6日、7日の

3日間行われ、現在に至っている。 

  山形花笠まつりは第 1回から観光客を多く集客し、昭

和 57年には初の100万人を集客するまつりとなり、山形

県内で 1番のまつりとなった。また、東北 6県の主要な

夏祭りでも8位にランクされている。＜図1＞ 

 

出所：日本銀行青森・秋田・仙台・福島支店（HPより） 

 

しかし、昭和57年に100万人を超えてからは、天候が悪

かった期間を除いては、毎年100万人前後の観光客を集客

してはいるものの、大きく増加していないのが現状となっ

ている。＜図2＞ 

 

山形花笠まつり30年のあゆみ（山形県花笠協議会発行）

及び山形県花笠協議会総会資料より筆者加工 

 

  山形花笠まつりの経済効果であるが、まつり期間中の

経済波及効果が大きい産業部門は、運輸付帯サービス（駐

車場サービス）・飲食店・商業の順となっており、近年で

は自家用車による個人観光客が多く訪れている傾向がみ

られる。 

 また、地元金融機関の調査によると、104 部門ある産業

部門の中で、91部門に経済波及効果が広がるなど、山形

花笠まつりの開催によるメリットが多くの産業に及んで

いる。＜図3＞ 

 経済波及効果の大きい産業部門 

順位 部門 経済波及効果
1 運輸付帯サービス 1,906
2 飲食店 1,360
3 商業 1,297
4 その他の対個人サービス 1,021
5 鉄道運輸 755
6 金融・保険 631
7 住宅賃貸料 455
8 娯楽サービス 390
9 道路輸送 389
10 ホテル・旅館 273  

出所：山形銀行調査月報2009年 9月号 

 

【山形市内中心商店街の観光客】 

  ＜図2＞では、山形花笠まつりが開催された際に山形

市内を訪れた観光客数であるが、実際に、中心商店街を

訪れる訪問者数はどのくらいいるかについて調査を行っ

た。 

  以下の図は、山形花笠まつりの開催場所でもある山形

市中心市街地の七日町商店街、本町商店街、十日町町商

店街を訪れた訪問者の9年分のデータをまとめたもので

ある＜図４＞ 
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出所：山形市役所 

 

 ＜図４＞を見てわかるが、商店街自体を訪れる訪問者

数は増加していない。むしろ減少傾向にある。 

 

【新しい大型イベント】 

近年、新しく観光客数の増加を図るため、新しい大型

イベントが企画された。その名も「日本一さくらんぼま

つり」である。このまつりのコンセプトは、まつりを通

して、参加者と地元商店街、観光客と果樹園等の産地、

若者と子ども・お年寄りなど、様々な人がつながること

で、山形から“元気”を発信することである。 

このまつりも山形市内の中心商店街にて行われるまつ

りであり、まつりの内容としては、山形県の特産品であ

るさくらんぼを使って、日本一巨大な流しさくらんぼや

さくらんぼ種飛ばし、さくらんぼの無料配布などイベン

ト盛りだくさんのまつりである。 

この日本一さくらんぼまつりは、平成24年に第一回が

開催されてから、今年で第五回を迎えるまつりで、6月中

旬の土曜日、日曜日の2日間で開催されるまつりとなっ

ている。 

この5年間における日本一さくらんぼまつりの来場者

数を以下にまとめた。＜図５＞ 

 

筆者作成 

 

日本一さくらんぼまつりは、第一回から今年に至るまで、

来場者数を大きく増加させるまつりとなっており、今後

このまま増加すれば、山形花笠まつりにも匹敵する大き

なまつりとなる期待が持てるまつりである。 

 

【考察・今後の展開】 

  商店街を訪れる観光客数は、減少傾向であり、大きい

イベントである山形花笠まつりの来訪者数も近年はあま

り大きな変化が見られていない。上記の研究において、

まつり自体には、観光客を定期的に商店街に呼ぶ力は弱

いと考えられる。しかし、一時的に観光客を呼ぶ力と商

店街への経済効果が大きいというのもまた事実である。 

  今後、商店街を活性化させていく方法としては、月に

数回定期的にイベントやまつりを企画し、商店街の賑わ

いを出し、商店街を訪れる人を減らさないようにし、従

来のまつりはもちろん、新しい大きなまつりで商店街へ

多くの観光客が訪れる機会を増やすことが、商店街が今

まで以上に活性化していくためには必要である。 

 

【引用・参考文献】 

１村田丈二「商店街のサバイバル戦略 －活性化実現に向

けての７つの条件－」 

日本総研 Business & Economic Review 1997 年 04 月号

http://www.jri.co.jp/page.jsp?id=16521 

２中小企業庁「がんばる商店街 77選」 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/shouten

gai77sen/nigiwai/2touhoku/1_touhoku_06.html 

３山形市商店街連合会「七日町商店街振興組合」 

http://sisyouren.main.jp/ 

４金子哲雄「今どき儲かる商店街」2008 

 

【参考資料】 

山形花笠まつりの公式データ 

山形銀行調査月報2009年 9月号 

 

1 
 

地域の福祉力向上を目的とした介護人材の専門職化の検討 
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Keyword：地域の福祉力、介護人材、専門職化 

 

【背景・問題意識】                  

わが国の 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）、団塊の世代（約800

万人）が 75 歳以上となる 2025（平成 37）年以降は、

75 歳以上の後期高齢者が 3,658 万人（高齢化率

30.3％）に増加すると予想されている。それに伴い、

認知症や医療ニーズを併せもつ中重度の要介護高齢

者も増加し、国民の医療・介護の需要が、さらに増加

することが見込まれている。  

それに対応するために厚生労働省は、2025（平成37）

年を目途に、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で尊

厳をもって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、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステ

ム」の構築を推進している。（１） 

 地域包括ケア推進の重要な基盤である介護人材はそ

の役割・機能も大きく変化してきている。介護予防か

ら看取りまで幅広い介護ニーズへの対応には多職種と

のチームケアが不可欠であることから医療、看護、リ

ハビリテーション等の領域についても基本的な理解が

必要であり、また介護する家族、医療・介護チーム、

地域関係者に対し分かりやすい説明や円滑なコミュニ

ケーションを通じて、地域の福祉力向上にも貢献する

ことが求められているからである。このような介護人

材を量・質ともに安定的に確保することは喫緊の課題

である。 

 介護職員数（訪問系・通所系・入所系、小規模多機能

他の常勤・非常勤を含めた実人員数）の状況は、要介護

者数とサービス量の増加に伴い、介護保険制度が施行さ

れた平成12年度の54.9万人から平成25年度176.5万人

（厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」）と13

年間で約３倍に増加している（介護労働安定センター

「平成25年度介護労働実態調査」）。そのため介護分野

の有効求人倍率も1.82と、全職業0.93に比較して約２倍

という高い水準にあることから（平成25年厚生労働省

「職業安定業務統計」）、介護人材は大きく不足してい

ることが分かる。 

 人材の量的確保を図るため、訪問介護サービス以外の

通所、居住・入所系のサービスには資格要件の定めはな

く、無資格であっても介護職員として働くことができる。

現状では介護福祉士の学卒者の割合は全体の２割に留

まり、一般労働市場や無資格の新規学卒者に人材供給を

大きく依存している。労働政策研究報告書では「こうし

た構造であるということは、景気変動による他産業から

の人材需給の影響を強く受けやすいこと、未熟練の労働

者に依存するためサービスの質の確保が難しいこと、事

業所に人材育成の負担が重くかかることを意味する。サ

ービスの持続可能性やサービスの質への国民からの信

頼確保という点で、極めて脆弱な構造であるといえる。」

（２）と述べており、介護人材の量の確保に加えて質の確

保が求められる。 

厚生労働省は、人材の量的確保と質的確保を両輪と

して、介護人材の「量」と「質」の好循環を進めると

いう視点に立ち、その上で「参入促進」「労働環境・

処遇改善」「資質の向上」という３つのアプローチに

よる総合的な政策対応を図るとしている。質的確保は

具体的には、キャリアパス・専門性の確立に取り組む

こととしている。（厚生労働省「2025年に向けた介護

人材の確保」H27.2.25） 

  キャリアパスとは「長期的な職務の道や展望のこと」

である（全国社会福祉施設経営者協議会 介護保険事業

経営委員会「キャリアパスガイドライン（仮称）（中間

報告）」 H21.12.24）。介護事業所は「キャリアパス制

度」を導入し、ポストや仕事・能力･資格･経験等

に応じた処遇を制度化することで「処遇改善加算」

を確保し、収益向上を図っている。この加算に係る算定

状況をみると、93.85％という大半の事業所が「加算Ⅰ」

を取得していることから、これだけで見ると日本の介護

事業所ではキャリアパス制度は既に整備されているよ

うだ（第107回介護給付費分科会H26.9.3）資料）。 

さらに介護職員のキャリアパスに関する研究は、地域

包括ケアにおいて求められる介護人材の能力とその養

成のための教育課題を提言した研究(３)、採用やキャリア

アップなどを基礎にした人材育成の手法と実践例の紹
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出所：山形市役所 

 

 ＜図４＞を見てわかるが、商店街自体を訪れる訪問者

数は増加していない。むしろ減少傾向にある。 

 

【新しい大型イベント】 

近年、新しく観光客数の増加を図るため、新しい大型

イベントが企画された。その名も「日本一さくらんぼま

つり」である。このまつりのコンセプトは、まつりを通

して、参加者と地元商店街、観光客と果樹園等の産地、

若者と子ども・お年寄りなど、様々な人がつながること

で、山形から“元気”を発信することである。 

このまつりも山形市内の中心商店街にて行われるまつ

りであり、まつりの内容としては、山形県の特産品であ

るさくらんぼを使って、日本一巨大な流しさくらんぼや

さくらんぼ種飛ばし、さくらんぼの無料配布などイベン

ト盛りだくさんのまつりである。 

この日本一さくらんぼまつりは、平成24年に第一回が

開催されてから、今年で第五回を迎えるまつりで、6月中

旬の土曜日、日曜日の2日間で開催されるまつりとなっ

ている。 

この5年間における日本一さくらんぼまつりの来場者

数を以下にまとめた。＜図５＞ 
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日本一さくらんぼまつりは、第一回から今年に至るまで、

来場者数を大きく増加させるまつりとなっており、今後

このまま増加すれば、山形花笠まつりにも匹敵する大き

なまつりとなる期待が持てるまつりである。 

 

【考察・今後の展開】 

  商店街を訪れる観光客数は、減少傾向であり、大きい

イベントである山形花笠まつりの来訪者数も近年はあま

り大きな変化が見られていない。上記の研究において、

まつり自体には、観光客を定期的に商店街に呼ぶ力は弱

いと考えられる。しかし、一時的に観光客を呼ぶ力と商
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数回定期的にイベントやまつりを企画し、商店街の賑わ

いを出し、商店街を訪れる人を減らさないようにし、従
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まで以上に活性化していくためには必要である。 
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えており（国民の約４人に１人）、団塊の世代（約800

万人）が 75 歳以上となる 2025（平成 37）年以降は、

75 歳以上の後期高齢者が 3,658 万人（高齢化率

30.3％）に増加すると予想されている。それに伴い、

認知症や医療ニーズを併せもつ中重度の要介護高齢

者も増加し、国民の医療・介護の需要が、さらに増加

することが見込まれている。  

それに対応するために厚生労働省は、2025（平成37）

年を目途に、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で尊

厳をもって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、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステ

ム」の構築を推進している。（１） 

 地域包括ケア推進の重要な基盤である介護人材はそ

の役割・機能も大きく変化してきている。介護予防か

ら看取りまで幅広い介護ニーズへの対応には多職種と

のチームケアが不可欠であることから医療、看護、リ

ハビリテーション等の領域についても基本的な理解が

必要であり、また介護する家族、医療・介護チーム、

地域関係者に対し分かりやすい説明や円滑なコミュニ

ケーションを通じて、地域の福祉力向上にも貢献する

ことが求められているからである。このような介護人
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れた平成12年度の54.9万人から平成25年度176.5万人

（厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」）と13

年間で約３倍に増加している（介護労働安定センター
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という高い水準にあることから（平成25年厚生労働省

「職業安定業務統計」）、介護人材は大きく不足してい

ることが分かる。 

 人材の量的確保を図るため、訪問介護サービス以外の

通所、居住・入所系のサービスには資格要件の定めはな

く、無資格であっても介護職員として働くことができる。

現状では介護福祉士の学卒者の割合は全体の２割に留

まり、一般労働市場や無資格の新規学卒者に人材供給を
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処遇改善」「資質の向上」という３つのアプローチに

よる総合的な政策対応を図るとしている。質的確保は

具体的には、キャリアパス・専門性の確立に取り組む

こととしている。（厚生労働省「2025年に向けた介護

人材の確保」H27.2.25） 

  キャリアパスとは「長期的な職務の道や展望のこと」

である（全国社会福祉施設経営者協議会 介護保険事業

経営委員会「キャリアパスガイドライン（仮称）（中間

報告）」 H21.12.24）。介護事業所は「キャリアパス制

度」を導入し、ポストや仕事・能力･資格･経験等

に応じた処遇を制度化することで「処遇改善加算」

を確保し、収益向上を図っている。この加算に係る算定

状況をみると、93.85％という大半の事業所が「加算Ⅰ」

を取得していることから、これだけで見ると日本の介護

事業所ではキャリアパス制度は既に整備されているよ

うだ（第107回介護給付費分科会H26.9.3）資料）。 

さらに介護職員のキャリアパスに関する研究は、地域

包括ケアにおいて求められる介護人材の能力とその養
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介（４）、中間管理者層に求められる資質・能力を明確に

し、必要な研修内容を提示した研究（７）などキャリアパ

ス制度に関する報告はあるが、具体的な運用・評価に関

する研究は見当たらない。 

 そして介護サービス事業運営上の問題点と

して「良質な人材の確保が難しい」が 53.9％

と最も高く、介護職員は悩み、不安、不満の解

消に「役立つと思う」取組みとして「介護能力

向上に向けた研修」が最も多く挙げられている

にもかかわらず、人材育成の方策として「教

育・研修計画をたてている」が約６割弱と少な

い（５）。 

 それらの現状から田島は「キャリアパスは、

昇進の道筋ではなく（一部は含まれるが）、キ

ャリアステージごとの役割を明確にするもの」

と述べ、階層ごとの研修を実施していない法人、

事業所が多くみられることや、また経営理念や

行動規範を様々な方法で職員、利用者、地域住

民への「見える化」が必要と述べる（８）。 

 その一方で保健師・助産師・看護師等の専門

職では、専門職的能力の段階を「キャリアラダ

ー」と表現している。キャリアラダーは「それ

ぞれの職務内容や必要なスキルを明確にし、下

位職から上位職へはしごを上るように移行で

きるキャリア向上の道筋とそのための能力開

発の機会を提供する仕組み」と定義される。保

健師に当てはめると、保健師のキャリアラダー

に示された能力をどのよう業務経験の中で体

得し、どのような研修を受講して身に付け、そ

れをどのような部署で発揮し、次にどのような

業務や職位をたどっていくのかを可視化した

ものがキャリアパスであるとしている（６）。 

 介護人材はこれまで様々な専門的研修を受講

しても、それは単なるスキルアップと捉え、キ

ャリアラダーとして認識することは不十分であ

り、組織においてもキャリアラダーとして位置

づけ評価する仕組みがないようだ。このことは

介護職がもつ知識・技術が個々の中にだけ収め

られ、専門職としての能力を自分自身が低く評

価することにつながっているのかもしれない。 

つまり介護職として専門職化が図られてこな

かったということが問題であり、そのことが介 

護人材の量・質・魅力を低下させていたのか

もしれない。この介護人材の専門職化が進まない

ことは、地域包括ケアシステムの基盤がゆらぐことで

あり、地域住民にとっても「介護離職」に直面する危

機を孕んでいる。 

 

【目的】                   

介護福祉士へのインタビューを通じて現在

の問題点を把握した上で、地域包括ケアシステム

構築の重要な基盤となる介護人材の量的・質的充実を

図り、介護職の専門職化と地域の福祉力向上を実現す

るモデルを提案することを、本研究の目的とする。 

 

【研究方法】                   

  調査対象：本学を卒業した介護福祉士８人（特養４ 

人、老健１人、24時間訪問サービス１人、訪問介 

護１人、病院1人） 

調査期間：2016年３月～５月 

調査方法：半構造化面接 

調査内容：卒業後のキャリア形成の現状、施設内研 

修・施設外研修機会の有無と受講状況、事業所と地 

域との関わりの現状、等 

倫理的配慮：対象者には研究目的、守秘義務を説明 

し、利益と損失、協力の意志選択および中断の権利 

等について口頭で説明のうえ同意を得た。 

 

【結果と考察】                        

（１）キャリアパスの現状 

  卒業生Ｄは、養成校を卒業して11年経ち、現場では

ベテランの域にある。「卒後すぐに就職した病院の新

人教育はきめ細かく、教育体制が整っていた。看護師

と連携するため勉強が欠かせず、日々苦労したが、そ

の経験があったので成長することができ、自信につな

がっている。職場を移り現在の施設では、キャリアパ

ス制度は形だけで教育体制はまったくできていない。

しかも有資格者で経験者ともなると、『もう分かって

いるから大丈夫だね』と言われ研修機会も得られなか

った。リーダーになって良いケアを追求したいとは思

うが、役割と責任ばかりが増えるので上の階層にはむ

しろなりたくない。自分の介護がしっかりできていれ

ば良いと思っている。」と話す。 

  キャリアを積ね、能力・スキルが向上し、階層が上
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がればより高度な役割が求められるのがキャリアパ

ス制度だが、実際の体制やケアのレベルが追いついて

いない場合は、階層が上がることで自身がつぶれる不

安があるということだ。卒業生Ｈはその１人である。

「経験を積むことで理想のケアの形が見えてきた。リ

ーダーに昇格したが、フロアの介護職と価値意識が異

なり、職員の教育は非常に苦労が多かった。そのうち

自分が健康を損ねてしまった。経験は積んできたが、

中間管理職としての指導方法は教わったことがなか

ったのも原因だと思う。」と話す。 

労働環境によりキャリアには違いがあり、特に先

輩層が薄い職場、無資格者が多い事業所、小規模な

事業所では、介護福祉士としての経験が浅い段階か

ら役職を担うことになり、年齢や経験に比べて求め

られる役割が大きい。一般に介護業界は昇進が比較

的早い傾向が見られるのは介護人材の不足、人材層

の薄さによるものである。しかしスキルが不十分な

段階でのキャリアアップを期待されることは就業継

続に悪影響をきたす場合がある。 

また職位の高低に関わらず、ただ言われたことを

やるだけの業務遂行型の職員が多い場合は、向上心

のある者にとっては負担が大きく、他の事業所に移

るきっかけともなっている。卒業生 Fは養成校卒業

後 4年制大学に進学し、大卒後、有資格者として訪

問介護事業所で働いている。「副主任となり、物が言

える立場になったが、ベテランといわれている昔か

らの介護職員のなかには、古い介護の知識・技術、

慣習が残っていて、現在の制度や技術の流れについ

ていこうとせず改革が難しい。」と話す。また卒業生

Ｂは、「介護の現場では、様々なレベルの介護職員が

働いており、介護福祉士であっても介護の視点や技

術・根拠等は人それぞればらばらで介護に統一感が

ないと感じる。（中略）介護職員のレベルに差があり、

伝えたい事がきちんと伝わらないことがあり、基礎

知識のなさを感じる。」と話す。資格取得ルートの違

いから、養成校で学んだことが現場で活かしにくく、

現場では介護職の専門職化は進んでいない状況が垣

間見える。 

 病院に就職した卒業生Ｇは「教育体制が整ってお

り、看護師との連携の必要から就職後も常に勉強を

しているが、介護職は何年働いても職位が上がらな

い。」と述べる。教育体制が整っていても専門職とし

ての意識をいかに醸成していくかは課題である。 

  卒業生Ｅは卒業後 10 年で小規模多機能ホームで

働いた後、同法人の24時間訪問サービスの管理者と

なった。組織が人材育成に非常に力を入れているた

め、これまでに様々な研修を受講した。これについ

て「学習意欲があれば、求めに応じて研修に行かせ

てくれた。」と言う。この組織ではキャリアパスの

整備が実体を伴っており、自分の思うキャリアを歩

むことが可能なようだ。 

 卒業生ＡとＣ（特養）は、まだ就職して１～３年

で経験が浅い。職場は異なるがどちらも「教育体制

が整っており、キャリアパスが整備されている。し

かし、その内容は上の職員しか知らない。」と話す。 

 

（２）キャリアラダーについて 

  卒業生Ｂの就職した特養では、キャリアパスの体制

を整備し、職員に様々な学習機会を与えている。また、

施設と養成校教員が連携し、数年前からポジショニン

グに取り組んでいる。卒業生Ｂはポジショニング委員

として、介護主任と共に教員と現場のコーディネータ

ー的な役割を担っている。職員のスキルが徐々に向上

してきたことから、ポジショニングのキャリアラダー

構築をすすめている。このラダーづくりは、現場の介

護職員と共に検討を進めていることから、介護職員の

関心も高く「自分も受験したい」との声も聞かれてい

る。 

 

（３）地域との関わりについて 

地域包括ケアシステムの構築に向け、介護事業者には

地域社会における住民相互の支えあいや組織化の支援

といった役割も期待されていることから、介護人材確保

に向けた課題として、地域社会に開かれた事業所運営が

人材確保にも貢献する可能性があるという意識の共有

と事例の蓄積についてのさらなる検討が必要であると

している（７）。  

また平成28年６月の厚生労働省通知「社会福祉法人の

『地域における公益的な取り組み』について」の取り組

みをしている事業所がみられる。単に会議室や広間を介

護予防事業や地域の団体に貸し出す場所の提供から、地

域のニーズ調査を実施して施設として対応できること

に取り組むといった地域貢献をしているところまであ

る。その取り組み方は事業所により様々であるが、介護
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介（４）、中間管理者層に求められる資質・能力を明確に

し、必要な研修内容を提示した研究（７）などキャリアパ

ス制度に関する報告はあるが、具体的な運用・評価に関

する研究は見当たらない。 

 そして介護サービス事業運営上の問題点と

して「良質な人材の確保が難しい」が 53.9％

と最も高く、介護職員は悩み、不安、不満の解

消に「役立つと思う」取組みとして「介護能力

向上に向けた研修」が最も多く挙げられている

にもかかわらず、人材育成の方策として「教

育・研修計画をたてている」が約６割弱と少な

い（５）。 

 それらの現状から田島は「キャリアパスは、

昇進の道筋ではなく（一部は含まれるが）、キ

ャリアステージごとの役割を明確にするもの」

と述べ、階層ごとの研修を実施していない法人、

事業所が多くみられることや、また経営理念や

行動規範を様々な方法で職員、利用者、地域住

民への「見える化」が必要と述べる（８）。 

 その一方で保健師・助産師・看護師等の専門

職では、専門職的能力の段階を「キャリアラダ

ー」と表現している。キャリアラダーは「それ

ぞれの職務内容や必要なスキルを明確にし、下

位職から上位職へはしごを上るように移行で

きるキャリア向上の道筋とそのための能力開

発の機会を提供する仕組み」と定義される。保

健師に当てはめると、保健師のキャリアラダー

に示された能力をどのよう業務経験の中で体

得し、どのような研修を受講して身に付け、そ

れをどのような部署で発揮し、次にどのような

業務や職位をたどっていくのかを可視化した

ものがキャリアパスであるとしている（６）。 

 介護人材はこれまで様々な専門的研修を受講

しても、それは単なるスキルアップと捉え、キ

ャリアラダーとして認識することは不十分であ

り、組織においてもキャリアラダーとして位置

づけ評価する仕組みがないようだ。このことは

介護職がもつ知識・技術が個々の中にだけ収め

られ、専門職としての能力を自分自身が低く評

価することにつながっているのかもしれない。 

つまり介護職として専門職化が図られてこな

かったということが問題であり、そのことが介 

護人材の量・質・魅力を低下させていたのか

もしれない。この介護人材の専門職化が進まない

ことは、地域包括ケアシステムの基盤がゆらぐことで

あり、地域住民にとっても「介護離職」に直面する危

機を孕んでいる。 

 

【目的】                   

介護福祉士へのインタビューを通じて現在

の問題点を把握した上で、地域包括ケアシステム

構築の重要な基盤となる介護人材の量的・質的充実を

図り、介護職の専門職化と地域の福祉力向上を実現す

るモデルを提案することを、本研究の目的とする。 

 

【研究方法】                   

  調査対象：本学を卒業した介護福祉士８人（特養４ 

人、老健１人、24時間訪問サービス１人、訪問介 

護１人、病院1人） 

調査期間：2016年３月～５月 

調査方法：半構造化面接 

調査内容：卒業後のキャリア形成の現状、施設内研 

修・施設外研修機会の有無と受講状況、事業所と地 

域との関わりの現状、等 

倫理的配慮：対象者には研究目的、守秘義務を説明 

し、利益と損失、協力の意志選択および中断の権利 

等について口頭で説明のうえ同意を得た。 

 

【結果と考察】                        

（１）キャリアパスの現状 

  卒業生Ｄは、養成校を卒業して11年経ち、現場では

ベテランの域にある。「卒後すぐに就職した病院の新

人教育はきめ細かく、教育体制が整っていた。看護師

と連携するため勉強が欠かせず、日々苦労したが、そ

の経験があったので成長することができ、自信につな

がっている。職場を移り現在の施設では、キャリアパ

ス制度は形だけで教育体制はまったくできていない。

しかも有資格者で経験者ともなると、『もう分かって

いるから大丈夫だね』と言われ研修機会も得られなか

った。リーダーになって良いケアを追求したいとは思

うが、役割と責任ばかりが増えるので上の階層にはむ

しろなりたくない。自分の介護がしっかりできていれ

ば良いと思っている。」と話す。 

  キャリアを積ね、能力・スキルが向上し、階層が上
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がればより高度な役割が求められるのがキャリアパ

ス制度だが、実際の体制やケアのレベルが追いついて

いない場合は、階層が上がることで自身がつぶれる不

安があるということだ。卒業生Ｈはその１人である。

「経験を積むことで理想のケアの形が見えてきた。リ

ーダーに昇格したが、フロアの介護職と価値意識が異

なり、職員の教育は非常に苦労が多かった。そのうち

自分が健康を損ねてしまった。経験は積んできたが、

中間管理職としての指導方法は教わったことがなか

ったのも原因だと思う。」と話す。 

労働環境によりキャリアには違いがあり、特に先

輩層が薄い職場、無資格者が多い事業所、小規模な

事業所では、介護福祉士としての経験が浅い段階か

ら役職を担うことになり、年齢や経験に比べて求め

られる役割が大きい。一般に介護業界は昇進が比較

的早い傾向が見られるのは介護人材の不足、人材層

の薄さによるものである。しかしスキルが不十分な

段階でのキャリアアップを期待されることは就業継

続に悪影響をきたす場合がある。 

また職位の高低に関わらず、ただ言われたことを

やるだけの業務遂行型の職員が多い場合は、向上心

のある者にとっては負担が大きく、他の事業所に移

るきっかけともなっている。卒業生 Fは養成校卒業

後 4年制大学に進学し、大卒後、有資格者として訪

問介護事業所で働いている。「副主任となり、物が言

える立場になったが、ベテランといわれている昔か

らの介護職員のなかには、古い介護の知識・技術、

慣習が残っていて、現在の制度や技術の流れについ

ていこうとせず改革が難しい。」と話す。また卒業生

Ｂは、「介護の現場では、様々なレベルの介護職員が

働いており、介護福祉士であっても介護の視点や技

術・根拠等は人それぞればらばらで介護に統一感が

ないと感じる。（中略）介護職員のレベルに差があり、

伝えたい事がきちんと伝わらないことがあり、基礎

知識のなさを感じる。」と話す。資格取得ルートの違

いから、養成校で学んだことが現場で活かしにくく、

現場では介護職の専門職化は進んでいない状況が垣

間見える。 

 病院に就職した卒業生Ｇは「教育体制が整ってお

り、看護師との連携の必要から就職後も常に勉強を

しているが、介護職は何年働いても職位が上がらな

い。」と述べる。教育体制が整っていても専門職とし

ての意識をいかに醸成していくかは課題である。 

  卒業生Ｅは卒業後 10 年で小規模多機能ホームで

働いた後、同法人の24時間訪問サービスの管理者と

なった。組織が人材育成に非常に力を入れているた

め、これまでに様々な研修を受講した。これについ

て「学習意欲があれば、求めに応じて研修に行かせ

てくれた。」と言う。この組織ではキャリアパスの

整備が実体を伴っており、自分の思うキャリアを歩

むことが可能なようだ。 

 卒業生ＡとＣ（特養）は、まだ就職して１～３年

で経験が浅い。職場は異なるがどちらも「教育体制

が整っており、キャリアパスが整備されている。し

かし、その内容は上の職員しか知らない。」と話す。 

 

（２）キャリアラダーについて 

  卒業生Ｂの就職した特養では、キャリアパスの体制

を整備し、職員に様々な学習機会を与えている。また、

施設と養成校教員が連携し、数年前からポジショニン

グに取り組んでいる。卒業生Ｂはポジショニング委員

として、介護主任と共に教員と現場のコーディネータ

ー的な役割を担っている。職員のスキルが徐々に向上

してきたことから、ポジショニングのキャリアラダー

構築をすすめている。このラダーづくりは、現場の介

護職員と共に検討を進めていることから、介護職員の

関心も高く「自分も受験したい」との声も聞かれてい

る。 

 

（３）地域との関わりについて 

地域包括ケアシステムの構築に向け、介護事業者には

地域社会における住民相互の支えあいや組織化の支援

といった役割も期待されていることから、介護人材確保

に向けた課題として、地域社会に開かれた事業所運営が

人材確保にも貢献する可能性があるという意識の共有

と事例の蓄積についてのさらなる検討が必要であると

している（７）。  

また平成28年６月の厚生労働省通知「社会福祉法人の

『地域における公益的な取り組み』について」の取り組

みをしている事業所がみられる。単に会議室や広間を介

護予防事業や地域の団体に貸し出す場所の提供から、地

域のニーズ調査を実施して施設として対応できること

に取り組むといった地域貢献をしているところまであ

る。その取り組み方は事業所により様々であるが、介護
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福祉士が日頃の介護業務の中から得られた知見や介護

技術、介護予防につながる啓発等を地域住民に向けて行

う諸活動の報告は見当たらなかった。 

 

Ⅴ.結論・今後の展開                 

地域包括システムの構築を進めるにあたり、その基

盤となる介護人材の量的・質的確保が重要である。そ

のためには、介護人材の専門職化をはかることが必要

であり、キャリアパスの構築だけでは図れない。スキ

ル向上を進めるキャリアラダーのしくみが必要である。 

そして、介護人材を地域の人的資源として活用する体

制づくりをすすめること、つまり介護職が日頃の業務で

行っている専門的なケアを地域住民の福祉に活かすル

ートをつくるとことである。 

例えば、ポジショニングやシーティングに取り組んで

いる施設であれば、その知識・技術や高齢者の現状など

を地域住民に伝えることができれば、地域住民の介護予

防にもつながる。あるいはおむつ外しに力を入れている

施設であれば、おむつをつけた高齢者の気持ちの理解や、

おむつを外す具体的方法を実践事例とともに話すこと

ができる。介護家族にとって有益であるだけでなく、地

域住民にとっても事前の心構えができることにもつな

がる。さらに介護職は地域の福祉力向上に貢献する人材

として、自身の介護を言語化することで、自らのアカウ

ンタビリティを果たし、同時に日ごろの介護を見直す機

会ともなる。 

この介護職の専門職化の提案は地域包括ケアシステ

ムにおける介護人材の量と質の確保を実現させ、地域の

介護力を向上し、深刻な問題である介護離職も防ぐこと

につながるだろう。現在は介護職員と地域をつなぐコー

ディネート役を含めた提供体制は確立していないこと

から、その道筋をつくることが必要である。これまでの

議論をまとめると図１のようになる。  

今後、内閣府の構想であるキャリア段位制度と、厚

労省の所掌する介護福祉士国家資格、そして資格化の

検討が始まっている認定介護福祉士との連携について

も考慮し、養成校の４年制大学化も念頭に置いて課題

の検討をすすめていきたい。 

 

(図１)介護職の専門職化と地域の福祉力向上を目指すプ

ロセスモデル 
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【背景・課題・方法】 

多世代によって営まれていた従来の農業生産システムは、

必然的に不均質な労働能力集団による労働システムであり、

障害者の社会的排除につながりにくい産業であった１。また

農業は傷痍軍人の職業的更生を目的とする就業先の役割２

を担った。しかし資本主義経済下の労働力の商品化は、作

業能力が比較的劣位な障害者を生産現場から放逐すること

を促した。また障害者の最大の就業・生活基盤である第一

次産業の衰微は、彼らの家族の負担を増加させてきた３。 

障害者自立支援法（2006年施行。現障害者総合支援法）

の就労系障害福祉サービスには、就労移行支援、就労継続

支援（A、B 型）がある。提供人数が最も多い就労継続支
援（B型）は、通常の事業所に雇用されることが困難であ
り、かつA型のような雇用契約に基づく就労が困難な者に、
就労および生産活動の機会提供等の支援を行うものである。 

障害者の就労先のうち農業は、①障害の程度や作業能力

に応じて工程を分割できる、②開放的な空間の中で作業で

き情緒が安定する――等の効果が指摘４されている。とくに

2000年代後半以降、国は障害者福祉施策、農業施策の両面

から農業法人等への障害者雇用の推進を展開し、農林水産

省は、医療や福祉分野と食料・農業分野が連携する医福食

農連携を推進してきた。福祉施設の農業参入に関しては農

地法改正（2009年）によって一部の参入方式ではNPO法
人、社会福祉法人等も対象となる等、門戸が開かれている。 

障害者の農業就労に関する研究は、個別事例の分析を中

心に蓄積が進むほか、飯田ら（2011）は、福祉施設による

農業分野の就労に関して、都道府県別の取り組み状況や、

複数事例の比較分析から、福祉と農業双方の知見を持つ人

材確保や、地域の農地の利用調整等の必要性を指摘した。

福祉施設が農業に取り組む際の課題も析出（例えば、濱田

（2013））されるなか、障害の程度や法人形態の差異を踏ま

えた効率的経営の課題については明らかにされていない。

そこで本研究では、埼玉県熊谷市の埼玉福興株式会社と同

県X市のNPO法人Yの組織ポートフォリオや農業生産の
実態から、福祉施設による農業分野の就労における経営戦

略の課題を分析する。両経営の主な共通点は①就労継続支

援（B型）、②主な利用者は知的障害者、③活動地域は、福
祉施設の農業参入が盛んな傾向がある都市近郊地域７――

である。他方、主な相違点は①経営形態、②利用者の障害

の程度（注１――である。聞き取り調査に基づき、組織の設

立経緯や目的、および農業生産状況に着目するほか、共通

して取り組む玉ねぎ生産の実態を比較する。 

 

【研究対象】 

 熊谷市とX市はともに荒川と利根川の流域にあり、東
京都心まで50～70km圏に位置する。高度経済成長期に工

業団地が形成されたほか、都市部への通勤世帯が在住も

多い。沖積土の肥沃な農地を生かした野菜作が盛んで、

それぞれの市の土地のうち農地が約５割を占める。ただ

し、農業の担い手不足による不作付けが進んでおり、対

象事例が玉ねぎ栽培する集落の不作付地（販売農家、畑）

は、埼玉福興株式会社の場合、1990年 6a、2000年 483a、

2010年 688a、NPO法人 Yの場合、1990年 112a、2000

年 764a、2010年973aと増加傾向である。 

総人口は熊谷市が減少傾向、X 市が横ばいで推移する
なか両市とも知的障害者数は増加し、最重度・重度の人

数が依然として約半数を占める（表１）。就労継続支援（B
型）の利用量の月間見込み量は増加傾向である（熊谷市：

2011年度見込み3,629人日・262人、2017年度見込み6,140

人日・307人。X市：2012年度実績 3,626人日・200人、

2017年度見込み4,805人日・270人）。 

 埼玉福興株式会社とNPO法人 Yの職員と利用者につ

表１ 対象地域における知的障害者の概況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所）埼玉県「療育手帳交付状況」および各市資料より
筆者作成。 

合計
熊谷市
2010 282 (23) 338 (28) 354 (29) 244 (20) 1,218
2011 281 (23) 337 (27) 363 (29) 257 (21) 1,238
2012 279 (23) 327 (27) 355 (29) 257 (21) 1,218
2013 295 (23) 340 (26) 361 (28) 294 (23) 1,290
2014 311 (23) 340 (26) 368 (28) 313 (23) 1,332
2015 329 (24) 327 (24) 383 (28) 338 (25) 1,377

X市
2010 208 (22) 295 (31) 300 (31) 161 (17) 964
2011 210 (21) 294 (30) 302 (31) 176 (18) 982
2012 223 (22) 297 (29) 302 (30) 192 (19) 1,014
2013 231 (22) 291 (27) 317 (30) 222 (21) 1,061
2014 232 (21) 292 (27) 328 (30) 240 (22) 1,092
2015 243 (21) 301 (27) 327 (29) 263 (23) 1,134
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福祉士が日頃の介護業務の中から得られた知見や介護

技術、介護予防につながる啓発等を地域住民に向けて行

う諸活動の報告は見当たらなかった。 

 

Ⅴ.結論・今後の展開                 

地域包括システムの構築を進めるにあたり、その基

盤となる介護人材の量的・質的確保が重要である。そ

のためには、介護人材の専門職化をはかることが必要

であり、キャリアパスの構築だけでは図れない。スキ

ル向上を進めるキャリアラダーのしくみが必要である。 

そして、介護人材を地域の人的資源として活用する体

制づくりをすすめること、つまり介護職が日頃の業務で

行っている専門的なケアを地域住民の福祉に活かすル

ートをつくるとことである。 

例えば、ポジショニングやシーティングに取り組んで

いる施設であれば、その知識・技術や高齢者の現状など

を地域住民に伝えることができれば、地域住民の介護予

防にもつながる。あるいはおむつ外しに力を入れている

施設であれば、おむつをつけた高齢者の気持ちの理解や、

おむつを外す具体的方法を実践事例とともに話すこと

ができる。介護家族にとって有益であるだけでなく、地

域住民にとっても事前の心構えができることにもつな

がる。さらに介護職は地域の福祉力向上に貢献する人材

として、自身の介護を言語化することで、自らのアカウ

ンタビリティを果たし、同時に日ごろの介護を見直す機

会ともなる。 

この介護職の専門職化の提案は地域包括ケアシステ

ムにおける介護人材の量と質の確保を実現させ、地域の

介護力を向上し、深刻な問題である介護離職も防ぐこと

につながるだろう。現在は介護職員と地域をつなぐコー

ディネート役を含めた提供体制は確立していないこと

から、その道筋をつくることが必要である。これまでの

議論をまとめると図１のようになる。  

今後、内閣府の構想であるキャリア段位制度と、厚

労省の所掌する介護福祉士国家資格、そして資格化の

検討が始まっている認定介護福祉士との連携について

も考慮し、養成校の４年制大学化も念頭に置いて課題

の検討をすすめていきたい。 

 

(図１)介護職の専門職化と地域の福祉力向上を目指すプ

ロセスモデル 
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必然的に不均質な労働能力集団による労働システムであり、

障害者の社会的排除につながりにくい産業であった１。また

農業は傷痍軍人の職業的更生を目的とする就業先の役割２

を担った。しかし資本主義経済下の労働力の商品化は、作

業能力が比較的劣位な障害者を生産現場から放逐すること

を促した。また障害者の最大の就業・生活基盤である第一

次産業の衰微は、彼らの家族の負担を増加させてきた３。 

障害者自立支援法（2006年施行。現障害者総合支援法）

の就労系障害福祉サービスには、就労移行支援、就労継続

支援（A、B 型）がある。提供人数が最も多い就労継続支
援（B型）は、通常の事業所に雇用されることが困難であ
り、かつA型のような雇用契約に基づく就労が困難な者に、
就労および生産活動の機会提供等の支援を行うものである。 

障害者の就労先のうち農業は、①障害の程度や作業能力

に応じて工程を分割できる、②開放的な空間の中で作業で

き情緒が安定する――等の効果が指摘４されている。とくに

2000年代後半以降、国は障害者福祉施策、農業施策の両面

から農業法人等への障害者雇用の推進を展開し、農林水産

省は、医療や福祉分野と食料・農業分野が連携する医福食

農連携を推進してきた。福祉施設の農業参入に関しては農

地法改正（2009年）によって一部の参入方式ではNPO法
人、社会福祉法人等も対象となる等、門戸が開かれている。 

障害者の農業就労に関する研究は、個別事例の分析を中

心に蓄積が進むほか、飯田ら（2011）は、福祉施設による

農業分野の就労に関して、都道府県別の取り組み状況や、

複数事例の比較分析から、福祉と農業双方の知見を持つ人

材確保や、地域の農地の利用調整等の必要性を指摘した。

福祉施設が農業に取り組む際の課題も析出（例えば、濱田

（2013））されるなか、障害の程度や法人形態の差異を踏ま

えた効率的経営の課題については明らかにされていない。

そこで本研究では、埼玉県熊谷市の埼玉福興株式会社と同

県X市のNPO法人Yの組織ポートフォリオや農業生産の
実態から、福祉施設による農業分野の就労における経営戦

略の課題を分析する。両経営の主な共通点は①就労継続支

援（B型）、②主な利用者は知的障害者、③活動地域は、福
祉施設の農業参入が盛んな傾向がある都市近郊地域７――

である。他方、主な相違点は①経営形態、②利用者の障害

の程度（注１――である。聞き取り調査に基づき、組織の設

立経緯や目的、および農業生産状況に着目するほか、共通

して取り組む玉ねぎ生産の実態を比較する。 

 

【研究対象】 

 熊谷市とX市はともに荒川と利根川の流域にあり、東
京都心まで50～70km圏に位置する。高度経済成長期に工

業団地が形成されたほか、都市部への通勤世帯が在住も

多い。沖積土の肥沃な農地を生かした野菜作が盛んで、

それぞれの市の土地のうち農地が約５割を占める。ただ

し、農業の担い手不足による不作付けが進んでおり、対

象事例が玉ねぎ栽培する集落の不作付地（販売農家、畑）

は、埼玉福興株式会社の場合、1990年 6a、2000年 483a、

2010年 688a、NPO法人 Yの場合、1990年 112a、2000

年 764a、2010年973aと増加傾向である。 

総人口は熊谷市が減少傾向、X 市が横ばいで推移する
なか両市とも知的障害者数は増加し、最重度・重度の人

数が依然として約半数を占める（表１）。就労継続支援（B
型）の利用量の月間見込み量は増加傾向である（熊谷市：

2011年度見込み3,629人日・262人、2017年度見込み6,140

人日・307人。X市：2012年度実績 3,626人日・200人、

2017年度見込み4,805人日・270人）。 

 埼玉福興株式会社とNPO法人 Yの職員と利用者につ

表１ 対象地域における知的障害者の概況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所）埼玉県「療育手帳交付状況」および各市資料より
筆者作成。 

合計
熊谷市
2010 282 (23) 338 (28) 354 (29) 244 (20) 1,218
2011 281 (23) 337 (27) 363 (29) 257 (21) 1,238
2012 279 (23) 327 (27) 355 (29) 257 (21) 1,218
2013 295 (23) 340 (26) 361 (28) 294 (23) 1,290
2014 311 (23) 340 (26) 368 (28) 313 (23) 1,332
2015 329 (24) 327 (24) 383 (28) 338 (25) 1,377

