
 
大会テーマ 

「課題先進地における地方創生への挑戦」   
  

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

の最重要の政策課題となって久しい。こうした中で、離島や中山間地域の地域活性化のモ

デルケースといえるような事例が中国地方から数多く提示され、注目を集めるようになっ

てきている。 
 
離島や中山間地の集落において、地域資源を活かして域内の小さな経済循環を創り出

し、それが広がることで地域での持続的な生活基盤が形成される可能性が示されている。

そうした新たな活力の創出には、地域の人財とともにＵＩＪターンで都市から流入し、定

着する若者の活動が上手く連動しているケースが多い。 
 
昨年度の第 8 回研究大会では、初めて大学のキャンパスから離れて、長野県小布施町の

庁舎、小学校を開催場所として、町と学会が一体になった研究大会が開催された。「小さ

なまちの挑戦～地方創生とまちづくり」をテーマとする新たな試みは、修景手法をもちい

た小布施のまちづくりを参加者が肌身で感じ、若者によるスポーツやＰＰＰなどの新たな

まちづくりの潮流も感じられる現場感覚に溢れた研究大会となった。 
 
今大会では、浜田市と島根県立大学の共催という、新たな開催方式を試みる。課題先進

国日本の中でもその最先端を行く島根県及び中国地方から様々な挑戦の試みが報告され、

その解決手法の一般化など各種のテーマをめぐって、全国で地域活性化に取り組み、研究

する産学官の参加者で白熱した議論が展開されることを期待したい。 
 
 

地域活性学会 
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実行委員長挨拶 
 
 

 
 

大会実行委員長、地域活性学会理事 

浜田市長 久保田 章市 

 
 
 地域活性学会第 9 回研究大会にご参加の皆様、浜田市へようこそいらっしゃいました。

浜田市を代表して心より歓迎申し上げます。 
 
さて、今回の学会のテーマとして、「課題先進地における地方創生への挑戦」を提案さ

せていただきました。ご存知のように、島根県は人口減少や超高齢化が全国でも最も進ん

でいる地域のひとつです。それは、ひるがえって「課題先進地」であるともいえます。島

根県内でも、海士町、邑南町、雲南市をはじめ、様々な地域の先進的な取り組みが全国的

にも注目されております。2 日間にわたるシンポジウムでは、これらの地域の首長や現場

の皆様にパネリストとして登壇いただいております。また地元の島根県立大学、島根大学

での研究成果につきましても発表するセッションを設けさせていただいております。 
  
さて、ここ浜田市は、島根県西部に位置する人口約 5 万 6 千人の小都市です。市の人口

は、1955 年の約 9 万 1 千人をピークに減少し続け、ここ数年は毎年 8 百人前後減少して

います。本市の最大の問題は人口減少であると考え、人口減少対策を柱とする地方創生に

取り組んでいます。その最優先施策の一つとして地産品事業者支援に取り組んでいます。

市役所内に、販路開拓を行う専門部署を設置し、隣接の広島県には広島市場開拓室を設置

しました。また、ふるさと寄附(納税)にも力を入れています。地域中小企業支援で、力を

入れたいと思っているのは、経営後継者の育成です経営後継者の育成は、地方の将来にと

っても重要です。そこで、本市にある島根県立大学、地元経済団体、地元金融機関などと

も連携し、経営後継者の育成に取り組むことを考えています。 
  
 今回の研究大会では、過去最高の 160 名にものぼる研究者、実務家の方が登壇、発表し

ます。「課題先進地」において、様々な視点から活発な議論が行われ、それが、各地域で

の地域活性化につながるものとなれば幸いです。 
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セッション 会場 座長 氏名 所属 発表演題
掲載

ページ

永野　聡 三重大学 木曽岬にぎわい市（仮称）を通した地域人材育成プログラムに関する調査研究 14

内田純一 小樽商科大学大学院商学研究科 観光地のアクター・ネットワークと観光産業クラスター 18

久宗周二 高崎経済大学 産学協同による被災地生産品の販路拡大の取り組み 22

大西翔太 北陸先端科学技術大学院大学 日本国内のシビックテックにおける技術者と非技術者の協働促進に関する研究 26

宮村貞量 慶應義塾大学
地域課題の解決のための地域の課題・資源・未来を用いた三次元マトリックス法の提
案

30

鈴木誠二 法政大学大学院
地方創生インターシップ事業推進による地域活性化
-「インターンシップ」及び「農泊を中心とした農山漁村の共生・交流」の事例検証によ
る推進要件の解明-