X市
2010 208 (22) 295 (31) 300 (31) 161 (17) 964
2011 210 (21) 294 (30) 302 (31) 176 (18) 982
2012 223 (22) 297 (29) 302 (30) 192 (19) 1,014
2013 231 (22) 291 (27) 317 (30) 222 (21) 1,061
2014 232 (21) 292 (27) 328 (30) 240 (22) 1,092
2015 243 (21) 301 (27) 327 (29) 263 (23) 1,134
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いて障害に着目して人数を表２に示した。埼玉福興では

一部の障害者を職員に登用している。このほか、、ニート

やシングルマザー等を雇用している。他方、NPO法人Y
は比較的重度の利用者が多く、職員には障害者はいない。 
 

【結果】 

埼玉福興株式会社は、近隣の社会福祉法人Ｐの生活寮

を前身組織とし、農業参入を検討した時期に独立した

（1996年）。障害者が労働力の主力となって働き、社会的

に自立できるような環境を創出することを理念に掲げ、

主に中程度の障害者を対象としながら、障害者の一生涯

の暮らしに対する支援に取り組んでいる。この際、社会

的弱者や、働きにくい人たちが誰でも働ける場所となる

ことも目指している。経営主は、埼玉県で活動するNPO
法人 Group Farm（2003 年設立）と群馬県で活動する

NPO法人Agri Firm Japan（2013年設立）を設立して

グループ化を図っている。資金調達を含めた信頼確保や、

障害者が労働力の主力となるためには営利目的の組織形

態でなければ実現できないと考えて株式会社の形態を選

択した。またSocial Firm（注２を目指す株式会社部分を生

産部門である NPO 法人と切り分けることで、周辺の他
NPO法人や農家等との連携を進展させる狙いがある。 

NPO法人 Yは、心身障害者地域デイケアとして 2007

年に開始した。各自の能力を発揮できる機会の提供が組

織の目的である。NPO 法人の形態を選択した理由には、
社会福祉法人では規模が大きく資産要件のハードルが高

いほか、重度の利用者が多いため非営利的活動とならざ

るを得ない実態があった。各利用者の意欲を保ちながら

能力向上できるよう複数の作業班を設けている。作業は

基本的に利用者が自主的に選択するほか、職員が各人の

適性を日々観察して利用者の選択の援助や指示を行う。 
以上の経営目標・経営形態の差異に対応して、両経営

における農業の位置づけは異なる。 
埼玉福興株式会社は、従来の内職が合わない障害者が

いたこと等を背景に農業に参入した。収益部門は露地栽

培や水耕栽培による野菜生産である。障害者を作業リー

ダーに育成したり、独自の選別器を作成したりすること

で、健常者に頼らない生産体制の構築目指すとともに、

工賃向上にもつなげている。また、高齢の障害者でも作

業できるオリーブ栽培を“終生の仕事”と位置づけてグ

リーンケアに取り組む。オリーブ部門は赤字であるが、6

次産業化による採算性の確保を目指している。 

NPO法人Yでの農業は作業の選択肢の一つである。福
祉施設の農業参入に対する行政支援を背景に作業班に農

作業を組み入れた。生産物の一部は既存の食品班で使用

して6次産業化に生かす。農業は作業班の中で最も重度・

最重度の利用者数割合が高い（表３）。 

 両経営の露地栽培に関する共通点として、①屋外作業

の解放感が利用者の情緒安定に寄与することを経営者が

評価、②周辺農家の協力による農地借入・農業技術習得

――がある。両経営の主たる露地作物の玉ねぎの圃場に

着目すると、埼玉福興株式会社の場周辺は比較的優良な

農地が多く、後継者がいない農家やサラリーマンが所有

する農地を借りている（地代11,000円／10a）。一般的な

農業参入と同様に不作付地や耕作放棄地の借り入れが中

心であり、圃場は分散している（図１）。他方、NPO法
人Yでは図２に示した通り集積している。この背景に
は、土壌や用水の条件が比較的劣る元荒廃農地の借り

表３ 対象組織における障害者の作業状況 
＜埼玉福興株式会社＞

軽度 中度 重度
最重
度

露地栽培 10 1 2 7 1 0 1
水耕栽培 18 0 0 11 7 0 1
オリーブ栽培 3 1 1 1 1 0 1

軽度 中度 重度
最重
度

農作業 15 1 2 1 7 5 1
食品 9 1 0 1 5 2 0
内職 21 0 2 5 6 8 0
レザークラフト 3 0 0 1 1 1 0
清掃 5 0 0 2 3 0 0

作業班名

利用者人数（人）
身体障害
者手帳所
持者

療育手帳所持者 精神障害者
保健福祉手
帳所持者

＜NPO法人Y＞

作業内容

利用者人数（人）
身体障害
者手帳所
持者

療育手帳所持者 精神障害者
保健福祉手
帳所持者

 
出所）表２と同じ。 
注）算出方法は表２と同じ。作業内容ごとに集計した。 

表２ 対象組織における職員および利用者の障害の状況（2016年6月1日現在） 

身体障害者
手帳所持者

療育手帳
所持者

精神障害者保健
福祉手帳所持者

軽度 中度 重度
最重
度

埼玉福興株式会社 8 2 0 1 1 27 2 0 20 7 0 0
NPO法人Y 27 0 0 0 0 52 3 4 10 22 16 1

職員人数（人）
障害者手帳所持者 療育手帳所持者

身体障害者
手帳所持者

精神障害者保健
福祉手帳所持者

利用者人数（人）

 
出所）埼玉福興株式会社およびNPO法人Yへの聞き取り調査より筆者作成。 
注）埼玉福興株式会社はグループ全体のうち、2016年春から本格始動したNPO法人Agri Firm Japanを除く値。障
害の程度は本文注１を参照。合併障害は重複カウントしているため、手帳所持者人数の合計と利用者数は一致しない。 

入れ（地代 7,500円／10a）であることに加えて、重度の

障害者が多く、安全性を確保するには、事務所から見通

せる範囲までしか面積を拡大できないとの判断がある。 

 両経営は流通経路の確保を背景に玉ねぎ生産を開始し

た点が共通する。さらに生産の経験を通じて、他作物に

比べて①把持による損耗のリスクの低さ、②重量野菜の

ため運動の効果が得られる、③衛生面――といった利点

を共通して見出していた。両経営ともに障害者の農業就

労の一般的利点である“障害の程度や作業能力に応じて

工程を分割できる”ことを評価し、も障害者のみで実施

できる作業と支援が必要な作業を区分して組作業を実

現している（表４、表５）。分割方法には差異があり、

NPO法人Yの方が健常者の支援を必要とする。 

両経営の玉ねぎの収量は 3～3.7ｔ／10aと県平均と

同等である。生産規模は府県の個別農家1～3戸分である。

販売量の大部分は、障害者が携わったことが価値として

付加されていない。以上から、一般的な玉ねぎ生産者と

同様に農業の担い手として位置づけられる余地がある。 

 

【考察】 

両事例では、従来の農業生産システムに装備されてい

た社会的機能の発揮を共通して評価していた。より企業

的経営を志向する埼玉復興株式会社と、非営利活動を中

心とするNPO法人Yでは生産様式は異なるものの同
等の土地生産性を実現しており、労働力を画一的に扱

 
図１ 埼玉福興株式会社の玉ねぎ生産圃場 

出所）埼玉福興株式会社への聞き取り調査結果および
Google Mapsより筆者作成。 
注）玉ねぎ生産圃場を白枠で示した。 

 
図２ NPO法人Yの玉ねぎ生産圃場 

出所）NPO 法人 Y への聞き取り調査結果および
Google Mapsより筆者作成。 
注）玉ねぎ生産圃場を白枠で示した。網掛け部は、NPO
法人Yの事務所所在地である。 

表４ 埼玉福興株式会社の玉ねぎ生産における 
作業別の従事者（2014－2015年） 

健常
者

軽度 中度 重度

材料・資材等の購入 ○ × × ×

購入した物の運搬 ○ ○ ○ ○

種の用意 ○ × × ×
補充 ○ × × ×
セルトレイへの土入れ × ○ ○ ×
播種 × ○ ○ ×
覆土 × ○ ○ ×
かん水システム操作 ○ × × ×
ヘッジトリマー操作 ○ ○ ○ ×
トラクター × ○ × ×
肥料の購入 ○ × × ×
肥料の運搬 × ○ ○ ×
散布用バケツに分配 × ○ × ×
肥料散布 × ○ ○ ×
空袋の収集 × ○ × ×
耕運機 × ○ × ×
トレイの運搬 × ○ ○ ○
移植機への苗セット × ○ ○ ×
移植機操作 × ○ × ×
灌水 × ○ ○ ×
マルチャー操作 × ○ × ×
マルチャー補助 × × ○ ×
鎌 × ○ ○ ×
刈払機 × ○ ○ ×

動力噴霧器　操作 × ○ × ×

動力噴霧器　補助 × ○ ○ ×

管
理

石拾い × ○ ○ ○

茎葉の刈り取り × ○ ○ ×
玉葱を抜く × ○ ○ ○
ピッカー（機械） × ○ × ×
コンテナに玉葱を入れる ○ ○ ○ ○
トラック荷台に乗せる × ○ ○ ○

圃場から倉庫までトラックで輸送 ○ ○ × ×
倉庫にコンテナを下す × ○ ○ ○
根と葉を切り落す × ○ ○ ×
洗浄機までコンテナ（玉ねぎ）を × × ○ ○
洗浄機で泥を落とす × ○ × ×
選別機までコンテナ（玉ねぎ）を × × ○ ○

玉葱をM以上、S以下、規格外に
分けて選別機のレーンに流す

× ○ × ×

M以上のレーンに流した玉ねぎ
のうち、L以上の玉ねぎをさらに
下流のレーンに流す。

× × ○ ×

S，M，Lに分別された玉ねぎのコ
ンテナを所定の場所に運ぶ

× × ○ ×

検品 ○ ○ × ×
計量して出荷用コンテナに入れ × ○ × ×
コンテナの運搬 × ○ ○ ○

フォークリフト ○ ○ × ×

作業区分

耕
運
・
基
肥

定
植

実施者

播
種
・
育
苗

除
草

病
害
虫
防
除

収
穫

調
製

出
荷  
出所）埼玉福興株式会社への聞き取り調査より筆者作成。 
注１）最重度～軽度の区分については、本文注１を参照。 
注２）実施者の記号は、「○」は実施者、「×」は実施者
なしを示す。 
注３）元肥には被覆肥料も投入するため、追肥しない。 
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いて障害に着目して人数を表２に示した。埼玉福興では

一部の障害者を職員に登用している。このほか、、ニート

やシングルマザー等を雇用している。他方、NPO法人Y
は比較的重度の利用者が多く、職員には障害者はいない。 
 

【結果】 

埼玉福興株式会社は、近隣の社会福祉法人Ｐの生活寮

を前身組織とし、農業参入を検討した時期に独立した

（1996年）。障害者が労働力の主力となって働き、社会的

に自立できるような環境を創出することを理念に掲げ、

主に中程度の障害者を対象としながら、障害者の一生涯

の暮らしに対する支援に取り組んでいる。この際、社会

的弱者や、働きにくい人たちが誰でも働ける場所となる

ことも目指している。経営主は、埼玉県で活動するNPO
法人 Group Farm（2003 年設立）と群馬県で活動する

NPO法人Agri Firm Japan（2013年設立）を設立して

グループ化を図っている。資金調達を含めた信頼確保や、

障害者が労働力の主力となるためには営利目的の組織形

態でなければ実現できないと考えて株式会社の形態を選

択した。またSocial Firm（注２を目指す株式会社部分を生

産部門である NPO 法人と切り分けることで、周辺の他
NPO法人や農家等との連携を進展させる狙いがある。 

NPO法人 Yは、心身障害者地域デイケアとして 2007

年に開始した。各自の能力を発揮できる機会の提供が組

織の目的である。NPO 法人の形態を選択した理由には、
社会福祉法人では規模が大きく資産要件のハードルが高

いほか、重度の利用者が多いため非営利的活動とならざ

るを得ない実態があった。各利用者の意欲を保ちながら

能力向上できるよう複数の作業班を設けている。作業は

基本的に利用者が自主的に選択するほか、職員が各人の

適性を日々観察して利用者の選択の援助や指示を行う。 
以上の経営目標・経営形態の差異に対応して、両経営

における農業の位置づけは異なる。 
埼玉福興株式会社は、従来の内職が合わない障害者が

いたこと等を背景に農業に参入した。収益部門は露地栽

培や水耕栽培による野菜生産である。障害者を作業リー

ダーに育成したり、独自の選別器を作成したりすること

で、健常者に頼らない生産体制の構築目指すとともに、

工賃向上にもつなげている。また、高齢の障害者でも作

業できるオリーブ栽培を“終生の仕事”と位置づけてグ

リーンケアに取り組む。オリーブ部門は赤字であるが、6

次産業化による採算性の確保を目指している。 

NPO法人Yでの農業は作業の選択肢の一つである。福
祉施設の農業参入に対する行政支援を背景に作業班に農

作業を組み入れた。生産物の一部は既存の食品班で使用

して6次産業化に生かす。農業は作業班の中で最も重度・

最重度の利用者数割合が高い（表３）。 

 両経営の露地栽培に関する共通点として、①屋外作業

の解放感が利用者の情緒安定に寄与することを経営者が

評価、②周辺農家の協力による農地借入・農業技術習得

――がある。両経営の主たる露地作物の玉ねぎの圃場に

着目すると、埼玉福興株式会社の場周辺は比較的優良な

農地が多く、後継者がいない農家やサラリーマンが所有

する農地を借りている（地代11,000円／10a）。一般的な

農業参入と同様に不作付地や耕作放棄地の借り入れが中

心であり、圃場は分散している（図１）。他方、NPO法
人Yでは図２に示した通り集積している。この背景に
は、土壌や用水の条件が比較的劣る元荒廃農地の借り

表３ 対象組織における障害者の作業状況 
＜埼玉福興株式会社＞

軽度 中度 重度
最重
度

露地栽培 10 1 2 7 1 0 1
水耕栽培 18 0 0 11 7 0 1
オリーブ栽培 3 1 1 1 1 0 1

軽度 中度 重度
最重
度

農作業 15 1 2 1 7 5 1
食品 9 1 0 1 5 2 0
内職 21 0 2 5 6 8 0
レザークラフト 3 0 0 1 1 1 0
清掃 5 0 0 2 3 0 0

作業班名

利用者人数（人）
身体障害
者手帳所
持者

療育手帳所持者 精神障害者
保健福祉手
帳所持者

＜NPO法人Y＞

作業内容

利用者人数（人）
身体障害
者手帳所
持者

療育手帳所持者 精神障害者
保健福祉手
帳所持者

 
出所）表２と同じ。 
注）算出方法は表２と同じ。作業内容ごとに集計した。 

表２ 対象組織における職員および利用者の障害の状況（2016年6月1日現在） 

身体障害者
手帳所持者

療育手帳
所持者

精神障害者保健
福祉手帳所持者

軽度 中度 重度
最重
度

埼玉福興株式会社 8 2 0 1 1 27 2 0 20 7 0 0
NPO法人Y 27 0 0 0 0 52 3 4 10 22 16 1

職員人数（人）
障害者手帳所持者 療育手帳所持者

身体障害者
手帳所持者

精神障害者保健
福祉手帳所持者

利用者人数（人）

 
出所）埼玉福興株式会社およびNPO法人Yへの聞き取り調査より筆者作成。 
注）埼玉福興株式会社はグループ全体のうち、2016年春から本格始動したNPO法人Agri Firm Japanを除く値。障
害の程度は本文注１を参照。合併障害は重複カウントしているため、手帳所持者人数の合計と利用者数は一致しない。 

入れ（地代 7,500円／10a）であることに加えて、重度の

障害者が多く、安全性を確保するには、事務所から見通

せる範囲までしか面積を拡大できないとの判断がある。 

 両経営は流通経路の確保を背景に玉ねぎ生産を開始し

た点が共通する。さらに生産の経験を通じて、他作物に

比べて①把持による損耗のリスクの低さ、②重量野菜の

ため運動の効果が得られる、③衛生面――といった利点

を共通して見出していた。両経営ともに障害者の農業就

労の一般的利点である“障害の程度や作業能力に応じて

工程を分割できる”ことを評価し、も障害者のみで実施

できる作業と支援が必要な作業を区分して組作業を実

現している（表４、表５）。分割方法には差異があり、

NPO法人Yの方が健常者の支援を必要とする。 

両経営の玉ねぎの収量は 3～3.7ｔ／10aと県平均と

同等である。生産規模は府県の個別農家1～3戸分である。

販売量の大部分は、障害者が携わったことが価値として

付加されていない。以上から、一般的な玉ねぎ生産者と

同様に農業の担い手として位置づけられる余地がある。 

 

【考察】 

両事例では、従来の農業生産システムに装備されてい

た社会的機能の発揮を共通して評価していた。より企業

的経営を志向する埼玉復興株式会社と、非営利活動を中

心とするNPO法人Yでは生産様式は異なるものの同
等の土地生産性を実現しており、労働力を画一的に扱

 
図１ 埼玉福興株式会社の玉ねぎ生産圃場 

出所）埼玉福興株式会社への聞き取り調査結果および
Google Mapsより筆者作成。 
注）玉ねぎ生産圃場を白枠で示した。 

 
図２ NPO法人Yの玉ねぎ生産圃場 

出所）NPO 法人 Y への聞き取り調査結果および
Google Mapsより筆者作成。 
注）玉ねぎ生産圃場を白枠で示した。網掛け部は、NPO
法人Yの事務所所在地である。 

表４ 埼玉福興株式会社の玉ねぎ生産における 
作業別の従事者（2014－2015年） 

健常
者

軽度 中度 重度

材料・資材等の購入 ○ × × ×

購入した物の運搬 ○ ○ ○ ○

種の用意 ○ × × ×
補充 ○ × × ×
セルトレイへの土入れ × ○ ○ ×
播種 × ○ ○ ×
覆土 × ○ ○ ×
かん水システム操作 ○ × × ×
ヘッジトリマー操作 ○ ○ ○ ×
トラクター × ○ × ×
肥料の購入 ○ × × ×
肥料の運搬 × ○ ○ ×
散布用バケツに分配 × ○ × ×
肥料散布 × ○ ○ ×
空袋の収集 × ○ × ×
耕運機 × ○ × ×
トレイの運搬 × ○ ○ ○
移植機への苗セット × ○ ○ ×
移植機操作 × ○ × ×
灌水 × ○ ○ ×
マルチャー操作 × ○ × ×
マルチャー補助 × × ○ ×
鎌 × ○ ○ ×
刈払機 × ○ ○ ×

動力噴霧器　操作 × ○ × ×
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管
理
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出所）埼玉福興株式会社への聞き取り調査より筆者作成。 
注１）最重度～軽度の区分については、本文注１を参照。 
注２）実施者の記号は、「○」は実施者、「×」は実施者
なしを示す。 
注３）元肥には被覆肥料も投入するため、追肥しない。 
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う経済システムに対する拮抗力の兆しがみられる。また、

利用者の障害の程度等に応じて経営目標や経営形態、効

率的経営の課題が異なり、関連して農業参入の位置づけ

や農地集積行動も異なることを明らかになった。福祉施

設による農業参入の課題の分析や個別事例の一般化に当

たっては、障害の程度や経営形態を踏まえる必要性があ

ることを本稿は指摘している。また本事例では利用者の

障害の程度が福祉施設や農作業ごとに偏在している実態

が確認された。医福食農による地域活性化を図るには、

経営目標や経営形態の違いに応じた細やかな支援方策が

必要であるとともに、タイプが異なる経営間の連携も支

援対象として検討されてよいのではないか。 

 

【注】 

１）本稿で取り上げる事例の障害者は主に療育手帳所持

者であるため、療育手帳の区分に着目した。療育手帳は

各都道府県もしくは政令指定都市により判定・発行され

るため、地域ごとに障害程度の区分等が異なる場合があ

る。本稿では、調査対象事例の全利用者の所在地におけ

る療育手帳が４区分であることを踏まえ、障害の程度に

応じて複数種類の手帳の区分を合算した。 

２）Social Enterprise（社会的企業）のうち、とくに障
害者等の労働市場で不利な立場の人に働く場を提供する

ことを目的とした企業。 

 

【付記】本研究は、早稲田大学持続型食・農・バイオ研

究所「農学・バイオ・社会科学の融合研究体制を基礎と

した持続的な食料供給体系の確立」（研究代表者・天野正

博）の研究成果の一部である。 

 

【引用・参考文献】 

１東俊裕，2010，障害者の権利条約から見た日本障害法の

構造的問題，社会関係研究，15(1)，1-63． 

２李義昭，2013，日本の近代化と障害者，晃洋書房． 

３山田明，2013，日本の障害者，明石書店． 

４厚生労働省障害福祉課，2013，障害福祉サービスにおけ

る農業の役割，農業と経済，79(10)，18-22． 

５飯田恭子・香月敏孝・吉田行郷・小林茂典・出田安利・

松島浩道，2011，福祉施設における農業分野の障害者就

労の実態と課題，日本農業経済学会論文集，64-71． 

６濱田健司，2013，福祉農業のとりくみの広がりとその可

能性，農業と経済，79(10)，5-11． 

７小柴有理江・吉田行郷，2015，地方公共団体等における

農福連携の推進体制の構築に関する分析，農林水産省農

林水産政策研究所，セミナー報告資料． 

表５ NPO法人Yの玉ねぎ生産における 
作業別の従事者（2014－2015年） 

健常者 軽度 中度 重度 最重度

材料・資材等の購入 ○ × × × ×
購入した物の運搬 × ○ ○ ○ ○
除草 × ○ ○ ○ ○
耕耘 ○ × × × ×
苗床成型 ○ × × × ×
種の用意 × ○ ○ ○ ×
補充 × ○ ○ ○ ×
縄を張る ○ × × × ×
播種 ○ ○ ○ ○ ×
覆土 ○ ○ ○ ○ ×
適正量の水を運ぶ × ○ ○ ○ ○
灌水 ○ ○ ○ ○ △
苗床を覆う ○ ○ ○ ○ ×
ヘアピン杭を打つ ○ ○ ○ ○ ×
不織布を外す × ○ ○ ○ ○
トレイの設置 × ○ ○ ○ ×
穴開け × ○ ○ × ×
播種 ○ ○ ○ ○ ×
灌水 ○ ○ × × ×
除草 × ○ ○ ○ ○
草の収集 × ○ ○ ○ ○
草の運搬 × ○ ○ ○ ○
石拾い × ○ ○ ○ △
石の収集 × ○ ○ ○ ○
石の運搬 × ○ ○ ○ ○
耕耘 ○ × × × ×
肥料の購入 ○ × × × ×
肥料の運搬 × ○ ○ ○ ○
畑への設置 × ○ ○ ○ ○
施肥 × ○ ○ ○ ×
空袋の収集 × ○ ○ ○ ○
トレイの運搬 × ○ ○ ○ ○
自床苗の搬出 ○ ○ ○ ○ ○
自床苗の選別 ○ × × × ×
自床苗の移動 × ○ ○ ○ ○
機械植え作業と作業補 ○ ○ × × ×
穴開け × ○ ○ ○ ×
手植えによる定植 ○ ○ ○ ○ ×
土寄せ ○ ○ ○ ○ ×
灌水 × ○ ○ ○ ×
マルチを張る ○ × × × ×
草をむしる × ○ ○ ○ ○
草の収集 × ○ ○ ○ ○
草の運搬 × ○ ○ ○ ○
草刈機 ○ × × × ×
石拾い × ○ ○ ○ ○
灌水 × ○ ○ ○ ○
玉葱を抜く × ○ ○ ○ ×
マルチの上に並べる × ○ ○ ○ ×
根と葉を切る × ○ ○ ○ ×
切った根と葉の収集 × ○ ○ ○ ○
コンテナの準備 × ○ ○ ○ ○
コンテナに玉葱を入れる × ○ ○ ○ ○
コンテナの運搬 × ○ ○ ○ ○
マルチの撤去 × ○ ○ ○ ×
コンテナの運搬 × ○ ○ ○ ○
皮剥き ○ ○ ○ ○ ×
サイズ別に分ける ○ ○ ○ ○ ×
重さを量る ○ ○ ○ ○ ×
袋に詰める ○ ○ ○ ○ ×
コンテナの運搬 × ○ ○ ○ ○
シールを貼る × ○ ○ ○ ×
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出所）NPO法人Yへの聞き取り調査より筆者作成。 
注１）最重度～軽度の区分については、本文注１を参照。
注２）実施者の記号は、「○」は実施者、「×」は実施者
なし。「△」は個人差がある場合を示す。 
注３）追肥作業は行政支援を受けた。病害虫防除は必要
に応じて行う（2014－2015年は、実績がない）。 
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出所）NPO法人Yへの聞き取り調査より筆者作成。 
注１）最重度～軽度の区分については、本文注１を参照。
注２）実施者の記号は、「○」は実施者、「×」は実施者
なし。「△」は個人差がある場合を示す。 
注３）追肥作業は行政支援を受けた。病害虫防除は必要
に応じて行う（2014－2015年は、実績がない）。 

地域の在宅医療を支える訪問看護師の必要性とその課題	 

池本有里・○山本耕司（四国大学）	 

Keyword：	 訪問看護師、在宅ケア、地域医療	 

	 

【問題・目的・背景】 
徳島県は、人口10万人当たりの医師数が283人（H22）
であり、全国平均の219人に比べて圧倒的に多い。しかし
ながら、医師は都市部に集中し、しかも小児科、産科、救

急などの特定診療科が不足している。このような、医師偏

在と診療科偏在が、医療行政における課題となって久しい。

県は ICTを活用した中核病院との医療連携により、遠隔医
療を政策的に進めようとしている。しかし、専門医不在の

問題、担当医の交代の問題、救急対応など解決すべき課題

は多く、さらにへき地においては、住民の日々の健康をど

う確保するかといった基本的な問題にも解決の目処が立た

ない。そのような地域においては、看護師の担う役割が大

きいことを先に述べた１）。 
人口の 3割近い住民が 65歳以上である徳島県では、今
後さらに確実に高齢化が進む。病気で入院した場合でも、

病院は早期の退院を勧め、施設か自宅かで療養を継続する

こととなる。住み慣れた自宅での療養を希望する患者が多

いが、医療に対する不安と家族への負担を考えて、施設を

選択する場合が多い。 
地域包括ケアシステムの必要性が広く認識されるように

なった今、在宅ケアの充実は、最後まで人間らしい本来の

生活を支えるという理想を実現できる可能性がある。自宅

で穏やかに過ごす患者や高齢者を、医療と介護と生活の面

から支えるには、訪問看護師の存在が不可欠である。そこ

で、地域医療と訪問看護師の現状を整理し、圧倒的に不足

していると言われている訪問看護師数をどう増加させるか、

本研究を通じて手段の検討を行った。	 

	 

【研究方法・研究内容】	 

	 50年前の徳島県の人口は85万人で、そのうち65歳以
上の高齢者は 7.5%であった。これが 25年で 2万人ほど
減少し、高齢者率は13%を超え、その後25年経った今、
さらに5万人以上が減り、高齢者率は27%にも及んでい
る。高齢者が高齢者を介護する、いわゆる老老介護も多

くの家庭で見られるようになった。地域住民の不安な生

活の実態に目を向け、少しでも安心できる社会をつくる

ことは、地域を活性化させる大目標と並行して行わなけ

ればならない。そこで、まず地域の人口、構成年齢、診

療科の状況、療養施設、訪問看護ステーション数などを

調査し、地域医療の基本的な課題を把握した。また、へ

き地における医療の課題とその解決に向けた対応策の現

状を調査し、都市部と山間部との比較を行い、地域医療、

特に在宅ケアの必要性と訪問看護師の重要性を理解した。 
	 そこで、訪問看護師の実情と、訪問看護ステーション

や病院の状況、仕事内容などを調査し、現状把握を行い、

その上で、地域住民の生活を支える訪問看護師の果たす

役割の重要性を明確にし、訪問看護師を増やす方法を考

えた。そして、この現状をどのようにわかりやすく伝え

るかを研究し、構成を検討して映像化を行った。 
 
【研究・調査･分析結果】	 

	 次の手順で検討し、映像化を実施した。 
１）	 徳島県行政の担当課と県看護協会、訪問看護支援セ

ンターとステーション、医師会、主要病院の看護担

当者らにより作成委員会を構成した。 
２）	 映像の企画構成案をもとに、委員会で十分に審議。 
３）	 実際に活躍している訪問看護師、ケアを受ける利用

者、連携する医師らの声、訪問看護師を支えるシス

テムについて、取材対象を検討した。 
４）	 シナリオを作成し、撮影・編集した。 
５）	 委員会で上映会を行い、もらった意見をもとに追

加・修正し完成させた。 
こうして完成させた映像は DVD として徳島県が各所へ
配布し、関係諸機関が協力して普及啓発に力を入れ始め

たところである。 
	 

【考察・今後の展開】	 

	 今後はホームページでも閲覧できるようにし、映像の

影響がどのように広がり、訪問看護師不足の解消につな

がるかを確認する。そして、住民の在宅ケアへの意識変

化などを調査して、本取り組みの実効性を検証したい。	 
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【問題関心・研究目的】 
32 年間無戸籍であった埼玉県の女性のニュース記事

（2014年 9月 19日日本経済新聞）を読み、民法772条 2

項（嫡出推定：結婚後 200日以後、離婚後 300日以内に

生まれた子は婚姻中の子と推定する規定）による無戸籍

者の存在を知った。このような法制度上の例外事態が発

生し、放置されていることに大きな驚きがあった。2015

年 12月 16日、この問題に関連して女性にのみ 300日と

いう長期の再婚禁止期間を設ける民法 733 条１項につい

て「100日を超える部分」を違憲とする最高裁判決がなさ

れ、2016年 6月 1日、女性の再婚禁止期間を 300日から

100日に短縮する改正法案が成立し、民法772条に基づく

無戸籍者の発生は解消されることとなった。（なお、無戸

籍者発生の背景となった家庭内暴力（DV）の抑止、被害

からの保護は今後の政策課題として残される）。 

他方、男女平等の思想と女性の人権意識の高まりから、

夫婦別姓や選択別姓の制度を認めようとする声が高まっ

ている。1888年（明治31）年に施行された民法によって、

「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻

の姓を称する」（民法750条）とされている。1947（昭和

22）年の民法改正によって従前の家制度が廃止され、戸

主の同意を必要としていた婚姻が両性の合意のみによっ

て可能となった（憲法24条）が、夫婦のいずれかの姓は

選べるものの夫婦同姓は残され（民法750条）、夫婦のど

ちらか一方の改姓が婚姻届出の際の条件となっている

（戸籍法 74条）。なお、1948（昭和 23）年の戸籍法改正

によって登録制度が戸主と家族を記載する家の登録から

個人の登録へと変えられたものの、戸籍の編製基準は依

然として「夫婦及びこれと氏を同じくする子」（戸籍法 6

条）とするものにされている。 

もっとも、このように無戸籍者の発生や夫婦別姓等へ

の動きによって社会的な問題として取り上げられる場合

を除けば、戸籍制度が我々の日常生活において取り上げ

られることは少ない。婚姻や出生の届けにあたって戸籍

の編製方式が意識されるほかは、相続において身分関係

を証明する書類に使用される程度である。 

問題化したこれらの事案も、必ずしも戸籍制度と直接

関係する問題とは言えないが、その背景となっている戸

籍制度に対する人々の受け止め方は大きく二つに分かれ

る。一つは、戸籍の機能を限定的に捉えて封建主義的制

度としての戸籍制度の存続に否定的に反応をしめす立場

（以下、「消極説」という。）である。もう一つは、血統

主義、家族主義に基づく戸籍の存在そのものに、（身分関

係の証明という）法的に求められる以上の文化規範的な

役割を与え、戸籍を日本の伝統を守る文化規範と捉える

立場（以下、「積極説」という。）である。「籍を抜く」「籍

を入れる」、離婚や結婚を繰り返すことでその事実が戸籍

に残ることをいう「戸籍が汚れる」という前近代的表現

は後者の考え方に近いとも言える。 

本稿では、無戸籍者問題から関心を持つこととなった

戸籍制度について、戸籍制度の意義・歴史を明らかにし

て、住民基本台帳・住基ネット、個人番号（マイナンバ

ー）制度等の関連制度の普及による役割低下の下、戸籍

制度の残された現代的意味を考える。 

 

【研究方法・分析内容】 

1 社会学における機能主義と解釈主義 

社会的行為の意味を考えるにあたって、社会学には機

能主義と解釈主義という 2 つのアプローチが存在する。

経営学の観点から研究方法論を研究する坂下（2003）は、

機能主義と解釈主義を次のように説明している。 

機能主義は、社会的世界が成員の意識の外に事物とし

て実在すると仮定するので（実在論）、研究者は社会的世

界を成員の意識作用に還元する必要はなく、外部からの

観察を通じて直接認識できると仮定する（実証主義）。そ

こでは社会的世界は反復的に生じる事象として変数で記

述され、変数間の因果法則が説明される（法則定立主義）。

これに対して解釈主義は、社会的世界は成員の意識作用

を通じて構成された意味世界（意味構成物）だと仮定し

ているので（唯名論）、研究者は成員自身によってなされ

た一次的な意味構成を二次的に再構成することによって、

社会的世界を認識できると仮定する（反実証主義）。こう

した点で、解釈主義は常に「二重の意味構成の学」であ

って、そこでは社会的世界は一回限りの特定的事象とし

て非変数扱いされ、個性把握的に記述される（個性記述

主義）。（図表１参照）。 

本稿では、他の関連制度の普及によって戸籍制度の機

能が減少した今、戸籍制度の現代的意味について解釈主

義的アプローチから考察する。 

考察の順序として、戸籍制度の意義・変遷を明らかに

した上で、戸籍に対する異なる考え方を２項対立の形で

整理して、戸籍制度が持つ現代的意味を明らかにする。 

 

図表１ 社会学の研究方法論 

研究方法 機能主義 解釈主義 

存在形式 実在論 唯名論 

認識方法 実証主義 反実証主義 

説明方法 法則定立主義 個性記述主義 

出所：坂下（2003）から筆者作成 

 

2 戸籍の意義 

現行の戸籍制度は、戸籍法（昭和22年 12月22日法律

第 224号）に根拠を持っている。ただし、同法 1条 1項

は「戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する」

とし 2項で「前項の事務は、地方自治法第 2条第 9項第

１号に規定する第１号法定受託事務とする」としか規定

されておらず、定義規定は設けられていない。また、同

法 6 条において「戸籍は、市町村内の区域に本籍を定め

る一の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに、これ

を編成する。ただし、日本人でない者（以下「外国人」

という。）と婚姻をした者又は配偶者がない者について新

たな戸籍を編製するときは、その者およびこれと氏を同

じくする子ごとに、これを編製する」とされ、同法 7 条

で「戸籍は、これを綴って帳簿とする」として定め、編

成形式と戸籍簿について規定するだけで、戸籍の定義や

機能についての規定はなく、個別の法律や実務上の取扱

い、解釈に委ねられている。現在の実務において、戸籍

は、相続時の身分関係の証明に利用されることが多い。 

新村出『広辞苑』第 6 版は、戸籍を「国民の身分関係

を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子

を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入

籍原因などを記載する公文書。略」とし、戸籍簿は「同

一市町村の戸籍を地番号の順序に綴った帳簿」と定義す

る。また、制度史から見た戸籍を「戸（家）ごとに戸主

や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。

日本では、中国にならって６世紀頃から朝廷直轄領の一

部で造り、大化改新後律令国家では 6 年ごとに全面的に

造ることにした。略」としている。（ちなみに白川静『字

統』は、元来の戸の意味は「片開きの扉の形。両扉を門

という。略。門戸は内外を別かつところ（中略）。民家は

戸をもって数え、戸部は民政を掌り、国家の財政も戸部

に属した。」と説明している。） 

これらの記述に従えば、時代による機能の変化は見ら

れるものの、戸籍は「国民の身分関係の変動について記

録し、国家が管理する公文書」と定義できる。他方、日

本の国籍法は一貫として血統主義を維持しており、ある

人が日本国籍を持っているか否かは、戸籍に記載された

「日本人」との血縁関係によって証明される。したがっ

て戸籍は、ある人が「日本人」であることを示す公式な

資料であり、パスポートの原典となっている。 

 

3 戸籍制度及び関連制度の変遷 

3.1 古代 

  日本における戸籍制度の源流は中国にあるとされる。

最初の戸籍は、『日本書紀』巻 5・崇神天皇・元年（西暦

不明、3C後半〜4C前半）に「始校人民更級調役」の記述

があり、人民の戸籍をつくり調役を課したと解されるの

で、これが日本における戸籍のはじまりと見られる。允

恭（いんぎょう）天皇の即位 4 年（5C？）には、氏姓を

正すために盟神探湯（くがだち）をしたとされる。 

 『日本書紀』巻 25・孝徳天皇・大化 2年（646年）に

は、「初造戸籍計帳班田収受之法」の記述が見られる。『日

本書紀』巻27・天智天皇・9年（670年）には、「造戸籍」

とあり、律令政治が確立され、日本で最初の全国的規模

で造られた。この戸籍は「庚午年籍」（こうごねんじゃく）

と呼ばれる。『日本書紀』巻30・持統天皇・4年（690年）

には、全国的規模で新たな戸籍が造られた。この戸籍は

「庚寅年籍」（こういんねんじゃく）と呼ばれる。 

3.2 中世・近世 

 平安時代初期までは戸籍の更新が行われたが、律令制

の後退と荘園制度の発展によって、それ以降、戸籍制度

は自然消滅した。 

 ただし、国領や荘園では戸籍に替わるものが作られて

いたことは、鎌倉時代に作られた「御成敗式目」の規定

からも類推できる。安土桃山時代には、豊臣秀吉による

太閤検地（田畑の測量）が行われている。江戸時代には、

幕府や寺社の作成した人別帳や宗門帳や過去帳が人民の

登録簿であった。文政8年（1825年）、長州藩で戸籍法が

施行され、これが近代戸籍法の原点とも言われている。 

3.3 明治・大正・昭和初期(戦前) 

 1868年（慶応4年）、長州藩のものを参考に京都府にお

いて戸籍仕法が行われる。1869年（明治2年）、民部官に
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第 224号）に根拠を持っている。ただし、同法 1条 1項

は「戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する」

とし 2項で「前項の事務は、地方自治法第 2条第 9項第

１号に規定する第１号法定受託事務とする」としか規定

されておらず、定義規定は設けられていない。また、同

法 6 条において「戸籍は、市町村内の区域に本籍を定め

る一の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに、これ

を編成する。ただし、日本人でない者（以下「外国人」

という。）と婚姻をした者又は配偶者がない者について新

たな戸籍を編製するときは、その者およびこれと氏を同

じくする子ごとに、これを編製する」とされ、同法 7 条

で「戸籍は、これを綴って帳簿とする」として定め、編

成形式と戸籍簿について規定するだけで、戸籍の定義や

機能についての規定はなく、個別の法律や実務上の取扱

い、解釈に委ねられている。現在の実務において、戸籍

は、相続時の身分関係の証明に利用されることが多い。 

新村出『広辞苑』第 6 版は、戸籍を「国民の身分関係

を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子

を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入

籍原因などを記載する公文書。略」とし、戸籍簿は「同

一市町村の戸籍を地番号の順序に綴った帳簿」と定義す

る。また、制度史から見た戸籍を「戸（家）ごとに戸主

や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。

日本では、中国にならって６世紀頃から朝廷直轄領の一

部で造り、大化改新後律令国家では 6 年ごとに全面的に

造ることにした。略」としている。（ちなみに白川静『字

統』は、元来の戸の意味は「片開きの扉の形。両扉を門

という。略。門戸は内外を別かつところ（中略）。民家は

戸をもって数え、戸部は民政を掌り、国家の財政も戸部

に属した。」と説明している。） 

これらの記述に従えば、時代による機能の変化は見ら

れるものの、戸籍は「国民の身分関係の変動について記

録し、国家が管理する公文書」と定義できる。他方、日

本の国籍法は一貫として血統主義を維持しており、ある

人が日本国籍を持っているか否かは、戸籍に記載された

「日本人」との血縁関係によって証明される。したがっ

て戸籍は、ある人が「日本人」であることを示す公式な

資料であり、パスポートの原典となっている。 

 

3 戸籍制度及び関連制度の変遷 

3.1 古代 

  日本における戸籍制度の源流は中国にあるとされる。

最初の戸籍は、『日本書紀』巻 5・崇神天皇・元年（西暦

不明、3C後半〜4C前半）に「始校人民更級調役」の記述

があり、人民の戸籍をつくり調役を課したと解されるの

で、これが日本における戸籍のはじまりと見られる。允

恭（いんぎょう）天皇の即位 4 年（5C？）には、氏姓を

正すために盟神探湯（くがだち）をしたとされる。 

 『日本書紀』巻 25・孝徳天皇・大化 2年（646年）に

は、「初造戸籍計帳班田収受之法」の記述が見られる。『日

本書紀』巻27・天智天皇・9年（670年）には、「造戸籍」

とあり、律令政治が確立され、日本で最初の全国的規模

で造られた。この戸籍は「庚午年籍」（こうごねんじゃく）

と呼ばれる。『日本書紀』巻30・持統天皇・4年（690年）

には、全国的規模で新たな戸籍が造られた。この戸籍は

「庚寅年籍」（こういんねんじゃく）と呼ばれる。 

3.2 中世・近世 

 平安時代初期までは戸籍の更新が行われたが、律令制

の後退と荘園制度の発展によって、それ以降、戸籍制度

は自然消滅した。 

 ただし、国領や荘園では戸籍に替わるものが作られて

いたことは、鎌倉時代に作られた「御成敗式目」の規定

からも類推できる。安土桃山時代には、豊臣秀吉による

太閤検地（田畑の測量）が行われている。江戸時代には、

幕府や寺社の作成した人別帳や宗門帳や過去帳が人民の

登録簿であった。文政8年（1825年）、長州藩で戸籍法が

施行され、これが近代戸籍法の原点とも言われている。 

3.3 明治・大正・昭和初期(戦前) 

 1868年（慶応4年）、長州藩のものを参考に京都府にお

いて戸籍仕法が行われる。1869年（明治2年）、民部官に
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庶務司戸籍地図掛（国土地理院の前身の一つ）が創設さ

れる。1870年（明治3年）、戸籍地図掛が民部省地理司に

拡充される。1871年、民部省が廃止され、大蔵省租税寮

へ管轄が移る。 

 1872年（明治 5年）、前年制定の戸籍法に基づいて、日

本で初めての本格的な戸籍制度が開始された。この年の

干支が壬申（みずのえさる）であることから、壬申戸籍

（じんしんこせき）と呼ばれる。壬申戸籍は「戸」を編

製単位としており、本籍を住所地としており、身分とと

もに住所の登録を行った。壬申戸籍は、現在は地方法務

局の倉庫で厳重に保管されている。（法務省の公式発表で

は壬申戸籍は廃止したといわれている）。1874年（明治7

年）、太政官達「大蔵省中戸籍、土木、駅逓ノ三寮及租税

寮中地理、勧農ノ事務ヲ内務省ニ交割セシム」により、

大蔵省から前年に発足した内務省に管轄が移動する。 

 1886（明治 19 年）、本籍は住所地としつつ、住所地が

屋敷番から地番に変更された。新たに除籍制度が設けら

れた。 

 1898年（明治 31年）、「戸」から「家」を編製単位とす

る戸籍制度に変更された。また、戸籍簿とは別に身分登

記簿が設けられたが、1915年（大正4年）、身分登記簿が

煩雑であったため廃止され、戸籍簿に一本化された。 

3.4 昭和後期（戦後） 

 1948年（昭和 23年）、新たに全面改正された戸籍法が

施行され、「家」から「家族」（夫婦と氏を同じくする子）

を編製単位とする戸籍に変更され、戸籍に置いて「戸主」

を廃止し、「筆頭者」が加えられた。また「華族」や「平

民」などの身分事項の記載が廃止された（戦後の混乱で

実際に戸籍簿が改製されるのは 1957年～1965年ごろ）。 

 1952年、住民登録法施行によって住民登録制度が開始

され、住民票の作成が開始された。これにより、非定住

民である山窩（サンカ）は衰退した。 

 1967年 7月、住民登録法を改正した住民基本台帳法の

施行により、戸籍とリンクした住民登録制度が開始され

た。住民基本台帳は、市町村長・特別区長が住民に関す

る記録である住民票を世帯ごとにまとめた公簿である。

住民票は、氏名、生年月日、性別、住所などを公に証明

することを目的として個人単位で作成される。 

 1970年 4月、壬申戸籍が封印された。1975年、法務省、

同和対策除籍等適正化事業により、除籍原戸籍の差別内

容塗抹。1976年、除籍原戸籍閲覧の禁止がなされた。1981

年、食糧難の解消により米穀通帳が廃止された。 

3.5 平成（現代）の戸籍制度 

 1994年、戸籍事務の電算化が始まり、コンピュータで

戸籍を管理する自治体が徐々に増える。1999年、住民基

本台帳法の改正で自治体事務の効率化を目的に住民基本

台帳のネットワーク化が図られた。 

 2002年、仙台市で2001年に発生した戸籍不実記載事件

により、内容訂正歴のある戸籍の再製を求める声が高ま

り、不実記載があった戸籍を作り直せるようになった。

2004年、オンラインでの戸籍手続の扱いを可能にする法

改正等が実施された。 

 2004 年 3 月 2 月、東京地裁によって婚外子に対する

「男・女」という続柄記載が「一見して非嫡出子と分か

る記載方法はプライバシー権の侵害である」と判示され、

2004年 11月、戸籍法施行規則が改正され、11月 1日以

降の出生については、嫡出子と同じく「長男・長女」な

どと記載されることになった。 

 2012年７月、外国人登録制度の廃止に伴い、外国人も

住民基本台帳法の適用を受けることになった。 

 2013年 5月、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（以下、番号法）が成

立した。この法律は、個人番号（マイナンバー）を行政

サービスのさまざまな場面で利用することにより、住民

基本台帳を実質的な原本としつつ、自治体事務の効率化

だけでなく、税や社会保険料の徴収漏れや二重給付を防

ぐなど、国の各行政機関の事務の効率化を目的とし、社

会保障・税・防災の分野を利用範囲と定めている。 

マイナンバー制度の検討段階においては、戸籍事務も

その利用範囲とすることとされていたが、全市区町村の

戸籍事務のコンピュータ化が完了していないことなどの

理由からその利用範囲に戸籍事務を含むことは見送られ

た。その後、全国知事会から、番号法の施行後 3 年を目

処として検討される個人番号の利用範囲の拡大について、

戸籍などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進

めるべきである旨の要請がなされたこともあって、戸籍

事務をマイナンバー制度の利用範囲とすることが検討さ

れている。 

 2015年 10月、住民票を有する国民に 12桁のマイナン

バー（個人番号）が通知された。また、中長期在留者や

特別永住者などの外国人の方にも通知された。 

 2016年 1月、個人番号（マイナンバー）制度が導入さ

れた。全国民に「番号」が打たれた結果、住民管理の制

度は、「夫婦とその子」というこれまでの家族単位から個

人単位に変更されることとなった。 

 

4 戸籍制度に対する二項対立 

 戸籍制度については、関心を持つ人もいるが全くと言

っていいほど関心がない人もある。また、戸籍制度の存

在を肯定的にとらえる人と戸籍の存在を否定的に見る人

が存在する。現代の人々が戸籍制度をどのように捉えて

いるか考察するために、戸籍制度に関心を持つ複数の 60

代男性へのインタビューによって、戸籍制度に関する見

方を二つに分けて整理した。 

4.1 消極説 

 消極説は、以下の理由から戸籍制度を批判的に捉えて

いる。 

(1)戸籍制度が、戦前、「血統主義」を強調することによ

って、「万世一系」という血統に権威を求める天皇制の確

立や安定に利用された。 

(2)戦後は、戸籍と天皇制を結びつける考え方はなくなっ

たが、戸主制度の系譜を持つ家族主義と深く関係してお

り、家族主義の本質が「主従関係」にあり、封建主義的

性格を残している。 

(3)住民票やマイナンバー制度で機能代替できるので、将

来的には廃止も検討できる。 

4.2 積極説 

 積極説は、戸籍の実際の利用は、問題があった時の相

続時の財産の帰属に関わるもので、それ以外に実質的な

機能がないことを認めつつも、以下の理由から戸籍制度

を肯定的に捉えている。 

(1)戸籍制度は、家族主義に結実する日本の精神、自然観、

先祖信仰、血統主義を表象するものであって、そのこと

は、他の証明手段が普及した現代でも変わらない。 

(2)無戸籍者の発生や前の夫の子としての嫡出推定問題

などは、手続き上の問題で、それと本題の戸籍問題が混

同されている。 

(3)血統主義によって家族を単位にして作成される戸籍

制度を廃止してしまうと、その人が何者であるかの身分

関係を証明する公的な材料がなくなってしまう。 

 

【考察・今後の展開】 

戸籍制度をどのように考えるかは、性別・世代別・長

子か否かによって意識差があると予測できる。依然とし

て残される戸籍制度は、各種の証明機能がマイナンバー

に移行するなかで、機能よりも編製形態や存在が薄れつ

つある家族主義という日本文化の象徴となっている。 

戸籍制度から住民基本台帳、マイナンバーの導入に至

る背景には、近代化による住所地移動、大家族から核家

族へそして単身者家庭の増加という家族モデルの変化、

社会福祉サービスの発展とそれらに伴う徴収・給付の事

務処理の効率化という社会的要請が存在する。 

個人が住所や身分関係の束縛から解放される反面で国

や地方の行政サービスへの依存を高める結果でもある。

家族構成の多様化、血統への関心低下、さらには、他制

度による機能代替による戸籍制度の機能は縮小している。 

グローバル化による外国人居住者も増加しているが、

戸籍制度は日本国籍を持たない者は登録の対象としてお

らず、どのように包摂していくかの制度的な問題も抱え

ている。 

 戸籍制度をどのように捉えるかは、多様化した価値観

を持ちはじめた日本、あるいは日本人自身が考える問題

である。 
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庶務司戸籍地図掛（国土地理院の前身の一つ）が創設さ

れる。1870年（明治3年）、戸籍地図掛が民部省地理司に

拡充される。1871年、民部省が廃止され、大蔵省租税寮

へ管轄が移る。 

 1872年（明治 5年）、前年制定の戸籍法に基づいて、日

本で初めての本格的な戸籍制度が開始された。この年の

干支が壬申（みずのえさる）であることから、壬申戸籍

（じんしんこせき）と呼ばれる。壬申戸籍は「戸」を編

製単位としており、本籍を住所地としており、身分とと

もに住所の登録を行った。壬申戸籍は、現在は地方法務

局の倉庫で厳重に保管されている。（法務省の公式発表で

は壬申戸籍は廃止したといわれている）。1874年（明治7

年）、太政官達「大蔵省中戸籍、土木、駅逓ノ三寮及租税

寮中地理、勧農ノ事務ヲ内務省ニ交割セシム」により、

大蔵省から前年に発足した内務省に管轄が移動する。 

 1886（明治 19 年）、本籍は住所地としつつ、住所地が

屋敷番から地番に変更された。新たに除籍制度が設けら

れた。 

 1898年（明治 31年）、「戸」から「家」を編製単位とす

る戸籍制度に変更された。また、戸籍簿とは別に身分登

記簿が設けられたが、1915年（大正4年）、身分登記簿が

煩雑であったため廃止され、戸籍簿に一本化された。 

3.4 昭和後期（戦後） 

 1948年（昭和 23年）、新たに全面改正された戸籍法が

施行され、「家」から「家族」（夫婦と氏を同じくする子）

を編製単位とする戸籍に変更され、戸籍に置いて「戸主」

を廃止し、「筆頭者」が加えられた。また「華族」や「平

民」などの身分事項の記載が廃止された（戦後の混乱で

実際に戸籍簿が改製されるのは 1957年～1965年ごろ）。 

 1952年、住民登録法施行によって住民登録制度が開始

され、住民票の作成が開始された。これにより、非定住

民である山窩（サンカ）は衰退した。 

 1967年 7月、住民登録法を改正した住民基本台帳法の

施行により、戸籍とリンクした住民登録制度が開始され

た。住民基本台帳は、市町村長・特別区長が住民に関す

る記録である住民票を世帯ごとにまとめた公簿である。

住民票は、氏名、生年月日、性別、住所などを公に証明

することを目的として個人単位で作成される。 

 1970年 4月、壬申戸籍が封印された。1975年、法務省、

同和対策除籍等適正化事業により、除籍原戸籍の差別内

容塗抹。1976年、除籍原戸籍閲覧の禁止がなされた。1981

年、食糧難の解消により米穀通帳が廃止された。 

3.5 平成（現代）の戸籍制度 

 1994年、戸籍事務の電算化が始まり、コンピュータで

戸籍を管理する自治体が徐々に増える。1999年、住民基

本台帳法の改正で自治体事務の効率化を目的に住民基本

台帳のネットワーク化が図られた。 

 2002年、仙台市で2001年に発生した戸籍不実記載事件

により、内容訂正歴のある戸籍の再製を求める声が高ま

り、不実記載があった戸籍を作り直せるようになった。

2004年、オンラインでの戸籍手続の扱いを可能にする法

改正等が実施された。 

 2004 年 3 月 2 月、東京地裁によって婚外子に対する

「男・女」という続柄記載が「一見して非嫡出子と分か

る記載方法はプライバシー権の侵害である」と判示され、

2004年 11月、戸籍法施行規則が改正され、11月 1日以

降の出生については、嫡出子と同じく「長男・長女」な

どと記載されることになった。 

 2012年７月、外国人登録制度の廃止に伴い、外国人も

住民基本台帳法の適用を受けることになった。 

 2013年 5月、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（以下、番号法）が成

立した。この法律は、個人番号（マイナンバー）を行政

サービスのさまざまな場面で利用することにより、住民

基本台帳を実質的な原本としつつ、自治体事務の効率化

だけでなく、税や社会保険料の徴収漏れや二重給付を防

ぐなど、国の各行政機関の事務の効率化を目的とし、社

会保障・税・防災の分野を利用範囲と定めている。 

マイナンバー制度の検討段階においては、戸籍事務も

その利用範囲とすることとされていたが、全市区町村の

戸籍事務のコンピュータ化が完了していないことなどの

理由からその利用範囲に戸籍事務を含むことは見送られ

た。その後、全国知事会から、番号法の施行後 3 年を目

処として検討される個人番号の利用範囲の拡大について、

戸籍などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進

めるべきである旨の要請がなされたこともあって、戸籍

事務をマイナンバー制度の利用範囲とすることが検討さ

れている。 

 2015年 10月、住民票を有する国民に 12桁のマイナン

バー（個人番号）が通知された。また、中長期在留者や

特別永住者などの外国人の方にも通知された。 

 2016年 1月、個人番号（マイナンバー）制度が導入さ

れた。全国民に「番号」が打たれた結果、住民管理の制

度は、「夫婦とその子」というこれまでの家族単位から個

人単位に変更されることとなった。 

 

4 戸籍制度に対する二項対立 

 戸籍制度については、関心を持つ人もいるが全くと言

っていいほど関心がない人もある。また、戸籍制度の存

在を肯定的にとらえる人と戸籍の存在を否定的に見る人

が存在する。現代の人々が戸籍制度をどのように捉えて

いるか考察するために、戸籍制度に関心を持つ複数の 60

代男性へのインタビューによって、戸籍制度に関する見

方を二つに分けて整理した。 

4.1 消極説 

 消極説は、以下の理由から戸籍制度を批判的に捉えて

いる。 

(1)戸籍制度が、戦前、「血統主義」を強調することによ

って、「万世一系」という血統に権威を求める天皇制の確

立や安定に利用された。 

(2)戦後は、戸籍と天皇制を結びつける考え方はなくなっ

たが、戸主制度の系譜を持つ家族主義と深く関係してお

り、家族主義の本質が「主従関係」にあり、封建主義的

性格を残している。 

(3)住民票やマイナンバー制度で機能代替できるので、将

来的には廃止も検討できる。 

4.2 積極説 

 積極説は、戸籍の実際の利用は、問題があった時の相

続時の財産の帰属に関わるもので、それ以外に実質的な

機能がないことを認めつつも、以下の理由から戸籍制度

を肯定的に捉えている。 

(1)戸籍制度は、家族主義に結実する日本の精神、自然観、

先祖信仰、血統主義を表象するものであって、そのこと

は、他の証明手段が普及した現代でも変わらない。 

(2)無戸籍者の発生や前の夫の子としての嫡出推定問題

などは、手続き上の問題で、それと本題の戸籍問題が混

同されている。 

(3)血統主義によって家族を単位にして作成される戸籍

制度を廃止してしまうと、その人が何者であるかの身分

関係を証明する公的な材料がなくなってしまう。 

 

【考察・今後の展開】 

戸籍制度をどのように考えるかは、性別・世代別・長

子か否かによって意識差があると予測できる。依然とし

て残される戸籍制度は、各種の証明機能がマイナンバー

に移行するなかで、機能よりも編製形態や存在が薄れつ

つある家族主義という日本文化の象徴となっている。 

戸籍制度から住民基本台帳、マイナンバーの導入に至

る背景には、近代化による住所地移動、大家族から核家

族へそして単身者家庭の増加という家族モデルの変化、

社会福祉サービスの発展とそれらに伴う徴収・給付の事

務処理の効率化という社会的要請が存在する。 

個人が住所や身分関係の束縛から解放される反面で国

や地方の行政サービスへの依存を高める結果でもある。

家族構成の多様化、血統への関心低下、さらには、他制

度による機能代替による戸籍制度の機能は縮小している。 

グローバル化による外国人居住者も増加しているが、

戸籍制度は日本国籍を持たない者は登録の対象としてお

らず、どのように包摂していくかの制度的な問題も抱え

ている。 

 戸籍制度をどのように捉えるかは、多様化した価値観

を持ちはじめた日本、あるいは日本人自身が考える問題

である。 
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地域ブランディングにおける「駅」の発信効果

立石貴己（東日本旅客鉄道株式会社 ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ研究所）

：地域活性化、６次産業化、マーケティング

１．背景・目的 
当社は「鉄道という社会インフラを担う企業として、か

つ地域の一員として、地域と一緒になって、地域のあるべ

き未来を考え、行動する」ことを経営構想１に掲げている。

その一環として、首都圏駅での地産品常設店舗「のもの」

の展開や催事「産直市」の開催による地産品販路の提供と

情報発信、６次産業化によるものづくりの推進等を行うこ

とで、観光流動と地域雇用の創出をめざしている。

しかしながら、実際の取組みがどのように観光流動と地

域雇用の創出に貢献できているのかを測定する方法や当社

グループが持つ経営資源、すなわち“首都圏の駅”を有効

に活用するための戦略は試行錯誤しながら模索している状

態である。

本研究では、当社が展開する地域活性施策の一つである

「ものづくり」を事例として、地域活性化への効果を検証

し、今後、当社グループが推進すべき戦略を示唆すること

を目的とした。

２．これまでの課題

当社では各地域において、生産者と連携した「ものづく

り」に取組んできたものの、これまでの実績を振り返ると

以下のような課題があった。

当社の役割の曖昧さ

当社グループは、一次産業、二次産業に関して必ずしも

優位なノウハウを持っているわけではなく、駅という販路

は持つものの、大手ス－パーのような取引量を引き受けら

れるわけでもない。その中で、当社が果たすべき役割が曖

昧で、地域活性化に効果を発揮した取組みになっているか

も評価できていない。

全体戦略の不完全

交流人口の増加ないし雇用創出につなげるという観点で

素材や開発商品を選択しているとは限らず、ものづくりが

ＰＲやイメージアップで留まり、素材供給や利益創出の点

から継続が困難になるなど、計画の段階で次の打ち手が明

確でないため、一過性に終わる取組みが散見される。

６次産業化により地域ブランドを形成するまでのプロセ

スや継続的取組みにするための知見は、多くの成功事例や

文献２があり、素材選定や商品開発のノウハウは広く紹介

されている。例えば石原慎士氏は、実証事業や成功事例を

考察し、地域ブランド形成の作業的プロセスまでに言及し、

体系的かつ具体的にその手法を論じている３。また高屋聡

氏らは、６次産業化の事例を分類し、ビジネスを志向して

商農工が連携し利益創出する成功モデルがいかに困難であ

るかを定量的に把握し、マーケットとアライアンスの選択

の重要性を明らかにしている４ 。しかしながら、いずれも

地域の事業者と行政を構成メンバーとした事例であり、首

都圏販路を含む当社のような地域横断的な事業者のリソー

スを活用した事例分析や役割への提言は既往研究では見当

たらない。宮城県山元町のミガキイチゴのように首都圏百

貨店で高値が付いたことが販路拡大の端緒になった事例５）

などはあるが、すべての地域特産品や６次化商品が百貨店

で扱うような高級志向ではない。

当社が今後とも継続的に地域活性化に取組むためには、

当社のリソースとその効果から果たすべき役割を明確にす

る必要があり、具体的な事例で仮説構築と検証を行うこと

とした。

３．研究内容

本研究では、当社・八王子支社が甲州天空かぼちゃ生

産組合と連携して取組むこととなった６次産業化を事例

として検証を行なった。

仮説構築

八王子支社では、甲州市を中心に遊休ぶどう棚に吊る

して栽培する甲州天空かぼちゃ６）に着目し、これを素材

としたものづくりを行うこととした。商品展開は管轄エ

リアにある店舗を販路として想定し、かき揚げそば、プ

リン、スープを考え、加工や流通方法を検討していた。

ここでは、開発期間が短期ということもあり、商品ご

とに１次産業から３次産業までの事業者の連携を成立さ

せるだけでも多くの課題があり、当初の計画書において

も販売までのプロセスは比較的詳細に検討されているも

のの、雇用や交流人口の拡大という観点では「秋の収穫

祭への送客」ということが記載されているのみで、そこ

までの具体的なプロセスや最終的なゴールをどこに置く

かまでは明確にされていなかった。

また、計画時点では、甲州天空かぼちゃの良さや地域

の魅力を伝えるための手段として、なぜかき揚げそばな

のか、プリンなのかという点も必ずしも明確とは言えな

かった。

これは前述の課題にもあるように、これまでの「もの

づくり」でも素材やパートナーが決まると、商品開発が

目的となってしまい、真の目的（当社にとっては交流人

口や地域雇用の創出）に向けた全体戦略、達成プロセス

を明確にすることなく走り出す傾向があり、本件でも目

的から最適な手段を選択していると言えるのか疑問があ

った。

そこで、この取組みで何をめざすのかを甲州天空かぼ

ちゃ生産組合と議論する中で再確認すると、生産者は、

当社と連携し、駅で甲州天空かぼちゃの商品を販売する

ことで、素材の知名度が上がり、売れることが地元で周

知されることで「天空かぼちゃを栽培してみよう」とい

う仲間が増えることに期待していることがわかった。

生産者の増加＝雇用創出は当社の地域活性化の取組み

の最終目的の一つであり、そのための知名度向上は言い

換えればブランディングの第一歩と捉えることができる。

これを最初の目標とするならば、当社の持つ駅で広く

発信することは一定の効果が期待できると考え、雇用創

出までの戦略仮説を３つフェーズに分けて構築した。（図

１）  
第一フェーズである今期の目的を「知名度とストー

リー（栽培方法や他にない特徴）を広めること」と明確

にすることで、商品開発の方向性、訴求媒体や表現す

べき内容等、プロモーション全体の軸も明確になった。

 

図１ 雇用創出までの戦略仮説

 
商品開発

今期の取組みの目的を明確にしたところで、あらため

て「かき揚げそば」「プリン」「スープ」が開発商品とし

て適切な手段となり得るかどうか検討した。

まず、かき揚げそばは、駅において流動が多い場所に

ある蕎麦屋の店頭でメニューとして名称を打ち出すこと

で多くの人の目に触れる機会を創出すると同時に、生産

量に限りがある素材を多くの人に味わってもらうには

「かき揚げ」にすることで販売数を多くすることができ

る。また、プリンは、蕎麦屋を利用しない顧客層に広く

訴求することが可能で、かぼちゃの味が直接的に感じら

れる商品でありながら、スウィーツとして他の素材割合

も高いため、個々のかぼちゃ消費量は少なく、限られた

仕入量でも多くの商品供給が可能であり、長期にわたっ

て販売可能である。スープはかぼちゃ使用量が多く、数

量は限られるが、最も素材の違いを出せる商品として、

味や素材にこだわる顧客層への訴求商品としての役割を

持たせられる。

以上のように多くの人に知ってもらうための商品とし

ての機能・役割を考え、当初計画の３商品の開発を進め

ることとした。（図２）

  

図２ （左上）甲州天空かぼちゃかき揚げそば 円 （右

上）甲州天空かぼちゃプリン 円 （下）甲州天空か

ぼちゃスープ 円 （価格はすべて税込）

プロモーション

販売箇所

【甲州天空かぼちゃプリン】 年 月 日～

・八王子駅、立川駅、三鷹駅、武蔵小金井駅、国分寺駅、

国立駅、府中本町駅、拝島駅、甲府駅のコンビニ等

・上野駅・やまなし産直市（ ～ ）

・上野駅、秋葉原駅の地産品常設店舗

・甲州市内店舗 か所
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確でないため、一過性に終わる取組みが散見される。

６次産業化により地域ブランドを形成するまでのプロセ

スや継続的取組みにするための知見は、多くの成功事例や

文献２があり、素材選定や商品開発のノウハウは広く紹介

されている。例えば石原慎士氏は、実証事業や成功事例を

考察し、地域ブランド形成の作業的プロセスまでに言及し、

体系的かつ具体的にその手法を論じている３。また高屋聡

氏らは、６次産業化の事例を分類し、ビジネスを志向して

商農工が連携し利益創出する成功モデルがいかに困難であ

るかを定量的に把握し、マーケットとアライアンスの選択

の重要性を明らかにしている４ 。しかしながら、いずれも

地域の事業者と行政を構成メンバーとした事例であり、首

都圏販路を含む当社のような地域横断的な事業者のリソー

スを活用した事例分析や役割への提言は既往研究では見当

たらない。宮城県山元町のミガキイチゴのように首都圏百

貨店で高値が付いたことが販路拡大の端緒になった事例５）

などはあるが、すべての地域特産品や６次化商品が百貨店

で扱うような高級志向ではない。

当社が今後とも継続的に地域活性化に取組むためには、

当社のリソースとその効果から果たすべき役割を明確にす

る必要があり、具体的な事例で仮説構築と検証を行うこと

とした。

３．研究内容

本研究では、当社・八王子支社が甲州天空かぼちゃ生

産組合と連携して取組むこととなった６次産業化を事例

として検証を行なった。

仮説構築

八王子支社では、甲州市を中心に遊休ぶどう棚に吊る

して栽培する甲州天空かぼちゃ６）に着目し、これを素材

としたものづくりを行うこととした。商品展開は管轄エ

リアにある店舗を販路として想定し、かき揚げそば、プ

リン、スープを考え、加工や流通方法を検討していた。

ここでは、開発期間が短期ということもあり、商品ご

とに１次産業から３次産業までの事業者の連携を成立さ

せるだけでも多くの課題があり、当初の計画書において

も販売までのプロセスは比較的詳細に検討されているも

のの、雇用や交流人口の拡大という観点では「秋の収穫

祭への送客」ということが記載されているのみで、そこ

までの具体的なプロセスや最終的なゴールをどこに置く

かまでは明確にされていなかった。

また、計画時点では、甲州天空かぼちゃの良さや地域

の魅力を伝えるための手段として、なぜかき揚げそばな

のか、プリンなのかという点も必ずしも明確とは言えな

かった。

これは前述の課題にもあるように、これまでの「もの

づくり」でも素材やパートナーが決まると、商品開発が

目的となってしまい、真の目的（当社にとっては交流人

口や地域雇用の創出）に向けた全体戦略、達成プロセス

を明確にすることなく走り出す傾向があり、本件でも目

的から最適な手段を選択していると言えるのか疑問があ

った。

そこで、この取組みで何をめざすのかを甲州天空かぼ

ちゃ生産組合と議論する中で再確認すると、生産者は、

当社と連携し、駅で甲州天空かぼちゃの商品を販売する

ことで、素材の知名度が上がり、売れることが地元で周

知されることで「天空かぼちゃを栽培してみよう」とい

う仲間が増えることに期待していることがわかった。

生産者の増加＝雇用創出は当社の地域活性化の取組み

の最終目的の一つであり、そのための知名度向上は言い

換えればブランディングの第一歩と捉えることができる。

これを最初の目標とするならば、当社の持つ駅で広く

発信することは一定の効果が期待できると考え、雇用創

出までの戦略仮説を３つフェーズに分けて構築した。（図

１）  
第一フェーズである今期の目的を「知名度とストー

リー（栽培方法や他にない特徴）を広めること」と明確

にすることで、商品開発の方向性、訴求媒体や表現す

べき内容等、プロモーション全体の軸も明確になった。

 

図１ 雇用創出までの戦略仮説

 
商品開発

今期の取組みの目的を明確にしたところで、あらため

て「かき揚げそば」「プリン」「スープ」が開発商品とし

て適切な手段となり得るかどうか検討した。

まず、かき揚げそばは、駅において流動が多い場所に

ある蕎麦屋の店頭でメニューとして名称を打ち出すこと

で多くの人の目に触れる機会を創出すると同時に、生産

量に限りがある素材を多くの人に味わってもらうには

「かき揚げ」にすることで販売数を多くすることができ

る。また、プリンは、蕎麦屋を利用しない顧客層に広く

訴求することが可能で、かぼちゃの味が直接的に感じら

れる商品でありながら、スウィーツとして他の素材割合

も高いため、個々のかぼちゃ消費量は少なく、限られた

仕入量でも多くの商品供給が可能であり、長期にわたっ

て販売可能である。スープはかぼちゃ使用量が多く、数

量は限られるが、最も素材の違いを出せる商品として、

味や素材にこだわる顧客層への訴求商品としての役割を

持たせられる。

以上のように多くの人に知ってもらうための商品とし

ての機能・役割を考え、当初計画の３商品の開発を進め

ることとした。（図２）

  

図２ （左上）甲州天空かぼちゃかき揚げそば 円 （右

上）甲州天空かぼちゃプリン 円 （下）甲州天空か

ぼちゃスープ 円 （価格はすべて税込）

プロモーション

販売箇所

【甲州天空かぼちゃプリン】 年 月 日～

・八王子駅、立川駅、三鷹駅、武蔵小金井駅、国分寺駅、

国立駅、府中本町駅、拝島駅、甲府駅のコンビニ等

・上野駅・やまなし産直市（ ～ ）

・上野駅、秋葉原駅の地産品常設店舗

・甲州市内店舗 か所
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【甲州天空かぼちゃかき揚げそば】 年 月 日～

・八王子駅、三鷹駅、豊田駅、拝島駅、府中本町駅の

いろり庵きらく

・上野駅・いろり庵きらく（ ～ ）

【甲州天空かぼちゃスープ】 年 月 日～

・カップ＆クロップ

（セレオ八王子店、 武蔵小金井店）

広告媒体

ブランディングの第一歩として、名称を強く打ち出す

とともに栽培方法の特徴を伝えるため、ポスターやリー

フレットなどの紙媒体のほか、ＡＲを活用した動画等を

駅を中心に車内、ＷＥＢサイト等、さまざまなチャネル

から情報発信した。（図３）

駅ポスター／店頭ポスター 店内配布カード

（WEB誘導）

店頭配布リーフレット

（素材紹介）

電車中吊広告

電車内動画広告 公式フェイスブック JR東日本アプリ

バナー広告  
図３ 活用メディア

 
効果検証

商品販売前と発売 か月後の知名度や素材への理解度

を下表に示すとおり調査を行い、その変化からプロモ－

ションの効果を確認することとした。

■調査方法
インターネットリサーチ
■調査対象

■調査時期と有効回答数
【事前調査】2015年8月13日～8月17日　（1030サンプル）
【事後調査】2015年10月23日～11月4日 （1018サンプル）

上野駅、三鷹駅、立川駅、国分寺駅、豊田駅、八王子駅、拝島駅、
府中本町駅を週１回以上利用する18～69才の男女

 

知名度の向上

甲州天空かぼちゃを含むブランド青果について、「知

っている」「名前は聞いたことがある」「知らない」の

３段階で聞いたところ、甲州天空かぼちゃの知名度（「知

っている」＋「名前を聞いたことがある」（以下「認知

している人」という。））は事前調査で１９．５％から

事後調査で２５．８％に向上した。

この差は統計的にも有意な差でありプロモーションに

効果があったと考えられる。また、知名度を比較するた

めに参考として調査した他の素材では１～２％の変化し

かないことからも、甲州天空かぼちゃの知名度が向上し

たと言える。（図４）

事前調査（n=1030）
事後調査（n=1018）
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【和歌山】味一みかん

【宮城】MIGAKI-ICHIGO
         （ミガキイチゴ）

【茨城】イバラキング

【北海道】夕張メロン

【宮崎】太陽のタマゴ

【栃木】スカイベリー

【福島】サンシャイントマト

【新潟】ルレクチェ

【山梨】甲州天空かぼちゃ

 

図４ ブランド青果の知名度調査結果

素材ストーリーの理解

甲州天空かぼちゃを認知している人においても「品種

が特別である」と誤って理解している人が事前調査では

３２．３％いたが、事後調査では２１．４％に減少し、

「栽培方法が特別である」と正しく理解している人が２

１．４％から３１．６％へと１０ポイント以上向上して

おり、理解が促進されたことが示唆される。（図５）

図５ 素材の特徴に対する理解の変化

認知経路

甲州天空かぼちゃを認知した経路については、「テレ

ビ番組」が調査前後とも３０％以上で最も多かったが、

「電車内広告」（４．５％→１２．９％）、「駅構内・

駅ビルの店頭」（２．５％→６．８％）が前後で変化し

ており、今回の取組みで活用したメディアが貢献してい

ることがわかる。（図６）

図６ 甲州天空かぼちゃを認識した媒体 

結論

かき揚げそば、プリンといった日常的な商品を駅でプ

ロモーション販売することは、素材や地域の知名度向上

に効果が期待できることが検証された。

すなわち、地域素材のブランディングの第一歩に向け

た役割を当社が果たすことが可能ということが明確にな

った。

地域の生産者を増やすという目的に向けては、さらに

素材の稀少性や優位性を活かして、生産者が適切な利益

を確保できる商品展開、販路拡大といったフェーズが必

要であり、こうした全体戦略を描く中で、当社が情報発

信チャネルとしての役割を担うことが、当社のリソース

を最も活かした取組み方であると考えられる。

なお、本事例はまだフェーズ１を検証したまでである

が、こうした一連の６次産業化の動向を見て、早くも甲

州天空かぼちゃを生産したいという申し出が生産組合に

寄せられ、２０１６年度は数件の生産農家が増えるとの

ことである７。

４．今後の取組み

今後、販路拡大をめざすには、商品の多様化、素材に

関する厳しい品質基準の設定、より加工商品に適した品

種選定や加工技術の向上、加工や流通コストの削減等が

課題となってくる。

八王子支社では、これらの課題を踏まえ、引き続き、

フェーズ２として甲州天空かぼちゃ商品のプレミアム化

をめざして取組んでいる。

当面は、栽培品種の増加や糖度計測等による品質の基

準化に向けた体制づくり、加工ペーストの品質管理等を

強化することを目標とし、さらに過去に実施していた「甲

州天空かぼちゃまつり」を 月に復活開催し、消費者と

生産地をつなげることにも取組む。

５．おわりに

本研究では、地域ブランディングの第一歩を「駅」か

ら発信する効果がどの程度かを検証することで、地域活

性化に向けて当社が継続的に取組むべき道筋が見えた。

しかし、その効果を発揮するには、商品そのものに魅

力がなくてはならない。そのためには、素材に他と比較

して優位な特徴があり、それを活かした加工技術が不可

欠である。

今回の取組みでは、そうした技術を有するパートナー

と出会い、連携できたことが、多くの課題を乗り越える

うえでの前提であったことも付言しておきたい。
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図６ 甲州天空かぼちゃを認識した媒体 

結論

かき揚げそば、プリンといった日常的な商品を駅でプ

ロモーション販売することは、素材や地域の知名度向上

に効果が期待できることが検証された。

すなわち、地域素材のブランディングの第一歩に向け

た役割を当社が果たすことが可能ということが明確にな

った。

地域の生産者を増やすという目的に向けては、さらに

素材の稀少性や優位性を活かして、生産者が適切な利益

を確保できる商品展開、販路拡大といったフェーズが必

要であり、こうした全体戦略を描く中で、当社が情報発

信チャネルとしての役割を担うことが、当社のリソース

を最も活かした取組み方であると考えられる。

なお、本事例はまだフェーズ１を検証したまでである

が、こうした一連の６次産業化の動向を見て、早くも甲

州天空かぼちゃを生産したいという申し出が生産組合に

寄せられ、２０１６年度は数件の生産農家が増えるとの

ことである７。

４．今後の取組み

今後、販路拡大をめざすには、商品の多様化、素材に

関する厳しい品質基準の設定、より加工商品に適した品

種選定や加工技術の向上、加工や流通コストの削減等が

課題となってくる。

八王子支社では、これらの課題を踏まえ、引き続き、

フェーズ２として甲州天空かぼちゃ商品のプレミアム化
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当面は、栽培品種の増加や糖度計測等による品質の基
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強化することを目標とし、さらに過去に実施していた「甲
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生産地をつなげることにも取組む。

５．おわりに

本研究では、地域ブランディングの第一歩を「駅」か

ら発信する効果がどの程度かを検証することで、地域活
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して優位な特徴があり、それを活かした加工技術が不可

欠である。

今回の取組みでは、そうした技術を有するパートナー

と出会い、連携できたことが、多くの課題を乗り越える

うえでの前提であったことも付言しておきたい。
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1. はじめに 

 

1) 研究の背景と目的 
アグリツーリズモとはイタリアにおいて農家が行う観光

事業を指す。イタリアでは1985年にアグリツーリズモ法が

制定され、各州が独自の規定を加える形で、農業の観光化

による安定的な農村の発展を試みてきた。制定後30年が経

過し、アグリツーリズモの発展した地域が明確になってき

たが、なかでもトレンティーノ=アルト・アディジェ州ボル

ザーノ自治県における発展は著しいものがある。ボルザー

ノは南チロル地方と呼ばれ多くが山間部に位置し、夏は登

山、冬はスキー客などで賑わう。だが農業においては傾斜

地ゆえに耕作面積が小さく、積雪による農閑期の長さから

採算性の面でも不利な条件を抱える地域であった。また戦

後の都市の工業化による農村の人口流出は日本と同様に起

きており、社会問題化していた。こうした背景から、1990

年以降に積極的にアグリツーリズモを導入し、農業と観光

の共存による農村の持続を図る取組みを進めた。 

 本研究は、持続的農村の形成せしめる指標となり得るも

のを指摘することを目指し、ボルザーノ自治県を対象に、

アグリツーリズモの発展過程を明らかにし、農村における

観光産業を成功に導いた要因を明確化することを目的とし

ている。農村部における人口減少と後継者不足は、欧米の

みならずアジア諸国でも問題となっており、少しでも多く

の事例の蓄積が問題解決への一因になると考えている。 

 

2) 研究の方法 

 本研究は文献調査と現地調査をもとにしている。文献調

査は、欧米を中心とする先行研究をレビューした後、ボル

ザーノ自治県の農業と観光の状況を把握するため、州や県

の発行物およびオーブンデータを活用した。地域における

詳細な資料は、現地調査にて収集し、現地調査は、2016年

3 月 9～24 日に実施した。現地調査では、南チロル農業組

合であるレッド・ルースターへ、農村観光発展の経緯や戦

略についてのインタビューを行った。またアグリツーリズ

モ経営者へ、収入状況や観光事業の支援環境などについて

インタビューを行った。さらに滞在を通して農業および観

光の現状における視察を実施した。 

2. イタリアにおける農業の変遷と農村の観光化 

 

1) イタリア農業の変遷 

1861年に統一される以前のイタリアは、複数の国に納め

られ、その経緯も長く文化的背景も異なっていた。気候や

地形以上に、地域の政治や文化が農業に与えた影響が大き

く、統一後にも北部・中部・南部では農業の環境が大いに

異なっていた。北部はロンバルディア州やヴェネト州を中

心に都市商人の投資に支援された先進的な集約的大農場経

営がされる一方、南部は都市に住む貴族による「ラティフ

ォンド（大都市所有制）」が残った関係で後進的な粗放農業

が行われ、また中部では「メッツァドリア」という地主と

小作人が作物を折半するような農家自立性を高める方向の

農業が行われていた。こうした歴史は第二次大戦後の現代

においても農業の強弱を反映することとなった。 

1962年の時点で EU前身の組織である EECにすでに加盟

していたイタリアは、その後の EU農政の影響を強く受ける

こととなった。CAP政策と呼ばれるEU共通農業政策におい

ては、農産物の市場統合と自由化が行われた。これに由来

するデカップリング政策においては、農家への所得補償を

減らす代わりに、農法の転換支援に補助金を出すことを決

定した。イタリアはこれを受けて農家への観光産業参入支

援を積極化することができたのだった。 

 

2) アグリツーリズモの登場と発展 

 アグリツーリズモはトスカーナ州の元貴族シモーネ氏に

より提唱され、1965年にはアグリツーリズモ協会が設立さ

れている。当時彼が有する広大な敷地は、貧しい農村と化

し生産されたワインも安値で取引されていたことから、農

業と観光の統合を目指し、イギリスやフランスの先進事例

を学びながら試行錯誤で取組みを展開していった。これと

は別に 1973年、トレンティーノ=アルト・アディジェ州ト

レント自治県の条例にアグリツーリズモが登場した。隣接

するオーストリアでは農村観光が盛んで、影響を受けた取

り組みであったことが伺える。 

 こうした動きを受け、1985年にアグリツーリズモ法が制

定された。制定当初はアグリツーリズモの促進が主な目的

であったが、2006年の改正法では届け出の簡易化や、経営

 

者の施設改修の簡素化などにより更なる促進を目指す内容

の他、農場には農業関連設備や器具の展示をする、利用者

のためのレクリエーションやスポーツ活動などのメニュー

を揃えるなど、地域の特色を反映するような項目が並んだ。

なお、同法はあくまで国が大枠を制定したという段階のも

のであり、これに州や市が個別に規定を設けることとなっ

ている。 

 

3. ボルザーノにおけるアグリツーリズモの発展 

 

1) 南チロル地方の農業環境とアグリツーリズモの発展 

イタリア北部は比較的豊かな農村を抱えるイメージがあ

るが南チロル地方は山間部を多く含むゆえに各農家の耕作

面積が少なく、積雪による農閑期の長さから、農業におけ

る採算性は厳しい地域であった。だからこそ、農業を補完

する意味で観光産業としてのアグリツーリズモに期待が寄

せられる傾向があった。またトレント自治県がイタリアの

アグリツーリズモという言葉の発祥地ということが示すよ

うに、国境を接するオーストリアなど農村観光先進国であ

る諸外国からノウハウを吸収しやすい環境にあったことが、

その発展を後押したと言えよう。 

ボルザーノはイタリアにおいてアグリツーリズモが最も

発展した地域の１つである。2013年時点でアグリツーリズ

モ数はイタリア全体で20,897軒あり、トスカーナ州4,108

軒に次いで、ボルザーノを含むトレンティーノ=アルト・ア

ディジェ州が 3,506軒と続き、州別では全国 2位となって

いる。さらにトレンティーノ=アルト・アディジェ州のアグ

リツーリズモのうち 97%にあたる 3,098 件がボルザーノに

集中している 1。 

アグリツーリズモの発展に関しては、レッド・ルースタ

ーが州統計をもとに 1999年と 2011年を比較し分析してお

り、それによると2011年現在、ベッド数22,288個で 47.9%

増、来訪者数は 301,302 人で 177.6%増、宿泊日数は

2,021,734人で 153.4%増となっている。アグリツーリズモ

の規模は1.5倍程度拡大しているが、さらに来訪者数は2.7

倍もの増加を見せ、著しい発展を遂げていることがわかる。

ボルザーノのアグリツーリズモの特徴は、1 軒辺りのベッ

ド数は8.7台と全国平均13.2台に比較して少ない。また女

性経営者率は12.9%で、全国の 35.6%に比較して少ないこと

が挙げられる 1。理由としては農業規模が小さいため付随す

る建物も小さいということ、アグリツーリズモの経営は実

質的に女性が担っている所も多いが、農閑期が長いこの地

域では男性も積極的にアグリツーリズモ経営に参加してい

るため、代表者名に男性が上がる傾向があることが考えら

れる。 

  

2) レッド・ルースターの設立と展開  

南チロル農業組合であるレッド・ルースターは1999年に

設立され、ボルザーノを拠点に活動を行っている。南チロ

ル地方では農村における互助組織（コーポラティブ）が19

世紀から存在し、その活動の歴史は古いのだが、1985年の

アグリツーリズモ法の制定以後、農村に観光産業が芽生え

ると、この活動を後押しすることが必要となり、レッド・

ルースターが設立されることとなった。現在 6名の研究員

がおり、それぞれに1～2人のアシスタントがつく。ここの

活動の中心は農業マーケティングであり、いわゆる日本の

農協の事業内容とは異なっている。ヒアリングを快諾して

くれたヘインズ博士は、オーストリアの文化社会学の研究

者で30代の若手であったが、研究所のメンバーはこのよう

に外国の研究者が多く、人的資源においては立地のメリッ

トを最大限に活かしていると言える。 

ヘインズ博士によると、1980年代からアグリツーリズモ

数は増加の傾向にあるが、宿泊者数はそれを大きく超えて

著しく伸びているという。つまり、レッド・ルースターが

設立され農家を様々な方法で支援した結果、これだけの成

功を招いたのであると言うのである。具体的にレッド・ル

ースターの活動内容を述べると、アグリツーリズモのレー

ティング、生産物のプロモーション、農家向けのセミナー

の 3点に集約される。 

アグリツーリズモのレーティングは、観光客向けのアグ

リツーリズモ紹介冊子に掲載されている。宿泊施設の規模

や内容、バリアフリー対応、乗馬などのスポーツアクティ

ビティ、通信環境や農産物の種類など、約20点の項目につ

いて観光客が宿泊施設選択の目安にできるよう公開し、最

も良い評価をエーデルワイスの花 5つとして掲載する。レ

ーティングの目的は観光客の利便性もさることながら、実

際にはアグリツーリズモの経営者がレーティングを見てよ

り良いサービスの向上を目指すことを目的としている。レ

ッド・ルースターは、全てのアグリツーリズモに約 100問

16枚の審査シートを渡し集計している。当然、レーティン

グを良しとしないアグリツーリズモ経営者もいるため、レ

ートのダウンは基本的にしていないとのことであった 2。 

生産物のプロモーションは、1 農家 1 農産加工品の生産

を支援し、加工品を観光客向けの農産物加工品冊子で紹介

している。すべての農家がアグリツーリズモに参入できる

わけではなく、農業のみで精一杯の農家も存在する。こう
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こととなった。CAP政策と呼ばれるEU共通農業政策におい

ては、農産物の市場統合と自由化が行われた。これに由来

するデカップリング政策においては、農家への所得補償を

減らす代わりに、農法の転換支援に補助金を出すことを決

定した。イタリアはこれを受けて農家への観光産業参入支

援を積極化することができたのだった。 

 