34

柴田仁夫 埼玉学園大学 インターンシップを活用した地域活性化マーケティングの可能性 38

西田尚司 一般社団法人癒愛道 過疎地域におけるインターンシップ人材育成プログラム『禅マネジメント』の有効性 42

関　隆晴 大阪教育大学 地域活性における人材育成（Ⅱ）－新たな時代を創る地方分権改革とキャリア教育― 46

池田幸應 金沢星稜大学 地域・大学協働による学生の「祭りの環インターンシップ事業」の試み 50

山中鹿次 ＮＰＯ法人近畿地域活性ネットワーク 古墳を活用した地域活性の動向と課題 54

古安理英子 鳥取大学 世界遺産における旅行の発動要因の充足に関する定量分析 58

木下征彦 日本大学 「世界遺産のまち」に向けられる観光のまなざし 62

奥山雅之 明治大学
需要縮小期における和装産業の取引変容と集積
-リスク増大と分業構造変化が集積に与える影響-

66

吉田　豊 高崎経済大学 伝統的織物産地における買継制度の変遷と現在の状況について 70

石丸亜矢子 新潟薬科大学 デザイン思考手法のまちづくりへの活用可能性 74

軍司聖詞 早稲田大学 スマート農業技術による稲作地域活性化の展望と課題 78

河本大地 奈良教育大学 農山漁村地域に対する観光系学生の意識と行動 82

加藤宏明 国立大学法人　三重大学 シャクヤク高効率栽培および総合利用による地域活性化 86

横畠康吉 ＮＰＯ法人ＡＵＸ
㈱黄金の村とその関連企業による地域活性化
―徳島県那賀町木頭地区を事例に―

90

新　雄太 信州大学 ソルガムが拓く地域自立型循環モデルの開発 94

難波江任 愛媛大学大学院
フードバンク事業の機能と他事業との連携効果
-買い物弱者支援との連携を中心に-

98

保田隆明 神戸大学
ふるさと納税の効果検証と課題
～事業者育成効果と使い道における課題（Resasの活用提案）～

102

三條大輔 山形大学 地域金融機関の事業創出支援活動に関する研究 103

木村　乃 明治大学 地域活性化をビジネスソリューションの体験を通じて学ぶことの意義 107

白幡　瑛 山形大学 地域金融機関職員の企業目利きに対する意識変化 111

石川秀樹 SBI大学院大学 地域活性化の主体としてのアントレプレナーの内面的側面についての考察 115

岩永洋平 法政大学 地方からのバリューチェーン革新　-ダイレクトマーケティングの可能性- 119

高力美由紀 宮城大学
地域における果実酒製造の課題と展望
－山元町のいちごワイン開発の事例から－

123

西野宏太郎 大阪市立大学 大阪の酒復活のビジネスモデル:外注を利用した酒造業の復活と地域活性化 127

大石さやか 高知工科大学 協働と変化による土佐酒ブランドを守る仕組み 131

数納祥平 株式会社マクロミル
ロシア市場における「青森県産食品」の受容性分析
－ヨーロッパロシアと極東ロシアの差異－

135

石橋史朗 会津大学 地域ものづくり企業連携組織と会津大学の連携事例 139

于莉莉 山形大学 衣料クリーニングビジネスの日中比較研究 143

末吉隆彦 慶應義塾大学大学院 地域経済をめぐる2つの対立的貨幣観が及ぼす地域住民の幸福度分析手法の提案 147

古川尚幸 香川大学
地域と大学が連携した地域づくり
～香川大学直島地域活性化プロジェクトを事例として～

151

森田直之 東京都立科学技術高等学校
千葉県山武市地域の木材資源の有効利用と住民参加型ワークショップによる地域再
考

152

酒巻由佳 日野市 地域コミュニティにおける「域学連携」の可能性 156

中島厚秀 崇城大学 地方大学の起業家育成プログラムを通じての新たな地域創生への試み 160

床桜 英二 徳島文理大学 過疎集落再生過程での住民の自律的活動とリーダーシップのあり方 164

浅野英一 摂南大学 過疎地域に作られた高速道路起終点と地域活性化に関する研究 168

鈴木健大 香川大学 無人駅舎の地域利活用に見る、これからの時代における“公共” 172

豊島まゆみ 東京農業大学
廃校を活用した地域活性化に関する研究
–千葉県鋸南町「都市交流施設・道の駅保田小学校」事例-

176

保永展利 島根大学 中山間地域における旧小学校区領域のコミュニティ評価に関する考察 180

勝亦達夫 信州大学 長野県小布施町における空家課題の解決と地域活性化手法の実験的検証 184
アンヘル・グティエレス 山形大学 ボリビアの太陽光発電マーケットの社会経済的アプローチの研究 188