2) アグリツーリズモの登場と発展 

 アグリツーリズモはトスカーナ州の元貴族シモーネ氏に

より提唱され、1965年にはアグリツーリズモ協会が設立さ

れている。当時彼が有する広大な敷地は、貧しい農村と化

し生産されたワインも安値で取引されていたことから、農

業と観光の統合を目指し、イギリスやフランスの先進事例

を学びながら試行錯誤で取組みを展開していった。これと

は別に 1973年、トレンティーノ=アルト・アディジェ州ト

レント自治県の条例にアグリツーリズモが登場した。隣接

するオーストリアでは農村観光が盛んで、影響を受けた取

り組みであったことが伺える。 

 こうした動きを受け、1985年にアグリツーリズモ法が制

定された。制定当初はアグリツーリズモの促進が主な目的

であったが、2006年の改正法では届け出の簡易化や、経営

 

者の施設改修の簡素化などにより更なる促進を目指す内容

の他、農場には農業関連設備や器具の展示をする、利用者

のためのレクリエーションやスポーツ活動などのメニュー

を揃えるなど、地域の特色を反映するような項目が並んだ。

なお、同法はあくまで国が大枠を制定したという段階のも

のであり、これに州や市が個別に規定を設けることとなっ

ている。 

 

3. ボルザーノにおけるアグリツーリズモの発展 

 

1) 南チロル地方の農業環境とアグリツーリズモの発展 

イタリア北部は比較的豊かな農村を抱えるイメージがあ

るが南チロル地方は山間部を多く含むゆえに各農家の耕作

面積が少なく、積雪による農閑期の長さから、農業におけ

る採算性は厳しい地域であった。だからこそ、農業を補完

する意味で観光産業としてのアグリツーリズモに期待が寄

せられる傾向があった。またトレント自治県がイタリアの

アグリツーリズモという言葉の発祥地ということが示すよ

うに、国境を接するオーストリアなど農村観光先進国であ

る諸外国からノウハウを吸収しやすい環境にあったことが、

その発展を後押したと言えよう。 

ボルザーノはイタリアにおいてアグリツーリズモが最も

発展した地域の１つである。2013年時点でアグリツーリズ

モ数はイタリア全体で20,897軒あり、トスカーナ州4,108

軒に次いで、ボルザーノを含むトレンティーノ=アルト・ア

ディジェ州が 3,506軒と続き、州別では全国 2位となって

いる。さらにトレンティーノ=アルト・アディジェ州のアグ

リツーリズモのうち 97%にあたる 3,098 件がボルザーノに

集中している 1。 

アグリツーリズモの発展に関しては、レッド・ルースタ

ーが州統計をもとに 1999年と 2011年を比較し分析してお

り、それによると2011年現在、ベッド数22,288個で 47.9%

増、来訪者数は 301,302 人で 177.6%増、宿泊日数は

2,021,734人で 153.4%増となっている。アグリツーリズモ

の規模は1.5倍程度拡大しているが、さらに来訪者数は2.7

倍もの増加を見せ、著しい発展を遂げていることがわかる。

ボルザーノのアグリツーリズモの特徴は、1 軒辺りのベッ

ド数は8.7台と全国平均13.2台に比較して少ない。また女

性経営者率は12.9%で、全国の 35.6%に比較して少ないこと

が挙げられる 1。理由としては農業規模が小さいため付随す

る建物も小さいということ、アグリツーリズモの経営は実

質的に女性が担っている所も多いが、農閑期が長いこの地

域では男性も積極的にアグリツーリズモ経営に参加してい

るため、代表者名に男性が上がる傾向があることが考えら

れる。 

  

2) レッド・ルースターの設立と展開  

南チロル農業組合であるレッド・ルースターは1999年に

設立され、ボルザーノを拠点に活動を行っている。南チロ

ル地方では農村における互助組織（コーポラティブ）が19

世紀から存在し、その活動の歴史は古いのだが、1985年の

アグリツーリズモ法の制定以後、農村に観光産業が芽生え

ると、この活動を後押しすることが必要となり、レッド・

ルースターが設立されることとなった。現在 6名の研究員

がおり、それぞれに1～2人のアシスタントがつく。ここの

活動の中心は農業マーケティングであり、いわゆる日本の

農協の事業内容とは異なっている。ヒアリングを快諾して

くれたヘインズ博士は、オーストリアの文化社会学の研究

者で30代の若手であったが、研究所のメンバーはこのよう

に外国の研究者が多く、人的資源においては立地のメリッ

トを最大限に活かしていると言える。 

ヘインズ博士によると、1980年代からアグリツーリズモ

数は増加の傾向にあるが、宿泊者数はそれを大きく超えて

著しく伸びているという。つまり、レッド・ルースターが

設立され農家を様々な方法で支援した結果、これだけの成

功を招いたのであると言うのである。具体的にレッド・ル

ースターの活動内容を述べると、アグリツーリズモのレー

ティング、生産物のプロモーション、農家向けのセミナー

の 3点に集約される。 

アグリツーリズモのレーティングは、観光客向けのアグ

リツーリズモ紹介冊子に掲載されている。宿泊施設の規模

や内容、バリアフリー対応、乗馬などのスポーツアクティ

ビティ、通信環境や農産物の種類など、約20点の項目につ

いて観光客が宿泊施設選択の目安にできるよう公開し、最

も良い評価をエーデルワイスの花 5つとして掲載する。レ

ーティングの目的は観光客の利便性もさることながら、実

際にはアグリツーリズモの経営者がレーティングを見てよ

り良いサービスの向上を目指すことを目的としている。レ

ッド・ルースターは、全てのアグリツーリズモに約 100問

16枚の審査シートを渡し集計している。当然、レーティン

グを良しとしないアグリツーリズモ経営者もいるため、レ

ートのダウンは基本的にしていないとのことであった 2。 

生産物のプロモーションは、1 農家 1 農産加工品の生産

を支援し、加工品を観光客向けの農産物加工品冊子で紹介

している。すべての農家がアグリツーリズモに参入できる

わけではなく、農業のみで精一杯の農家も存在する。こう
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した農家は農産加工品を生産すればレッド・ルースターが

冊子を通してプロモーションするので、立寄り観光客に販

売することが可能となり、時には生産体験などのアクティ

ビティを提供することができる。このようにアグリツーリ

ズモを経営しない農家も、観光産業の恩恵を受けることが

できるようにしているのである。 

農家向けセミナーは、アグリツーリズモ経営の方法、ア

グリツーリズモの改修ノウハウ、農産物加工品の開発方法

など、多岐に亘る。農家は観光産業における経験は無いた

め、レッド・ルースターの研究員または外部から講師を招

いて、長期の研修を実施する。研究の期間は、1 日あたり

およそ 7時間で短くて 3日間位から、長いと 1ヶ月という

ものもある。低料金であるが農家から一定額を収受してい

る。こうして農家が円滑にアグリツーリズモに参入できる

支援体制を整えているのである。これらの 3つの活動内容

に加えて、近年力を入れているのが、伝統的な工芸品であ

るクラフトの復興である。山間部ゆえに木材を使用したク

ラフトは伝統的に盛んであったが、近年は衰退傾向にあっ

た。これを観光客向けに土産品として販売するのみでなく、

これまで以上の技術の向上を目指し、クラフト専用のプロ

モーション冊子を使用して紹介している。 

レッド・ルースターは農家からの広告収入と市からの補

助で成り立っており、こうした研究者の人件費も賄ってい

る。広告収入というのは協賛金という言い方もされるが、

アグリツーリズモ紹介冊子に掲載するのに 1アグリツーリ

ズモあたり年間 5ユーロ、農産物紹介冊子に掲載するのに

1農家あたり年間6ユーロといった具合に収入を得ている。

ヘインズ博士によると、こういう仕組みはオーストリアの

農村観光に似ているということで、やはりここでも国境を

なす外国から影響を受けていることが伺える。 

 

3) アグリツーリズモによる農家の変化 

 ここではアグリツーリズモを導入して農家はどう変化し

たのかについて、経営者ヒアリングから取りまとめておく。

ヒアリングを実施したのは、外国人旅行者の受入れに積極

的と考えられる2軒であり、概要は表の通りである 3。 

 グルベルホフは山間部、オッケンデルホフは市中心部近

郊で立地特性は異なるが、ボルザーノ市内はバスの利便性

が高く、中心部から山間部へ容易に移動することが可能で

ある。いずれのアグリツーリズモも大切にしているのは自

家または周辺で生産された農産物・酪農品を使用したチロ

ル料理である。オッケンデルホフはレストランも併設し、

この収入を観光収入として計上している。 

ヒアリングから得られた最も驚くべき点は、収入の割合

であり、農業収入と観光収入の割合は、グルベルホフは2:8、

オッケンデルホフは 3:7に上り、農業収入を観光収入が圧

倒的に上回っている点である。 

◆ヒアリング対象のアグリツーリズモの概要 

アグリツーリズモ名 グルベルホフ オッケンデルホフ 

経営形態 

 

代表：男性 

家族経営(4人) 

代表：女性 

家族経営(3人) 

宿泊施設規模 4室 6室 

農業の生産物 

と生産割合 

リンゴ 55%,ブドウ 20% 

ほし草 10%,その他野

菜と果物 10% 

ブドウ 70%（ワイン生

産）, リンゴ 30% 

 

収入の割合 農業：観光 = 2:8 農業：観光 = 3:7 

立地 山間部 市中心部近郊の街道

沿い 

特徴 ・乗馬, ハイキング 

（多種のフットパス） 

・400 年前の建物を

改修し使用 

・チロル料理レストラン

（終日営業） 

・サイクリングロードが

近郊に有り 

レッド・ルースターに確認を取ったところ、一般的なア

グリツーリズモの観光収入割合は全体の 6割以上であろう

とのことだったので、この 2軒の結果は特別なものではな

いことがわかる。いずれの農家も観光収入なしでは生活が

成り立たないことを指摘していた。農業に観光となると当

然ながら生活は忙しい。工業化による人口流出も経験した

こうした地域では、「ふるさとに住み続けられることができ

ることが幸福である」ということも語っていた（グルベル

ホフ経営者ヒアリングより）。 

グルベルホフは 400年前の宿場町の建物を改装したアグ

リツーリズモで、周辺に多数の整ったフットパスがあり、

徒歩や乗馬で多方面にハイキングできる。こうしたフット

パスはアグリツーリズモがこの地に根付いた 1990 年代以

降、ドイツ人観光客が訪れるようになり、利便性や安全性

の向上の要望が示された結果整備が進んだもので、現在は

観光協会が主体となって整備している。今やそのルートは

かなり細かく網の目のように地域に広がり、観光客のみで

なく地域住民に不可欠な交通網となっている。 

 

4. 考察 

 

1) ボルザーノにおけるアグリツーリズモの成功要因  

ボルザーノ自治県の農村部では、生業である農業を対象

 

に観光産業を育成し、農家における農業収入の不足を補填

する形で、農家の持続性を形成することに成功したと言え

る。この地域では比較的豊かな農村を抱える北部であって

も農業の環境が厳しく、地域の存続における危機感が高か

ったことから観光産業創出へ意欲的であったことが伺える。 

だがボルザーノにおけるアグリツーリズモの最たる成功

要因としては、立地が挙げられる。まず当該地域は、オー

ストリアやスイスと接し、また比較的距離の近いドイツも

含め、こうした農村観光に歴史を持つ外国からいち早く情

報を収集することができた。そして、主な公用語がドイツ

語であることからドイツ語圏の研究者など海外知識層の活

用も可能であった。さらにボルザーノ中心部には外資系企

業なども集まり、経済が低迷するイタリアにおいてはまだ

経済活動が比較的盛んであるということだった。 

 こうした立地という要因に加えて、農業研究所であるレ

ッド・ルースターの存在が大きい。観光を活用していかに

農業を強くするか、その徹底したマーケティングと施策は

目を見張るものがある。こうした組織が存在する農村地域

はイタリアでもそう多くないと考えられ、この地域におい

てはある意味幸運であったとも考えられるのである。 

さらに、ボルザーノを始め南チロル地方には、独自のア

イデンティティが存在している点が挙げられる。ボルザー

ノの言語はドイツ語 26%、イタリア語 74%、ラディン語 1%

である 4。ボルザーノは国境沿いゆえに統治国が代わってき

た背景から、特殊なアイデンティティを持つ。「頭脳はドイ

ツやオーストリアにルーツがあり、文化はイタリアにルー

ツがある」という自負に加え、農村部では集落ごとに異な

る文化がある。いわゆる独立心の強さのようなものが、農

村を持続させるエンジンになったのではないかと考えられ

るのである。 

 

2)農家の持続と、持続的農村の形成 

 ボルザーノは観光により持続的農村となったのであろう

か。ボルザーノの事例は、観光の導入により農村が農業を

強化させ、農家として持続していくことを可能にさせたこ

とを明確にした。農業収入を上回る観光収入の存在は、農

村が魅力のある地域であることを農家に再認識させ、農家

の経営における自信を認識させることに成功した。従って

経済的効果という面では、農村の持続性を形成する一因と

なったと考えられる。 

しかしながらこれらに加えて、クラフトに見られる文化

の再生や、アグリツーリズモに積極的に関与する女性の活

動の活性化は、地域のアイデンティティの向上や、コミュ

ニティの強化という意味で、持続的農村のあり方に多いに

貢献したと考えられるのである。 

 

5. おわりに 

 

本論では、ボルザーノにおけるアグリツーリズモの発展

過程と成功要因を示すことができ、またこの要因は持続的

農村を形成せしめる要因の一部となっているであろうとい

うことを指摘するに至った。 

今後の研究に向けてであるが、持続的農村を語るには、

何をもって持続的とするのか、その指標の明確化が重要に

なると考えられ、その指標をイタリアの事例研究の継続尾

もとに具体的に提示したいと考えている。 
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【補注】 

1 ISTATより 2013年度のデータを使用している. 

2 南チロル農業組合より提供された資料 Urlaub auf dem 

Bauernhof, Kriterienkatalog, Red Roosterより引用 

3 ボルザーノのアグリツーリズモはスキーリゾートを除

き 3 月に休業する傾向だが、中には通年営業を行う農

家もおり、こうした農家は Booking.com のような世界

で一般的に使用される宿泊予約サイトを通して集客し

ている。今回はこの Booking.com を通して英語対応可

能な2軒を抽出した。 

4 The Complete South Tyrol2014 (Folio) より引用 
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した農家は農産加工品を生産すればレッド・ルースターが

冊子を通してプロモーションするので、立寄り観光客に販

売することが可能となり、時には生産体験などのアクティ

ビティを提供することができる。このようにアグリツーリ

ズモを経営しない農家も、観光産業の恩恵を受けることが

できるようにしているのである。 

農家向けセミナーは、アグリツーリズモ経営の方法、ア

グリツーリズモの改修ノウハウ、農産物加工品の開発方法

など、多岐に亘る。農家は観光産業における経験は無いた

め、レッド・ルースターの研究員または外部から講師を招

いて、長期の研修を実施する。研究の期間は、1 日あたり

およそ 7時間で短くて 3日間位から、長いと 1ヶ月という

ものもある。低料金であるが農家から一定額を収受してい

る。こうして農家が円滑にアグリツーリズモに参入できる

支援体制を整えているのである。これらの 3つの活動内容

に加えて、近年力を入れているのが、伝統的な工芸品であ

るクラフトの復興である。山間部ゆえに木材を使用したク

ラフトは伝統的に盛んであったが、近年は衰退傾向にあっ

た。これを観光客向けに土産品として販売するのみでなく、

これまで以上の技術の向上を目指し、クラフト専用のプロ

モーション冊子を使用して紹介している。 

レッド・ルースターは農家からの広告収入と市からの補

助で成り立っており、こうした研究者の人件費も賄ってい

る。広告収入というのは協賛金という言い方もされるが、

アグリツーリズモ紹介冊子に掲載するのに 1アグリツーリ

ズモあたり年間 5ユーロ、農産物紹介冊子に掲載するのに

1農家あたり年間6ユーロといった具合に収入を得ている。

ヘインズ博士によると、こういう仕組みはオーストリアの

農村観光に似ているということで、やはりここでも国境を

なす外国から影響を受けていることが伺える。 

 

3) アグリツーリズモによる農家の変化 

 ここではアグリツーリズモを導入して農家はどう変化し

たのかについて、経営者ヒアリングから取りまとめておく。

ヒアリングを実施したのは、外国人旅行者の受入れに積極

的と考えられる2軒であり、概要は表の通りである 3。 

 グルベルホフは山間部、オッケンデルホフは市中心部近

郊で立地特性は異なるが、ボルザーノ市内はバスの利便性

が高く、中心部から山間部へ容易に移動することが可能で

ある。いずれのアグリツーリズモも大切にしているのは自

家または周辺で生産された農産物・酪農品を使用したチロ

ル料理である。オッケンデルホフはレストランも併設し、

この収入を観光収入として計上している。 

ヒアリングから得られた最も驚くべき点は、収入の割合

であり、農業収入と観光収入の割合は、グルベルホフは2:8、

オッケンデルホフは 3:7に上り、農業収入を観光収入が圧

倒的に上回っている点である。 

◆ヒアリング対象のアグリツーリズモの概要 

アグリツーリズモ名 グルベルホフ オッケンデルホフ 

経営形態 

 

代表：男性 

家族経営(4人) 

代表：女性 

家族経営(3人) 

宿泊施設規模 4室 6室 

農業の生産物 

と生産割合 

リンゴ 55%,ブドウ 20% 

ほし草 10%,その他野

菜と果物 10% 

ブドウ 70%（ワイン生

産）, リンゴ 30% 

 

収入の割合 農業：観光 = 2:8 農業：観光 = 3:7 

立地 山間部 市中心部近郊の街道

沿い 

特徴 ・乗馬, ハイキング 

（多種のフットパス） 

・400 年前の建物を

改修し使用 

・チロル料理レストラン

（終日営業） 

・サイクリングロードが

近郊に有り 

レッド・ルースターに確認を取ったところ、一般的なア

グリツーリズモの観光収入割合は全体の 6割以上であろう

とのことだったので、この 2軒の結果は特別なものではな

いことがわかる。いずれの農家も観光収入なしでは生活が

成り立たないことを指摘していた。農業に観光となると当

然ながら生活は忙しい。工業化による人口流出も経験した

こうした地域では、「ふるさとに住み続けられることができ

ることが幸福である」ということも語っていた（グルベル

ホフ経営者ヒアリングより）。 

グルベルホフは 400年前の宿場町の建物を改装したアグ

リツーリズモで、周辺に多数の整ったフットパスがあり、

徒歩や乗馬で多方面にハイキングできる。こうしたフット

パスはアグリツーリズモがこの地に根付いた 1990 年代以

降、ドイツ人観光客が訪れるようになり、利便性や安全性

の向上の要望が示された結果整備が進んだもので、現在は

観光協会が主体となって整備している。今やそのルートは

かなり細かく網の目のように地域に広がり、観光客のみで

なく地域住民に不可欠な交通網となっている。 

 

4. 考察 

 

1) ボルザーノにおけるアグリツーリズモの成功要因  

ボルザーノ自治県の農村部では、生業である農業を対象

 

に観光産業を育成し、農家における農業収入の不足を補填

する形で、農家の持続性を形成することに成功したと言え

る。この地域では比較的豊かな農村を抱える北部であって

も農業の環境が厳しく、地域の存続における危機感が高か

ったことから観光産業創出へ意欲的であったことが伺える。 

だがボルザーノにおけるアグリツーリズモの最たる成功

要因としては、立地が挙げられる。まず当該地域は、オー

ストリアやスイスと接し、また比較的距離の近いドイツも

含め、こうした農村観光に歴史を持つ外国からいち早く情

報を収集することができた。そして、主な公用語がドイツ

語であることからドイツ語圏の研究者など海外知識層の活

用も可能であった。さらにボルザーノ中心部には外資系企

業なども集まり、経済が低迷するイタリアにおいてはまだ

経済活動が比較的盛んであるということだった。 

 こうした立地という要因に加えて、農業研究所であるレ

ッド・ルースターの存在が大きい。観光を活用していかに

農業を強くするか、その徹底したマーケティングと施策は

目を見張るものがある。こうした組織が存在する農村地域

はイタリアでもそう多くないと考えられ、この地域におい

てはある意味幸運であったとも考えられるのである。 

さらに、ボルザーノを始め南チロル地方には、独自のア

イデンティティが存在している点が挙げられる。ボルザー

ノの言語はドイツ語 26%、イタリア語 74%、ラディン語 1%

である 4。ボルザーノは国境沿いゆえに統治国が代わってき

た背景から、特殊なアイデンティティを持つ。「頭脳はドイ

ツやオーストリアにルーツがあり、文化はイタリアにルー

ツがある」という自負に加え、農村部では集落ごとに異な

る文化がある。いわゆる独立心の強さのようなものが、農

村を持続させるエンジンになったのではないかと考えられ

るのである。 

 

2)農家の持続と、持続的農村の形成 

 ボルザーノは観光により持続的農村となったのであろう

か。ボルザーノの事例は、観光の導入により農村が農業を

強化させ、農家として持続していくことを可能にさせたこ

とを明確にした。農業収入を上回る観光収入の存在は、農

村が魅力のある地域であることを農家に再認識させ、農家

の経営における自信を認識させることに成功した。従って

経済的効果という面では、農村の持続性を形成する一因と

なったと考えられる。 

しかしながらこれらに加えて、クラフトに見られる文化

の再生や、アグリツーリズモに積極的に関与する女性の活

動の活性化は、地域のアイデンティティの向上や、コミュ

ニティの強化という意味で、持続的農村のあり方に多いに

貢献したと考えられるのである。 

 

5. おわりに 

 

本論では、ボルザーノにおけるアグリツーリズモの発展

過程と成功要因を示すことができ、またこの要因は持続的

農村を形成せしめる要因の一部となっているであろうとい

うことを指摘するに至った。 

今後の研究に向けてであるが、持続的農村を語るには、

何をもって持続的とするのか、その指標の明確化が重要に

なると考えられ、その指標をイタリアの事例研究の継続尾

もとに具体的に提示したいと考えている。 

 

【謝辞】 

・南チロル農業組合のヘインズ博士からは多くの資料を

含む情報提供を受け、感謝申し上げたい. 

・本研究は JSPS科研費 15HD6622 の助成を受けたもので

ある. 

 

【補注】 

1 ISTATより 2013年度のデータを使用している. 

2 南チロル農業組合より提供された資料 Urlaub auf dem 

Bauernhof, Kriterienkatalog, Red Roosterより引用 

3 ボルザーノのアグリツーリズモはスキーリゾートを除

き 3 月に休業する傾向だが、中には通年営業を行う農

家もおり、こうした農家は Booking.com のような世界

で一般的に使用される宿泊予約サイトを通して集客し

ている。今回はこの Booking.com を通して英語対応可

能な2軒を抽出した。 

4 The Complete South Tyrol2014 (Folio) より引用 
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2000年代におけるイタリア産業集積の動向に関する研究 

 

 氏名 松本敦則（法政大学） 

Keyword： イタリア産業集積、ISTAT（イタリア国立統計局）、2001年～2011年 

 

【目的・背景】 

筆者は 2001年～2005年までイタリアに在住し、2006年

以降は年に1～2回程度、イタリア産業集積の現地調査を行

ってきた。これまで多くのフィールドワークを実施してき

たが、なかなか正式な統計データが手に入らなかったこと

が、課題の一つであった。 

それは、ISTAT（イタリア国立統計局）が出すセンサスは

10年に一度発表されるため、2001年～2011年のデータが

揃うのは 2010 年代半ばまで待たなければならなかったか

らである。 

これまでの調査は ISTATの統計ではなく、商工会議所や

地域の研究機関が発表するデータを利用してきた。イタリ

アの商工会議所は日本と違い、全ての事業所が登録をしな

ければならないため、商工会議所の統計も信頼できるもの

であるが、ISTATの統計は必要不可欠である。 

2015年に入ってから、ようやく ISTATのセンサスが発表

された。ISTAT もイタリアにおける産業集積の重要性を認

識しているため、毎回、産業集積に関するデータを発表し

ており、この最新のデータにより、2000年代のイタリア産

業集積の動向がつかめることになった。 

そこで、本研究の目的は、最近発表されたISTATAの『セ

ンサス 2011』を利用し、統計のデータからこの 10年のイ

タリア産業集積の分析をおこない、動向を明らかにするも

のである。 

 

【研究方法】 

第一に、先行研究の調査を行う。イタリア産業集積に関

するセンサスの歴史的な経緯を踏まえる。どのような経緯

で産業集積に関するセンサスが採られてきたのかを説明す

る。その上で、特に 2001年のセンサスと 2011年のセンサ

スを比較することによって、統計上どのような現象が起き

ているのか、を明らかにしたい。 

第二に、統計上の分析だけでなく、フィールドワークを

通じて、明らかになっていた事実と統計データを関連づけ

てみたい。筆者は2000年以降、一貫してイタリア産業集積

の調査を行ってきており、そのフィールドワークと ISTAT

の調査をもとに、この10年の動向を明らかにしていきたい。 

【研究内容】 

１．まず、最初に歴史的な視点から、これまでどのように

してイタリア産業集積に関する ISTATの統計が発展してき

たのかについて取り上げたい。 
戦後、イタリアの産業政策は国有企業や大企業の発展を

第一の目標にしてきた。しかしながら、2 度にわたる石油
ショックや度重なる労働争議に疲弊した大企業は、もはや

イタリア経済を牽引する力を失っていた。 
そのような中、イタリア経済の成長は、北西部のミラノ、

トリノ、ジェノバ地域から成る工業三角地帯でもなく、ま

た、成長の遅れていた南部地域でもなく、ボローニャ、モ

デナ、フィレンツェなどの地域からなる、いわゆる第三の

イタリアがその中心であることが 1981 年のセンサスによ

って明らかにされた。その事実により、イタリアにおける

産業集積の重要性が初めて認識されたのである。 

1991 年に産業集積の定義とその研究開発等に一定の保

護を定める法律 307号が成立した。イタリア政府が産業政

策として初めて産業集積を本格的に取り上げたのである。 

1993 年には生産活動省によって産業集積認定のガイド

ラインが示され、これらを受けて各州による産業集積地図

の作成が行われ、133か所が産業集積として認定された。 

しかしながら、これらの産業集積の認定は各州政府に任

せたため、各地ごとに定義の解釈が違うという現象が生ま

れてしまった。 

そのため、イタリア政府が中心となり、1996年に ISTAT

は自ら産業集積の第 2弾の地図を作成した。この時の産業

集積の数は 199か所に増えたものの、前回同様に定義が定

まらず、曖昧さが残ってしまった。 

そこで、1999年５月 11日法律 140号を制定し、産業集

積の定義をより明確化し、従業員 250人以上の中～大規模

企業や、一部に子会社化されている企業も産業集積に含ま

れることとし、基準を明確化した。200１年には、これらの

法制等を基に生活活動省が産業振興局（IPI）を通じて州政
府ごとに各産業振興政策を行うこととなった。 
以上のようにして、イタリアの産業集積に関する産業政

策が実施され、それに伴い ISTATの産業集積に関する統計

も整備されていったのである。 

２．ここでは、2001年のセンサスと 2011年のセンサス

を比較することによって、統計上どのような状況になって

いるのか検討してみたい。 

まず、産業集積の数で言えば、2001年には 181の産業集

積が確認されたが、2011年の統計では141、2001年と比較

して40の産業集積が消滅している。 

地域的に見ると、イタリア北東部が45、北西部が37、中

部が38、南部が17、サルデーニャ島が４つの産業集積があ

る。第三のイタリアと呼ばれる北東部、中部に多いことが

わかる。 

次に、一つの産業集積が地域的に拡大していることであ

る。2001年には、一つの産業集積は平均で 13の市町村か

ら成り立っていたが、2011年度には 15の市町村から成り

立っている。 

また、地域的にはイタリア北西部の産業集積の数が減少

し、イタリア北東部のエミリア・ロマーニャ州やトスカー

ナ州の第三のイタリアと言われる地域の数が横ばいとなっ

ており、産業集積の偏りがあることなどがわかった。 

産業分野別でみると、繊維産業が減少し、機械産業が横

ばいを維持していることがわかった。製造業の従業員数も

減っている。 

さらに、メイド・イン・イタリーといわれる製品を作っ

ている産業集積は130を数える。比率にして92.2％であり、

主な産業は機械、繊維・衣料、大理石・タイルなどの建築

資材、鞄や靴などの革製品がメインとなっている。 

やはり、イタリアの産業集積は未だに伝統的な製品を作

ることから成り立っていることが明らかになった。 

 

３．フィールドワークについては、第三のイタリアにあ

るトスカーナ州やエミリア・ロマーニャ州の産業集積の事

例を取り上げていきたい。 

繊維産業が盛んなプラート地区は、ここ十年の間に大き

な変化に見舞われている。それは中国系企業の増大である。

イタリア系企業の買収や、イタリア系企業が放棄した空き

工場を借りるなどして、現在では全繊維産業の３分の１が

中国系企業の所有だと言われている。ISTAT の統計を基に

しながら、新たな現象を捉えていきたい。 

また、ボローニャ、モデナ地区では多くの自動車、オー

トバイ産業が外国企業の傘下に入ってしまっている。例え

ば、スーパーカーのランボルギーニやオートバイのデュカ

ーティーなどは、アウディ・フォルクスワーゲングループ

に買収されている。また、フェラーリやマセラティなどは、

すでにフィアットグループの傘下に入っているが、近年そ

のフィアットがアメリカのクライスラーと合併した。 

ここで問題となるのが、これまで下請け関係にあった中

小企業の生産システムである。イタリアの産業集積は、こ

れまで、フレキシブル・スペシャリゼーションと言われた

が、外国企業の傘下に入ることで、「インダストリー4.0」

を提唱しているドイツ型やアメリカ型の大量生産システム

へと変化を余儀なくされる可能性がある。ISTAT のデータ

を踏まえ、それだけではとらえきれない部分も検討してい

きたい。 

 

【本報告に向けて】 

本報告においては、この10年間のISTATの統計上のデ

ータとフィールドワークによって得られた事例研究を組

み合わせ、イタリアのこの10年の産業集積の動向の詳細

を具体的に検討していきたい。 

 

【今後の展開】 

2001年～2011年までの産業集積の統計が明らかになっ

たことで、70年代～2011年までのイタリア産業集積に関

する時代別比較研究が可能になった。 

今後は、フィールドワークと連動させた分析が更にで

きるのではないかと考える。 

本研究は特にISTATのデータをもとに分析してきたが、

イタリア経済全体の中で、産業集積がどのようにかかわ

り、変化をしてきたのか、という議論は今後の研究課題

としたい。 

 

【引用・参考文献】 
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大学出版部。 
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揃うのは 2010 年代半ばまで待たなければならなかったか

らである。 

これまでの調査は ISTATの統計ではなく、商工会議所や

地域の研究機関が発表するデータを利用してきた。イタリ

アの商工会議所は日本と違い、全ての事業所が登録をしな

ければならないため、商工会議所の統計も信頼できるもの

であるが、ISTATの統計は必要不可欠である。 

2015年に入ってから、ようやく ISTATのセンサスが発表

された。ISTAT もイタリアにおける産業集積の重要性を認

識しているため、毎回、産業集積に関するデータを発表し

ており、この最新のデータにより、2000年代のイタリア産

業集積の動向がつかめることになった。 

そこで、本研究の目的は、最近発表されたISTATAの『セ

ンサス 2011』を利用し、統計のデータからこの 10年のイ

タリア産業集積の分析をおこない、動向を明らかにするも

のである。 

 

【研究方法】 

第一に、先行研究の調査を行う。イタリア産業集積に関

するセンサスの歴史的な経緯を踏まえる。どのような経緯

で産業集積に関するセンサスが採られてきたのかを説明す

る。その上で、特に 2001年のセンサスと 2011年のセンサ

スを比較することによって、統計上どのような現象が起き

ているのか、を明らかにしたい。 

第二に、統計上の分析だけでなく、フィールドワークを

通じて、明らかになっていた事実と統計データを関連づけ

てみたい。筆者は2000年以降、一貫してイタリア産業集積

の調査を行ってきており、そのフィールドワークと ISTAT

の調査をもとに、この10年の動向を明らかにしていきたい。 

【研究内容】 

１．まず、最初に歴史的な視点から、これまでどのように

してイタリア産業集積に関する ISTATの統計が発展してき

たのかについて取り上げたい。 
戦後、イタリアの産業政策は国有企業や大企業の発展を

第一の目標にしてきた。しかしながら、2 度にわたる石油
ショックや度重なる労働争議に疲弊した大企業は、もはや

イタリア経済を牽引する力を失っていた。 
そのような中、イタリア経済の成長は、北西部のミラノ、

トリノ、ジェノバ地域から成る工業三角地帯でもなく、ま

た、成長の遅れていた南部地域でもなく、ボローニャ、モ

デナ、フィレンツェなどの地域からなる、いわゆる第三の

イタリアがその中心であることが 1981 年のセンサスによ

って明らかにされた。その事実により、イタリアにおける

産業集積の重要性が初めて認識されたのである。 

1991 年に産業集積の定義とその研究開発等に一定の保

護を定める法律 307号が成立した。イタリア政府が産業政

策として初めて産業集積を本格的に取り上げたのである。 

1993 年には生産活動省によって産業集積認定のガイド

ラインが示され、これらを受けて各州による産業集積地図

の作成が行われ、133か所が産業集積として認定された。 

しかしながら、これらの産業集積の認定は各州政府に任

せたため、各地ごとに定義の解釈が違うという現象が生ま

れてしまった。 

そのため、イタリア政府が中心となり、1996年に ISTAT

は自ら産業集積の第 2弾の地図を作成した。この時の産業

集積の数は 199か所に増えたものの、前回同様に定義が定

まらず、曖昧さが残ってしまった。 

そこで、1999年５月 11日法律 140号を制定し、産業集

積の定義をより明確化し、従業員 250人以上の中～大規模

企業や、一部に子会社化されている企業も産業集積に含ま

れることとし、基準を明確化した。200１年には、これらの

法制等を基に生活活動省が産業振興局（IPI）を通じて州政
府ごとに各産業振興政策を行うこととなった。 
以上のようにして、イタリアの産業集積に関する産業政

策が実施され、それに伴い ISTATの産業集積に関する統計

も整備されていったのである。 

２．ここでは、2001年のセンサスと 2011年のセンサス

を比較することによって、統計上どのような状況になって

いるのか検討してみたい。 

まず、産業集積の数で言えば、2001年には 181の産業集

積が確認されたが、2011年の統計では141、2001年と比較

して40の産業集積が消滅している。 

地域的に見ると、イタリア北東部が45、北西部が37、中

部が38、南部が17、サルデーニャ島が４つの産業集積があ

る。第三のイタリアと呼ばれる北東部、中部に多いことが

わかる。 

次に、一つの産業集積が地域的に拡大していることであ

る。2001年には、一つの産業集積は平均で 13の市町村か

ら成り立っていたが、2011年度には 15の市町村から成り

立っている。 

また、地域的にはイタリア北西部の産業集積の数が減少

し、イタリア北東部のエミリア・ロマーニャ州やトスカー

ナ州の第三のイタリアと言われる地域の数が横ばいとなっ

ており、産業集積の偏りがあることなどがわかった。 

産業分野別でみると、繊維産業が減少し、機械産業が横

ばいを維持していることがわかった。製造業の従業員数も

減っている。 

さらに、メイド・イン・イタリーといわれる製品を作っ

ている産業集積は130を数える。比率にして92.2％であり、

主な産業は機械、繊維・衣料、大理石・タイルなどの建築

資材、鞄や靴などの革製品がメインとなっている。 

やはり、イタリアの産業集積は未だに伝統的な製品を作

ることから成り立っていることが明らかになった。 

 

３．フィールドワークについては、第三のイタリアにあ

るトスカーナ州やエミリア・ロマーニャ州の産業集積の事

例を取り上げていきたい。 

繊維産業が盛んなプラート地区は、ここ十年の間に大き

な変化に見舞われている。それは中国系企業の増大である。

イタリア系企業の買収や、イタリア系企業が放棄した空き

工場を借りるなどして、現在では全繊維産業の３分の１が

中国系企業の所有だと言われている。ISTAT の統計を基に

しながら、新たな現象を捉えていきたい。 

また、ボローニャ、モデナ地区では多くの自動車、オー

トバイ産業が外国企業の傘下に入ってしまっている。例え

ば、スーパーカーのランボルギーニやオートバイのデュカ

ーティーなどは、アウディ・フォルクスワーゲングループ

に買収されている。また、フェラーリやマセラティなどは、

すでにフィアットグループの傘下に入っているが、近年そ

のフィアットがアメリカのクライスラーと合併した。 

ここで問題となるのが、これまで下請け関係にあった中

小企業の生産システムである。イタリアの産業集積は、こ

れまで、フレキシブル・スペシャリゼーションと言われた

が、外国企業の傘下に入ることで、「インダストリー4.0」

を提唱しているドイツ型やアメリカ型の大量生産システム

へと変化を余儀なくされる可能性がある。ISTAT のデータ

を踏まえ、それだけではとらえきれない部分も検討してい

きたい。 

 

【本報告に向けて】 

本報告においては、この10年間のISTATの統計上のデ

ータとフィールドワークによって得られた事例研究を組

み合わせ、イタリアのこの10年の産業集積の動向の詳細

を具体的に検討していきたい。 

 

【今後の展開】 

2001年～2011年までの産業集積の統計が明らかになっ

たことで、70年代～2011年までのイタリア産業集積に関

する時代別比較研究が可能になった。 

今後は、フィールドワークと連動させた分析が更にで

きるのではないかと考える。 

本研究は特にISTATのデータをもとに分析してきたが、

イタリア経済全体の中で、産業集積がどのようにかかわ

り、変化をしてきたのか、という議論は今後の研究課題

としたい。 
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林業の 6次産業化を通じた地域活性化−東京都多摩地域における TOKYO WOOD普及協会の事例分析− 

高橋 勅徳（首都大学東京大学院社会科学研究科 経営学系） 

Keyword：6次産業化 関係構造 企業家的利潤 アジェンダ 

 

【研究目的と背景】 
 本報告では、地域活性化の手法として注目される 6次産

業化について、先行研究の理論的課題を踏まえた事例分析

を通じて、新たな発見事実を見いだすことを目的とする。 

 6 次産業化の成功のためには、第一次産業の担い手が単

なる生産者に留まらず、流通・小売りまで垂直的に展開し

ていく企業家精神の獲得が必要不可欠であると指摘されて

いる（e.g.,斎藤, 2011）。しかし、先行研究では 6次産業

化に必要な企業家精神を前提としてきたことで、固有の理

論的課題を抱えてきた。そこで本報告では、近年の企業家

研究の理論的視座に基づく事例分析を行うことで、6 次産

業化の実践に必要な新たな発見事実を見いだしていく。 

 

【6次産業化研究の抱える理論的・実践的課題】 

 我が国における農業経営論は、戦後の農地改革によって

誕生した自作農の経営問題・発展プロセスを対象として発

展しつつ、農業経営者が旧弊的な価値を破壊し、新たな価

値の構築によって持続性を確保していく創造的局面を捉え、

実践的に支えることを目指してきた（e.g., 磯邊・金沢, 

1951; 今村, 1997；高橋, 1993）。近年、地域活性化の手法

としても注目される 6次産業化も、農業経営論の持つこの

実践的な問題意識に根ざしている。すなわち、ORやマーケ

ティングなど一般経営学の諸理論に依拠した経験的研究の

蓄積を進めるとともに、この研究蓄積に基づくケーススタ

ディを通じて、主体的意思決定を下す農業経営者の教育が

展開されてきた（e.g.,高橋,1993）。 

 6 次産業化に関する議論の、理論的・実践的課題は農業

経営論の持つこのような認識論的視座に潜んでいる。すな

わち、農業経営者としての自立に向けた教育に主たる目的

があるため、一般経営学をツールとして用いたケーススタ

ディ教育を実践したとしても、その成否（とりわけ、6 次

産業化を志向するか否か）については、農業者が企業家精

神を有しているか否かに依存してしまう。しかしながら、

企業家精神の有無は事前に判別することはできない。企業

家研究においてすでに指摘されているように、企業家精神

とは起業行動から分析的に把握していくことしかできない

のである（e.g., Gartner, 1999）。 

 

【6次産業化研究の企業家研究の導入】 

 この 6次産業化研究の抱える理論的・実践的課題を克服

する途として本報告では、近年の企業家研究における関係

論的転回（relational turn）に基づいた、6次産業化を可

能とする企業家活動の分析枠組みを提示していきたい。 

 そもそも企業家研究とは、変革の遂行主体として定義さ

れる企業家概念を感受概念（conceptive attractor）とし

置くことで、価値体系の変更をも含んだ資源の新結合とし

てのイノベーションを遂行する主体を見いだし、彼らから

新たな行動類型のレパートリーを明らかにしていくことで、

理論的・実践的貢献を明らかにしていく。この理論的視座

を推し進める関係論的転回は、研究者のみならず当事者も

当事者もまた変革を遂行する英雄的な存在としての企業家

を前提とし、道具的に利用していくことでイノベーション

が可能になることを指摘する（e.g., Steyaert, 2007）。 

 1990 年代末に農業経営者の企業家への転身を目指して

提唱され、今や国の地域活性化に向けた政策にも組み込ま

れている 6次産業化もまた、人々をイノベーションに新た

な利潤を見出す感受概念であり、連携を可能とする起点と

して道具的に利用されつつある。だとすれば、6 次産業化

という現象もまた、関係論的転回を援用していくことで、

独自の分析枠組みを獲得することができると考えられる。 

 まず、6 次産業化に向けた動機は、新結合によって見出

される企業家的利潤から説明されることになる。

Schumpeter（1927）は、古典派経済学において指摘され均

衡状態では最終的に利潤が発生し得なくなることを前提と

した上で、新結合を遂行し均衡を破壊（創造的破壊）する

ことで生み出される利潤を企業家的利潤とした。もちろん、

Schumpeter（1927）が指摘するような、理論経済学的な意

味での完全均衡は存在し得ない。他方で、均衡を既存の資

源の結合関係と看做せば、その関係構造の下で利潤を得ら

れない主体は、構造変革への動機を獲得しうる。それ故に

近年の企業家研究において企業家の動機とは、構造的不利

益に対する抵抗という理論的視座から説明され、社会変革

の担い手として期待されるのである（e.g., 高橋, 2012）。 

 6 次産業化も同様に、我が国の第一次産業を取り巻く関

係構造へのアンチテーゼとして生み出された概念である。

農政を司る省庁や地方自治体、共同購買と金融の両面で農

業経営者を縛る農協を代表とした協同組合、強力な購買力

を背景に農作物の価格決定権を握る小売業者によって形成

される中で、第一次産業の従事者は価格交渉力を失い経営

者としての自立の可能性を奪われるという、構造的不利益

に陥っている。6 次産業化という概念は、一方で第一次産

業の従事者に企業家への転身することで可能となる企業家

的利潤を可視化しつつ、他方で生産—販売の垂直統合による

自立という構造変革の具体的手段を提供したのである。 

 次に、6 次産業化を起点として構造的不利益への抵抗か

ら変革への動機と手段を獲得した主体は、その不利益を克

服し、独自の企業家的利潤を獲得するための新規事業を構

想し、実現に向けた働きかけを行っていく。 

 企業家研究においてこの過程は、ネットワークと正統化

を通じた資源獲得として議論されてきた。いわゆる新奇性

の脆弱さ（liability of newness）として指摘されるよう

に、新規事業はその新さ故に正統性に欠け、資源獲得が困

難である（e.g., Stinchcombe, 1965）。6 次産業化におい

ても、生産から販売への垂直統合による価格決定権の獲得

（ネットワーク化）と、ブランド化による消費者への認知

度の上昇（正統性の獲得）という具体的な手段が提示され

てきた（e.g., 堤, 2013）。他方で、生産現場にしか関わっ

てこなかった農業従事者が販売やブランド化に向けた経営

能力や知識の不足や、その不足を克服するための提携相手

の不在や提携の失敗が、課題として指摘されている（e.g.,

門間, 2002）。もちろん、第一次産業の従事者によるネット

ワークの構築とブランド化が、6 次産業化の成功を左右す

る要因であることについて、本報告は否定しない。しかし、

その失敗を第一次産業従事者の能力や知識の欠落に求める

限り、最終的には 6次産業を担う企業家の不在という、本

研究領域が抱える理論的陥穽に再び嵌まり込むことになる。 

 ここで求められるのは、ネットワーク化であれブランド

化であれ、協力者を得て必要な資源を獲得するための、具

体的な方法を深耕していくことである。近年の企業家研究

においてこの理論的課題を克服する途として注目されるの

が、利害関係である(e.g., Lawrence and Suddaby, 2006)。 

 先行研究において、正統性が重視されたのは、既存の利

害関係の下では獲得することが難しい資源や協力者に対し

て、企業家が行政からの許認可や特許取得、あるいは宗教

的権威などの権力を纏うことで、資源獲得を可能にすると

いう前提に基づいていた（e.g., Aldrich, 1999）。しかし

ながら、構造的不利益を分析の起点に置くのであれば、同

じく構造的不利益を有する主体間で連携しあう契機が生じ

る。だとすれば 6次産業化とは、他者の持つ構造的不利益

を読み解き、6 次産業化によって各自の企業家的利潤を獲

得しうるアジェンダを構築していくことでも実現可能であ

ると考えられる（e.g., 木村, 2015）。すなわち6次産業化

に求められるのは、単に正統化による資源獲得をしていく

のでは、協力者の利害を読み解き、自ずと 6次産業化とい

う取り組みに参加する事業構想を構築していくことにある。 

 本論文の分析枠組みは、以下のように整理される。第一

に 6次産業化への動機は、当事者が被る構造的不利益を起

点に生じる。このために、注目する分析対象を取り巻く関

係構造をまず明らかにする必要がある。第二に、この構造

的不利益に陥った各主体が、6 次産業化を手がかりに獲得

可能な企業家的利潤を見出す。第三に、各主体を取り巻く

関係構造と持つ企業家的利潤と読み解きから、提携可能な

アジェンダが構築され6次産業化が実現されていく。 

 