白井信雄 法政大学 地球温暖化はどのように地域の問題なのか：長野県高森町の市田柿の事例研究 192

藤井建人 日本印刷技術協会(JAGAT) 企業による地域活性化、その実践と手法 196

松本茂樹 関西国際大学 中海で取り組まれている海藻肥料による地域活性化の取組みについて考察する 200

濱谷雅弘 北海道科学大学
地域の子どもたちの手づくり提灯で彩る「ていね夏あかり」を支える学生の取組みに関
する研究

204

津守風吾 東京都市大学 子どもと大学生の交流が育む「社会力」を通じた地域活性化 208

山本耕司 四国大学 地元の文化を伝える子どもたちの活動が地域に及ぼす影響 212

山藤　篤 愛媛大学 農村地域活性化の課題と展望―愛媛県西予市「百姓百品」の実践から― 216

澁谷朋樹 公益財団法人 政治経済研究所
地域農業が農産物直売所に与える影響と活性化への展望
‐神奈川県厚木市を事例に‐

220

佐藤俊恵 法政大学大学院
 「ひとり親家庭の支援施策の在り方について」
～在宅就業支援事業の先駆的な取組を事例に～

224

山本汐音 金沢学院大学 小松お旅祭りのFacebookによる情報発信と活性化の取組について 228

高尾俊介 甲南女子大学 地域イベント参加者の一体感創出のためのフォトブースの開発と実践 230

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３報） 234

山田香織 香川大学 地方国際芸術祭のローカル化と地域振興 238

石原　肇 大阪産業大学 大阪府堺市の『ガシバル』における地産地消の取組 242

横山孝文 高知工科大学 都市ブランドにおけるエリアイベントの変化とまちづくり -大阪・茶屋町地区を事例に- 246

佐野和哉 情報科学芸術大学院大学
ウェブメディア「オホーツク島」制作を通じた、居住地に関係しないローカルコミュニティ
形成の可能性

250

今瀬政司 京都経済短期大学
ＮＰＯ等の災害時相互支援とリスクマネジメントの推進
～ＮＰＯ等リスクマネジメントに係るアンケート調査報告～

254

坂倉由季子 慶應義塾大学大学院 システムズエンジニアリングによる地域の「場」の設計方法とその評価 258

小林重人 北陸先端科学技術大学院大学 地域の居場所におけるスタッフの協力行動の形成と拡大に関する研究 262

森田賢明 NPO法人　小平・環境の会 災害時における地域コミュニティの機能不全 266

金野和弘 島根県立大学 地域資源としての未成線 ～広浜鉄道今福線の多面的な活用～ 488

豊田知世 島根県立大学 稲作の参加型5次産業ビジネスモデルの検証 492

藤原眞砂 島根県立大学 住宅地図を用いた商店街研究の試み－浜田市中心地商店街を対象にして－ 496

9/2（土）
9:00～
12:00

（180分）

J 第11会場
鈴木孝男

（事業創造大学
院大学）

K 第12会場
尾羽沢信一
（法政大学）

A 第2会場
鵜飼宏成

（愛知学院大学）

B 第3会場
伊藤一

（小樽商科大学）

C 第4会場

柴田いづみ
（結のまちづくり
研究所、滋賀県
立大学名誉教

授）

D 第5会場
小野寺純治
（岩手大学）

E 第6会場
横山典弘

(日本政策金融
公庫）

H 第9会場
保永展利

（島根大学）

I 第10会場
松本敦則

（法政大学）

F 第7会場
那須清吾

（高知工科大学）

G 第8会場
坪井明彦

（高崎経済大学）

L 第13会場
永松俊雄

(崇城大学）

島根県立大
企画Ⅰ

第14会場
金野和弘

（島根県立大学）

地域活性学会第９回研究大会・総会　発表演題一覧
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セッション 会場 座長 氏名 所属 発表演題
掲載

ページ

籾山史奈 昭和女子大学 再開発完了地区における団地内商店街のコミュニケーションツールとしてのデザイン 270

服部圭郎 明治学院大学
ゆるキャラと大学生と商店街
‒大学生によるゆるキャラを用いた商店街活性化の意義-

274

菊森智絵 関西大学大学院
空堀商店街にみる町屋再生
－からほり長屋再生10年間程を経て－

278

苗曄（みょう よう） 秋田県立大学 対中国特例観光ビザによる東北三県の観光客数への影響評価 282

池本有里 四国大学 徳島県三好市のインバウンド観光と４K映像 286

飯田栄治 金沢学院大学 石川県の外国人観光客誘客調査から見えてきたこと 290

立石貴己 東日本旅客鉄道株式会社 地産品店舗における観光流動創出効果の促進 294

西川洋行 県立広島大学 地方創生のための地域－大学間連携の深化 298

高池優奈 高知工科大学 地域貢献を通じた学生教育効果と地域活性効果 302

早川　公 仁愛大学
地域に期待される「大学の役割」とは何か
ー「地域志向教育」のあり様をめぐってー

306

鳥山亜由美 法政大学大学院
私立大学の公立大学化は地元定着に寄与したか
－入学者の出身地の推移に着目して－

310

林　恒宏 大阪成蹊大学
自然資本としてのスポーツツーリズムインフラに関する研究
－滋賀県大津市と和歌山県湯浅町を事例に－

314

平峯佑志 一般社団法人鬼ごっこ協会 「スポーツ鬼ごっこ全国大会」における地域活性化への取り組み事例の考察 318

桃井謙祐 信州大学
我が国のワインツーリズムへの参加者に関する研究
－長野県・千曲川ワインバレーへの来訪者を事例に－

322

葛山　功 法政大学大学院 コミュニテイーにおける介護人材確保の活性化の可能性 326

稲垣祐輔 高知工科大学（inaコンサルティング） 産地で変革を進める事業者の成長と地域活性 330

片岡亜紀子 法政大学大学院 サードプレイス志向と地域自己効力感が地域コミットメントに与える影響 334

石井雅巳 島根県立大学 地域おこし協力隊制度を活用した人文学研究のアクション・リサーチとキャリア開発 338

原田佳子 美作大学 わが国におけるフードバンク活動の課題の解明と今後の役割 342

坂本ひとみ 高知学園短期大学 地域におけるアニメツーリズムの可能性～地域活性化事例の比較を中心に～ 346

正木　聡 法政大学地域研究センター ICT時代における観光フリーペーパーの役割に関する研究 349

加藤文俊 慶應義塾大学 産学官連携における〈自立〉と〈自律〉に関する考察 353

神原　理 専修大学 コミュニティ意識や信頼にもとづく幸福度分析 357

岸田泰則 法政大学大学院 地域における高齢者雇用の促進プロセスの研究ー金沢市の（株）オハラの事例 360

中尾公一 東北大学
コミュニティ形成における住民の主体性発揮プロセス
－震災復興の文脈を中心とした検討－

364

上村一平 高知工科大学大学院 ヘルスケアビジネスのグローバル連携による地域展開の可能性一考察 368

鈴木孝男 事業創造大学院大学 協働による復興まちづくり協議会の運営とその展開に関する研究 372

渡邉　毅 法政大学大学院　
伝統産業が発生・成長した要因の分析と今後の発展に関する研究
－輪島塗を事例に－

376

山本祐子 法政大学
日本と中国おける農村観光に関する研究：
中国内陸部における農家レストランを中心に

380

Arents Tom
Jos Hendrik

法政大学  Regeneration in Former Coal-Mining Regions: Yūbari and the Campine Compared 384

屈　ハクイ 法政大学 中国内陸部の土地開発と「中所得国」の行方：陝西省漢中市を事例として 388

樋口浩一 関西大学大学院
広域連携の主導理念の考察―大阪湾フェニックス事業のスキーム変更を事例と
して

392

戸田敏行 愛知大学 「軽トラ市」の実態分析と将来展開に関する考察 396

坂田真一郎 筑波大学大学院
船舶の安全対策強化システムを活用した地域活性化について（WIB方式のOSHMS全
国大会を発祥の地である島根県開催を目指して）

400

高尾真紀子 法政大学
主観的幸福度を活用した地域政策の評価手法の開発とその有効性の検証
－地域政策の主観的幸福度への影響メカニズム－

404

澤田路子 島根大学
地域景気動向指数の季節調整法に関する考察
－島根県景気動向指数の事例から－

408

岩垣穂大 所沢市社会福祉協議会 ICTを活用した地域交流を促進するコミュニティカフェの創造 412

横山幸司 滋賀大学 小さな拠点におけるPPP導入の可能性についての一考察 414

佐々木公之 中国学園大学 学生視点による鏡野町の買物弱者救済における企業への課題解決提案 418

長村知幸 酪農学園大学
地方創生事業の創造プロセス
－内閣府「地方創生人材支援制度」第1期生の経験から－

422

出相貴裕 山口県　柳井市役所 持続可能な地域づくりに向けた地方自治体の組織変革 426

森本祥一 専修大学
地域と大学の協働による持続可能な活性化の取り組み
―南魚沼市辻又の活動を通して

462

井上諭宜 岩手大学 震災復興と「地域・企業における大学研究シーズ活用」に関する実践的研究 463

古城和子 九州女子大学・九州女子短期大学 大学と自治体との包括的地域連携協定に基づく連携事業 465

松田吉弘 エディラインソリューションズ
タクシーシェアリング狭域限定近距離運航の社会実装モデル～高齢者、子育て世代
の生活移動手段を確保する仕組み

－

松橋崇史 拓殖大学

丸山英夫 株式明治

福崎勝幸 十日町市スポーツコミッション

9/2（土）
17:00～
19:00

（120分）

自治体・団体特別
Ⅰ

第13会場
松本茂樹

（関西国際大学）

スポーツ振興部会 第15会場
御園愼一郎
（大阪大学）

島根県立大
企画Ⅱ

第14会場
井上厚史

（島根県立大学）

V 第11会場
橋本行史

（関西大学）

W 第12会場
小野浩幸

（山形大学）

T 第9会場
岡本義行

（法政大学）

U 第10会場
嶋野武志

（長崎大学）

M 第2会場
久保田典男

（島根県立大学）

S 第8会場
今瀬政司

（京都経済短大）

P 第5会場
池田幸應

(金沢星稜大学）

Q 第6会場
山崎泰央

（石巻専修大学）

R 第7会場
内田純一

（小樽商科大学）

井上厚史 島根県立大学
地域再生におけるネットワーク構築の問題点とその解決策
─島根県での実践活動による考察─

497

ホストタウンで地域をつくる
～　企業と自治体の連携を通して　～

501

N 第3会場
鵜飼宏成

（愛知学院大学）

O 第4会場
那須清吾

（高知工科大学）

7



セッション 会場 座長 氏名 所属 発表演題
掲載

ページ

那須麻友子 温泉・健康サービス部会 大山における地域資源を活用した地域活性化事業について 503

寺田耕治 公益資本主義推進研究部会 マイコミュニティフォーラムによる地域若者の啓発活動とその成果について 505

関　幸子 官民パートナーシップ部会 －

豊島まゆみ 千葉県鋸南町

渡辺泰弘 北海道由仁町

田原孝一 ダンスうんどう・健育

廣野み音 アントレプレナー・京都市

坂倉由季子

宮村貞量

村瀬博昭

秋吉直樹 他 香川県地域おこし協力隊 他 地域おこし協力隊任期中の心的変化のパターンとその要因分析 －
佐藤恒平、藤井裕也 元朝日町地域おこし協力隊 他 地域おこし協力隊卒業生の任期後の動向に関わるデータ及び仕事の形態 －