【調査対象と内容】 

 本報告では、東京都多摩地域において国産材の地産地

消による高級住宅のブランド化事業を担う、一般社団法

人 TOKYO WOOD普及協会（以下、TOKYO WOOD普及協会）の

事例を取り上げる。TOKYO WOOD普及協会の目的は、奥多

摩地域の木材を利用した長期優良住宅の建築・販売を通

じて、山林の適切な伐採サイクルを維持する地元産材の

消費サイクルを構築することにある。本研究では同団体

を設立した主体へのヒアリングおよび、理事会への参加

を含めた4カ年の観察調査を行った。 
 

【事例分析】 

① 林業—建築業に潜む構造的不利益 

 東京都の奥多摩地域は、徳川家康の関東移封を契機に、

良質な木材の産地として開拓された。奥多摩地域で伐採

される原木は、あきる野市から青梅市にかけて集積して

いた木材加工業者によって材木に加工され、都内の住宅

用建材として供給されていた。しかしながら、檜原村か

らあきる野市・青梅市の林業・木材加工業は、高度経済

成長期の初期をピークとして衰退の道を辿っていった。 

 この衰退の原因になったのが、1964年の原木の輸入自

由化である。第二次世界大戦中の燃料不足のため、奥多

摩地域を含めた日本の森林は過度に伐採され禿山に近い

状態であった。その結果、戦後復興に伴って生じた住宅

需要の爆発により、木材への需要が急騰に日本の山林は

対応することが難しかった。当時の政府は一方で外国産

材の輸入を解禁することで住宅需要に対応し、他方で植

林事業を押し進めることで将来的な木材の自給体制を整
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林業の 6次産業化を通じた地域活性化−東京都多摩地域における TOKYO WOOD普及協会の事例分析− 

高橋 勅徳（首都大学東京大学院社会科学研究科 経営学系） 

Keyword：6次産業化 関係構造 企業家的利潤 アジェンダ 

 

【研究目的と背景】 
 本報告では、地域活性化の手法として注目される 6次産

業化について、先行研究の理論的課題を踏まえた事例分析

を通じて、新たな発見事実を見いだすことを目的とする。 

 6 次産業化の成功のためには、第一次産業の担い手が単

なる生産者に留まらず、流通・小売りまで垂直的に展開し

ていく企業家精神の獲得が必要不可欠であると指摘されて

いる（e.g.,斎藤, 2011）。しかし、先行研究では 6次産業

化に必要な企業家精神を前提としてきたことで、固有の理

論的課題を抱えてきた。そこで本報告では、近年の企業家

研究の理論的視座に基づく事例分析を行うことで、6 次産

業化の実践に必要な新たな発見事実を見いだしていく。 

 

【6次産業化研究の抱える理論的・実践的課題】 

 我が国における農業経営論は、戦後の農地改革によって

誕生した自作農の経営問題・発展プロセスを対象として発

展しつつ、農業経営者が旧弊的な価値を破壊し、新たな価

値の構築によって持続性を確保していく創造的局面を捉え、

実践的に支えることを目指してきた（e.g., 磯邊・金沢, 

1951; 今村, 1997；高橋, 1993）。近年、地域活性化の手法

としても注目される 6次産業化も、農業経営論の持つこの

実践的な問題意識に根ざしている。すなわち、ORやマーケ

ティングなど一般経営学の諸理論に依拠した経験的研究の

蓄積を進めるとともに、この研究蓄積に基づくケーススタ

ディを通じて、主体的意思決定を下す農業経営者の教育が

展開されてきた（e.g.,高橋,1993）。 

 6 次産業化に関する議論の、理論的・実践的課題は農業

経営論の持つこのような認識論的視座に潜んでいる。すな

わち、農業経営者としての自立に向けた教育に主たる目的

があるため、一般経営学をツールとして用いたケーススタ

ディ教育を実践したとしても、その成否（とりわけ、6 次

産業化を志向するか否か）については、農業者が企業家精

神を有しているか否かに依存してしまう。しかしながら、

企業家精神の有無は事前に判別することはできない。企業

家研究においてすでに指摘されているように、企業家精神

とは起業行動から分析的に把握していくことしかできない

のである（e.g., Gartner, 1999）。 

 

【6次産業化研究の企業家研究の導入】 

 この 6次産業化研究の抱える理論的・実践的課題を克服

する途として本報告では、近年の企業家研究における関係

論的転回（relational turn）に基づいた、6次産業化を可

能とする企業家活動の分析枠組みを提示していきたい。 

 そもそも企業家研究とは、変革の遂行主体として定義さ

れる企業家概念を感受概念（conceptive attractor）とし

置くことで、価値体系の変更をも含んだ資源の新結合とし

てのイノベーションを遂行する主体を見いだし、彼らから

新たな行動類型のレパートリーを明らかにしていくことで、

理論的・実践的貢献を明らかにしていく。この理論的視座

を推し進める関係論的転回は、研究者のみならず当事者も

当事者もまた変革を遂行する英雄的な存在としての企業家

を前提とし、道具的に利用していくことでイノベーション

が可能になることを指摘する（e.g., Steyaert, 2007）。 

 1990 年代末に農業経営者の企業家への転身を目指して

提唱され、今や国の地域活性化に向けた政策にも組み込ま

れている 6次産業化もまた、人々をイノベーションに新た

な利潤を見出す感受概念であり、連携を可能とする起点と

して道具的に利用されつつある。だとすれば、6 次産業化

という現象もまた、関係論的転回を援用していくことで、

独自の分析枠組みを獲得することができると考えられる。 

 まず、6 次産業化に向けた動機は、新結合によって見出

される企業家的利潤から説明されることになる。

Schumpeter（1927）は、古典派経済学において指摘され均

衡状態では最終的に利潤が発生し得なくなることを前提と

した上で、新結合を遂行し均衡を破壊（創造的破壊）する

ことで生み出される利潤を企業家的利潤とした。もちろん、

Schumpeter（1927）が指摘するような、理論経済学的な意

味での完全均衡は存在し得ない。他方で、均衡を既存の資

源の結合関係と看做せば、その関係構造の下で利潤を得ら

れない主体は、構造変革への動機を獲得しうる。それ故に

近年の企業家研究において企業家の動機とは、構造的不利

益に対する抵抗という理論的視座から説明され、社会変革

の担い手として期待されるのである（e.g., 高橋, 2012）。 

 6 次産業化も同様に、我が国の第一次産業を取り巻く関

係構造へのアンチテーゼとして生み出された概念である。

農政を司る省庁や地方自治体、共同購買と金融の両面で農

業経営者を縛る農協を代表とした協同組合、強力な購買力

を背景に農作物の価格決定権を握る小売業者によって形成

される中で、第一次産業の従事者は価格交渉力を失い経営

者としての自立の可能性を奪われるという、構造的不利益

に陥っている。6 次産業化という概念は、一方で第一次産

業の従事者に企業家への転身することで可能となる企業家

的利潤を可視化しつつ、他方で生産—販売の垂直統合による

自立という構造変革の具体的手段を提供したのである。 

 次に、6 次産業化を起点として構造的不利益への抵抗か

ら変革への動機と手段を獲得した主体は、その不利益を克

服し、独自の企業家的利潤を獲得するための新規事業を構

想し、実現に向けた働きかけを行っていく。 

 企業家研究においてこの過程は、ネットワークと正統化

を通じた資源獲得として議論されてきた。いわゆる新奇性

の脆弱さ（liability of newness）として指摘されるよう

に、新規事業はその新さ故に正統性に欠け、資源獲得が困

難である（e.g., Stinchcombe, 1965）。6 次産業化におい

ても、生産から販売への垂直統合による価格決定権の獲得

（ネットワーク化）と、ブランド化による消費者への認知

度の上昇（正統性の獲得）という具体的な手段が提示され

てきた（e.g., 堤, 2013）。他方で、生産現場にしか関わっ

てこなかった農業従事者が販売やブランド化に向けた経営

能力や知識の不足や、その不足を克服するための提携相手

の不在や提携の失敗が、課題として指摘されている（e.g.,

門間, 2002）。もちろん、第一次産業の従事者によるネット

ワークの構築とブランド化が、6 次産業化の成功を左右す

る要因であることについて、本報告は否定しない。しかし、

その失敗を第一次産業従事者の能力や知識の欠落に求める

限り、最終的には 6次産業を担う企業家の不在という、本

研究領域が抱える理論的陥穽に再び嵌まり込むことになる。 

 ここで求められるのは、ネットワーク化であれブランド

化であれ、協力者を得て必要な資源を獲得するための、具

体的な方法を深耕していくことである。近年の企業家研究

においてこの理論的課題を克服する途として注目されるの

が、利害関係である(e.g., Lawrence and Suddaby, 2006)。 

 先行研究において、正統性が重視されたのは、既存の利

害関係の下では獲得することが難しい資源や協力者に対し

て、企業家が行政からの許認可や特許取得、あるいは宗教

的権威などの権力を纏うことで、資源獲得を可能にすると

いう前提に基づいていた（e.g., Aldrich, 1999）。しかし

ながら、構造的不利益を分析の起点に置くのであれば、同

じく構造的不利益を有する主体間で連携しあう契機が生じ

る。だとすれば 6次産業化とは、他者の持つ構造的不利益

を読み解き、6 次産業化によって各自の企業家的利潤を獲

得しうるアジェンダを構築していくことでも実現可能であ

ると考えられる（e.g., 木村, 2015）。すなわち6次産業化

に求められるのは、単に正統化による資源獲得をしていく

のでは、協力者の利害を読み解き、自ずと 6次産業化とい

う取り組みに参加する事業構想を構築していくことにある。 

 本論文の分析枠組みは、以下のように整理される。第一

に 6次産業化への動機は、当事者が被る構造的不利益を起

点に生じる。このために、注目する分析対象を取り巻く関

係構造をまず明らかにする必要がある。第二に、この構造

的不利益に陥った各主体が、6 次産業化を手がかりに獲得

可能な企業家的利潤を見出す。第三に、各主体を取り巻く

関係構造と持つ企業家的利潤と読み解きから、提携可能な

アジェンダが構築され6次産業化が実現されていく。 

 

【調査対象と内容】 

 本報告では、東京都多摩地域において国産材の地産地

消による高級住宅のブランド化事業を担う、一般社団法

人 TOKYO WOOD普及協会（以下、TOKYO WOOD普及協会）の

事例を取り上げる。TOKYO WOOD普及協会の目的は、奥多

摩地域の木材を利用した長期優良住宅の建築・販売を通

じて、山林の適切な伐採サイクルを維持する地元産材の

消費サイクルを構築することにある。本研究では同団体

を設立した主体へのヒアリングおよび、理事会への参加

を含めた4カ年の観察調査を行った。 
 

【事例分析】 

① 林業—建築業に潜む構造的不利益 

 東京都の奥多摩地域は、徳川家康の関東移封を契機に、

良質な木材の産地として開拓された。奥多摩地域で伐採

される原木は、あきる野市から青梅市にかけて集積して

いた木材加工業者によって材木に加工され、都内の住宅

用建材として供給されていた。しかしながら、檜原村か

らあきる野市・青梅市の林業・木材加工業は、高度経済

成長期の初期をピークとして衰退の道を辿っていった。 

 この衰退の原因になったのが、1964年の原木の輸入自

由化である。第二次世界大戦中の燃料不足のため、奥多

摩地域を含めた日本の森林は過度に伐採され禿山に近い

状態であった。その結果、戦後復興に伴って生じた住宅

需要の爆発により、木材への需要が急騰に日本の山林は

対応することが難しかった。当時の政府は一方で外国産

材の輸入を解禁することで住宅需要に対応し、他方で植

林事業を押し進めることで将来的な木材の自給体制を整
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えることを目指した。終戦直後の材木価格は非常に高く、

原木一本が木材加工業者の日当に相当する金額であった。

しかし、外国産材が大量に輸入され、住宅需要が一貫し

て上昇していく中で、材木価格は下落していった。 

 山林資源の未熟から林業家が衰退していくのを横目に、

高度経済成長期からバブル景気に至る30年間、住宅需要

は上昇を続け、多摩地域に多くの工務店が設立され、経

営は潤っていた。しかし、バブル崩壊後の「失われた 20

年」に、状況は一変する。1990年代末から2000年代初頭

は、団塊ジュニアの世代が住宅購入を始める時期であり、

バブル崩壊後に一旦低下した木造住宅の需要が、増加し

始めた時期である。長期の不況のため平均所得が下がる

とともに、政府のゼロ金利政策の影響で低金利の住宅ロ

ーンが提供されていた。この状況で生み出されたのがロ

ーコスト住宅であった。建物が 1000万円前後、土地代を

入れて2000万円前後に収まる住宅が住宅販売の多くを占

め、住宅価格全体が低下した。この失われた20年の期間

に、大手ハウスメーカー、ローコスト住宅メーカーは地

場の工務店を傘下におさめ、発注と引き替えにコストを

工務店に転化していくことで、薄利多売のビジネスモデ

ルを確立していく。このビジネスモデルの成立が、奥多

摩地域の林業家、あきる野市・青梅市の木材加工・流通

業者、多摩地域の工務店の構造的不利益を産み出した。 

 まず林業家は、終戦直後に植林した杉・檜が、住宅に

利用可能な樹齢に育ったのにもかかわらず、市場は輸入

木材を前提としたローコスト住宅に占められていた。そ

の結果、山には豊富に木材がストックされている状態に

あるにもかかわらず、伐採して出荷しても赤字に陥るだ

けでなく、山林の維持コストだけが嵩む状態に陥った。 

 次に木材の流通・加工業者は、輸入された原木を加工

し、ハウスメーカーや工務店に販売することで収益を上

げることはできていた。しかし、ローコスト住宅の普及

によって立米単価が下落するだけでなく、大手ハウスメ

ーカーやローコストビルダーからのコスト圧力に晒され

たため、中小の事業者を中心に廃業が相次いだ。実際、

青梅市の木材組合が1994年に解散し、現在、東京都で活

動しているのはあきる野市の秋川木材組合のみである。 

 最後に、大手ハウスメーカーやローコストビルダーに

よる住宅の低価格化によって、地場の工務店は価格競争

に晒されていた。大手ハウスメーカーやローコストビル

ダーの参加に入れば安定した受注が得られるものの、一

棟あたりの収益率は低下する。直接受注を目指しても、

大量生産・大量販売が可能な大手ハウスメーカーやロー

コストビルダーとの価格競争に太刀打ちできなかった。 

  

② 6次産業化への動機と企業家的利潤 

 奥多摩〜多摩地域に立地する、山主・林業事業体、木

材加工流通業者、地場の工務店は、近年の林業—建設業を

取り巻く関係構造の下で、それぞれに構造的不利益を被

っていた。この構造的不利益を克服する際に注目したの

が、奥多摩地域に豊富にストックされている森林資源で

ある。彼らは、森林資源を新たな顧客に結びつけること

で、各々に企業家的利潤の獲得を目指していく。 

 まず林業家は、一方で国の植林事業や東京都の花粉対

策事業を請け負いつつ、他方で間伐された材木の新たな

利用先を開拓していった。花粉対策事業などで伐採した

原木を従来通りに木材市場に卸しても、諸費用を差し引

けばほとんど利益は残らない。しかし、大消費地である

都心部に目を向けると、本格イタリアンピザ店や高級志

向の焼き鳥屋、茶道愛好者など、戦前〜終戦直後の燃料

需要とは異なる、新たな薪・木炭の需要が生じていた。

そこで檜原村の林業家は、都内の燃料問屋と連携するこ

とで、薪・木炭を新たな収益源へと変えていった。 

 次にあきる野市や青梅に立地する木材加工・流通業者

は、花粉対策事業で大量に伐採され木材市場に流入して

きた多摩産の杉・檜の新たな用途を開拓していった。多

摩産の原木を建材に加工しても、ローコスト住宅で用い

られる外国産材や集成材と比べて価格が高く、出荷でき

ない。そこで、一方では多摩産材を利用した家具の直販

を行い、他方では東京都と連携し、都内の公設施設の改

装に際して内装材として多摩産材を卸していく体制を整

えていった。秋川木材組合が、この多摩産材を売り込む

ために用いたブランド名が、TOKYO WOODである。 

 最後に、多摩地域の工務店は、大量生産・大量販売を

前提としているため外国産材を用いざるを得ないハウス

メーカーやローコストビルダーに対して、花粉対策事業

で大量に市場に流入した多摩産材を利用し、国産材住宅

という付加価値を提示していくことで、高価格帯の住宅

を直接受注する差別化戦略を見出していった。本報告で

取り上げる株式会社小嶋工務店も、そのような工務店の

一つである。同社は、長期優良住宅先導事業に単独の工

務店として初めて採用されるなど、高耐久・高耐震・高

断熱の高性能住宅の直接受注を実現していた。しかし、

このような高性能住宅は技術力と資本力の双方を有する

大手ハウスメーカーでも対応可能である。そこで小嶋工

務店は、200?年より、高性能住宅に付加価値を与えつつ、

大手ハウスメーカーには手の届かない商品を提供する鍵

として、多摩産材に注目するようになった。 

  

③ アジェンダの構築：TOKYO WOOD普及協会の設立 

 小嶋工務店が多摩産材を求めたからといって、直ぐに6

次産業化の体制が成立したわけではなかった。秋川木材

組合は家具の直売や内装材の販売を手がける一方で、住

宅用の建材として多摩産材を下ろす販路を求めて東京都

が主催する「東京の木・家造り協議会」（以下、協議会）

に参加していた。しかし、大手ハウスメーカーとローコ

ストビルダーが市場を占めている状態で、高価格な多摩

産材を用いた住宅の販路を開拓することができず、モデ

ルハウスを一棟建築しただけで活動は留まっていた。 

 小嶋工務店も多摩産材の利用を目指して、協議会に参

加していた。小嶋工務店は、多摩地域を中心に高額な高

性能住宅の直接受注を可能とする体制を構築していた。

そのため、この協議会に参加していた他の工務店と異な

り、多摩産材を用いた高性能・高付加価値住宅の販売に

企業家的利潤を見出していた。そこで、秋川木材協同組

合に所属する沖倉製材所・中嶋材木店に注文した多摩産

材の全てを市場価格以上で買い取ることを約束し、小嶋

工務店の高性能住宅技術を用いた「地域型住宅ブランド

化事業」を協議会に提案する。この提案は、他の工務店

が小嶋工務店と同等の技術力と販路を有しおらず協議会

で否決されるが、この「地域型住宅ブランド化事業」を

もとに一般社団法人 TOKYO WOOD普及協会が設立される。 

 秋川木材協同組合と小嶋工務店の連携によって TOKYO 

WOOD普及協会が直面した課題は、受注の拡大と原木の確

保であった。TOKYO WOODの家の性能を高め、原木価格の

根拠を構築するために、原木は天然乾燥を施し、一本一

本の建材の強度をグレーディングマシンで測定し保証書

をつける体制を整えた。一般的な建材より手間のかかる

加工を施すため、一定数以上の注文を受けねば、秋川木

材組合は採算が取れない。他方で小嶋工務店は TOKYO 

WOODの家を年間80棟の受注を達成しており、今後5年で

100棟の受注を見越しており、年間 1000立米の建材を必

要としている。この点で秋川木材組合と小嶋工務店は連

携可能であったが、肝心の原木供給が不安定であった。 

 他方で山林を保有する林業家は、TOKYO WOODの試みに、

新たな企業家的利潤を見出しつつあった。山林を健全な

状態に維持するためには、間伐・枝打ち・下草狩りなど、

多大な労力を必要とする。花粉対策事業で伐採した原木

を出荷しても赤字になる状況で、これらの労力は単なる

コストと化していた。とはいえ、簡単に原木を出荷に応

えるわけにはいかない。原木を供給するためには、新た

に林道を敷設する必要があり設備投資が必要となる。こ

の投資を回収し次の植林につながる中長期的に取引が可

能な見込みがない限り、山林は遠からず再生不能になる。 

 そこで TOKYO WOOD普及協会が 2014年より、檜原村の

林業事業体である株式会社東京チェンソーズと連携して

実施しているのが東京美林倶楽部である。TOKYO WOODの

家の受注によって得られた収益の一部を東京美林倶楽部

に寄附し、檜原村の山林の維持に用いると共に、30年後

に購入者の家のリフォームや家具として還元していくと

いう、木材の地産地消の仕組みを作り上げたのである。

この東京美林倶楽部によって、小嶋工務店と秋川木材協

同組合は原木の安定供給と地産地消という新たな価値を

獲得でき、檜原村の林業家は山林の再生産が可能な、中

長期的な取り引き関係を得ることが出来る。このアジェ

ンダをベースに、2016年に TOKYO WOOD普及協会に山主で

ある田中林業株式会社の参加することで、年間1000立米

の木材供給が可能な体制を構築されていった。 

 

【本報告の発見事実と考察】 

 本報告では、関係構造から生じる構造的不利益を起点

に、各主体を取り巻く関係構造から生じる企業家的利潤

と読み解きから、提携可能なアジェンダが構築され 6 次

産業化が実現されていくプロセスを、TOKYO WOOD普
及協会の事例を通じて明らかにしてきた。 
 この事例記述から得られる発見事実として注目すべき

は、林業家、木材加工・流通業者、工務店が各自に抱え

る構造的不利益を克服し、企業家的利潤を得るアジェン

ダとして、TOKYO WOOD普及協会を構築されたことである。

各主体が抱える構造的不利益を克服する手段は、潜在的

には「TOKYO WOODの家」を作る以外にも可能性が常に開

かれている。それ故に、TOKYO WOOD普及協会というアジ

ェンダは、各自が抱える構造的不利益を克服し、企業家

的利潤を得るのと同時に、継続的にこのアジェンダに参

加し、連携することを求める仕組みとなっている。すな

わち 6 次産業化とは、単に強力な企業家によるネットワ

ーク化や行政による正統化によって実現するわけでも、

主体間の利害の一致によって実現するわけでも無い。互

いの構造的不利益と連携によって得られる企業家的利潤

を踏まえた上で、互いに参加していくことを求めるアジ

ェンダの構築によって実現していくと考えられる。 
※ 引用・参考文献は当日配布いたします。 

408

第8回研究大会論文集.indd   408 16/08/29   16:04



えることを目指した。終戦直後の材木価格は非常に高く、

原木一本が木材加工業者の日当に相当する金額であった。

しかし、外国産材が大量に輸入され、住宅需要が一貫し

て上昇していく中で、材木価格は下落していった。 

 山林資源の未熟から林業家が衰退していくのを横目に、

高度経済成長期からバブル景気に至る30年間、住宅需要

は上昇を続け、多摩地域に多くの工務店が設立され、経

営は潤っていた。しかし、バブル崩壊後の「失われた 20

年」に、状況は一変する。1990年代末から2000年代初頭

は、団塊ジュニアの世代が住宅購入を始める時期であり、

バブル崩壊後に一旦低下した木造住宅の需要が、増加し

始めた時期である。長期の不況のため平均所得が下がる

とともに、政府のゼロ金利政策の影響で低金利の住宅ロ

ーンが提供されていた。この状況で生み出されたのがロ

ーコスト住宅であった。建物が 1000万円前後、土地代を

入れて2000万円前後に収まる住宅が住宅販売の多くを占

め、住宅価格全体が低下した。この失われた20年の期間

に、大手ハウスメーカー、ローコスト住宅メーカーは地

場の工務店を傘下におさめ、発注と引き替えにコストを

工務店に転化していくことで、薄利多売のビジネスモデ

ルを確立していく。このビジネスモデルの成立が、奥多

摩地域の林業家、あきる野市・青梅市の木材加工・流通

業者、多摩地域の工務店の構造的不利益を産み出した。 

 まず林業家は、終戦直後に植林した杉・檜が、住宅に

利用可能な樹齢に育ったのにもかかわらず、市場は輸入

木材を前提としたローコスト住宅に占められていた。そ

の結果、山には豊富に木材がストックされている状態に

あるにもかかわらず、伐採して出荷しても赤字に陥るだ

けでなく、山林の維持コストだけが嵩む状態に陥った。 

 次に木材の流通・加工業者は、輸入された原木を加工

し、ハウスメーカーや工務店に販売することで収益を上

げることはできていた。しかし、ローコスト住宅の普及

によって立米単価が下落するだけでなく、大手ハウスメ

ーカーやローコストビルダーからのコスト圧力に晒され

たため、中小の事業者を中心に廃業が相次いだ。実際、

青梅市の木材組合が1994年に解散し、現在、東京都で活

動しているのはあきる野市の秋川木材組合のみである。 

 最後に、大手ハウスメーカーやローコストビルダーに

よる住宅の低価格化によって、地場の工務店は価格競争

に晒されていた。大手ハウスメーカーやローコストビル

ダーの参加に入れば安定した受注が得られるものの、一

棟あたりの収益率は低下する。直接受注を目指しても、

大量生産・大量販売が可能な大手ハウスメーカーやロー

コストビルダーとの価格競争に太刀打ちできなかった。 

  

② 6次産業化への動機と企業家的利潤 

 奥多摩〜多摩地域に立地する、山主・林業事業体、木

材加工流通業者、地場の工務店は、近年の林業—建設業を

取り巻く関係構造の下で、それぞれに構造的不利益を被

っていた。この構造的不利益を克服する際に注目したの

が、奥多摩地域に豊富にストックされている森林資源で

ある。彼らは、森林資源を新たな顧客に結びつけること

で、各々に企業家的利潤の獲得を目指していく。 

 まず林業家は、一方で国の植林事業や東京都の花粉対

策事業を請け負いつつ、他方で間伐された材木の新たな

利用先を開拓していった。花粉対策事業などで伐採した

原木を従来通りに木材市場に卸しても、諸費用を差し引

けばほとんど利益は残らない。しかし、大消費地である

都心部に目を向けると、本格イタリアンピザ店や高級志

向の焼き鳥屋、茶道愛好者など、戦前〜終戦直後の燃料

需要とは異なる、新たな薪・木炭の需要が生じていた。

そこで檜原村の林業家は、都内の燃料問屋と連携するこ

とで、薪・木炭を新たな収益源へと変えていった。 

 次にあきる野市や青梅に立地する木材加工・流通業者

は、花粉対策事業で大量に伐採され木材市場に流入して

きた多摩産の杉・檜の新たな用途を開拓していった。多

摩産の原木を建材に加工しても、ローコスト住宅で用い

られる外国産材や集成材と比べて価格が高く、出荷でき

ない。そこで、一方では多摩産材を利用した家具の直販

を行い、他方では東京都と連携し、都内の公設施設の改

装に際して内装材として多摩産材を卸していく体制を整

えていった。秋川木材組合が、この多摩産材を売り込む

ために用いたブランド名が、TOKYO WOODである。 

 最後に、多摩地域の工務店は、大量生産・大量販売を

前提としているため外国産材を用いざるを得ないハウス

メーカーやローコストビルダーに対して、花粉対策事業

で大量に市場に流入した多摩産材を利用し、国産材住宅

という付加価値を提示していくことで、高価格帯の住宅

を直接受注する差別化戦略を見出していった。本報告で

取り上げる株式会社小嶋工務店も、そのような工務店の

一つである。同社は、長期優良住宅先導事業に単独の工

務店として初めて採用されるなど、高耐久・高耐震・高

断熱の高性能住宅の直接受注を実現していた。しかし、

このような高性能住宅は技術力と資本力の双方を有する

大手ハウスメーカーでも対応可能である。そこで小嶋工

務店は、200?年より、高性能住宅に付加価値を与えつつ、

大手ハウスメーカーには手の届かない商品を提供する鍵

として、多摩産材に注目するようになった。 

  

③ アジェンダの構築：TOKYO WOOD普及協会の設立 

 小嶋工務店が多摩産材を求めたからといって、直ぐに6

次産業化の体制が成立したわけではなかった。秋川木材

組合は家具の直売や内装材の販売を手がける一方で、住

宅用の建材として多摩産材を下ろす販路を求めて東京都

が主催する「東京の木・家造り協議会」（以下、協議会）

に参加していた。しかし、大手ハウスメーカーとローコ

ストビルダーが市場を占めている状態で、高価格な多摩

産材を用いた住宅の販路を開拓することができず、モデ

ルハウスを一棟建築しただけで活動は留まっていた。 

 小嶋工務店も多摩産材の利用を目指して、協議会に参

加していた。小嶋工務店は、多摩地域を中心に高額な高

性能住宅の直接受注を可能とする体制を構築していた。

そのため、この協議会に参加していた他の工務店と異な

り、多摩産材を用いた高性能・高付加価値住宅の販売に

企業家的利潤を見出していた。そこで、秋川木材協同組

合に所属する沖倉製材所・中嶋材木店に注文した多摩産

材の全てを市場価格以上で買い取ることを約束し、小嶋

工務店の高性能住宅技術を用いた「地域型住宅ブランド

化事業」を協議会に提案する。この提案は、他の工務店

が小嶋工務店と同等の技術力と販路を有しおらず協議会

で否決されるが、この「地域型住宅ブランド化事業」を

もとに一般社団法人 TOKYO WOOD普及協会が設立される。 

 秋川木材協同組合と小嶋工務店の連携によって TOKYO 

WOOD普及協会が直面した課題は、受注の拡大と原木の確

保であった。TOKYO WOODの家の性能を高め、原木価格の

根拠を構築するために、原木は天然乾燥を施し、一本一

本の建材の強度をグレーディングマシンで測定し保証書

をつける体制を整えた。一般的な建材より手間のかかる

加工を施すため、一定数以上の注文を受けねば、秋川木

材組合は採算が取れない。他方で小嶋工務店は TOKYO 

WOODの家を年間80棟の受注を達成しており、今後5年で

100棟の受注を見越しており、年間 1000立米の建材を必

要としている。この点で秋川木材組合と小嶋工務店は連

携可能であったが、肝心の原木供給が不安定であった。 

 他方で山林を保有する林業家は、TOKYO WOODの試みに、

新たな企業家的利潤を見出しつつあった。山林を健全な

状態に維持するためには、間伐・枝打ち・下草狩りなど、

多大な労力を必要とする。花粉対策事業で伐採した原木

を出荷しても赤字になる状況で、これらの労力は単なる

コストと化していた。とはいえ、簡単に原木を出荷に応

えるわけにはいかない。原木を供給するためには、新た

に林道を敷設する必要があり設備投資が必要となる。こ

の投資を回収し次の植林につながる中長期的に取引が可

能な見込みがない限り、山林は遠からず再生不能になる。 

 そこで TOKYO WOOD普及協会が 2014年より、檜原村の

林業事業体である株式会社東京チェンソーズと連携して

実施しているのが東京美林倶楽部である。TOKYO WOODの

家の受注によって得られた収益の一部を東京美林倶楽部

に寄附し、檜原村の山林の維持に用いると共に、30年後

に購入者の家のリフォームや家具として還元していくと

いう、木材の地産地消の仕組みを作り上げたのである。

この東京美林倶楽部によって、小嶋工務店と秋川木材協

同組合は原木の安定供給と地産地消という新たな価値を

獲得でき、檜原村の林業家は山林の再生産が可能な、中

長期的な取り引き関係を得ることが出来る。このアジェ

ンダをベースに、2016年に TOKYO WOOD普及協会に山主で

ある田中林業株式会社の参加することで、年間1000立米

の木材供給が可能な体制を構築されていった。 

 

【本報告の発見事実と考察】 

 本報告では、関係構造から生じる構造的不利益を起点

に、各主体を取り巻く関係構造から生じる企業家的利潤

と読み解きから、提携可能なアジェンダが構築され 6 次

産業化が実現されていくプロセスを、TOKYO WOOD普
及協会の事例を通じて明らかにしてきた。 
 この事例記述から得られる発見事実として注目すべき

は、林業家、木材加工・流通業者、工務店が各自に抱え

る構造的不利益を克服し、企業家的利潤を得るアジェン

ダとして、TOKYO WOOD普及協会を構築されたことである。

各主体が抱える構造的不利益を克服する手段は、潜在的

には「TOKYO WOODの家」を作る以外にも可能性が常に開

かれている。それ故に、TOKYO WOOD普及協会というアジ

ェンダは、各自が抱える構造的不利益を克服し、企業家

的利潤を得るのと同時に、継続的にこのアジェンダに参
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※ 引用・参考文献は当日配布いたします。 
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【研究背景】 
カカオ豆はスイスのバリーカレボー社と米国 MARS 社の

調査によると、現在の需要と供給の量はほぼ等しい。しか

し人口増加や干ばつにより、需要と供給のバランスが崩れ、

2020年には需要が供給よりも100万トン多くなると予想さ

れており、2030年には200万トンの差が出ると述べている。

(1)  

表 1より世界のカカオ豆生産量は主にコートジボワール、

ガーナ、インドネシアの上位 3か国に集中している。カカ

オ豆の育成条件は「赤道の南北緯度20度以内」「高度が30

～300m」「年間平均気温が27℃」「降水量が年間1,000mm以

上の高温多湿」という極めて厳しい環境である。そのため

カカオを栽培できる地域は表1のように限られる。 

 

表 1：2014年の上位5か国のカカオ豆生産量 

国名 カカオ豆生産量   t 

コートジボワール 1,448,992 

ガーナ 835,466 

インドネシア 777,500 

ナイジェリア 367,000 

カメルーン 275,000 

（総務省統計局のデータを基に作成） 

 

インドネシア労働移住省の調査によれば、インドネシア

では 2015年に 18歳未満の児童が 170万人以上働かされ、

その中の約 40 万人が危険な労働を行っていると報告され

ている。(2)  

児童が働く際、農薬によって土壌が汚染されており、そ

の地下水の摂取や、汚染された土壌との接触により、児童

に皮膚感染が生じている。環境汚染が、農作業を行う児童

に健康被害を生じさせている。(3) 

 

【研究目的】 

カカオ豆の供給量は減少傾向にあり、生産量を改善する

ためには生産者を増やす必要があると考えられる。本研究

では、カカオ豆生産量が世界第 3位であり、社会問題によ

る環境汚染と人的被害が懸念されているインドネシアに着

目する。また、インドネシアの中でも7～8割のカカオ豆生

産量があるスラウェシ島(4)に注目した。さらにインドネシ

アの地域活性化の観点から 2つのプロジェクトを事例とし

取り上げ、カカオ豆の生産に係る環境問題を改善すること

により、どのような方法で地域生産者に利益をもたらすの

かを明らかにする。そのため、まずはインドネシアにおけ

るカカオ豆に関連した環境汚染と人的被害について取り上

げた上で、米国MARS社が行っているRainforest Alliance

プロジェクトと株式会社兼松と Dari-K 株式会社が行って

いる REDD+プロジェクトについての活動を取り上げる。次

に 2つのプロジェクトにおける企業戦略と地域生産者の分

析を行い、考察と今後の課題について述べる。 

 

【インドネシアにおけるカカオ豆に関連した環境汚染と人

的被害】 

カカオ豆の生産現場であるインドネシアでは、児童労働

などの問題が明らかとなって以来、フェアトレードチョコ

レートによる対応が見られる。フェアトレードとは生産者

がより良い生活を獲得するため、生産品を公平な価格で買

い取り、継続的に輸入し販売するという制度である。(5)フ

ェアトレードの仕組みを図 1に示す。この制度の活用によ

り生産者の収入が一定になるだけでなく、安全な労働や農

薬の規定も定められており、効果が期待できる。 

 

図 1 フェアトレードの仕組み 

（Fair Trade  KUMAMOTOのデータを基に作成） 

 

【Rainforest Allianceプロジェクトの分析】 

 Rainforest Alliance（以下 RAと表記）は、1987年に

非営利団体環境保護団体（NPO）によりニューヨークで設

立された。当初、RAは、南米におけるバナナ栽培に着目

し、森林減少とバナナ栽培で使用する農薬による健康被

害の問題を取り上げた。この問題を解決するために生産

者、科学者などによるワークショップを開催し、バナナ

栽培の改善に努め、RAという認証制度を採用した。 

RA の認証を取得するためには、 Sustainable 

Agriculture Network（以下 SANと表記）の基準を満たす

必要があり、表2にRAの基準項目を示す。 

表 2：SANの基準 

（Forest Partnership Platform引用） 

① 社会・環境管理システム 

② 生態系保全 

③ 野生生物保全 

④ 水保全 

⑤ 労働者の公正な処遇と良好な労働環境 

⑥ 職業上の健康と安全 

⑦ コミュニティとの関係 

⑧ 作物の総合的管理 

⑨ 土壌の管理と保全 

⑩ 廃棄物の総合的管理 

 

米国 MARS社（以下 MARS社と表記）は現在ヴァージニ

ア州に本社があり、68か国に 370拠点を置き、年間 280

億ドルを売り上げる食品製造企業である。  

1996年に MARS社は、インドネシアのスラウェシ島南部

のマカッサルに拠点を置いた。また、2003年には同島の

カカオ農園を中核的研究拠点（Center of Excellence）

としている。さらに 2010年には RA認証を取得し、現在

2,000軒の農家と取引を行っている。 

フェアトレードに関係するRA認証を取得している農園

のカカオ豆の価格は、市場価格の変動に影響されず、農

園側に安定した収入を得られるように設定されている。

（図2） 

 

図 2 カカオの価格推移 

（総務省統計局のデータを基に作成） 

SAN の基準で見られるように、MARS 社は生態系の保全

や廃棄物の管理など環境面に対しても取り組みを行って

いる。カカオの木は乾燥した土壌と直射日光の下では育

たない。そのため、カカオ栽培において特に若いカカオ

の木は直射日光に当たると葉が枯れる可能性が高くなる

ため、バナナの大きな葉の中で育成されている。MARS社

では、周りの大木を担う広葉樹のシェードツリーの植え

付け指導を行っており、シェードツリーを植えることに

より昆虫や鳥など生態系も保護できる役割も持っている

と考えられる。 

また、カカオの殻やバナナの皮は近年まで廃棄物とし

て処分されていたが、MARS社ではこれらをコンポスト化

する事業を行っており、肥料として再生し、その肥料を

カカオ生産者が使用することで物質の循環をうまく利用

している。 

 

【REDD＋プロジェクトに関する分析】 

インドネシアにおいて、トウモロコシ栽培を行うため

の焼畑耕作による森林減少が深刻化している。焼畑耕作

とは、森林伐採し、乾燥した後火入れを行い、1～3年ま

では栽培し 4 年以降は地力が低下するため休閑期間を設

けるものである。休閑期間は約 10年間にのぼり、自然の

治癒力で土壌を回復させ、この間に成長した森林を再び

伐採して焼畑にする方法である。 

インドネシアは図 3により人口が増加し、2030年には

人口が 3 億人を突破すると見込まれている。(7)人口増加

により農地需要が高まり、十分な休閑期間を設けずに土

地利用を行うことが広がっている。これらは、結果的に

森林の再生阻害となり、休閑地の二次的植生が貧困化し、

それに伴って土壌中の有機物が減少し悪循環を招き、土

壌を貧困化させてしまう。(8) 

 
図 3 インドネシアの人口推移 

（World Population Prospects: The 2015 Revision.の

データを基に作成） 
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では 2015年に 18歳未満の児童が 170万人以上働かされ、

その中の約 40 万人が危険な労働を行っていると報告され

ている。(2)  

児童が働く際、農薬によって土壌が汚染されており、そ

の地下水の摂取や、汚染された土壌との接触により、児童
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図 2 カカオの価格推移 

（総務省統計局のデータを基に作成） 
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 以上のような状況の下で、株式会社兼松と Dari－K 株

式会社の調査によると、カカオ栽培が減少し、トウモロ

コシ栽培に移行していると報告されている。 

 図 4より 2002年から 2010年までトウモロコシの作付

面積は約100万ヘクタール増加し、生産量も2000年の968

万トンから2010年の1,837万トンと急速に増加している。

(9)作付面積の増加分の一定割合は焼畑耕作によると考え

られる。 

図 5より森林減少が促進しており、原因の 1つとして

焼畑耕作が考えられ、また人口の増加により経済成長(10)

と相まって今後CO₂排出量が増加すると考えられる。 

 

図 4 インドネシアにおけるトウモロコシの生産量と作

付面積 

（農畜産業振興機構作成図引用） 

 

図 5 インドネシアの森林面積の推移 

(環境省 Forest Partnership Platformの 

データを基に作成） 

 

2005 年に United Nations Framework Convention on 

Climate Change(以下 UNFCCCと表記)の下で REDDという

プロジェクトが発案された。この REDD プロジェクトは

Reduction of Emission from Deforestation and forest 

Degradationの略称であり発展途上国に焦点をあて、経済

的に高い資金を給付することで温室効果ガスの排出量を

削減することを目的としており、さらに森林減少を防止

するだけでなく、森林保全と森林炭素蓄積の増加にも取

り組んでいるプロジェクトがREDD+である。 

株式会社兼松はインドネシアのスラウェシ島のゴロン

タロ州ボアレモ県を拠点として REDD+プロジェクトを推

進しており、ボアレモ県政府の支援を受けている。また、

インドネシアの企業であるゴーベルグループ、京都を拠

点とする Dari-K株式会社なども連携しており、5か所で

農場を開設している。 

この行政と 3 社は、先ほど述べた焼畑耕作を行うトウ

モロコシ栽培の移行を改善するために 2015年から REDD+

プロジェクトを行っている。取引を行っている生産者100

名程度の技術向上のため、良質なカカオ豆の栽培方法や

付加価値を高めるための発酵技術などを指導する取組を

行っている。また技術指導を受けた生産者が他の生産者

と共有できるように、今度は指導者として地域全体にト

ウモロコシよりも収益が上がる良質なカカオ豆の生産技

術を向上させるための支援も行っている。 

Dari-K株式会社が現地調査を行ったところ、インドネ

シアでは発酵技術がないことが明らかになった。カカオ

の実を収穫後、カカオの実を取り出し発酵を行った後に

乾燥させるのだが、インドネシアの事例では発酵を行っ

ていない。この理由として、技術がないほかに発酵とい

う過程を行っても、生産者が得る収入が同じであり時間

がかかる。カカオ豆を生産する上で発酵を行う目的は、

発酵によって香味を作り、渋みと苦みを抑制させるため

である。このプロジェクトでは、発酵技術と発酵過程が

質的向上において重要であることを指導しており、生産

者が品質の高いものを生産すれば高い価格で買い取るこ

ととなっている。 

 