吉川智教 早稲田大学 Geographical Concentration of Innovation and Creation of New Industries 510

鵜飼宏成 愛知学院大学
A Study on the Model of “Civic Entrepreneurship” for Building Prosperous Economic
Communities in the Japanese Context

513

今瀬政司 京都経済短期大学
Regional Factors in which Geographical Concentration of New Industries and Mature
Industries is Created

515

奥山　睦 慶應義塾大学 From a Case Study on Shitamachi Bobsleigh Network Project in Ota City, Tokyo 517

白石史郎 事業構想大学院大学 Innovation in Ehime Prefecture’s Paper Industry Cluster 519

菅原浩信 北海学園大学 ふれあいサロンの運営における適切な枠組 430

勝田千砂 法政大学大学院 持続可能な地方移住のための組織社会化理論の地域応用 434

鈴木一寛 ラグビーワールドカップ2019における外国人観戦客受入について 438

天神良久 東洋大学 公共ROAのベンチマークデータ収集とAIによる試行分析 442

矢野邦子 愛媛大学大学院連合農学研究科
水産養殖産地における自発的６次産業化のブランド戦略
～愛媛県宇和島市蒋渕地区の取組の現状と課題～

444

本田正美 東京工業大学 オープンデータを用いたアプリケーションと地域活性 448

山崎泰央 石巻専修大学 被災地における創業の生態系～「日和キッチン」の事例から 451

久宗航太 上智大学 産学協同による離島でのワーキング・ホリデーの試み　島根県西ノ島での事例 453

原　直行 香川大学 住民による地域づくり活動と創発戦略 457

金山智子 情報科学芸術大学院大学[IAMAS] 移動体メディアとしてのローカル鉄道の新しい活用実践 467

瀬下翔太 NPO法人bootopia 津和野町の魅力を記述するパターン・ランゲージの制作 469

高須佳奈 島根大学
地方大学における大学教育改革と地方創生推進事業
－地域で人を育てるということ－

471

大村国博 日野市 地域コミュニティ改革から見えた「新しいコミュニティーづくり」の方向性 473

山本将也 牟岐キャリアサポート 地域活性化に取り組む大学生NP0の大学生就職後の兼業による関与の困難性 475

永長千晴 大阪市立大学 大学生NPOによるFacebookの効率的運用 －

西之園晴夫 NPO学習開発研究所 地域振興とうみ(海・湖)のスポーツ・レジャーWSLの協働職業技術教育モデルの開発(構想) 477

崔　一煐 東海大学 高輪地区における「子ども教育支援教室事業」に関する事例報告 479

横山　佑 WAMIPOP，早稲田大学 中山間地域を舞台にした中学生と留学生が協働で行う地元観光プランの提案 481

上田菜央 WAMIPOP，早稲田大学 地域伝統食材と乳製品を組み合わせた新メニューによる地域活性化 483

中島由美子 ファームドゥ株式会社 ソーラシェアリングによる次世代農業経営の可能性について －

程塚京子 日本医療科学大学 「桂木ゆず」ってご存知ですか？-ゆず農家と協同したゆず活用の記録- 485

9/3（日）
9:00～
11:00

（120分）

自治体・団体特別
Ⅳ

第12会場
林 秀司

（島根県立大学）

自治体・団体特別
Ⅱ

第10会場
木村　乃

（明治大学）

自治体・団体特別
Ⅲ

第11会場
嶋野武志

（長崎大学）

地域おこし
研究部会

第5会場 藤井裕也

Z 第9会場
林　靖人

（信州大学）

X

3部会合同部会

国際学会チャレ
ンジ部会

第6会場
吉川智教

（早稲田大学）

第7会場
松本敦則

（法政大学）

Y 第8会場
上西康文

（損保ジャパン
日本興亜）

地域活性化メソ
ドロジ－研究部会

第4会場
村瀬博昭

（新潟薬科大学）

地域創生  事業
構想と実現(五

感六育)
第3会場

木村俊昭
（東京農業大学）

第2会場
舘　逸志

（元国土交通省）

509

－

Geographical Concentration of Innovation and Creation of New Industries　「なぜ、特定地域のみでイノベーションや新産業は起こるのか？」（日本語による発表と討論）

地域創生 事業構想と実現

慶應義塾大学大学院 地域活性とは？ ～地域活性化の多義性と共通認識～
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「ないものはない～離島からの挑戦」 
 
 
日時：2017 年 9 月 2 日（土）13：50～14：50 
会場：第 1 会場（講堂） 

 
 
 
海士町長 山内 道雄（やまうち・みちお） 
1938 年海士町生まれ。日本電信電話公社（現・NTT）通信機器営業支店長、第三セクター・

株式会社海士総支配人を経て、1995 年より海士町議。2 期目に議長就任。2002 年より海

士町長。 
 
  