【2 つのプロジェクトにおける企業戦略と地域生産者の

分析】 

 RAプロジェクトではフェアトレードを積極的に活用し、

多くのカカオ豆を生産し、地元生産者の安定した収入に

貢献している。また生産者だけでなく、RA認証を獲得す

ることで廃棄物の処理や、職業上の健康と安全などの基

準を満たすことで、土壌の貧困化回避などに繋がると予

想される。さらに生産過程で生じたカカオの殻やバナナ

の皮をコンポスト化させることで肥料として再生してい

る。その肥料をカカオ農園が使用することで物質的循環

が図られ、土壌の貧困化を抑制することが可能となって

いると考えられる。しかしREDD+プロジェクトと比較する

と、収入に安定性がある反面、意識向上が課題に挙げら

れる。 

また、REDD+プロジェクトは、フェアトレードに消極的

である。生産者の技術向上によって、カカオ豆の質を向

上させ、生産者の収入の増加に結びつけているだけでな

く、良質のカカオ生産のための技術指導により、トウモ

ロコシ栽培の転作による焼畑耕作を阻止し、REDD+プロジ

ェクトの目的である温室効果ガス削減に貢献していると

考えられる。しかし、RAプロジェクトと比較すると、収

入に安定性がないことが挙げられる。 

  

【考察、今後の課題】 
 本稿では、RAプロジェクトが、経済的・技術的側面に

焦点があてられ、生産者の生活向上に貢献していること

を明らかにした。他方、REDD+プロジェクトでは、主に技

術指導を手段とした生産者のカカオ栽培に対する意識向

上に焦点をあてられ、トウモロコシ栽培への転作の抑制

に寄与している。 

上述の2つの事例から、3要素が浮かび上がる。それら

は、「①経済」、「②技術」、「③意識」である。「①経済」

では、カカオ豆に関する生産者が、安定した収入を得ら

れること。「②技術」では生産者が、カカオ豆に関する技

術面での向上により、産品の質的向上が図られること。

「③意識」では、生産者の能動性を促す成果を生み出す

ものである。地域活性化の観点からは、これら 3 つの要

素が、その地域の実情や地域住民の意向を踏まえた上で

重要であると考えられる。 

今後の課題としては、2つの事例における3要素に関す

る「成功要因」としての土壌環境改善や焼畑耕作の阻止

などの検討や、「課題」としての意識改革や安定的な収入

について分析し、課題を改善しつつ、地域生産者に利益

がもたらされるモデルを開発する。 
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図 5 インドネシアの森林面積の推移 

(環境省 Forest Partnership Platformの 

データを基に作成） 
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小諸エコビレッジ 

一般社団法人小諸エコビレッジ 中井彩子 

Keyword： 循環、都市と農村の架け橋 

 

【問題・目的・背景】 

野菜はスーパーで買ってくるもの。家はどうやって作

る？モノは作るものではなくて、買ってくるもの。そんな

認識の人々が多くなり、大量生産、大量消費が加速し、地

球資源が疲弊している。私もこの仕事に就くまでは、モノ

は買って簡単に手に入るものという認識が強かったように

感じる。人は生産者ではなく消費者であるという感覚が非

常に大きくなっていると思う。 

モノを生む楽しさというのを、すっかりなくし、そして

とうとう知らない時代になってきてしまったのかもしれな

い。 

東日本大震災をきっかけに、生きる上で必須な美味しい

水、食べ物を手に入れることが出来、食べ物を作れる畑が

あるという、衣食住の原点の大切さが再認識されたと思う。

どんなに便利な生活を送っていても、自然と共に生きてい

く上では天災と共に生きていくことが非常に大事であり、

自然の恵みをいただきながら生活するスタイルを提案する

ことが非常に大切だと感じる。 

また、昔は村の人に育てられていたといっても過言では

ない、強いコミュニティが人を成長させてくれていた環境

があったと思うが、今は核家族化や一人住まいも加速化し、

小さい頃から多くの人と関わり、多くの大人から社会のコ

ミュニティが弱くなり、弊害を起こしているという現状が

あると感じる。特に地方で生活するためには、地域の方々

とどのように関係性を作り、支えあい生活していくのかは

非常に大事な事であると思う。だが昔は当たり前だった環

境が、段々となくなり個人で生きていける環境が出来上が

り、自分で考え、人に相談しながら生きていくということ

が難しくなってきている。地方ではまだコミュニティで暮

らしが成り立つ環境があるが、都市では段々とコミュニテ

ィがなくても生きていける環境が出来上がってきていると

感じる。地方のコミュニティの魅力を、都市に住む方々に

感じていただくことは非常に重要なことだと感じている。 

私が属している一般社団法人小諸エコビレッジの活動目

的は「サステイナブルなライフスタイルを通した、都市と

農村の架け橋」である。活動拠点を長野県小諸市に構え、

小諸市内にエコビレッジを作り、そこを拠点としてエコビ

レッジを提案できるイベントを作り、コミュニティを生み

出し、農村と都心の架け橋になることを目標としている。 

小諸市の現状として、小諸市を支える第一次産業に従事

する方々は高齢化し、耕作放棄地も格段と増えてきた。若

者の第一次産業従事者の職離れは非常に深刻な問題である。

生産をするという感覚がなくなり、ひたすら消費者になる

状況に歯止めをかけることが出来なくなる。この場所を通

して、サステイナブルなライフスタイル提案の基本となる

農業を通じてイベントを作り、地元の方と都心の方とを結

びつけ、サステイナブルなライフスタイルを考えるきっか

けを作ることを目標としている。また多くの方が集まる場

所を目指し、いろんな人が出会った結果、多くの化学反応

が起こり、それが小諸市にとって、これからの街提案とし

て他の街にも活かしていけるような、街のサンプルを作る

ことを目的としている。 

 

 

【研究方法・研究内容】 

 小諸市は東京からアクセスがいい。新幹線は隣町の

佐久市まで通っており、1 時間半。バスは東京から直通

で 1時間に 1本はでており、3時間半で来ることができ

る。東京からアクセスがいいという認識は非常に薄く、

なかなか気軽に足を延ばす方が非常に少ない。小諸市は

非常に歴史のある街で、古い建物や文化など数多く残っ

ている。また水がおいしい、日照時間が長いなど自然環

境にも非常に恵まれている。農産物の生産も多く、新鮮

なお野菜を口に出来るという有難さも大いに味わうこと

が出来る。このような小諸市に人を呼ぶために、東京か

らバスツアーを組んだ。オーガニックコットンを生業と

している株式会社アバンティの協力を得て、アバンティ

のオーガニックコットンブランド「PRISTINE」のショップ

でお客様を募集した。イベントは２つ組んだ。①味噌ツ

アー②Bio マルシェの参加である。①味噌を作り続けて

50年の地元のおばあちゃんに、この地ならではの知恵を

教わりながら、味噌作りツアーを行った。総勢25名ほど

が参加した。使用した材料は、小諸エコビレッジで育て

た大豆を用いた。昼食で用意した食材も全て小諸エコビ

レッジで栽培したものである。都心で生まれ育ち、味噌

を作ったことがないという方々、都心に移住し、昔は作

ったことがあるけど、もうしばらく作っていない方々、

立場や経験が違う方々が集まった。この地ならではの昔

ながらの「おばあちゃんの知恵」をツアーの魅力とし、

お客様がこの小諸エコビレッジで感じたことをアンケー

トに記入していただいた。またこのツアーを通して、何

を次小諸エコビレッジで行いたいかを聞き、イベントを

続けられるような工夫を出し合った。 

②小諸市をはじめ、上田市、東御市、佐久市、軽井沢町

などの東信の方々を中心とするマルシェを毎月第産土曜

日に企画しているが、そこにバスツアーを企画し、都心

から人を集めた。総勢20名ほどの人が集まった。このマ

ルシェは“オーガニック”をイベントの軸とし、私たち

企画、運営者の考え方に共鳴をいただいた皆様が、参加

型の意識を持ち集っていただいている。無農薬で育てた

お野菜、低農薬の果物、天然酵母のパン、地産のお野菜

を使った料理、植物性のお菓子などを販売していただい

ている。小諸エコビレッジには、木が密集した森があり、

非常に気持ちのいい環境が整っている。その中で生産者

と顔を合わせながら、お話をし、ゆっくり買い物をする

環境を味わっていただくことができていると思う。地方

でも多くの買い物はスーパーやチェーン店で済ませるこ

とが多く、都心ではいかに早く、安くサービスを受けら

れるかが重要になってくるが、それとは反対のこの環境

でどのような消費行動になるのか研究した。また出店者

からもアンケートをもらい、お客様からどのような反応

が得られたか分かち合い、参加型のイベント作りを行っ

ている。 

 

【研究・調査･分析結果】 

 ２つのイベントを行い、各々お客様より反応が得ら

れた。①一昔前は、味噌は作るのは当たり前だったもの

が、今は買うのが当たり前という認識になっているが、

味噌作りのイベントをきっかけに、自分で作ってみよう

というきっかけ作りになった。また小諸エコビレッジで

育てた大豆を用いて作ったことで、非常に農業を身近に

感じていただいた。 

また小諸市ならではの豊かな自然環境と、おばあちゃん

のおおらかな人柄に魅了され、次のイベントも来たいと

いう声が上がった。やはり地方の食にはみなさま興味が

あり、食を上手く提案していけるかが大事だと感じた。 

「エコビレッジ」の根本である農業を上手く提案できる

イベントを通して、全ては買ってくるものではなく、自

然の恵みをいただきながら生み出すものだという実感が、

サステイナブルなライフスタイルにつながり、少しずつ

暮らしを変化させる方法に繋がるのではという事を認識

した。②森の中でゆっくりと生産者と話をしながら買う

ことで、客数は少なくても店舗に対する売上は、他のイ

ベントに比べると単価は高かったそうだ。また滞在時間

も非常に長いため、出店者さんとの話から、移住に興味

のある方は大いに参考になったそうだ。移住、地方での

暮らし、農業、生業、いろんな事をゆっくりと考える時

間になり、イベントを通して、サステイナブルなライフ

スタイルに興味をもつきっかけは大いに期待できる。 

 

【考察・今後の展開】 

 お客様を受け入れていくうちに、エコビレッジにくる

目的やニーズを把握し、次回のイベントに繋げていきた

い。確実にお客様を小諸エコビレッジで受け入れて、小

諸に人を集めた結果、サステイナブルなライフスタイル

提案と、小諸市の活性化を目指し、小諸市の特徴となる

ような提案の仕方も市と相談していきたい。街をあげた

サステイナブルなライフスタイル提案のテンプレートを

作っていけるよう、課題を具体的にあげ、一つずつ乗り

越えていきたい。 

 

【引用・参考文献】 

 http://www.komoro-ecovillage.jp/ 
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小諸エコビレッジ 

一般社団法人小諸エコビレッジ 中井彩子 

Keyword： 循環、都市と農村の架け橋 

 

【問題・目的・背景】 

野菜はスーパーで買ってくるもの。家はどうやって作

る？モノは作るものではなくて、買ってくるもの。そんな

認識の人々が多くなり、大量生産、大量消費が加速し、地

球資源が疲弊している。私もこの仕事に就くまでは、モノ

は買って簡単に手に入るものという認識が強かったように

感じる。人は生産者ではなく消費者であるという感覚が非

常に大きくなっていると思う。 

モノを生む楽しさというのを、すっかりなくし、そして

とうとう知らない時代になってきてしまったのかもしれな

い。 

東日本大震災をきっかけに、生きる上で必須な美味しい

水、食べ物を手に入れることが出来、食べ物を作れる畑が

あるという、衣食住の原点の大切さが再認識されたと思う。

どんなに便利な生活を送っていても、自然と共に生きてい

く上では天災と共に生きていくことが非常に大事であり、

自然の恵みをいただきながら生活するスタイルを提案する

ことが非常に大切だと感じる。 

また、昔は村の人に育てられていたといっても過言では

ない、強いコミュニティが人を成長させてくれていた環境

があったと思うが、今は核家族化や一人住まいも加速化し、

小さい頃から多くの人と関わり、多くの大人から社会のコ

ミュニティが弱くなり、弊害を起こしているという現状が

あると感じる。特に地方で生活するためには、地域の方々

とどのように関係性を作り、支えあい生活していくのかは

非常に大事な事であると思う。だが昔は当たり前だった環

境が、段々となくなり個人で生きていける環境が出来上が

り、自分で考え、人に相談しながら生きていくということ

が難しくなってきている。地方ではまだコミュニティで暮

らしが成り立つ環境があるが、都市では段々とコミュニテ

ィがなくても生きていける環境が出来上がってきていると

感じる。地方のコミュニティの魅力を、都市に住む方々に

感じていただくことは非常に重要なことだと感じている。 

私が属している一般社団法人小諸エコビレッジの活動目

的は「サステイナブルなライフスタイルを通した、都市と

農村の架け橋」である。活動拠点を長野県小諸市に構え、

小諸市内にエコビレッジを作り、そこを拠点としてエコビ

レッジを提案できるイベントを作り、コミュニティを生み

出し、農村と都心の架け橋になることを目標としている。 

小諸市の現状として、小諸市を支える第一次産業に従事

する方々は高齢化し、耕作放棄地も格段と増えてきた。若

者の第一次産業従事者の職離れは非常に深刻な問題である。

生産をするという感覚がなくなり、ひたすら消費者になる

状況に歯止めをかけることが出来なくなる。この場所を通

して、サステイナブルなライフスタイル提案の基本となる

農業を通じてイベントを作り、地元の方と都心の方とを結

びつけ、サステイナブルなライフスタイルを考えるきっか

けを作ることを目標としている。また多くの方が集まる場

所を目指し、いろんな人が出会った結果、多くの化学反応

が起こり、それが小諸市にとって、これからの街提案とし

て他の街にも活かしていけるような、街のサンプルを作る

ことを目的としている。 

 

 

【研究方法・研究内容】 

 小諸市は東京からアクセスがいい。新幹線は隣町の

佐久市まで通っており、1 時間半。バスは東京から直通

で 1時間に 1本はでており、3時間半で来ることができ

る。東京からアクセスがいいという認識は非常に薄く、

なかなか気軽に足を延ばす方が非常に少ない。小諸市は

非常に歴史のある街で、古い建物や文化など数多く残っ

ている。また水がおいしい、日照時間が長いなど自然環

境にも非常に恵まれている。農産物の生産も多く、新鮮

なお野菜を口に出来るという有難さも大いに味わうこと

が出来る。このような小諸市に人を呼ぶために、東京か

らバスツアーを組んだ。オーガニックコットンを生業と

している株式会社アバンティの協力を得て、アバンティ

のオーガニックコットンブランド「PRISTINE」のショップ

でお客様を募集した。イベントは２つ組んだ。①味噌ツ

アー②Bio マルシェの参加である。①味噌を作り続けて

50年の地元のおばあちゃんに、この地ならではの知恵を

教わりながら、味噌作りツアーを行った。総勢25名ほど

が参加した。使用した材料は、小諸エコビレッジで育て

た大豆を用いた。昼食で用意した食材も全て小諸エコビ

レッジで栽培したものである。都心で生まれ育ち、味噌

を作ったことがないという方々、都心に移住し、昔は作

ったことがあるけど、もうしばらく作っていない方々、

立場や経験が違う方々が集まった。この地ならではの昔

ながらの「おばあちゃんの知恵」をツアーの魅力とし、

お客様がこの小諸エコビレッジで感じたことをアンケー

トに記入していただいた。またこのツアーを通して、何

を次小諸エコビレッジで行いたいかを聞き、イベントを

続けられるような工夫を出し合った。 

②小諸市をはじめ、上田市、東御市、佐久市、軽井沢町

などの東信の方々を中心とするマルシェを毎月第産土曜

日に企画しているが、そこにバスツアーを企画し、都心

から人を集めた。総勢20名ほどの人が集まった。このマ

ルシェは“オーガニック”をイベントの軸とし、私たち

企画、運営者の考え方に共鳴をいただいた皆様が、参加

型の意識を持ち集っていただいている。無農薬で育てた

お野菜、低農薬の果物、天然酵母のパン、地産のお野菜

を使った料理、植物性のお菓子などを販売していただい

ている。小諸エコビレッジには、木が密集した森があり、

非常に気持ちのいい環境が整っている。その中で生産者

と顔を合わせながら、お話をし、ゆっくり買い物をする

環境を味わっていただくことができていると思う。地方

でも多くの買い物はスーパーやチェーン店で済ませるこ

とが多く、都心ではいかに早く、安くサービスを受けら

れるかが重要になってくるが、それとは反対のこの環境

でどのような消費行動になるのか研究した。また出店者

からもアンケートをもらい、お客様からどのような反応

が得られたか分かち合い、参加型のイベント作りを行っ

ている。 

 

【研究・調査･分析結果】 

 ２つのイベントを行い、各々お客様より反応が得ら

れた。①一昔前は、味噌は作るのは当たり前だったもの

が、今は買うのが当たり前という認識になっているが、

味噌作りのイベントをきっかけに、自分で作ってみよう

というきっかけ作りになった。また小諸エコビレッジで

育てた大豆を用いて作ったことで、非常に農業を身近に

感じていただいた。 

また小諸市ならではの豊かな自然環境と、おばあちゃん

のおおらかな人柄に魅了され、次のイベントも来たいと

いう声が上がった。やはり地方の食にはみなさま興味が

あり、食を上手く提案していけるかが大事だと感じた。 

「エコビレッジ」の根本である農業を上手く提案できる

イベントを通して、全ては買ってくるものではなく、自

然の恵みをいただきながら生み出すものだという実感が、

サステイナブルなライフスタイルにつながり、少しずつ

暮らしを変化させる方法に繋がるのではという事を認識

した。②森の中でゆっくりと生産者と話をしながら買う

ことで、客数は少なくても店舗に対する売上は、他のイ

ベントに比べると単価は高かったそうだ。また滞在時間

も非常に長いため、出店者さんとの話から、移住に興味

のある方は大いに参考になったそうだ。移住、地方での

暮らし、農業、生業、いろんな事をゆっくりと考える時

間になり、イベントを通して、サステイナブルなライフ

スタイルに興味をもつきっかけは大いに期待できる。 

 

【考察・今後の展開】 

 お客様を受け入れていくうちに、エコビレッジにくる

目的やニーズを把握し、次回のイベントに繋げていきた

い。確実にお客様を小諸エコビレッジで受け入れて、小

諸に人を集めた結果、サステイナブルなライフスタイル

提案と、小諸市の活性化を目指し、小諸市の特徴となる

ような提案の仕方も市と相談していきたい。街をあげた

サステイナブルなライフスタイル提案のテンプレートを

作っていけるよう、課題を具体的にあげ、一つずつ乗り

越えていきたい。 

 

【引用・参考文献】 

 http://www.komoro-ecovillage.jp/ 
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 産学官連携によるユニークな地域素材の高度な基礎研究を通じた地域活性化及び震災復興 

宮本幸治（岩手大学・岩手県久慈市） 

Keyword： 産学官連携、地域素材、地域活性 

 

【問題・背景】 
岩手大学と岩手県久慈市は平成 18年2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人材 

として久慈市から岩手大学三陸復興・地域創生推進機 

構へ職員を共同研究員として派遣している。 

 岩手県久慈地域は国内最大の琥珀の産地であるが久 

慈産琥珀を使った商品は久慈琥珀㈱における売上全体 

の 2割程度にとどまり他は海外産であった。その主要 

因として久慈産琥珀は世界的に見ても古いもの（8500 

万年前）が多く地質学、古生物学的には貴重性を有し 

ているが、空気に触れると65%程度が崩れてしまいア 

クセサリー加工に向かないことが挙げられる。また、 

色味についても市場では海外産琥珀の明るい色合いの 

商品の人気が高く、久慈産琥珀は落ち着いた色調が多 

いことも挙げられる。製品加工に向かないチップの活 

用と歩留まりの悪さが課題となっていた。久慈産琥珀 

の未利用部分を有効活用し、琥珀の歴史が浅い日本で 

国産琥珀をもっと浸透させることができるような商品 

を生み出したいとの相談を平成 18年に企業から共同 

研究員に持ちかけられた。これを受け、ケミカルバイ 

オロジーを専門としている岩手大学農学部木村賢一助 

教授（当時）とのマッチングを岩手大学地域連携推進 

センター小川薫助教授（当時）と共に行った。木村助 

教授と久慈琥珀㈱新田久男取締役製造統括部長（当時 

）との打ち合わせを重ね、化粧品製造会社大手から琥 

珀を用いた化粧品が発売されていることやロシア地域 

での琥珀の医薬品利用に注目した。久慈産琥珀は商品 

化されている琥珀の中では世界最古であるが学術的研 

究はほとんどされていなかったため、コハク酸以外の 

機能性物質の含有を確認できれば特許化・差別化が望 

めること、未利用部分を用いたアクセリー以外での商 

品展開が望めることから、久慈琥珀㈱と岩手大学によ 

る共同研究が開始された。 

【研究内容・結果】 

 当該研究者らは世界で初めて琥珀を植物の天然資源 
と捉え、岩手大学農学部の天然物生化学研究室で行わ 
れている各種スクリーニング系に久慈産及びロシア産 
琥珀のメタノール抽出物をかけて機能性を調べた。最 

新のバイオテクノロジー技術を生かしたCa2+シグナル 

伝達系に関わる遺伝子変異酵母を用い、Ca2+シグナル 

伝達阻害活性を酵母の生育円活性として見出した。そ 

の久慈産琥珀に含まれる活性物質を単離精製して構造 

を決めたところ新規物質であることが判明したため、 

東日本大震災からの復興の願いを込めた「久慈頑張ろ 

う！」をイメージして地域名の久慈（Kuji）、天然資 

源名の琥珀（Amber）、構造中の官能基（アルコールの 

ol）に“g”を加えてKujigamberol（クジガンバロー 

ル）と命名し、平成26年 8月に物質特許を取得した。 

Kujigamberolは久慈産琥珀に独自の貴重な物質で、世 

界で最も流通しているロシア産琥珀やドミニカ産琥珀、 

琥珀の起源樹とされる現代のマツやナンヨウスギには 

含まれていない。また、高い抗アレルギー活性を有し、 

アレルギー性鼻炎の定量噴霧医薬品の約5倍の効果が 

確認されており、動物実験でモルモットの鼻づまりや 

マウスのかゆみを改善させる効果を見せている。また、 

老化の原因となる活性酵素を取り除く効果も認められ 

た。これらの内容を平成24年の JST主催の新技術説 

明会で発表したところ、化粧品 OEM製造会社である㈱ 

実正（東京都）が化粧品素材として興味を示し、実用 

化検討に向けた研究を継続した。そして、平成27年 

10月に化粧品第一号が発売されたところである。 

【今後の展開】 

 震災により一時は琥珀の売上が激減し、閉鎖した久 

慈琥珀㈱の店舗もあったが、『あまちゃん』や復興へ 

の後押しもあり、久慈産琥珀の認知度と需要が伸びて 

きている。全国的に見て最低賃金が低く、県内でも県央、 

県南部に比べ所得格差のある久慈地域の素材を使った 

高度な基礎研究に基づく岩手県独自の高付加価値な商 

品開発、また新たな市場開拓への道筋を作ったことで、 

工場誘致及び雇用確保を通じた震災復興と経済的格差 

解消への助力となることを期待している。地域資源の 

更なるブランド化を目指し今後は医薬部外品、医薬品 

への展開が期待される。これには臨床試験も含め時間 

と費用がかかることから、特許を基盤とした、永続的 

に安定した経営基盤の構築ができる契約のノウハウ確 

立に大学の知財担当と連携しながら取り組みたい。 

 産学官連携による地域防災マップ作成を通じた地域活性化－自分たちの地域は自分たちで考える― 
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【はじめに】 
岩手大学と岩手県八幡平市は、平成21年 3月に相互発展

を目的とし、学術、教育、文化の分野で援助、協力するた

め相互友好協定を締結した。そして、平成21年 4月より地

域と大学の産学官連携を担う「岩手大学三陸復興・地域創

生推進機構」へ共同研究員として、職員の常駐派遣を行っ

ている。 

共同研究員の研究テーマは「地域資源を活かした産業の

活性化及び地域課題への対応研究」であり、八幡平市内の

企業、団体及び地域が抱える課題等に対し、大学との連携

により解決を図ることを目的としている。 

今回取組みを行った岩手県八幡平市西根寺田地区は、岩

手県北西部に位置する八幡平市（人口約27,000人）の南東

部の地区である。七時雨山や染田川をはじめとした自然豊

かな中山間地域であり、約 960人（約 310世帯）の住民が

生活しており、高齢化率（65歳以上人口）が 34.1%と高い

のが特徴である。 

本稿では、地域が自ら課題を見つけ、その課題を産学官

が連携して解決していく活動を通じて地域活性化につなげ

ている事例について報告したい。 

【背景】 

八幡平市西根寺田地区の「寺田地域振興協議会」の畠山

城司会長より、「平成 23年 3月の東日本大震災、その後の

台風による大雨被害があり、今後は地域の防災意識を高め

ることが課題と考えている。そこで、地域住民が集まって、

防災に関することを学びながら、自分たちの手で地域防災

マップを作成したい。また、ワークショップ等を実施する

ことで地域住民のつながりを再確認し、さらに強化するこ

とで地域活性化につなげたい。この取組みを通じて市内外

に西根寺田地区は頑張っているということをPRしたい」と

相談を受けた。 

八幡平市には常時観測火山に選定されている岩手山があ

り、八幡平市では噴火による被害を予測した「岩手山火山

災害対策図」を作成している。さらに、災害対策基本法に

基づき、災害発生時の応急対策や復旧など災害に係わる事

務・業務に関して総合的に定めた「地域防災計画」を策定

している。しかしながら、地域ごとの防災マップは、詳細

な状況把握するのが難しいことから作成していない。 

岩手大学には、専任教員、兼務教員、客員教員等が学内

外から参画し、地域防災や東日本大震災からの復興に資す

る研究・教育を進めている「岩手大学地域防災研究センタ

ー」が組織されている。岩手大学地域防災研究センターで

はその名前が示すとおり、地域防災に焦点を定めた組織で、

津波、火山、地震、洪水などは、発生から復旧・復興まで、

場に強く依存する性質を有しているため、岩手や東北とい

う地域特性に根ざした防災研究・教育に取組んでいる。 

そこで今回、寺田地域振興協議会の課題解決に関して岩

手大学地域防災研究センターに相談したところ、それに応

え、解決に向けて支援する運びとなり、地域防災マップ作

成の取組みが開始された。 

【実施方法】 

 寺田地域振興協議会は、地域防災マップ作成にあたり、

八幡平市が地域活性化、住民の連携及び行政との協働に

よるまちづくりを促進することを目的として交付してい

る「地域づくり一括交付金」を活用した。 
役割分担については、地域住民が参加する活動の周知

や開催、地域防災マップの原案作成と印刷、この取組み

に関する費用負担等について担当した。 
 岩手大学地域防災研究センターから協力をいただいた

のは、越谷信副センター長（理工学部准教授）、井良沢道

也教授（農学部）、小笠原敏記准教授（理工学部）、松林

由里子助教（理工学部）菊池義浩特任教授、柳川竜一特

任教授及び理工学部社会環境工学科の学生である。 
役割分担については、教員は、防災に関する講話、現

地調査における危険個所や起こりうる災害等の解説、ワ

ークショップの進行、地域防災マップ作成への校正及び

この取組み全体における専門的アドバイスを務め、学生

は、ワークショップにおいて班ごとのリーダーを行いな

がら住民の積極的な発言を促すことを担った。 
八幡平市は、この取組みについて必要なデータの提供、

「地域づくり一括交付金」の交付等を行った。 
 また、地域防災マップの作成にあたっては、下記事項

に留意し進めることとした。 

 ① 自然災害については、過去の事例からポイントを

絞って地域防災マップに掲載する。また、掲載箇所

は、平成25年に発生した大雨災害で被災した地点を
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 産学官連携によるユニークな地域素材の高度な基礎研究を通じた地域活性化及び震災復興 
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工場誘致及び雇用確保を通じた震災復興と経済的格差 

解消への助力となることを期待している。地域資源の 
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基本とする。被災した地点については、寺田地域振

興協議会、岩手大学地域防災研究センター及び八幡

平市で現地調査を行い、状況や課題等を確認する。

加えて、土砂災害に関する情報は、岩手県が公表し

ている「岩手県土砂災害危険箇所図」を活用する。 

 ② 西根寺田地区は広範囲であることから、実際に自

分が住む地域の防災について意識できるように地域

を分割し、分割した地域には実際に居住している住

民のみを配置し班編成を行う。 

 ③ 班編成は、子育て世代や女性、若い世代がいると

様々な角度からの意見が期待できるため、老若男女

が入る構成にする（1班 7～9人）。 

 ④ ワークショップは、住民が気軽に参加し、意見が

活発に出るようDIG（災害想像ゲーム）を採用し、地

域の災害特性を把握し、その対応策を検討する。 

 ⑤ 地図データは、今後も状況に合わせ加筆修正でき

るようにするため、寺田地区振興協議会が準備し、

それを活用して作成する。 

【実施結果】 

 現地調査及びワークショップから得た情報を集約した

地域防災マップが完成した。完成した地域防災マップは、

西根寺田地区すべての世帯に配布した。 

 現地調査では、危険個所や現場状況の確認をすること

ができ、さらに岩手大学地域防災研究センターから専門

的な意見を聞くことで、地域住民及び八幡平市もその対

応（避難路確保、護岸修繕等）について考える機会とな

った。 

 ワークショップでは、学生が発言を促すことで、地域

住民が話し合いに積極的に参加することができ、有意義

なものとなった。また、地域の災害特性及び避難所の場

所確認のほか、避難時の一人暮らしの高齢者世帯への対

応や災害により孤立する家屋の存在等新たな気づきも得

ることができた。 

【考察・今後の展開】 

 この地域防災マップ作成の活動を通じ、地域住民の作

業や話し合いによって改めてコミュニケーションを図る

ことができた。さらに、岩手大学地域防災研究センター

が参加することにより、自分たちが住む地域の災害につ

いてより詳細に考えることができ、防災意識を高めるき

っかけとなった。 

 地域防災マップは、過去に発生した大雨災害にポイン

トを絞って作成したが、寺田地域振興協議会では、さら

に通学時等の交通安全に関する情報も追加したいと考え

ている。地図データは、寺田地域振興協議会が所有し、

自由に加筆修正ができるので、今回のような活動を再度

実施することで、地域防災マップを更新することが可能

である。その際には、地元の小中学校や保護者の方々を

対象としたワークショップを開催し、さらに住民のコミ

ュニケーションを図ることができる機会を作りたい。 

 また、地元の中学校からは、地域防災マップを活用し

て避難訓練などの防災教育を行いたいとの意向も伺って

いる。地域防災マップを活用することで、大雨災害につ

いてより詳細な被害想定をすることが可能であるため質

の高い訓練をすることができ、地域住民、中学生及び教

師の交流も期待される。 

 今後は、寺田地域振興協議会の取組みのように、産学

官が連携しながら自分の地域を再度考え、住民同士が改

めてコミュニケーションを図る機会を八幡平市内の他の

地域にも広がるよう取組んでいきたい。さらに、その取

組みが地域周辺の活性化につながることも併せて期待し

たい。 

 官民協働による地域活性の取組み　民間活力導入事業「地方創生協働リーダーシッププログ
ラム～MICHIKARA」

山田　崇（塩尻市役所企画課シティプロモーション係 係長）

Keyword： 地方創生、官民協働、プロフェッショナル人材、人材開発、変革

【はじめに】
　長野県塩尻市（人口66,743人  平成28年8月1日現
在）は、昭和 3 4年に 1町 4村が合併し市制を施行
し、平成1 7年に木曽郡楢川村が編入合併となり今
日に至っています。本市は、日本のほぼ中央に位置
し、いにしえから交通の要衝として発展してきまし
た。特産のぶどうが生み出すワインは世界にその名
を知られ、奈良井宿の町並みや木曽漆器が歴史と
伝統を感じ、豊かな森林資源を活用した林業、そし
て基幹産業としての製造業では、市内に最先端の技
術、人材、拠点施設等が集積し、市内産業を牽引し
ています。

【背景】
 平成２７年度から実施した行政評価（事中評価）
において、民間の持つ知識やノウハウを活用するこ
とにより、更に効果的に推進できる事業や課題解
決につながる案件等が多数存在することが明らか
になってきた。しかしながら、本市では、ＰＰＰ／
ＰＦＩ手法の活用を含めて、民間との連携を積極的
に活用する土壌が醸成されていない現状であった。
そこで、平成２７年２月に、地方創生先行型交付
金を活用し、首都圏の大手企業と連携し、本市の
抱える行政課題等に対し、プロフェッショナル社員
と担当職員が協働で課題解決案を検討し翌年度の
予算編成につなげる仕組みとして、民間活力導入事
業のプロトタイプを実施。
平成２８年度は、プロトタイプの成果を生かし、
首都圏からのヒト・モノ・カネ・情報の還流を目
指すシティプロモーション事業との連携するととも

に、行政経営システムへ組み込み、継続的に本市の
喫緊の行政課題をテーマに、本格稼動として実施と
なった。
「行政評価システム」
　本市では、第五次総合計画（平成２７年度から
９年間）のスタートにあたり、事業部制のメリッ
トを最大限に生かすため「行政評価」「実施計画」
及び「予算編成」を効果的に連動させた「行政経
営システム」を構築し、次の３つの基本的な考え方
をベースに実施していきます。
1.成果志向の行政経営
　行政運営に経営的な視点を取り入れ、これまで
の「計画重視（手続き主義）」から「成果志向（決
算主義）」へと転換を図り、行政サービスの質的
な向上を図る。
2.行政資源の効率的配分
　限られた行政資源を効率的・効果的に活用し、
事業を推進するために、事務事業の必要性、効果
等を評価。
3.職員の意識改革
職員が担当する事業が何のためにあるのかを考え、
総合計画における位置づけや事業の目的や有効性
等を常に意識することにより、コスト意識や政策立
案能力の向上を図る。

【研究方法・研究内容】
◯民間活力導入事業「地方創生協働リーダーシップ
プログラム(MICHIKARA)」の実施
首都圏の大手企業と連携し、塩尻市の抱える行政
課題等に対し、民間のプロフェッショナル社員と市
の担当職員が協働で課題解決案を検討し、翌年度
予算編成につなげる仕組みとして実施するものです。
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図 2 出世大名家康くん 

家康くんと直虎ちゃんで「出世の街」を目指す 浜松市のシティプロモーション 

〇鈴木康之（市民活動団体家康くんふれあい隊 / 静岡大学 1)）・原田憲治（浜松市観光・シティプロモーション課） 

Keyword： シティプロモーション・市民応援団・観光資源化 

 

【背景】 
浜松市においては、『地域の魅力を創り出し、それを国

内外に発信し、都市ブランド力を高め、「人」・「もの」・「情

報」が活発に行き交う、元気で活力ある都市を創る活動』

を「シティプロモーション」と定義する。 

全庁を挙げて総合的かつ戦略的にシティプロモーショ

ンを推進するため、市長をトップとする「シティプロモ

ーション推進本部」を平成19年 7月に発足した。 

本報では、地域の魅力の創造や、魅力的な地域情報の

集約及び発信など、本市におけるシティプロモーション

活動について、企画や報道/広報などを中心に、過去実績

や今後の計画について報告する。 

 

【活動計画】 

1)活動フローとコンセプト 

活動を全体俯瞰すると図１のようになる。 

浜松城は、徳川家康公が29歳の時に築城。以来、家康

公は 45歳までの 17年間居城し、この浜松で天下統一の

礎を築く。家康公が浜松城を離れた後の歴代城主の多く

が幕府の要職に登用されたことから、浜松城は後に「出

世城」と呼ばれるようになった。 

→近代では、チャレンジ精神にあふれた多くの起業家を

輩出し、カワイ、スズキ、浜松ホトニクス、ホンダ、ヤ

マハなど数々の世界的企業が浜松から生まれる。 

→浜松城、そして浜松には出世運が根付いている。 

→浜松市を“出世の街”、浜松城を“出世の聖地”として

売り出そう。以上から、「マスコットキャラクターを活用

したPR戦略」と「史実をもとにした都市イメージづくり」

という『出世の街 浜松』確立のための二つの方向性が生

まれる。 

2-1) マスコットキャラクター「出世大名家康くん(図2)」 

平成23年の浜松市制100周年を記念して誕生、浜松の

魅力を全国に伝えるためにプロモーション活動を実施。 

2-2)出世旅プロジェクト 

 浜松は「出世のパワースポット」というコンセプトで、

ビジネスパーソンを中心に出張や旅行で浜松を訪れても

らうプロジェクトの実施。 

3)徳川家康公顕彰四百年記念行事 

徳川家康公薨去四百年を機にゆかりの地である浜松、

静岡、岡崎の各市と商工会議所、静岡県が連携。家康公

の功績を広く全国・世界に発信。→「出世の浜松」とし

て、若き家康公の観光資源化を目指す。 

 

【活動実績】 

1-1)家康くんと ゆるキャラ®グランプリ 

 平成23年４月 浜松福市長 出世大名家康くん誕生。 

平成23年 11月 ゆるキャラ®グランプリ2011 37位。 

平成24年 11月 ゆるキャラ®グランプリ2012 7位。 

平成25年 9月 出世大名家康くん支援隊 発足。 

平成25年 11月 ゆるキャラ®グランプリ2013 2位。 

平成26年 3月 出世大名家康くんふれあい隊 発足。 

平成 27年 1月 ゆるキャラ®グランプリ 2015 浜松開催

が決定。 

平成27年 7月 家康くん市民応援団 結成→「民（市民

応援団）」の活動を、「官（浜松市）」がサポートし、「産

（地域企業）」の協力・応援を得て、平成27年11月  

ゆるキャラ®グランプリ

2015 初優勝。浜松での表

彰式イベントは開催３日

間で76,894人が来場。 

平成27年 12月、NHK紅

白歌合戦に出演、以降、全

国放送のテレビ出演幾多。 

 なお、この間の経済効果

については 50億円（県西 
図1 シティプロモーション全体コンセプト 

◆平成27年度  第  1 回(プロトタイプ)の実施(平成  28 

年 1 月 25 日)

平成  28 年度から塩尻市の行政経営システムに組み
込み本格的に始動するために、プロトタイプとなる
「第1回地方創生協働リーダーシッププログラム」
を実施。株式会社チェンジウェーブと連携し、ソ
フトバンク株式会社、株式会社リクルートホールディ
ングスが参加。
◆第 1 回MICHIKARAの5つのテーマ
1.新体育館の活用戦略と民間投資活用の可能性
2.地産地消型木質ペレットによる熱供給事業の展開
戦略
3.ネットワーク・テレワークインフラ等の  ICT  基
盤活用戦略 

4.空き家対策戦略 

5.子育て女性の復職・両立支援戦略
◆キックオフミーティング・フィールドワーク
プログラムのスタートとなるキックオフミーティ

ングを、東京・汐留にあるソフトバンク本社で実施。
塩尻市からは職員20人が参加。約2週間後には、そ
れぞれのチーム6人に分かれてフィールドワークを
行い、課題解決案を検討する2泊3日の協働合宿を
塩尻市で実施。最終日には、塩尻市長に課題解決
案を提案するプレゼンテーションを行う。各チー
ムとも、とても画期的な提案をし、今後の塩尻市
に活かせる有意義なプログラムとなった。　
◆第1期進捗状況報告会(平成 28 年 5 月 21 日)

提案いただいた 5 案件のうち、3 案件は、実際にプ
ロジェクトとしてスタートしています。
◆MICHIKARA ダイジェスト版(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=NYywCzYg37A

◆第2期「MICHIKARA」本格始動（平成28年6月23

日～7月17日）
前年度のプロトタイプの実施を踏まえて
「MICHIKARA」プロジェクトを本格始動。6月23

日のキックオフから約3週間、市の5つの課題につい
てSNSアプリを活用しリモートで議論し、解決策を
塩尻市長に提案。提案事業は9月以降の事業評価、
予算査定を経て、来年度予算に反映されます。
◆第2期MICHIKARAの5つのテーマ
1.塩尻型新規木材需要創造戦略
2.しおじりICT産業集積戦略の構築 

3.企業シニアの新たな雇用対策スキーム構築戦略 

4.保育士不足を解消する「未来型保育園運営構想」
のデザイン 

5.都市公園の民間協働再生戦略
　本格始動では、新たに日本たばこ産業（J T）が
参画。市長へのプレゼン内容は、担当課職員が次
年度の予算編成に反映させます。

【分析結果】
　MICHIKARAの実施により、行政課題についての
提案が実際に動きはじめ、また、次年度の事業とし
て設計されるなどの成果が現れています。実現可能
性を担保するための特徴的な3点は次のとおり。
1.目指す成果の具体的提示による課題焦点を明確化
　各テーマの期待性か・前提条件等を明示する「仕
様書」を自治体と事務局が協働して作成
2.実現性の高い施策立案を担保（リモートワーク）
　プログラム専用にＳＮＳアカウントを取得し、チー
ムビルディング後はリモートでのディスカッション
が可能となるインフラを提供。
3.実現性の高い施策立案を担保（行政経営システム）
　民間活力の導入が行政経営システムの基本項目と
して設置。自治体職員参加者に、意思決定権限を有
する担当者、企画課職員が参画することにより、
次年度への事業化を担保する仕組みとなる。

【考察・今後の展開】
　MICHIKARAは民間企業の人材開発にも大きな
成果を上げており、そのスキームを大学生のイ
ンターンシッププログラムとして実施する新たな
動きにも繋がっている。
さらに、平成28年10月には「全国MICHIKARAサ
ミット」を東京で開催。官民協働による地方創
生プロジェクトとして、全国の地方自治体へのモ
デルケースとしての展開を睨んでいる。
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図 2 出世大名家康くん 

家康くんと直虎ちゃんで「出世の街」を目指す 浜松市のシティプロモーション 

〇鈴木康之（市民活動団体家康くんふれあい隊 / 静岡大学 1)）・原田憲治（浜松市観光・シティプロモーション課） 
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図 3 情報誌“意外と!?浜松
『HAMA流』”の例 

 
図 5 浜松市やらまいか大
使（ももいろクローバーＺ
リーダーで浜松市出身の
百田氏）の名刺例 

 
図 6 井伊直虎ゆかりの地浜松を PR するロゴマーク(左)

と新キャラクター「出世法師直虎ちゃん」(右) 

 
図 4 はままつ魅力発信
応援団のポスター企画例 

部地域しんきん経済研究所の試算）といわれている。 

1-2) 出世旅プロジェクト 

 地元企業や商店、飲食店等と連携協力しながら、“出世

街道(JR 浜松駅から浜松城までの道のりを出世街道と命

名)”や“出世飯”、 “出世土産”など、観光客をおもて

なしする「出世の街」の雰囲気づくりを展開。 

 平成27年 8月に浜松大出世祭りを開催。「“お祭りバー

ジョン”の家康くん」、「浜松出世神輿」、「浜松出世音頭」

を披露。 

2)徳川家康公顕彰四百年記念事業 

 プレ事業を平成 24年度から実施、記念事業を 27年 1

月～12月に開催。狸オヤジ、狡猾‥というマイナス面を

持つ一般的な家康公のイメージを「敗戦を糧として天下

統一の礎とした勇猛果敢で血気盛んな武将」というプラ

スイメージに転換するため3D肖像やジオラマなどを製作。 

3)その他情報発信 

①大都市圏（首都圏、中京圏、関西圏）プロモーション

用のツールとして、浜松の旬な話題を掲載したフリーペ

ーパー“意外と!?浜松『HAMA 流』”を制作（図 3）。年 3

回各14万部を大都市圏の上場企業等に配布している。 

②国内外に営業所や支店、工場などを有する浜松市内に

本社のある企業のネットワークを活用して、多彩な魅力

を発信する” はままつ魅力発信応援団”の発足(図 4)。 

③浜松市の魅力を国内外に広く発信することを使命とし

た“浜松市やらまいか大使”を各界から委嘱(図5)。 

 

【今後の展開】 

浜松市のこのような取組成果により、地域ブランド研

究所による地域ブランド調査の市町村魅力度ランキング

において、2014年の 105位から 2015年は 65位へと順位

を上げることができた。この四百年記念事業をゴールで

はなく、スタートと位置づけている。2020年の「浜松城

築城450年」、2022年の「三方ヶ原合戦450年」に向けて、

さらなるＰＲを行ってい

く計画である。 

浜松は、映画やドラマ

のロケ地としても近年脚

光を浴びているが、特に、

28 年度上期の連続テレビ

小説「とと姉ちゃん」、29

年の大河ドラマ「おんな城

主 直虎」と、相次いで浜

松が舞台のドラマ放送が

決定したことである。 

特に後者は、徳川四天王

井伊直政の養母井伊直虎

をモデルとし、「おんな城

主 直虎」推進協議会（官民82機関参画）が一丸となっ

て、誘客宣伝に取組み、機運を醸成する計画である。 

 具体的には「大河ドラマ館」の設置、「井伊直虎ゆかり

の地浜松を PRするロゴマーク」の決定、全国から 1,607

作品応募があった「浜松市マスコットキャラクター「出

世法師直虎ちゃん」」の決定（図 6）などが挙げられる。 

 この「出世法師直虎ちゃん」は家康くんのパートナー

としての役割も持ち、「おんな城主 直虎」の全国プロモ

ーションでは家康くんと手を携えて活動する。また、全

国的な知名度を有する家康くんを題材に、浜松商工会議

所が主導して産学官連携によりＡＩで直接的なコミュニ

ケーションが可能な「家康くんロボット」を開発中であ

り、今年中のお披露目が予定されている。 

日銀静岡支店は大河ドラマ「おんな城主 直虎」が静岡

県経済にもたらす経済効果を179億円と試算している。 

 
注) 報文中のロゴマークとキャラクターの商標権は 
浜松市にあります。 

 
1) 代表者連絡先：suzuki.yasuyuki@shizuoka.ac.jp 

根尾コ・クリエイションプロジェクト：限界集落における新しい価値創出の試み 

金山智子（情報科学芸術大学院大学[IAMAS]）・小林孝浩（IAMAS） 

中原淳（グレイセル）西田拓馬（TAB） 

ギブソン,ジェームズ（IAMAS）・後藤良太（IAMAS） 

 

Keyword： 共創、クリエイティブクラス、定常型社会、創造性世代、可能性志向 

 

【問題・目的・背景】 
成長型経済から定常型経済への移行に伴い新しい社会シ

ステムが必要となっているが、そのためにはこれまでとは

異なる考え方にもとづくアプローチが喫緊の課題となって

いる（広井, 2014）。これは地域活性や地域再生においても

同様であり、政府主導の補助金ありきの地域創生や成長経

済に基づく自治体の施策では解決には至らない。飯田ら

（2016）が指摘するように、成功モデルがないという現代

においていかに新しい多様なアイデアを多く提案できるか、

そして、その中から、偶然性をもって成功していくという

姿勢が地域再生や地域活性にも問われている。 

「多様なアイデアを多く提案」するためには、新しいア

イデアをもつクリエイティブな人たちの力が鍵となる。こ

れは、フロリダ（2008）が提唱した「クリエイティブクラ

ス＝価値を新しく作る人」であり、スーパークリエイティ

ブコア（アーティスト、デザイナー、建築家、起業家、エ

ンターテナーなど）とクリエイティブ・プロフェッショナ

ル（ハイテク・IT・金融法律など専門職）が含まれ、これ

らの人たちをいかに巻き込みながら地域の中で新しい価値

やイノベーションを作り、地域の課題解決や新しい仕組み

の構築をしていくのかが求められている。 

既にクリエーターを巻き込んだ様々な活動やイベントが

実践されている。アーティストが地域の人たちと一緒に創

るコミュニティ・アートプロジェクトや地域系プロジェク

トは急増し、地元の人たちを対象にしたワークショップ型

のコミュニティ・デザインは多くの地方自治体やまちづく

り系NPOの間でトレンドとなっている。空き家や空店舗の

リノベーションは学校や講座ができるほど盛況で、アーキ

テクトやデザイナーにとっても創造力を地域社会に活かせ

る仕事となりつつある。近年、大手広告代理店の地域創生

事業への参入も活発になり、自治体と一緒に取り組むケー

スも目立つ。 

これらの実践は全て成功しているわけでなく、批判的な

意見も少なくはない。地域系アートプロジェクトもアート

が人々を集団化するための原動力や場づくりになっている

が一時的なイベントで終わっているという指摘もある（北

川,2013）。地域との長期的な関わりと現状の変化を期待す

るコミュニティと、コミュニティを新たな表現の場として

とらえるアーティストの意識の違いも存在する（中

村,2012）。また、大手広告代理店にとって地域は新しいマ

ーケットに過ぎず、最終的に地域の課題解決や新しい価値

創造につながるかが不明という批判もある（飯田,2015）。 

最近では、クリエーターや起業家、エンジニアなどと地

域の資源や人材をつなげ、新しいイノベーションを地域に

おこす試みもGoogleなど大手 IT企業によって展開され始

めた。2016年には、Next Commons Labが遠野を拠点として

始めるプロジェクトを立ち上げた。「本当の資本とは、貨幣

ではなく人間の創造力」という考えから、さまざまな領域

で活躍するクリエーターや起業家たちの力を地域に実装す

る仕組みを構築し、全国での展開を目指している。 

 芸術的表現と科学の融合による新しい創造を理念とする

本学も、多様な研究者や芸術家が領域を超えてこれまでに

ない新しい価値の創造に取り組み、一定の成果を上げてお

り、クリエイティブクラスの研究機関としても認知されて

いる（五嶋, 2011）。近年では、本学のデザインやアート、

ものづくりを地域に実装させることで新しい価値を創って

いく活動が増えているが、先に挙げた問題については、こ

れまでのプロジェクトの実践を通して痛感している。 

 本学の地域プロジェクトを含め、クリエイティブクラス

の人たちが地域創生や再生、活性を目指した活動が増えて

いく中で、これからは「誰にとっての新しい価値を創造す

るのか」「新しい価値によって地域をどうしていきたいの

か」が問われている。 

【研究内容】 

 今回報告する根尾コ・クリエイションプロジェクトの対

象となる岐阜県本巣市根尾地区（旧根尾村）は、泰澄証人

の開いた能郷白山神社、慶長時代から口伝で継承されきた

能郷の能・狂言、樹齢1500年以上の淡墨桜など豊かな自然

と文化遺産のある地域であり、他の農山村と同様、生活と

生産が一緒となった暮らしの中で多くの力を生み出してき

た。一方、４割以上が限界集落で、超高齢化や後継者不足、

空き家や害獣などの問題が深刻化している。本来、根尾地
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図 3 情報誌“意外と!?浜松
『HAMA流』”の例 

 
図 5 浜松市やらまいか大
使（ももいろクローバーＺ
リーダーで浜松市出身の
百田氏）の名刺例 

 
図 6 井伊直虎ゆかりの地浜松を PR するロゴマーク(左)

と新キャラクター「出世法師直虎ちゃん」(右) 

 
図 4 はままつ魅力発信
応援団のポスター企画例 

部地域しんきん経済研究所の試算）といわれている。 

1-2) 出世旅プロジェクト 

 地元企業や商店、飲食店等と連携協力しながら、“出世

街道(JR 浜松駅から浜松城までの道のりを出世街道と命

名)”や“出世飯”、 “出世土産”など、観光客をおもて

なしする「出世の街」の雰囲気づくりを展開。 

 平成27年 8月に浜松大出世祭りを開催。「“お祭りバー

ジョン”の家康くん」、「浜松出世神輿」、「浜松出世音頭」

を披露。 

2)徳川家康公顕彰四百年記念事業 

 プレ事業を平成 24年度から実施、記念事業を 27年 1

月～12月に開催。狸オヤジ、狡猾‥というマイナス面を

持つ一般的な家康公のイメージを「敗戦を糧として天下

統一の礎とした勇猛果敢で血気盛んな武将」というプラ

スイメージに転換するため3D肖像やジオラマなどを製作。 

3)その他情報発信 

①大都市圏（首都圏、中京圏、関西圏）プロモーション

用のツールとして、浜松の旬な話題を掲載したフリーペ

ーパー“意外と!?浜松『HAMA 流』”を制作（図 3）。年 3

回各14万部を大都市圏の上場企業等に配布している。 
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本社のある企業のネットワークを活用して、多彩な魅力

を発信する” はままつ魅力発信応援団”の発足(図 4)。 

③浜松市の魅力を国内外に広く発信することを使命とし

た“浜松市やらまいか大使”を各界から委嘱(図5)。 

 

【今後の展開】 

浜松市のこのような取組成果により、地域ブランド研

究所による地域ブランド調査の市町村魅力度ランキング

において、2014年の 105位から 2015年は 65位へと順位

を上げることができた。この四百年記念事業をゴールで

はなく、スタートと位置づけている。2020年の「浜松城

築城450年」、2022年の「三方ヶ原合戦450年」に向けて、

さらなるＰＲを行ってい

く計画である。 

浜松は、映画やドラマ

のロケ地としても近年脚

光を浴びているが、特に、

28 年度上期の連続テレビ

小説「とと姉ちゃん」、29

年の大河ドラマ「おんな城

主 直虎」と、相次いで浜

松が舞台のドラマ放送が

決定したことである。 

特に後者は、徳川四天王

井伊直政の養母井伊直虎

をモデルとし、「おんな城

主 直虎」推進協議会（官民82機関参画）が一丸となっ

て、誘客宣伝に取組み、機運を醸成する計画である。 

 具体的には「大河ドラマ館」の設置、「井伊直虎ゆかり

の地浜松を PRするロゴマーク」の決定、全国から 1,607
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 この「出世法師直虎ちゃん」は家康くんのパートナー

としての役割も持ち、「おんな城主 直虎」の全国プロモ

ーションでは家康くんと手を携えて活動する。また、全
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県経済にもたらす経済効果を179億円と試算している。 

 
注) 報文中のロゴマークとキャラクターの商標権は 
浜松市にあります。 
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そして、その中から、偶然性をもって成功していくという

姿勢が地域再生や地域活性にも問われている。 

「多様なアイデアを多く提案」するためには、新しいア

イデアをもつクリエイティブな人たちの力が鍵となる。こ

れは、フロリダ（2008）が提唱した「クリエイティブクラ

ス＝価値を新しく作る人」であり、スーパークリエイティ

ブコア（アーティスト、デザイナー、建築家、起業家、エ

ンターテナーなど）とクリエイティブ・プロフェッショナ

ル（ハイテク・IT・金融法律など専門職）が含まれ、これ

らの人たちをいかに巻き込みながら地域の中で新しい価値

やイノベーションを作り、地域の課題解決や新しい仕組み

の構築をしていくのかが求められている。 

既にクリエーターを巻き込んだ様々な活動やイベントが

実践されている。アーティストが地域の人たちと一緒に創

るコミュニティ・アートプロジェクトや地域系プロジェク

トは急増し、地元の人たちを対象にしたワークショップ型

のコミュニティ・デザインは多くの地方自治体やまちづく

り系NPOの間でトレンドとなっている。空き家や空店舗の

リノベーションは学校や講座ができるほど盛況で、アーキ

テクトやデザイナーにとっても創造力を地域社会に活かせ

る仕事となりつつある。近年、大手広告代理店の地域創生

事業への参入も活発になり、自治体と一緒に取り組むケー

スも目立つ。 

これらの実践は全て成功しているわけでなく、批判的な

意見も少なくはない。地域系アートプロジェクトもアート

が人々を集団化するための原動力や場づくりになっている

が一時的なイベントで終わっているという指摘もある（北

川,2013）。地域との長期的な関わりと現状の変化を期待す

るコミュニティと、コミュニティを新たな表現の場として

とらえるアーティストの意識の違いも存在する（中

村,2012）。また、大手広告代理店にとって地域は新しいマ

ーケットに過ぎず、最終的に地域の課題解決や新しい価値

創造につながるかが不明という批判もある（飯田,2015）。 

最近では、クリエーターや起業家、エンジニアなどと地

域の資源や人材をつなげ、新しいイノベーションを地域に

おこす試みもGoogleなど大手 IT企業によって展開され始

めた。2016年には、Next Commons Labが遠野を拠点として

始めるプロジェクトを立ち上げた。「本当の資本とは、貨幣

ではなく人間の創造力」という考えから、さまざまな領域

で活躍するクリエーターや起業家たちの力を地域に実装す

る仕組みを構築し、全国での展開を目指している。 

 芸術的表現と科学の融合による新しい創造を理念とする

本学も、多様な研究者や芸術家が領域を超えてこれまでに

ない新しい価値の創造に取り組み、一定の成果を上げてお

り、クリエイティブクラスの研究機関としても認知されて

いる（五嶋, 2011）。近年では、本学のデザインやアート、

ものづくりを地域に実装させることで新しい価値を創って

いく活動が増えているが、先に挙げた問題については、こ

れまでのプロジェクトの実践を通して痛感している。 

 本学の地域プロジェクトを含め、クリエイティブクラス

の人たちが地域創生や再生、活性を目指した活動が増えて

いく中で、これからは「誰にとっての新しい価値を創造す

るのか」「新しい価値によって地域をどうしていきたいの

か」が問われている。 

【研究内容】 

 今回報告する根尾コ・クリエイションプロジェクトの対

象となる岐阜県本巣市根尾地区（旧根尾村）は、泰澄証人

の開いた能郷白山神社、慶長時代から口伝で継承されきた

能郷の能・狂言、樹齢1500年以上の淡墨桜など豊かな自然

と文化遺産のある地域であり、他の農山村と同様、生活と

生産が一緒となった暮らしの中で多くの力を生み出してき

た。一方、４割以上が限界集落で、超高齢化や後継者不足、

空き家や害獣などの問題が深刻化している。本来、根尾地
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区の住民や、技術と文化を育み、暮らす精神力とセンスは

「よそもの」や現代の自治システムよりもはるかに強く、

プロジェクトでは、自然とともに循環する時代の中で地域

が育んできた知恵・技術や経験をもとに、未来の暮らしや

共同体について考え、新しい価値の創造を目指す（内山, 

2013；多辺田,1990；トフラー, 2007；モース,2009）。 
 本プロジェクトは、地域コミュニティの「ニーズ主導」

による問題解決型ではなく、地域コミュニティに偏在する

多様な資産（人・土地・モノ・知識・制度等）をフィール

ドワークよって熟知し、その潜在的な可能性を模索する「可

能性志向」にもとづきながら既成のニーズではない何かを

創ることを試みる（加藤，2015；Kretzmann & McKnight,1993）。 

 本プロジェクトは2015年から開始され、地域住民と地
域内外のクリエイティブなメンバーが交流しながら共に活

動を行っている。中心メンバーは、異なる分野の教員（デ

ザイン、エンジニア、コミュニケーション）、大学院生（デ

ザイン、ウェブプログラマー、空間デザイン）、根尾に移住

したウェブ系ベンチャー、建築設計デザイン事務所で構成

されているが、地元住民や地域おこし協力隊メンバー、地

元アーティストなども自由に参加できる。 

【事例報告】 

 プロジェクトでは、まず祭りの道具の倉庫として使われ

ていた古い建物を市から借り、自分たちでリノベーション

して活動拠点「ねおこ座」をつくった。また、各集落での

フィールドワークを継続的に行いながら、各自が見つけた

「面白いモノやコト」をベースに新しい価値の創造を試み

ている。2016年からは、休耕地を借りて畑づくりを始めた。

このプロセスから、地域の見えない仕組みや人間関係など

を発見し、それをベースにした新しい価値の創造を模索し

ている。今回は、2015年より現在までの活動について以下

の三点を中心に報告する。 

（１）地域のクリエイティブクラスとの共創 

 集落フィールドワークや畑作りを通して、豊かな創造力

と確かな技術力をもった地元の人たちに驚かされた。作り

方や使い方を享受しながら、それをベースに新しいモノを

作っている。同時に、これは地域にクリエイティブクラス

が存在することの発見でもあった。本来クリエイティブク

ラスは都市型の構想だが、地域には地域なりのクリエイテ

ィブクラスが存在している。特に高齢者の経験と実践によ

る創造性は特筆すべきものであり、広井（2014）が指摘し

たように定常型社会において高齢者たちの創造性を活かし

ていくことは極めて重要だと考える。地域におけるクリエ

イティブクラスの再定義と、地域内外のクリエイティブク

ラスの共創を意識的に行う必要性がみえてきた。 

（２）感性主導型フィールドワークとデザイン思考 

 参与観察調査法をベースにフィールドワークを実践し

「可能性を感じたもの」を各自の感性で選び、それをもと

に新しいモノやコトを創造することを続けている。このや

り方はプロセスの中で確立しつつあるが、北欧型デザイン

思考-①現場を知る②利害関係者を巻き込む③手で触れ見

える形にすることを繰り返し現場を変える（安岡,2013）と

似ており、その点からも新しい方法を確立していきたい。 

（３）小さな需要の萌芽 

 プロジェクトで創造したモノやコトが地域の人たちから

「それを使いたい」「一緒にやってみたい」など少しずつ求

められるようになってきた。この小さな需要の萌芽を地域

の人たちと育てつつ、さらに萌芽になるものを創造しなが

ら、最終的には新しい小さな仕組みへと発展させていく。 
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【はじめに】 

 今日、「増田レポート」でいう人口減少時代の到
来を目前に、日々刻々と進行する少子高齢化社会

による諸課題（高齢者の引きこもり・孤独死・防

犯・防災・子育て等）が地域で顕在化しはじめて

いる。課題に対応できるよう備えなければならな

いいま、行政では対応しきれない上記の課題、フ

ァジーな領域の課題に住民自らで対応できる力を

持った「地域づくり」が各自治体の急務となって

いる。 

 そのための「地域づくり」とは、特に都市部の

場合、かつて産業化前に見られた「もやい」や

「結」のような「生活的共同体」としての地域の

つながりを取り戻し、再生することではない。な

ぜなら、都市化・社会の縦割り化による「人とつ

ながっていなくとも生活が可能な現代」におい

て、かつての生活共同体としての地域は、「煩わし

さ」が伴うものと化してしまったからだ。さらに

情報社会化によって、その傾向は強まっている。 

 「生活的共同体」としての地域ではなく、住民

自らが地域課題を解決するというビジョンを共有

した「社会的共同体」としての地域づくりをいか

にして行うことができるかが課題である。 

 

【研究方法】 

 本研究は、東京都日野市にて「社会的共同体」

としての地域づくりを試みる。 

  日野市は、都心から西に 35km、東京都のほぼ中

心部に位置し、多摩川と浅川の清流に恵まれ、湧

水を含む台地と緑豊かな丘陵をもち、国土交通省

の「水の郷百選」にも認定された自然豊かな人口

18 万人都市である。加えて日野市は新選組副長・

土方歳三が生まれ育ったまちでもある。 

  かつては農業中心の宿場町で「多摩の米蔵」と

いわれていたが、昭和の初めからは大企業の誘致

により工業都市として栄えた。また戦後は、多摩

平など大規模団地が進出し、近年は甲州街道・川

崎街道の二つの街道と JR 中央線・京王線の二つの

鉄道、多摩モノレールが通っており、JR 新宿駅か

ら JR 日野駅まで、中央特快で 28 分と交通の便が

良いことから、首都圏の住宅都市として今日に至

っている。このことから、首都圏の住宅都市とい

う地域性を前提とする。 

  このような地域性をもつ日野市の場合、「社会

的共同体」としての地域づくりを行うためには、

年々加入率が減少している自治会の一つ一つを活

性化させるというよりも、創造的な交流の場「サ

ードプレイス」づくりが必要である。舟橋(2011)も
サードプレイスの理解において「正常な社会にお

ける重要な社会的関係性と経験を提供し、福祉の

感覚を保持させる」と述べている。 

 サードプレイスの重要な要素として、様々な人

と中立に出会える「多様性」がある。そのための

手法として、様々な地域団体が関わり合える場づ

くりを図った。 
 具体的事例として、年に 2 回開催している「地

域懇談会」、サードプレイスとしての地区センター

活用プロジェクトの二点を挙げる。 

 第一に、地域懇談会とは、市内の 8 中学校区ご

とに、その地域で活動する自治会や老人クラブ、

子ども会や、育成会、消防団、NPO・市民活動団
体等の「地縁型住民組織」「テーマ型住民組織」の

マッチングを図ることを目的に、知り合い、つな

がるきっかけの場である。その場では、中学校区

ごとの地域特性や、課題、それに対する解決策を

共に話し合い、実際に「アクションプラン」とし

て解決策を実行していくために、月 1 回のペース
で顔を合わせて実際のアクションプランを立て、

今年度実施し、8 中学校区の地域性を活かした創造
的交流を行っている。 
 第二に、「地区センター」というコミュニティ施

設を核として、地縁型住民組織とテーマ型住民組

織、大学等多様な主体が協働で行うサロン事業を

実施している。自治会・老人クラブ・NPO・大学の

4 者が協働で月に 1 回、コミュニティセンターを解

放し、お茶を飲みながら、地域に子ども会がない

ことを課題に、「地域で子育て」という公共的ビジ

ョンに向かって、各種イベントを行う等し、創造

的交流を行っている。 

 

【研究結果】 

 二つの事例から、創造的な交流の場「サードプ

レイス」づくりにより、住民が行政への要望型住

民から、自分たちが地域課題を解決しようする、

まさに「社会的共同体」への変化が見られた。 
 住民主体でアイディアが生まれるためには、

「多様性」・「主体性」がキーワードであった。 
 「地縁型住民組織」「テーマ型住民組織」、「学

生」「事業者」等様々なファクターかつ「高齢者世

代」「子育て世代」「子ども」も含めた様々な世代

の人たちが、同じ地域のことを考えることによっ

て、自分たちの団体のみでは考えもしなかった答

えが導き出され、一体感・主体性が創造された。 
 それを引き出す手立てとして、全員が中立で、

居心地がよく、創造的発想ができるような雰囲気

づくりが最も重要であった。具体的には、グルー

プワークという手法は有効であることが確かめら

れた。 
 

【今後の展開】 

 一方、生まれたアイディアを持続的にし、「生

きた」サードプレイスにするところが課題であ
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区の住民や、技術と文化を育み、暮らす精神力とセンスは

「よそもの」や現代の自治システムよりもはるかに強く、

プロジェクトでは、自然とともに循環する時代の中で地域

が育んできた知恵・技術や経験をもとに、未来の暮らしや

共同体について考え、新しい価値の創造を目指す（内山, 

2013；多辺田,1990；トフラー, 2007；モース,2009）。 
 本プロジェクトは、地域コミュニティの「ニーズ主導」

による問題解決型ではなく、地域コミュニティに偏在する

多様な資産（人・土地・モノ・知識・制度等）をフィール

ドワークよって熟知し、その潜在的な可能性を模索する「可

能性志向」にもとづきながら既成のニーズではない何かを

創ることを試みる（加藤，2015；Kretzmann & McKnight,1993）。 

 本プロジェクトは2015年から開始され、地域住民と地
域内外のクリエイティブなメンバーが交流しながら共に活

動を行っている。中心メンバーは、異なる分野の教員（デ

ザイン、エンジニア、コミュニケーション）、大学院生（デ

ザイン、ウェブプログラマー、空間デザイン）、根尾に移住

したウェブ系ベンチャー、建築設計デザイン事務所で構成

されているが、地元住民や地域おこし協力隊メンバー、地

元アーティストなども自由に参加できる。 

【事例報告】 

 プロジェクトでは、まず祭りの道具の倉庫として使われ

ていた古い建物を市から借り、自分たちでリノベーション

して活動拠点「ねおこ座」をつくった。また、各集落での

フィールドワークを継続的に行いながら、各自が見つけた

「面白いモノやコト」をベースに新しい価値の創造を試み

ている。2016年からは、休耕地を借りて畑づくりを始めた。

このプロセスから、地域の見えない仕組みや人間関係など

を発見し、それをベースにした新しい価値の創造を模索し

ている。今回は、2015年より現在までの活動について以下

の三点を中心に報告する。 

（１）地域のクリエイティブクラスとの共創 

 集落フィールドワークや畑作りを通して、豊かな創造力

と確かな技術力をもった地元の人たちに驚かされた。作り

方や使い方を享受しながら、それをベースに新しいモノを

作っている。同時に、これは地域にクリエイティブクラス

が存在することの発見でもあった。本来クリエイティブク

ラスは都市型の構想だが、地域には地域なりのクリエイテ

ィブクラスが存在している。特に高齢者の経験と実践によ

る創造性は特筆すべきものであり、広井（2014）が指摘し

たように定常型社会において高齢者たちの創造性を活かし

ていくことは極めて重要だと考える。地域におけるクリエ

イティブクラスの再定義と、地域内外のクリエイティブク

ラスの共創を意識的に行う必要性がみえてきた。 

（２）感性主導型フィールドワークとデザイン思考 

 参与観察調査法をベースにフィールドワークを実践し

「可能性を感じたもの」を各自の感性で選び、それをもと

に新しいモノやコトを創造することを続けている。このや

り方はプロセスの中で確立しつつあるが、北欧型デザイン

思考-①現場を知る②利害関係者を巻き込む③手で触れ見

える形にすることを繰り返し現場を変える（安岡,2013）と

似ており、その点からも新しい方法を確立していきたい。 

（３）小さな需要の萌芽 

 プロジェクトで創造したモノやコトが地域の人たちから

「それを使いたい」「一緒にやってみたい」など少しずつ求

められるようになってきた。この小さな需要の萌芽を地域

の人たちと育てつつ、さらに萌芽になるものを創造しなが

ら、最終的には新しい小さな仕組みへと発展させていく。 
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る。ここでいう「生きた」とは、単なる楽しく顔

を合わせて話をするだけの場所ではなく、創造的

交流ができる場であることを指す。 
 そのための視点として、「責任あるゆるやか

さ」「目的意識の共有」「中立な人間関係の構

築」の三点が抽出される。 
 第一に、責任あるゆるさとは、煩わしさを伴う

ような拘束力がなく、参加できるときには誠実に

参加することである。多くの地縁型住民組織では、

「負担感」「煩わしさ」「義務感」が伴い、持続可

能性が課題とされてきた。実際、日野市の自治会

加入率は年々減少する中、各自治会は持続可能性

を模索している。 

  東京都大田区のくさっぱら公園という公園を拠

点にしている「みんなでつくろうひろばの会」で

は、活動自体 20 年以上続いているが、誰が会のメ

ンバーで誰がメンバーではないかの境目がはっき

りしていなく、リーダーというリーダーはいない

という。このような大きな役割だけを明確にし、

小さい役割は明確にしない「責任あるゆるさ」が

必要である。 

第二に、目的意識の共有とは、単なる楽しく話し

合いをするだけの会でもなく、イベント屋でもな

く、「自分たちは何のために活動しているのか」公

共的ビジョンを常に意識する必要がある。 

 第三に、中立な人間関係の構築である。地域に

おいて人間関係の「しがらみ」はつきものである

が、そのしがらみを超えて、参加者全員にとっ

て、中立的な立場で居心地のよい居場所とならな

ければ創造的な交流とはならない。その人間関係

の潤滑油としてキーになるのは、「学生」ではない

かと考える。 
 以上、「生きた」サードプレイスを継続してい

くための三点の視点を挙げたが、そこの部分の行

政の役割をいかに考えるかが課題である。それに

ついては、平成 26 年度より「地区担当制」を採用
し、地域をコーディネートする方向性を持って動

いているが、今後も取り組みの中で、いかに自立

し、「生きた」サードプレイスの継続が可能とな

るかについて、検証していきたいと考えている。 
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協働による神津島創生 ～“もったいない資源”の繋ぎ合わせからの創生～

今瀬 政司（市民活動情報センター代表理事・地域活性学会離島振興部会事務局長・京都経済短期大学准教授）

： 地域創生、離島振興、地域資源、協働

【神津島創生の背景・目的】 
神津島は伊豆諸島のほぼ中央に位置し、日本有数の美し

い海、四季折々の花々が咲く山、島の各所から湧き出す湧

水など自然環境に恵まれ、神話に由来する古い歴史や伝統

を持ち、神社や寺、伝統行事や風習などが守り続けられて

いる。豊富な海産資源の漁業、あしたばなど島特産の農業、

マリンレジャー等の観光業などが主要産業となっている。 
だが、島では空き家や遊休施設が目立ち、宿泊業者が減

り、かつて栽培・収穫され食されていた島独自の生産物と

共にその食習慣も減りつつあり、また島の地域活動を担う

組織も活性化が求められるなど、島が持つ貴重な資源がま

さに「もったいない」状態にある。 
そこで、神津島の貴重な「もったいない資源」を見直し、

それらを繋ぎ合わせ有効活用するとともに、新たな創造的

活用を図り、次代の神津島を創生するために、2016 年 3
月 19～20 日、『神津島創生シンポジウム ～“もったいな
い資源”の繋ぎ合わせからの創生～ プラス 「今後の離島

振興のあり方 ～改めて日本の離島振興を問う～」』を開催

した。主催は、NPO法人市民活動情報センター、神津島郷
(シマ)づくり研究会、地域活性学会離島振興部会、協力が
国土交通省、後援が東京都神津島村、東海汽船(株)である。 
 
【「協働」の輪の拡がりによる神津島創生】 
神津島では島民有志たちがかねてよりシマおこしに取り

組んできており、それを島外の神津島ファンが応援してき

ている。その一つが島民による神津島郷 シマ づくり研究

会であり、島外の市民活動情報センターである。この両団

体のメンバーが離島振興に関わる者たちと協力して、

年 月、地域活性学会に離島振興部会を創設した。「神津島

創生シンポジウム」は、これら島内外の民間 団体が協働

して手弁当のボランティアで企画、実施したものである。

3団体が企画を進める中で、「協働」事業の輪が広がって
いき、国土交通省や東京都も公務で協力・参画いただける

ことになり、さらに地元神津島の村役場にも島（村）を挙

げて、役場関係各課、村議会、農協、漁協、観光協会、商

工会、 、島おこし若者グループ等の諸団体と共に、協

力・参画いただけることになった。

同時期、国土交通省国土政策局離島振興課では、「離島振

興のあり方検討委員会」を開催して、「海業」の活用等によ

る観光促進を起爆剤とした離島振興のあり方について検討

を進め、離島振興施策の具体化へとつながる「離島振興ア

クション・プラン」の策定に取り組んでいたところであっ

た。そこで、神津島創生シンポジウムのプログラムの中に、

同アクション・プラン策定に係る内容を追加して、その素

案報告を行うと共に、今後の展開を検討する場ともした。 
神津島創生や離島振興という同じ目的に向けて、島内外

の民間団体・学会・自治体・国・企業等がそれぞれ自分た

ちの自前の費用と担い手と経営資源を持ち寄って、作業の

役割分担を図り、「協働」で開催することになったのである。

【神津島創生シンポジウムの協働型開催】 
神津島創生シンポジウムでは、まず一日目（ ）に神

津島フィールドワーク「もったいない資源巡り」と題して、

島民有志が今後有効活用を図りたいと考える島の“もった

いない資源”を巡る独自の視察コース（金毘羅様、流人墓

地、神椿製油所、濤響寺、農協、レインボーファーム、あ

りま展望台、伊勢海老蓄養施設、赤崎遊歩道、どんたくハ

ウス、漁協市場、よっちゃーれ、資料館、神津島酒造）を

作った。視察の間の昼食交流会では、島民有志による郷土

の手料理、島特産の丸ごと伊勢エビ料理、地域間交流を進

める長野県のおやきやリンゴなどが豪華に並んだ。ただ当

日、島は豪雨に襲われて、島外参加者の一部が飛行機や船

の欠航で参加できなくなり、離島という地理的不利条件の

現実とも向き合うこととなった（二日目は晴天となった）。

二日目（ ）のシンポジウム本会議は、島の生きがい

健康センターを会場にして、主催・協力・後援の開催各団

体が経営資源を持ち寄って役割分担を図り手作りで準備を

進め、島内外から 名を超える参加者を得て開催した。協

力名義の国土交通省や後援名義の神津島村役場も、職員の

労力や一部備品等を提供して協働で作業を担った。資金支

援の関係（行政と民間の間でのお金のやり取り）は一切な

く、上下の関係もなく、対等な自然体の関係で行った。

会議は、地元神津島村長の浜川謙夫氏と地域活性学会離

島振興部会長の小島愛之助氏（ 公財 日本離島センター専

務理事）による開会挨拶の後、第１部「“もったいない資源”

の繋ぎ合わせからの創生」と第２部「今後の離島振興のあ
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おいて人間関係の「しがらみ」はつきものである

が、そのしがらみを超えて、参加者全員にとっ

て、中立的な立場で居心地のよい居場所とならな

ければ創造的な交流とはならない。その人間関係

の潤滑油としてキーになるのは、「学生」ではない

かと考える。 
 以上、「生きた」サードプレイスを継続してい

くための三点の視点を挙げたが、そこの部分の行

政の役割をいかに考えるかが課題である。それに

ついては、平成 26 年度より「地区担当制」を採用
し、地域をコーディネートする方向性を持って動

いているが、今後も取り組みの中で、いかに自立
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り方 ～改めて日本の離島振興を問う～」にテーマを分けて

会議を進めた。会議のコーディネーターは、筆者、市民活

動情報センター代表理事の今瀬政司（長岡大学准教授（当

時）、地域活性学会理事・離島振興部会事務局長）が務めた。

第一部では国土交通省官房審議官（国土政策局担当）の

舘逸志氏（地域活性学会副会長）が「離島における地域資

源の活用」をテーマに基調講演を行った。続いて参加型円

卓会議として、「神津島における“もったいない資源”の繋

ぎ合わせからの創生」をテーマに、主催関係者が報告をし

た後、会場参加者全員で議論を行った。報告は、島外から

松蔭大学教授の古賀学氏（離島振興部会副部会長）、島内か

ら神津島郷 シマ づくり研究会事務局長の河合健一氏（離

島振興部会副部会長）、神津島レインボーファーム代表の清

水靖男氏、かがり火天上のアイランド支局長の前田正代氏、

七島花の会神津島支部事務局長の石田賢也氏が行った。

第２部では、国土交通省「離島振興のあり方検討委員会」

委員の小島愛之助氏が「今後の離島振興のあり方～離島振

興のあり方検討委員会での検討内容～」と題して基調報告

を行った。続いて、国土交通省離島振興課課長補佐の金田

拓也氏が「離島振興のあり方～離島振興アクション・プラ

ン」（素案）の具体的な報告を行った。その上で、神津島村

の議員・役場・諸団体の関係者が最初に意見を述べた後、

参加型円卓会議として、「今後の離島振興の展開に向けて」

と題して会場参加者全員で議論を行った。村長、村議会議

員、役場職員（企画財政課、産業観光課、総務課）、農協・

漁協・観光協会・商工会の役職員、島の若者、地域おこし

協力隊、東京都島しょ振興担当課長、新島議員、島外から

の若者など、様々な立場の参加者が意見を述べ合った。

【互いに見出した神津島の“もったいない資源”】 
神津島フィールドワーク「もったいない資源巡り」と神

津島創生シンポジウム会議を通して、参加者から神津島の

“もったいない資源”が様々に見出された。

まず、神津島の“もったいない資源”の有効活用が既に

模索されている例として、椿油の製油所（椿の実がもった

いないとの思いから椿油づくり）、神津島酒造の蒸留粕利用

（焼酎の粕と砂浜にある海藻がもったいないとの思いから

堆肥づくり）、パッションフルーツのジャム加工（ハウス栽

培で廃棄していたもの）、長野県との人的交流を活かした

「あしたばおやき」商品化（ 年前に始めた小学校の文通

が一組だけ続いていたことが分かった縁で）などがあり、

それらのさらなる有効活用や発展が検討された。

次に、“もったいない資源”として今後有効活用したいと

する意見が次々と提案された。例えば、神津島は黒曜石が

多く産出する島であり、かつてはそれが利用されていた。

黒曜石からなる岩場は独特の海岸風景にもなっている。利

用方法を探り商品化を検討したいとの意見が出た。黒曜石

を研究している若手参加者からは、島から産出できる火山

灰を使って人口で黒曜石を作りたいとの話も出された。

小学校の遠足場所で「だいだいあらし」と呼んでいたと

ころがある。島の魅力を探しているうちに、「だいだい」が

「たたら」だということが分かった。「あらし」は焼き畑の

ことであった。昭和 年～ 年代に砂鉄を採っていたと

聞いた。「もったいない資源巡り」で見て回った金比羅山も、

「たたら」に関係のある神様であることが分かった。

博物館に沈没船の資料が展示してある。沈没船を発見し

た時にお年寄りが千両箱や兜が沈んでいると聞いて潜った

ら、御影石とすり鉢でがっかりしたが、もし千両箱であれ

ば神津島は大金持ちであっただろうと書いてある。これこ

そ島のロマンである。忘れられたかつての島の歴史・文化・

産業を“もったいない資源”として再評価して、新たな地

域創生の取組みができないかとの意見も出された。

島の産物で食べなくなったもの、料理の仕方が島独特で

若い人に引き継がれていないもの、商品開発に活用できて

いない郷土料理、農家の栽培地以外で成長して有効活用さ

れていないアシタバ、市場で買い取ってもらえない小さい

サイズの金目鯛、美味しい島のハガツオ、神津島の天上山

にしかない花、「コウヅ」という名前を持つ植物、夕日の美

しい前浜、観光名所の赤崎遊歩道へと続く風光明媚な道や

ドンタクハウス、伊豆七島の活かされていない連携可能性、

失われつつある地域ぐるみの取組み、など次々と“もった

いない資源”が出された。神津島のお年寄り作文集という

ものがあり、まさに“もったいない”ような神津の特徴や

魅力、生活文化がいくらでも書かれている、との意見もあ

った。そして、神津島の良いところを忘れていたり、知ら

せていないこと自体が“もったいない”と話された。

【今後の神津島創生に向けて】 
神津島創生シンポジウムは、これまでに島内外の有志が

行ってきたシマおこしの一つの節目となり、今後、島（村）

を挙げて「協働」で新たな神津島創生に向けた取り組みを

行うきっかけともなった。島の若者が先輩世代からシマお

こしを引き継ぐ可能性の一つにもなった。

今後、“もったいない資源”の繋ぎ合わせからの神津島創

生の取組みが少しずつでも着実に進むよう期待するととも

に、筆者自身もその応援を続けていきたいと考えている。

社会教育プログラムにおける人材育成を通じた地方創生の可能性 

山本将也 （NPO法人ひとつむぎ） 
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子高齢化が進行している。 
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列分析である。牟岐町内に高校・大学が存在しない

ため、高校進学以降において大幅に人口が流出して

いる。また、2010年時点での町外転出した人の大学

卒業時における回帰率は、0.41％である。 

2. 牟岐町が抱える教育上の課題 

人口減少に伴い牟岐町では、保育所、小学校、中

学校が１か所に集約化し、校種間、学年間の有機的

な連携を図り、教育の質向上を目指す「パッケージ

スクール」を実践しているが、生徒数の減少は、教

科指導や部活動等の学校運営に影響を及ぼしている。 

 また、前述のように牟岐町内には高校がなく、中

学生卒業後は町外の高校に分散して進学するため、

地域との関わりは中学卒業とともに急激に希薄にな

る。中学卒業までは固定した人間関係の中、地域に

育まれながら成長してきた子どもたちには、高校進

学と同時に勉強、進路選択、人間関係等の大きな壁

が待ち受けている。 

3. 課題に対しての取り組み経緯 

牟岐町教育委員会では、平成26年度「牟岐の子ど

もを育てる会」を設置し、地域全体で議論を行い、

「牟岐の子どもたちに､学校では体験できない多様

な体験､多くの人との出会いを体験させることによ

り、生き抜くための力として､コニュニケーション力

(社会人基礎力)を身に付けさせたい。」との意見がま

とめられた。この意見を実践するにあたり、小中学

生との「斜めの関係」のパートナーとして大学生が

主体であるNPO法人ひとつむぎが支援にあたること

になった。 

【取り組み内容】 

1. シラタマ学級の概要 

 「シラタマ学級」は、小中学生を対象にしたキャ

リア教育プログラムである。2015年 3月 16日から

同年 9 月 20 日に至るまで全 10 回、小中学生計 44

名に対して、牟岐町教育委員会と NPO法人ひとつむ

ぎが共同で実施した。参加生徒は、自らイベントを

企画し、地域・学校・教育委員会など地域全体でそ

の運営支援に関与した。 

図表2:シラタマ学級の様子 

2. 運営手法 

（ア）行政・NPOの役割分担及び優位点の融合 

本プログラムは、行政と NPO法人ひとつむぎが役

割を分担して運営された。生徒と直接かかわる場の

運営は大学生が行う一方、地元関係団体や学校側と

の折衝といった大学生の後方支援を牟岐町教育委員

会は行った。このように、役割分担を行うことによ

って、より効果的な運営を実現した。 

（イ）組織文化としての「受容と肯定」 

本プログラムは、原則的にワークショップ形式で

実施し、大学生がファシリテーターとして場の運営

を行った。その際に、生徒の発言を受容・肯定する

ことによってより発言しやすい場づくりを行った。 
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 「シラタマ学級」は、小中学生を対象にしたキャ

リア教育プログラムである。2015年 3月 16日から

同年 9 月 20 日に至るまで全 10 回、小中学生計 44

名に対して、牟岐町教育委員会と NPO法人ひとつむ

ぎが共同で実施した。参加生徒は、自らイベントを

企画し、地域・学校・教育委員会など地域全体でそ

の運営支援に関与した。 

図表2:シラタマ学級の様子 

2. 運営手法 

（ア）行政・NPOの役割分担及び優位点の融合 

本プログラムは、行政と NPO法人ひとつむぎが役

割を分担して運営された。生徒と直接かかわる場の

運営は大学生が行う一方、地元関係団体や学校側と

の折衝といった大学生の後方支援を牟岐町教育委員

会は行った。このように、役割分担を行うことによ

って、より効果的な運営を実現した。 

（イ）組織文化としての「受容と肯定」 

本プログラムは、原則的にワークショップ形式で

実施し、大学生がファシリテーターとして場の運営

を行った。その際に、生徒の発言を受容・肯定する

ことによってより発言しやすい場づくりを行った。 
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3. 評価手法 