基調講演 
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「課題先進地における地方創生への挑戦」 
 

日時：2017 年 9 月 2 日（土）15：00～16：40 
会場：第 1 会場（講堂） 
 
地元島根県内で特徴ある取り組みをしている自治体の首長等から地方創生への具体的な

挑戦について報告、基調講演の山内町長（海士町長）も交えてディスカッションする。その

取り組みから全国の課題を抱える地方自治体にとって参考となるモデルや教訓を引き出す。 
 
コーディネーター： 
坂井和也（内閣官房地方創生推進室次長、本学会理事） 
 
パネリスト： 
海士町長 山内道雄 
 
石橋良治（いしばし・りょうじ） 
邑南町長。1949 年邑南町生まれ。日立運輸東京モノレール（現日立物流）、電子部品会社勤

務、損保代理店経営、旧石見町教育委員、旧石見町議会議員を経て 2004 年より邑南町長。 
 
久保田章市(くぼた・しょういち) 
浜田市長。1951 年浜田市生まれ。都市銀行勤務、法政大学大学院教授を経て、2013 年浜田

市長。地域活性学会理事。 
 
速水雄一（はやみ・ゆういち） 
雲南市長。1946 年雲南市生まれ。山陰合同銀行勤務を経て、1991 年加茂町長。2004 年合

併して誕生した雲南市の初代市長に就任。 
 
原 仁史（はら・ひとし） 
ふるさと島根定住財団理事長。島根県健康福祉部長、2015 年ふるさと島根定住財団副理事

長を経て 2016 年より現職。 

シンポジウムⅠ 
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「課題先進地域の挑戦～いかにして若者、よそ者に活躍の場をつくるか～」 

 
日時：2017 年 9 月 3 日（日）13：00～15：00 
会場：第 1 会場（講堂） 
 
本シンポジウムでは、現場サイドの方、とくに若手・中堅の方にご登壇いただき、学会メン

バーらとディスカッションをおこなう。 
 
司会 
中嶋聞多(信州大学特任教授） 
 
コメンテータ： 
藤山浩（持続可能な地域社会総合研究所長）  
上西康文（地域活性学会理事） 
 
パネリスト 
岩本 悠（いわもと・ゆう）  
島根県教育魅力化特命官(島根県職員)。 
1979 年東京生まれ。ソニー（株）で人材育成･組織開発･ 社会貢献事業に従事。その傍ら途

上国の教育支援活動や、全国の学校で開発教育・キャリア教育に取り組む。2006 年海士町

へ移住し、高校を中心とした人づくりからのまちづくりを推進。2015 年から島根県教育庁

と島根県地域振興部を兼務。2016 年ソーシャルイノベータ―最優秀賞を受賞（日本財団）。

学校魅力化による地域創生の全国展開に取り組む。 
 
寺本 英仁（てらもと・えいじ） 
邑南町農林振興課職員。 
1971 年島根県生まれ。94 年東京農業大学卒。島根県石見町役場（現・邑南町役場）に入庁。

邑南町が目指す「A 級グルメのまち」仕掛人として、道の駅、町営イタリアンレストラン、

食の学校、耕すシェフの研修制度等を手掛ける。小泉内閣時に発足した「地域産業おこしに

燃える人」の第 3 期メンバーに選出。「食」による町おこしに取り組む。NHK テレビで「ス

ーパー公務員」として紹介される。 
 

シンポジウムⅡ 
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藤山 浩(ふじやま・こう) 
持続可能な地域社会総合研究所長。 
1959 年島根県益田市生まれ。一橋大学経済学部卒業。島根県中山間地域研究センター地域

研究課研究員、島根県立大学連携大学院教授、島根県中山間地域研究センター 研究統括監

を経て現職。 
 
 
森田朱音（もりた・あかね） 
おおち山くじら生産者組合 総務担当 
福岡市出身。九州大学大学院修了後、地域活性のコンサルティングを手がける株式会社マイ

ンドシェアに勤務。6 年間の会社勤めを経て島根県海士町で地域づくりに取り組む株式会社

巡の環の半年限定社員となる。自らがずっと暮らせる場で土地に根付いた生業をつくって

いきたいという想いをもち、2015 年 6 月より島根県美郷町の地域おこし協力隊に就任。現

在は、イノシシ（おおち山くじら）を軸とした事業づくりに奮闘中で、 今秋には地域の団

体の事業内容を継承する株式会社を設立予定。 
 
矢田明子（やだ・あきこ）  
NPO 法人おっちラボ 代表理事 
出雲市出身。2014 年島根大学医学部看護学科卒。3 児の母。幸雲南塾 1 期で地域に飛び出

す医療人材によるコミュニティ作りを提案。それを元に医療人材を含む町づくり関係者を

体系的に育成するプログラムを確立。地区振興計画作りや新しい特産品開発販売、中山間地

域での訪問看護事業開始に繋げている。（東京大学医学部サマープログラム認定）。町で働く

ナースの育成を手がける CommunityNurseCompany㈱を 2017 年に設立、代表取締役を務

める。 
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地域活性学会　第９回研究大会

一般研究発表



 木曽岬にぎわい市（仮称）を通した地域人材育成プログラムに関する調査研究 

永野 聡（三重大学） 

Keyword：地域人材育成、他主体との協働、にぎわい市 

 