 評価手法に関しては、経済産業省が提唱している

「社会人基礎力」の3つの能力及び12の能力要素を

活用し、参加生徒のうち中学3年生 13名に対して、

活動の事前・事後の変化を明らかにするためのアン

ケート調査を行った。経済産業省が作成した「学生

のレベル別行動事例」[2]を配布し、それを参考に「社

会人基礎力レベル評価基準表」を用いて生徒が、受

講前と比較し、どの程度能力が向上したかに関して

自己評価アンケートを行った。 

【取り組みの結果】 

1. 参加生徒の社会人基礎力の向上と変容 

事後アンケートによって、3段階評価で平均0.46

ポイント上昇がみられた。（図表 3） 

能力 能力要素 変化 

前に踏み
出す力 

主体性 ＋0.6 
働きかけ力 ＋0.5 
実行力 ＋0.6 

考え抜く
力 

課題解決力 ＋0.2 
計画力 ＋0.3 
創造力 ＋0.6 

チームで
働く力 

発信力 ＋0.3 
傾聴力 ＋0.3 
柔軟性 ＋0.7 
状況把握力 ＋0.3 
規律力 ＋0.7 

ストレスコントロール力 ＋0.5 

図表3：プログラム前後の社会人基礎力の変化 

2. 牟岐町の「ローカルハイスクール」の構想化 

 本プログラムにより、参加生徒の社会人基礎力の

向上がみられたが、高校進学に伴う町外への進学・

就業を機に、町や地域との関わりが希薄になり、過

疎化を加速させる悪循環の解決には不十分である。 

 そこで牟岐町は、「ローカルハイスクール」と称

した「マナビ」のプラットフォームの作成すること

により、シームレスな関係性を築き、「新たな人の

流れ」を生み出し、悪循環を断ち切って好循環へと

変化させていく試みをスタートさせた。具体的には、

月に1回に町内外の社会人や大学生を招く相談カウ

ンターや長期休暇中に宿泊型セミナーを実施し、参

加高校生の進路選択や職業選択を幅広い視野で主

体的に行えるような支援を行うこととした。 

3. 牟岐町の交流人口の増加(特に若年人口) 

シラタマ学級およびローカルハイスクールの実施

により、取り組みに参画する大学生・社会人の牟岐

町を訪れる人数および頻度が上昇している。 

 2015年 4月 1日～翌年 3月 31日までで事業に関

与するため牟岐町を訪れた大学生の総数は 34 名、

延べ人数では 126名、社会人の総数は 10名、延べ

人数では、21名となっている。 

大学生の平均訪問回数は3.7回であり、最多訪問

回数は23回である。 

【考察・今後の展開】 

1. 「人材育成・交流プラットフォームを通じたまちづ

くり」の可能性 

牟岐町はシラタマ学級やローカルハイスクールと

いった取り組みによって教育課題の解決を行うのみ

ならず、その取り組みに町内だけでなく、町外の人

材も積極的に登用することで、結果的に人材育成・

交流のプラットフォームを整備してきた。 

NPO法人ひとつむぎの大学4年生のAさんは、「卒

業後も継続的に牟岐町にかかわりたい」とインタビ

ューで回答した。このように、牟岐町に継続的にか

かわり、支援を行いたいと考える関係者は数多い。 

町内外の人材が継続的に人材育成に関与、交流す

ることで、牟岐町は新たな「人の循環」と「マナビ」

を創出し、課題解決を行っている。この取り組みは、

既存の産業・定住人口重視のアプローチから人材育

成・交流人口をベースとした新たなまちづくりのア

プローチの可能性を示しているといえるであろう。 
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【問題・目的・背景】 
オープンデータ（以下、OD）とは、国や政府、地方自治

体、公共機関などが保有する地理空間情報、防災・減災情

報、調達情報、統計情報といった公共性の高いデータ（パ

ブリックデータ）のうち、「機械判読に適したデータ形式で、

二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり

「人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするも

の」である[1]。ODが公開されるだけでは意味がなく、利活

用し、例えば地域課題を解決することなどが必要である。

電子行政オープンデータ戦略（2012年 7月 4日 高度情報

通信ネットワーク社会推進戦略本部 決定）では、OD の意

義と目的を「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」の3点を挙げてい

る[2]。これらのことからも、官民協働しながらODを利活用

し地域課題を解決することが重要である。 

地域課題解決において、筆者の公設民営中間支援組織に

携わった経験から、その課題に関わるステークホルダーが

多く存在するにも関わらず、行政、NPOなど市民活動団体、

当事者が一同に介する場を作ることは、困難であると感じ

ている。個々の思惑や活動の範疇を越えて、情報共有し議

論し解決へ結びつけることが必要である。 

筆者の所属するオープンデータ浜名湖[3]は、テクノロジ

ーを活用し市民の課題を自分たちで解決していく活動、い

わゆるシビックテックである。本稿では、静岡県湖西市（以

下、湖西市）における、ODを利活用し、高齢者福祉に関す

る場づくりから課題解決につながる官民協働のシビックテ

ックについて報告する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 ODの公開について、静岡県は県としては初めて公開を

行なった[4]。その流れから、湖西市は 2014年 10月から

公開を行なっている。しかしながら、ODの担当課である

情報政策課は、市民と直接接する部署ではなく、市民が

必要とするODのニーズを拾いきれないため、ニーズを拾

い出すためのシビックテックのような活動が必要となる。

オープンデータ浜名湖では、湖西市に対し、市民が必要

とする地域課題に関係するODを要求し、湖西市がそれに

応える形でODを公開している。 

 本稿で取り上げる高齢者福祉について、最初のきっか

けは、高齢者福祉施設の職員が、湖西市市民活動センタ

ー（以下、市民活動センター）に対し、高齢者福祉に関

する分散している情報をまとめられないか、それを地図

上に落とせないか、という地域課題の相談である。この

時点では、地図は紙を想定していた。オープンデータ浜

名湖と市民活動センターは、世界同時にODの活動をする

International Open Data Day 2015[4]から、シビックテ

ックとして協働しており、誰でもいつでも見ることがで

き、かつ更新や印刷が可能であるオープンストリートマ

ップの活用を解決策として提案し採用することになった。 

高齢者福祉において、相談窓口は、3カ所の地域包括セ

ンター、湖西市長寿介護課、高齢者福祉施設あるいは社

会福祉協議会などが考えられるわけであるが、情報の共

有と連携ができていなかった。 

2015年 5月に、これらステークホルダーに、要介護者

を抱える市民、市議会議員、高齢者福祉を支援する NPO

法人、そして情報政策課が一堂に会し、運営会議を行な

った。図 1 に運営会議に参加したステークホルダーを、

図 2 に会議の様子を示す。このような場自体が今までな

く、お互いの持つ情報と課題の共有が初めて可能となる

場を作ることができた。また、オープンデータ浜名湖の

参加により、マップ作りに必要なデータの洗い出し、湖

西市へのODの要求、マップの実現方法あるいはマップの

見せ方の検討などITを活用し課題解決へつなげた。 

 高齢者福祉に関する情報には、高齢者福祉の専門家向

けと要介護者を持つ市民向けとに大きく分かれるため、

まずは専門家向けのマップを作ることが決まった。 

 

 

図 1：高齢者福祉マップに関する場への参加者 
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3. 評価手法 

 評価手法に関しては、経済産業省が提唱している

「社会人基礎力」の3つの能力及び12の能力要素を

活用し、参加生徒のうち中学3年生 13名に対して、

活動の事前・事後の変化を明らかにするためのアン

ケート調査を行った。経済産業省が作成した「学生

のレベル別行動事例」[2]を配布し、それを参考に「社

会人基礎力レベル評価基準表」を用いて生徒が、受

講前と比較し、どの程度能力が向上したかに関して

自己評価アンケートを行った。 

【取り組みの結果】 

1. 参加生徒の社会人基礎力の向上と変容 

事後アンケートによって、3段階評価で平均0.46

ポイント上昇がみられた。（図表 3） 
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【研究・調査･分析結果】 
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ODとし公開した。高齢者福祉の専門家向けで必要となる

データは、介護施設、地域の居場所、歯科医院、医院、

いきいきサロンである。それぞれの位置データをはじめ、

連絡先、営業日および時間などが必要である。また、地

域包括センターの担当地域の目安となる中学校区の境界

も必要であった。 

完成したマップ[6]を図 3に示す。マップアプリを開発

するにあたり、技術者の開発負担を減らすため、オープ
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て公開している。そのため、他の自治体でも、同じデー
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プを作ることができる。
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ODを利活用することで、様々なステークホルダーが集
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布や更新が可能なマップとなった。 

 専門家ではない要介護者を持つ市民向けのマップ作成

について、例えば、International Open Data Day 2016[8]

において車いすを使い官民協働で車いす利用できる施設

の調査を行なった。その時の様子を、図4に示す。今後、

必要な情報や見せ方などについて、ステークホルダーが

集まる場を作り、課題解決へつなげる予定である。 
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【背景】 

近年，全国各地で中山間地域の抱える問題の解決のた

めに，大学生等の持つ新しい視点や行動力,専門技術・知

識など「外からの力」を活用することによって,集落の活

性化を図ることを目的とした取り組みがなされている．

埼玉県でも同様に，2010年度から農林部農業ビジネス支

援課が担当部署となり，大学生による中山間地域ふるさ

と事業調査研究業務(ふるさと支援隊)を展開している.  

我々は,WAMIPOPと名付けた活動団体を組織し，前述の

業務を 2012 年度から 4 年間連続して受託した（活動地

域：埼玉県秩父郡皆野町三沢地区）． 

4年間の活動を総括し，今後の展開の方向性について議

論したい．  

 

【活動対象地区の概要】 

皆野町は,森林比率 72%(2013)であり,特に活動の中心

となった中三沢地区は,年少人口9.6%,生産人口57.4%,老

年人口 33.0%(2014)で,「特定農山村地域における農林業

等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」を根

拠法に,埼玉県から特定農山村地域とされている.  

 

【これまでの活動】 

2012年 5月から2016年 3月までの期間中，三沢地区に

124回，延べ 682人の学生が現地に足を運んだ． 

「地域とつながる」「自然とつながる」「世界とつなが

る」の 3 つのキーワードを活動の理念に据え，それぞれ

が有機的に結び付き，一部重なり合う活動を行った． 

「地域とつながる」では，人や地域と深く，強いつな

がりを作ることを大切にして，年間を通じて例大祭，除

草作業等の地域行事に参加した．いずれも，部分的な参

加ではなく，準備から本番，片付けまですべての日程に

参加し，住民との会話を楽しみながら地域情報の収集を

心掛けた． 

「自然とつながる」では，休耕地を利用した農作業を

行った．具体的には，米作り，麦づくり，シイタケづく

りを行った．すべての作業は，地域住民から指導を受け

ながら，安全に留意し実施した．また，農作業の心身へ

の影響について，身体活動量計と心理テストを用いて検

討した 1）．2014 年度は，間伐材を利用して地域住民と留

学生を含む大学生がともに世代多文化交流拠点となるこ

とを目指したツリーハウスづくりを行った． 

「世界とつながる」では，かつて養蚕で栄えた三沢を

シルクロード上の国々とつなげる「シルクロードプロジ

ェクト」を中心にした活動を行った．中山間地域の魅力

を世界の国々に発信し，世界と三沢をつなげることを目

指した．シルクロード上の国々の留学生が一連の活動（農

作業，地域行事，そば・うどんづくり，饅頭づくり等）

に参加した様子を Facebook,twitterなどの SNSを通じ，

母国語で活動を紹介した．また，生産した小麦や蕎麦を

利用して，三沢地区の特産（うどん，そば，饅頭等）の

作り方を地域の方から習い，それらをカザフスタン共和

国のアル・ファラビカザフ国立大学での学生交流の際に

振舞った． 

 

【これまでの成果・今後の展開】 

 学生にとっては，集落共同活動と結びついた文化・伝

統行事がソーシャルキャピタル醸成に大きく寄与してい

ること，留学生にとっては，自国文化と他国文化の差異

あるいは共通部分について思考した様子が伺えた．また，

地域風土との接触による愛着醸成から，卒業生が地域の

イベントに参加するなどの効用がみられた．地域住民に

とっては，学生に対する信頼や愛情が芽生えたこと,また,

留学生を通じて異文化に対する肯定的な感情の変化が生

まれるなど,住民の間に異世代,異文化に対する受容の態

度が形成されていた 2,3） 

 今後は，地域活性化の視点として，経済的／非経済的

指標両面からの検討が必要である．特に，非経済的な指

標として，ｲﾝﾀｰﾛｰｶﾘﾃｨ，ｲﾝﾀｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾅﾘﾃｨ，ｲﾝﾀｰｶﾙﾁｭﾗ

ﾘﾃｨの 3点から効用を検討していく． 
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 専門家ではない要介護者を持つ市民向けのマップ作成

について、例えば、International Open Data Day 2016[8]

において車いすを使い官民協働で車いす利用できる施設

の調査を行なった。その時の様子を、図4に示す。今後、
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ランティア学習学会第 21回やまぐち大会報告要旨集, 
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地域活性学会第８回研究大会（長野県小布施町） 
「スポーツ振興部会」による特別セッション 

 
「2020東京オリパラ ホストタウンから始まるスポーツまちづくり」 

 
１．開 催 趣 旨 
  2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、スポーツ
立国、グローバル化の推進，地域の活性化、観光振興等に資する観点から，参

加国・地域との人的・経済的・文化的相互交流をはかる地方公共団体を「ホス

トタウン」として全国各地に広げる動きが進んでいます。 
 これまでに、北は北海道から南は宮崎まで 122の自治体（91団体）がホスト
タウンとして政府に登録されました。まさに、オリンピック・パラリンピック

が東京だけのものではなく、日本全体で世界を受け入れるビックイベントにな

ることを示しているといえるでしょう。 
 しかし、このホストタウン活動をどのように展開していくのかということに

なるとなりますと、まだ手探り状態という状況かもしれません。 
 
 ○ このホストタウン構想を単なるキャンプ地との位置づけに留まらせない

ためにはどうしたら良いのか？ 
○ 人的・経済的・文化的など様々な観点からの交流を展開していくにはど

うしたらいいのか？ 
○ 一過性のイベントとして終わらせることなく、まちづくりの活動として

息長く続けていくためにはどうしたら良いのか？ 
 
 このようなホストタウン構想実現のための課題を、２００２年 FIFAワールド
カップ日韓大会開催時にクロアチアチーム代表チームにキャンプ地を提供し、

その後、クロアチアとの交流を続け今回その延長線でクロアチアのホストタウ

ンとしての活動を他の地方公共団体に先駆けて展開し始めた十日町市を例にと

りつつ探ってみることにします。 
 その中から、「ホストタウン活動は地域を活性化するために行う活動である」

というまちづくりに対する十日町市関係者の揺らがない信念がみえてくるでし

ょう。 
 私たちスポーツ振興部会では、本研究大会特別セッションにより「ホストタ

ウン構想の推進がもたらす全国各地の地域づくり・地域活性化」の可能性を参

加者の皆さんとともに見出したいと思います。 
 
２．時 間  １７時１０分 より １８時４０分 まで 
 
３．会 場  第１会場（北斎ホール） 
 
４．セッション進行次第（案） 
 
（１） 開会挨拶：地域活性学会スポーツ振興部 代表幹事 御 園 愼一郎 

 
（２） 現場からの報告：十日町市教育委員会  

文化スポーツ部 スポーツ振興課長 井 川 純 宏 樣 
 

（３） 政府の取り組み：内閣官房 
        東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会・東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会 

推進本部事務局 参事官  羽 生 雄一郎 樣 
 
（４） パネルディスカッション 

テーマ 「ホストタウンをまちづくりにどう生かしてゆくか」 
 
コーディネーター  
 大阪大学招聘教授（スポーツ振興部会代表幹事）： 御 園 愼一郎 
 
パネリスト（案） 
○内閣官房東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会・東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会 

推進本部事務局 参事官   羽 生 雄一郎 樣 
○十日町市教育委員会 文化スポーツ部長   富 井   敏 樣 
〇㈱近畿日本ツーリスト 執行役員  

地域誘客交流事業部長 青 木 淑 浩 様 
○（一財）日本ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｯｼｮﾝ 専務理事     福 崎 勝 幸 

 
（５） まとめ 閉会挨拶 

地域活性学会スポーツ振興部会 代表幹事 御 園 愼一郎 
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クロアチアホストタウン「十日町市」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
十日町市教育委員会 文化スポーツ部 

スポーツ振興課 課長 井川純宏 

 

 

 

 

クロアチア共和国とホストタウン十日町市との交流について 
クロアチア共和国 Republic of Croatia 

クロアチア共和国は、東ヨーロッパバルカン半島に位置する地中海

のアドリア海に面した、面積は北海道の７割ほどの広さ、人口約 440

万人の国です。旧ユーゴスラビアから 1991年に独立、1995年まで内戦

紛争が続きました。首都のザグレブは地中海からは少し離れた内陸の

北部にあり、７月の平均気温が約 20℃、1 月の平均気温が約０℃と、

日本と同様に四季がはっきりした都市です。 

海と中央ヨーロッパをつなぐ良い立地にあることから、繊維産業や

化学産業、観光業が盛んになっています。2013年には日本人観光客 16

万人がクロアチアを訪れています。また、アドリア海での養殖クロマ

グロが有名で、クロアチアと日本との貿易でクロマグロは日本への輸

出総額の 90％を占めています。さらに、隠れたワインの名産地として

も知られ、ワイン造りは紀元前から行われているとも言われています。 

クロアチアには７つの世界遺産があり、アニメ「魔女の宅急便」、「紅の豚」のモデ

ルとなったドブロブニク、プリトヴィッツェ、アドリア海は世界的にも有名な観光地

です。また、一説ではネクタイ発祥の地とも言われています。2013年 7月にＥＵに正

式に加盟したクロアチア共和国は、これから益々発展していく国です。クロアチア共

和国のイメージは、国旗にも描かれている白赤の市松模様です。 

クロアチア共和国と十日町市の交流 

2002 年日韓ワールドカップキャンプ地としてクロアチア代表

チームを受け入れたことから交流がスタートしました。クロア

チア代表チームがキャンプを行った当間高原リゾートにあるグ

ラウンドを「クロアチアピッチ」と命名し、その後、「クロアチ

アカップサッカーフェスティバル」と銘打ったサッカー大会を

開催し、毎年、クロアチア大使館関係者の方からご出席いただ

くなど、14年間に渡り交流を深めてきました。 

クロアチア共和国との長い交流の中から、元大使ドラゴ・シュタンブク氏から「クラブハウスの基本デザインを

無償で提供したい」との話を受け、クロアチア共和国の建築家から友好の証としてデザインの提供をいただき、

2010年から「ジャパン・クロアチア フレンドシップハウス プロジェクト」として建設に取り組み、2012（平成

24）年７月に完成しました。 

ホストタウンとは 

ホストタウン推進事業は、今年の１月 26日、国が推進している「2020東京オリンピック・パラリンピッ

ク大会におけるホストタウン」として十日町市が第一次登録団体認定されたことによりスタートしました。

（全国 44団体、新潟県内４団体の認定です。※平成 28年 1月 26日現在） 

この事業は全国の自治体と東京オリパラ参加国・地域との様々な相互交流やスポーツ立国、グローバル化の推

進、地域の活性化、観光振興等に資する観点から、国が推進する構想です。十日町市とクロアチア共和国とのこ

れまでの交流はサッカーが中心でしたが、これからはこのホストタウンの認定を契機にスポーツ交流はもとより、

青少年を中心とした人的交流や文化的・経済的な国際交流を図り、さらなる深い交流を推進していくことを目指

しています。 
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「第 20回国際ユースサッカー大会ｉｎ新潟」に出場するクロアチア代表Ｕ－17チーム総勢 26名
が 7月 10日～12日まで十日町で事前キャンプを行い、12日には十日町選抜チームと親善試合を
行いました。その歓迎の意と激励壮行も兼ね、ドラジェン・フラスティッチ駐日クロアチア共和
国大使閣下をお招きし、7月 11日にホストタウン推進事業キックオフイベント クロアチア代表
U-17歓迎レセプションをホテルベルナティオで開催しました。 
この 1週間を「クロアチアウィーク」と称し、市内やホテル・会場は、クロアチア国旗や白赤
市松模様ののぼり旗やバナーが飾られる中、クロアチア料理・ワインが出され、クロアチアカラ
ー一色に染まりました。 
クロアチアワイン試飲会も開催され、既に市内酒屋で小売販売も開始されるなど、今後経済交
流として、クロアチア産ワインを市内の多くの飲食店・販売店・宿泊施設での取り扱いを目指し
ます。ブラジェンカ大使夫人による学校栄養士・給食調理員へのクロアチア料理講習会を実施し、
秋には文化交流として、クロアチア料理を市内全学校給食に出せるように、準備を進めます。 
7月18日には今回のクロアチア代表チームの応援バスツアーを実施し、ビックスワンでのクロア

チア対メキシコ戦等の観戦応援に、33名の市民が参加し、チームに熱いエールを送って来ました。 
今後9月にはクロアチアカップサッカー大会など、クロアチアフェスタを開催し、「国際ご当地
グルメグランプリ」においては、クロアチア料理を提供するための準備に入っています。 
これからも、クロアチア共和国との交流の歴史が作り上げたレガシー＝遺産を大切に継承し、
今後クロアチア共和国とスポーツ交流をはじめ、青少年などの人的交流や文化的・経済的な国際
交流へと、さらなる発展に向け邁進していきます。 

 
１ Ｕ－17クロアチア代表キャンプ 

日 時   平成28年7月10日（日）～12日（火） 

会 場   当間多目的グラウンド（クロアチアピッチ） 

      ホテルベルナティオに宿泊 

      選手18名、スタッフ８名 計26名 
 
 
 

 

 

 

２ クロアチアホストタウン推進事業キックオフ歓迎レセプション 

  日 時   平成28年7月11日（月）午後６時00分 

  会 場   ホテルベルナティオ フィオリア 

  参加者   119名(国・県・市議、市内外関係団体ほか)  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

３ クロアチア代表Ｕ１７VS十日町選抜Ｕ１８親善試合 

日 時   平成28年７月12日（火）午後１時 キックオフ 

会 場   当間多目的グラウンド（クロアチアピッチ） 

 対戦相手  Ｕ-18十日町選抜 

  対戦結果  クロアチア代表 ８－０ 十日町選抜 
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４ クロアチアワイン試飲会 

日 時   平成 28年 7月 12日（火）午後１時 

～午後 8時 

会 場   クロステン 3階 

対 象   市内料飲店、飲食店、宿泊業者 

参加者   53名（飲食店 14社 23名、酒販業 8社 17名、 

宿泊業２社７名、その他 1団体１名、 

報道 5名） 
 

 

 

５ 駐日クロアチア大使館大使夫人が学ぶ和食料理講習 

講 師   十日町市料飲店組合（松喜屋様、田麦そば様、 

魚常会館様、源太寿司様） 

日 時   平成 28年 7月 12日（火）午後 2時 30分 

～４時 30分 

会 場   千手中央コミュニティーセンター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 駐日クロアチア大使夫人によるクロアチア料理講習会 

講 師   ブラジェンカ・フラスティッチ氏 

日 時   平成 28年 7月 13日（水）午後 2時 30分から 

会 場   千手中央コミュニティーセンター 

対 象   学校給食管理栄養士及び給食調理員 

市内飲食店業者 

参加者   23名（調理員、栄養士 22名、飲食店 1名） 
 

 

 

 

 

７ クロアチア代表チーム応援バスツアー 

日 時   平成 28年 7月 18日（月）午後１時 

十日町市役所本庁舎出発 

会 場   デンカビックスワンスタジアム 

 

「第 20回国際ユースサッカー大会 in新潟」 

観戦カード Ｕ－17日本代表 １－２ Ｕ－17 新潟県選抜 

Ｕ－17クロアチア代表 １－５ Ｕ－17メキシコ代表 

参加者   大人 26名、中高生３名、小学生以下４名 計 33名 

   ○第 20回国際ユースサッカー大会 in新潟大会結果 

  大会日程  ７月 16日(土)～18日(月) 

  試合会場  デンカビックスワンスタジアム 

スポアイランド聖籠、 

五十公野公園陸上競技場 

 

  出場チーム Ｕ－１７クロアチア代表、Ｕ－１７メキシコ代表、Ｕ－１７日本代表、 

        Ｕ－１７新潟県選抜 

  大会結果  クロアチア代表 ２－１ 新潟県選抜 

        クロアチア代表 １－１ 日本代表 

        クロアチア代表 １－５ メキシコ代表 

        日本代表    ２－０ メキシコ代表 

        新潟県選抜   １－３ メキシコ代表 

        日本代表    １－２ 新潟県選抜 

 

  優勝：Ｕ－１７メキシコ代表 準優勝：Ｕ－１７日本代表 

 第３位：Ｕ－１７クロアチア代表 第４位：Ｕ－１７新潟県選抜 
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地域活性学会「公益資本主義推進」研究部会  

 

１．設立趣旨 

今、世界の状況を見回しますと、東西対立が市場経済化の流れに沿って終結した後にも、

資本主義が理想的な国民福祉国家の建設には必ずしも繋がらず、先進国に株主資本主義が

蔓延してきています。それも一因となって、南北格差の固定化、先進国内での貧富の格差

拡大、テロの温床となる国家秩序の破壊など、世界的に貧困と暴力が社会問題化していま

す。こうした中で、短期思考や投機的な投資を行う株主が主張する株主還元への一方的な

偏りに警鐘を鳴らしていかなければなりません。 

そのためには、日本に古来より存在している経営者の考え方である公益資本主義（中長

期経営視点、社中分配等）を正しく推進し現在の日本の経営者やこれからの世界を支えて

いく若者達に公益資本主義の考え方を啓蒙していかなければなりません。世界有数の企業

であるトヨタでも豊田章夫社長が中長期経営を支持する投資家向けのAA株を発行するなど

具体的な動きも始まってきています。 

日本の地域経済は、多くの中小企業者によって支えられています。全国590万事業所の

99％を占める中小企業の経営者に正しい経営の在り方を啓蒙し、企業経営を活性化させ、

社中分配による地域を含む全ての関係者に利益を分配する社会をつくることは、日本経済

の健全化とともに、全国各地の地域振興策にも繋がるものと考えます。公益資本主義推進

協議会（PICC）および特に若者と母親への啓蒙に焦点を当てたMYCO1と連携しながら、公益

資本主義と地域活性化に関する研究、啓発を進めていくことは、地域活性化のための産官

学連携の拠点を地方の大学などを中心に形成していく地域活性学会の活動に大きく寄与す

るものと考えます。 

MYCOとの連携に関しては、公益資本主義の考え方を未来に継承していく活動として、若

い母親および若者を対象として、「地域振興」「子育て支援」「選挙参加」などをテーマ

とする研究・啓蒙活動を各地で行っていきます。 

本研究部会は、以上のように、現代の地域活性化の最大の課題である地域の貧困解消、

雇用の促進を地域の経済活動の主体となる現地の中小企業、NPO、大学などの研究機関が連

携して取り組む仕組みを構築しようとするものであり、更に、その仕組みを活用して、地

域活性化の調査研究、実践活動、政策提言等を行っていくことを目的とします。 

 

２．体制 

部会に任期を２年（部会発足後）とする役員と事務局を置く。 

○部会長   ：舘逸志（地域活性学会副会長） 

○副部会長  ：町野弘明（一般社団法人ソーシャルビジネスネットワーク 専務理事） 

        原田謙介（特定非営利活動法人 YouthCreate 代表理事） 

○事務局長  ：寺田耕治（株式会社フォーバル 常務取締役）  

                             
1 MYCOとは、一般社団法人公益資本主義推進協議会の中にプロジェクトとして設立した組織で、

「私の社会を自分達でつくりあげていく」ために必要な「選挙参加」「子育て支援」「地域活性化」

のテーマに若者や子供を持つ母親が向かい合う環境を作り上げていく活動の総称です。 

○特別顧問   ：大久保秀夫（一般社団法人公益資本主義推進協議会 会長） 

村尾信尚（関西学院大学教授 NEWS ZEROメインキャスター） 
 

３．活動計画 

 ・隔月定例日に研究会を開催し、公益資本主義推進活動の情報交換会とする。 

 ・全国研究大会で、1年間の研究成果を報告し、公開する。 

 ・「子育て支援」「地域振興」「選挙参加」のテーマに関するシンポジウムを全国各所で 

実施する。 

 ・必要に応じて、政策提言を行う。             
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女性の単身移住の課題に対する地域おこし協力隊の可能性 

甲斐田きよみ（文京学院大学）、三好崇弘（NPO法人PCM TOKYO） 

Keyword： 地域おこし協力隊、女性、単身移住 

 

【はじめに】 
農業に関心をもつ女性が増加し、農学部に進学する

女子学生の割合も増加している。しかし、実家が農家、

また農家に嫁ぐ以外で、独立して単身就農する女性は

非常に少ない。農林水産省が実施した「平成 26 年新
規就農者調査」によれば、平成 26 年の新規就農者は
57,650人で、その内「新規自営農業就農者（農家世帯
員が就農した場合）」は48,340人と大多数を占めてい
る。「新規雇用就農者」は7,650人、「新規参入者（農
家世帯員以外が就農した場合）」は3,660人と少ない。
しかし、新規参入者は平成 25年には 2,900人、また
新規参入者に占める女性の割合は、平成25年の11.4%
（330人）だが、平成26年は17.2%（630人））と増
加している。ただ、新規就農者に占める、新規参入の

女性の割合は、わずか1%である（農林水産省 2015） 
女性が就農するきっかけは大きく5つに分類される
（農文協 2010年）。①「雇用就農者」は、雇用就農
者として農業法人で働く。②「独立就農」は、新規参

入者として独立して農業を始める。③「農家の後継者」

は、農家の娘、孫娘、姪などが後継者として農業を始

める、④「結婚による家族就農」は、農家出身者との

結婚により農業を始める、⑤「離職就農」は、農業以

外の仕事についていたが、辞めて自分や夫の地元に戻

り農業を始める。この5分類の中で、女性が就農する
のは、④の結婚による家族就農が多い。女性が新規参

入者として就農する②の分類は、農地を借りる場に移

住する可能性もあり、就農と移住の両方の難しさがあ

るだろう。「女性の視点に立った新規就農の課題や支援

施策の在り方調査結果－平成24年度―」（全国農業会
議所 2013）は、女性新規就農者の抱える課題を提示
している。「単身女性は農地を借りることが困難」「女

性が作業しやすい畑（車が入れる、トイレがある等）

が少ない」「関係機関や相談機関から『女性一人の農業

は無理』『農家に嫁に行け』と言われた」「各種会合に

女性の参加がほとんどなく農業は男社会」といった回

答が紹介されている。農業に関心を持つ女性が増えて

いるにもかかわらず、就農意欲のある女性が参入する

ことが難しいことが伺える。 

一般に、移住が難しいのは、住居や仕事の確保、地

域の人々との関係を築くこと等が挙げられる。就農の

場合は更に、農地の確保や農機具を買うお金の借り入

れ、農業技術の習得といった課題もある。また、単身

で移住する場合、男女問わず結婚に関する悪気のない

質問に煩わされるだろう。一方、過疎化、高齢化、耕

作放棄地の増加といった課題を抱えている農山村地域

では、市町村合併により町村部の行政機能が低下し、

地域の再生には外部人材を含めた人的支援が必要であ

る（小田切 2013）。この外部人材として地域おこし
協力隊が注目されている。 
総務省によれば、平成 25年 6月までに任期を終え
た地域おこし協力隊366人のうち約6割は活動地に定
住し、定住者の約 9 割は起業・就業・就農している。
地域おこし協力隊は 20代 30代の若者の参加が多く、
企業に勤める以外の仕事の選択肢にもなっている。地

域おこし協力隊の女性が起業・就農する際には、一般

の起業・就農者に比べて利点はあるのだろうか。地域

おこし協力隊という制度を介することで、女性が単身

移住し起業・就農する際の課題のうち、ある部分は緩

和されるのではないだろうか。 
そこで、本研究では、地域おこし協力隊を契機とし

て、地方に単身移住し起業・就業した女性の活動を通

して、女性が単身移住・起業・就業する際の課題、協

力隊という制度がどのようにプラスに働いたかを整理

し、女性の単身移住・起業・就農に対する地域おこし

協力隊の可能性を検討していく。 
【研究方法・研究内容】 

地域おこし協力隊（元隊員含む）や関係者へのイン

タビューを実施し、地域おこし協力隊が活動を通じて、

その地域の活性化についてどのように捉えているか、

その考え方の変遷に共通点があれば析出し、隊員個人

の要因、受け入れる自治体の要因、対象地域の要因を、

外部者である地域おこし協力隊の視点から見た要因と

して明らかにしていく。この調査は今後取り組む予定

で、2016年9月以降、3～4地域で、地域おこし協力隊

（主に女性）・元協力隊員で、起業または就農している

人々を対象に、インタビュー調査を予定している。 

インタビューは、構造化されたインタビューと非構

造化されたインタビューを、インタビュー対象者や環

境に合わせて使い分ける。構造化されたインタビュー

とは、質問を先に用意して、その質問の順番に聞いて

いくことであり、非構造化インタビューはテーマは提

供するが、それに対する回答者の自由な意見をそのま

ま聞くことである。インタビューの記録の分析は、佐

藤（2008）の質的データの分析方法に従い以下の手順
を参考に実施する。 

1) 文章化 
インタビューの逐語または各節の要点を記録する。

要点は記録者の主観でばらつくことがあるので、複数

の聞き役がいる場合にはそのポイントについて聞き役

間で確認をする。回答者の表情や記録者のもった印象

についても文章化する。 
2) 文章データの分割(セグメンテーション) 
文章データを、一つ一つの意味・メッセージを含む

程度に細かく分割する。 
3) キーワード(コード)の発見  
分割されたデータの意味、そのメッセージを一言で

示すようなキーワードを当てはめる。そのキーワード

をコードという。コードは、最初は暫定的に自由にし

ながら、分析が進むごとに、後で分類整理が可能な程

度に同じ言い方でつけていく 。 
4) コードのデータベース化と分析  
上記で発見されたコードをマトリックス(表)などを
活用しデータベース化し分析する。コードで同じ内容

のものをさらにカテゴリー化(分類)したり、因果関係
で再構成したりする。 

5)本質的な背景・概念・因果関係・理論の発見   
カテゴリー化や再構成を繰り返し、現象の全体的な

背景、概念、因果関係・説明理論 を明らかにする。 

上記のようなインタビュー調査・分析の結果から、 
1）地域おこし協力隊の活動や地域での受け入れられ方

の実態を整理する。2) 地域おこし協力隊のなかで、女

性が単身で起業・就農に関わる活動をしている場合、

どのような要因があるのか明らかする。地域おこし協

力隊の成功要因を検討することで、移住者側と受け入

れ側にどのような要因があれば女性単身での移住・起

業・就農が成功するのか提示する。 

【おわりに】 

 地域おこし協力隊の活動には「変数が 3つある（＝

地域、隊員、自治体担当者が変化する）」（図師 2013 ） 

と図師が指摘するように、①隊員本人の資質、②受け

入れ機関の体制、③地域の人々に受け入れられるか、

の3つが重要であろう。（独）国際協力機構が実施する

青年海外協力隊員の活動においても、その成功要因は

前述の3点が挙げられる。近年、職種によるものの、

男性隊員よりも女性隊員の人数が上回る。青年海外協

力隊は単身で赴任することを条件としているので、女

性が単身で見知らぬ土地で活動をすることになる。こ

のように、地域おこし協力隊と同じように新しいこと

に挑戦する活動であるが、地域おこし協力隊において

は男性 65％に対して女性は 35％と参加者の人数は女

性が少ない（総務省ホームページより）。 

地域おこし協力隊と大きく異なる点としては、青年

海外協力隊は2年の任期後はその地を去り、活動対象

地域の人々が自分たちで活動を継続していけるよう支

援していくことが求められているが、地域おこし協力

隊では、活動対象地域での移住を奨励されている点で

ある。地域おこし協力隊の女性比率が少ないのは、移

住に関する難しさが関係するのだろうか。 

 見知らぬ地域に移り住んで新しい活動を始め、その後

もその土地に住み続け活動を継続させていこうとする

地域おこし協力隊が、その活動を成功させる要因を抽

出し、今後、地方に単身移住して起業・就業を考えて

いる女性たちへの教訓を導き出すことを、今後の調

査・研究を通して実現させていきたい。 
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【はじめに】 
農業に関心をもつ女性が増加し、農学部に進学する

女子学生の割合も増加している。しかし、実家が農家、

また農家に嫁ぐ以外で、独立して単身就農する女性は

非常に少ない。農林水産省が実施した「平成 26 年新
規就農者調査」によれば、平成 26 年の新規就農者は
57,650人で、その内「新規自営農業就農者（農家世帯
員が就農した場合）」は48,340人と大多数を占めてい
る。「新規雇用就農者」は7,650人、「新規参入者（農
家世帯員以外が就農した場合）」は3,660人と少ない。
しかし、新規参入者は平成 25年には 2,900人、また
新規参入者に占める女性の割合は、平成25年の11.4%
（330人）だが、平成26年は17.2%（630人））と増
加している。ただ、新規就農者に占める、新規参入の

女性の割合は、わずか1%である（農林水産省 2015） 
女性が就農するきっかけは大きく5つに分類される
（農文協 2010年）。①「雇用就農者」は、雇用就農
者として農業法人で働く。②「独立就農」は、新規参

入者として独立して農業を始める。③「農家の後継者」

は、農家の娘、孫娘、姪などが後継者として農業を始

める、④「結婚による家族就農」は、農家出身者との

結婚により農業を始める、⑤「離職就農」は、農業以

外の仕事についていたが、辞めて自分や夫の地元に戻

り農業を始める。この5分類の中で、女性が就農する
のは、④の結婚による家族就農が多い。女性が新規参

入者として就農する②の分類は、農地を借りる場に移

住する可能性もあり、就農と移住の両方の難しさがあ

るだろう。「女性の視点に立った新規就農の課題や支援

施策の在り方調査結果－平成24年度―」（全国農業会
議所 2013）は、女性新規就農者の抱える課題を提示
している。「単身女性は農地を借りることが困難」「女

性が作業しやすい畑（車が入れる、トイレがある等）

が少ない」「関係機関や相談機関から『女性一人の農業

は無理』『農家に嫁に行け』と言われた」「各種会合に

女性の参加がほとんどなく農業は男社会」といった回

答が紹介されている。農業に関心を持つ女性が増えて

いるにもかかわらず、就農意欲のある女性が参入する

ことが難しいことが伺える。 

一般に、移住が難しいのは、住居や仕事の確保、地

域の人々との関係を築くこと等が挙げられる。就農の

場合は更に、農地の確保や農機具を買うお金の借り入

れ、農業技術の習得といった課題もある。また、単身

で移住する場合、男女問わず結婚に関する悪気のない

質問に煩わされるだろう。一方、過疎化、高齢化、耕

作放棄地の増加といった課題を抱えている農山村地域

では、市町村合併により町村部の行政機能が低下し、

地域の再生には外部人材を含めた人的支援が必要であ

る（小田切 2013）。この外部人材として地域おこし
協力隊が注目されている。 
総務省によれば、平成 25年 6月までに任期を終え
た地域おこし協力隊366人のうち約6割は活動地に定
住し、定住者の約 9 割は起業・就業・就農している。
地域おこし協力隊は 20代 30代の若者の参加が多く、
企業に勤める以外の仕事の選択肢にもなっている。地

域おこし協力隊の女性が起業・就農する際には、一般

の起業・就農者に比べて利点はあるのだろうか。地域

おこし協力隊という制度を介することで、女性が単身

移住し起業・就農する際の課題のうち、ある部分は緩

和されるのではないだろうか。 
そこで、本研究では、地域おこし協力隊を契機とし

て、地方に単身移住し起業・就業した女性の活動を通

して、女性が単身移住・起業・就業する際の課題、協

力隊という制度がどのようにプラスに働いたかを整理

し、女性の単身移住・起業・就農に対する地域おこし

協力隊の可能性を検討していく。 
【研究方法・研究内容】 

地域おこし協力隊（元隊員含む）や関係者へのイン

タビューを実施し、地域おこし協力隊が活動を通じて、

その地域の活性化についてどのように捉えているか、

その考え方の変遷に共通点があれば析出し、隊員個人

の要因、受け入れる自治体の要因、対象地域の要因を、

外部者である地域おこし協力隊の視点から見た要因と

して明らかにしていく。この調査は今後取り組む予定

で、2016年9月以降、3～4地域で、地域おこし協力隊

（主に女性）・元協力隊員で、起業または就農している

人々を対象に、インタビュー調査を予定している。 

インタビューは、構造化されたインタビューと非構

造化されたインタビューを、インタビュー対象者や環

境に合わせて使い分ける。構造化されたインタビュー

とは、質問を先に用意して、その質問の順番に聞いて

いくことであり、非構造化インタビューはテーマは提

供するが、それに対する回答者の自由な意見をそのま

ま聞くことである。インタビューの記録の分析は、佐

藤（2008）の質的データの分析方法に従い以下の手順
を参考に実施する。 

1) 文章化 
インタビューの逐語または各節の要点を記録する。

要点は記録者の主観でばらつくことがあるので、複数

の聞き役がいる場合にはそのポイントについて聞き役

間で確認をする。回答者の表情や記録者のもった印象

についても文章化する。 
2) 文章データの分割(セグメンテーション) 
文章データを、一つ一つの意味・メッセージを含む

程度に細かく分割する。 
3) キーワード(コード)の発見  
分割されたデータの意味、そのメッセージを一言で

示すようなキーワードを当てはめる。そのキーワード

をコードという。コードは、最初は暫定的に自由にし

ながら、分析が進むごとに、後で分類整理が可能な程

度に同じ言い方でつけていく 。 
4) コードのデータベース化と分析  
上記で発見されたコードをマトリックス(表)などを
活用しデータベース化し分析する。コードで同じ内容

のものをさらにカテゴリー化(分類)したり、因果関係
で再構成したりする。 

5)本質的な背景・概念・因果関係・理論の発見   
カテゴリー化や再構成を繰り返し、現象の全体的な

背景、概念、因果関係・説明理論 を明らかにする。 

上記のようなインタビュー調査・分析の結果から、 
1）地域おこし協力隊の活動や地域での受け入れられ方

の実態を整理する。2) 地域おこし協力隊のなかで、女

性が単身で起業・就農に関わる活動をしている場合、

どのような要因があるのか明らかする。地域おこし協

力隊の成功要因を検討することで、移住者側と受け入

れ側にどのような要因があれば女性単身での移住・起

業・就農が成功するのか提示する。 

【おわりに】 

 地域おこし協力隊の活動には「変数が 3つある（＝

地域、隊員、自治体担当者が変化する）」（図師 2013 ） 

と図師が指摘するように、①隊員本人の資質、②受け

入れ機関の体制、③地域の人々に受け入れられるか、

の3つが重要であろう。（独）国際協力機構が実施する

青年海外協力隊員の活動においても、その成功要因は

前述の3点が挙げられる。近年、職種によるものの、

男性隊員よりも女性隊員の人数が上回る。青年海外協

力隊は単身で赴任することを条件としているので、女

性が単身で見知らぬ土地で活動をすることになる。こ

のように、地域おこし協力隊と同じように新しいこと

に挑戦する活動であるが、地域おこし協力隊において

は男性 65％に対して女性は 35％と参加者の人数は女

性が少ない（総務省ホームページより）。 

地域おこし協力隊と大きく異なる点としては、青年

海外協力隊は 2年の任期後はその地を去り、活動対象

地域の人々が自分たちで活動を継続していけるよう支

援していくことが求められているが、地域おこし協力

隊では、活動対象地域での移住を奨励されている点で

ある。地域おこし協力隊の女性比率が少ないのは、移

住に関する難しさが関係するのだろうか。 

 見知らぬ地域に移り住んで新しい活動を始め、その後

もその土地に住み続け活動を継続させていこうとする

地域おこし協力隊が、その活動を成功させる要因を抽

出し、今後、地方に単身移住して起業・就業を考えて

いる女性たちへの教訓を導き出すことを、今後の調

査・研究を通して実現させていきたい。 
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