【問題・目的・背景】 

	 三重県北部地域に位置する木曽岬町は、人口6,500

人の小規模な自治体である１）。町内には小学校と中学

校が一校ずつしかなく、若者は高校進学と同時に町外

へ流出する。木曽岬町が中学生に対して、住まいと暮

らしのアンケート調査を実施したところ、約9割の生

徒が将来地元（木曽岬町）に戻りたくないと回答した。

その結果に大きな危機感を持った木曽岬町は対策を講

じることなった。そこで、将来の担い手である若者が

地域の魅力を知らないからではないかとの仮説を立て、

その検証を実施する結論に至った。具体的には、県内

で唯一の総合大学である三重大学と連携し、地域人材

育成に関するプログラムを実施するに至った。	

	 本研究では、地域における将来の担い手である中学

生と役場の若手職員に対して、地域資源の一要素でも

ある「ヒト」を取材する活動を通して、地域の魅力を

発見する事を目的としている。また、若者と高齢者と

のカタリスト役として人材教育に興味を持つ大学生を

加え、チームを組織する事とした。そして、ピア効果

を醸成するために、多様な世代でのチームワークを主

軸に据える事とした。	

	 人口流出の問題は多くの市町の共通項目であり、同町

での課題解決モデルが全国 896市町村へも応用できると
考えられる。 

 

【研究方法・研究内容】 

①	 研究方法	

(1) 木曽岬町の未来を担う若年層(中学生等)を育成し、
町内外の人を呼び込む仕掛けとして、「木曽岬にぎ

わい市(仮称)	（以下、にぎわい市）」を実施する

事とした。その内容を充実させるため、「(仮称)

青空市（以下、青空市）」を開催し、若年層(中学

生等)が同町の魅力をより深く知る仕組みづくり

を行った。	

(2) 木曽岬町が掲げる小規模共生型自治体構想を具体
化するため、その先導的プロジェクトとしてにぎ

わい市を活用し、産官学民が協働する「木曽岬ま

ちづくり実行員会(仮称)」の設立を進めた。	

(3) 町内の中学生や町外の大学生、町役場の若手職員
が、本活動を通して、地域に与える影響等を検証

するとともに、地域人材育成に資する教育プログ

ラムのモデル化を図った。	

(4) 研究期間は2016年10月1日から2017年3月27
日までとした。期間を前半と後半に分け、途中参

加も可能な自由な形式とした。	

	

②	 	対象地域	

	 三重県木曽岬町は、木曽川の支流である鍋田川を挟

んで愛知県弥富市と隣接している。木曽川より東側に

ある三重県唯一の自治体である（図 1）。主要産業は、

製造業（MRJの部品製造、グレーチング他）、農業（水

稲、トマト他）、加工業（生肉加工他）、水産業（養鰻

業、海苔養殖他）である。喫緊の課題としては、図表

1に示すように、1995年にピークアウトし急激な減少

傾向にある人口と少子高齢化があげられる。しかしな

がら、木曽岬

町は名古屋市

を中心とした

大都市圏に位

置付けられる

ため、移住定

住対策の一環

でもある「地

域おこし協力

隊(総務省)」

等の制度適用

外の地域とな

っている。大

都市圏内にお

ける消滅可能

都市としての

性格を有して

いる点に大き

な特色がある。 

 

 
図1．木曽岬町の位置 
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③	 	研究内容	

ⅰ．にぎわい市について	

	 町初の試行的事業であるにぎわい市を充実させるた

めには、その中核となる主体性を持った町民の参画が

必須条件である。そこで、青空市出展者の掘り起しを

行い、出展見込者に対して、FS的に大学生と中学生が

チームになってプレ取材を実施する事とした。FSを通

して、大きな問題がなければ、本取材にも協力頂くこ

ととした。また、大学は青空市を企画運営し開催する

とともに、取材内容を発表する機会を設けることと

した。木曽岬町は当該事業を地域人材としての資質

向上に寄与する職員研修と位置づけ、町職員(特に若

手)の参加を促すこととした。 

	 実際のにぎわい市を進めるにあたり、次に示すよ

うに、5つの段階に分けることとした。	

(1)事前準備段階（写真1,2）	

	 参加する大学生と中学生を募集するための説明会

を実施し、地域の魅力を引き出す講演会等の企画運

営を行った。また、木曽岬町は木曽岬町教育委員会及

び木曽岬中学校との連絡調整を綿密に実施した。	

(2)事前調査段階	

	 木曽岬町の基礎的な知識を得るための研修会を開催

し、大学生と中学生と役場職員で編成するチーム（以

下、「チーム」）を組織した。チームディルディングに

際しては、ブレインストーミング等の様々なワークシ

ョップ手法を丁寧に実践した。	

(3)事前研修段階（写真3,4）	

	 チームが円滑に取材活動を行うためのインタービュ

写真 1.木曽岬中学校での説明会兼講演会(高校生
レストラン仕掛け人：岸川氏)	

写真2.三重大学での説明会	

写真3.笑顔を引き出す写真術セミナー（講師：笑顔
先生）	

写真4.キャッチフレーズつけ方セミナー（講師：高
橋氏）	
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ー等スキルアップ事前研修会を実施した。大学の役割

として、研修会の効果が上がるよう人物（笑顔先生、

高橋氏）を講師として招聘する事を実施した。	

(4)広報段階	

	 にぎわい市の告知にあたっては、案内ポスターを木

曽岬町の広報誌とともに配送することとした。また、

三重大学の広報室を通して、大学ホームページへの掲

載し、学内でも広く告知を行った。	

(5)実施段階（写真5,6）	

	 大学は青空市開催に向けたチームによる取材活動の

コーディネートおよび開催当日の企画運営を担当した。

木曽岬町はチームの町内移動にかかる業務を担当した。

取材先は青空市への出展見込者を中心とすることとし、

大学生と木曽岬町が協議のうえ決定した。青空市でチ

ームが出展者との関わりや地域産業の理解を深められ

るよう、大学生はチームが出展者の販売等支援をでき

るようコーディネートを実施した。	

 

ⅱ．木曽岬まちづくり実行委員会(仮称)について	

	 将来的には、にぎわい市の開催を町民主体で実施す

る事を想定している。そこで、青空市の取材で掘り起

こされた町民へ向けて、「木曽岬まちづくりセミナー

2017」を実施した。内容は、にぎわい市の振り返り会

及び他地域のまちづくり活動等の事例紹介と地域を元

気にするワークショップで構成された（写真7,8）。な

お、本セミナーに関しては「木曽岬まちづくり実行委

員会(仮称)」が主催する形式で実施した。	

	 大学の役割としては、町民が木曽岬の未来を考え、

自発的な行動を促す手助け（マインドセット、スキル

セット）となるために、その効果があがるような人物

をセミナーの講師として招聘する事とした。具体的に

は、慶應義塾大学総合政策学部の富樫氏を招聘した。

同氏からは、自身が中学生から大学生にかけて係わっ

てきたまちづくり活動の手法を紹介頂いた。次に、大

学（永野）からは、大学人としてのこれまでのまちづ

くり活動の手法を紹介した。様々な角度よりまちづく

りの手法を知ってもらった後、グループワークと発表

会を行った。また、セミナー全体の見える化を図るた

めに、NPO 法人グローカル人材開発センターの肥後氏

をファシリテーショングラフィッカーとして招聘した。

その結果、本セミナーの一連の流れが絵巻き物風に見

写真7.グループワーク	

写真8.成果発表	

写真5：取材本番	

写真6：取材成果発表（青空市）	
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える化された（写真 10）。現在は当日参加できなかっ

た町民への情報提供も含めて、木曽岬町役場の１階ホ

ワイエに展示も行った。	

 

【研究・調査･分析結果】 

	 これまでの取組みの結果より以下のことがわかった。	

(1) チャレンジ力の醸成：自治体、中学校、大学生、
社会人（生産者、NPO、等）など地域活性化に取組

むステークホルダーと関わることで、多様な視点

や視座を得ることができた。また、本活動は多主

体との連携を図ることを必要とするため、参加者

自身の積極性を磨くことができた。	

(2) 論理的思考力・行動力の涵養：課題意識や解決方
法を考えながら実践する論理的思考・行動力を修

得した。加えて、実践的なプレゼンテーション技

術や企画運営力が涵養された。	

(3) チーム力の向上：活動日にはふり返り会を実施し、
チーム活動を支えるファシリテーション技術やコ

ミュニケーション能力の向上を図った。	

	 特に、今回参加している中学生の成長が顕著であっ

た。町内の中学生は、普段、学校の先生と親族しか大

人と触れ合う機会がない。本活動に参加することで

様々な考えを持った大人が木曽岬にいるということを

身をもって実感することにつながった。将来、目標と

したい理想の大人が中にはいるやもしれない。感性の

豊かな時期に、多世代との出会いの場を創出すること

が、持続可能な地域社会を構築する上で、極めて大き

な意義を持つのではないかとの新たな仮説を得ること

にもつながった。	

	 一方、大学生も成長を遂げている。大学生は、普段、

大学と自宅（場合によってはバイト先）の往復が主と

なり、世代を越えた交流は少ない。本取組みを主体的

に行うことで、彼ら自身も良い刺激となっていた。ま

た、大学生は中学生から高齢者まで幅広い層とのカタ

リスト役としての役割を十分に発揮した。公務員志望

の大学生も多い中、実際の現場で働く役場職員と話す

る機会も創出できたことで、将来の就職に関して、明

確な方向性を持てた大学生もいる。	

	 他方、役場の若手職員は、所属課内の業務範囲では

地域の実情を知っているが、俯瞰して把握する力が養

われていなかった。本活動を通して、町内の多様な主

体の取組みを体系的に捉えることができた。	

	 これら一連の活動に関する進捗報告として、生徒を

課外活動に送り出してくれている木曽岬中学校へ幾度

か訪問している。同校の校長先生は校内新聞等で、本

活動に関して、全校生徒や保護者へ広く周知をしてく

れている。このように、校長先生をはじめ、現場で生

徒と常に向き合っている先生方の協力なくして、本活

動は成立しない事を日々感じている。 

 

【考察・今後の展開】 

	 現時点では、将来の担い手である中学生が地域資源

である「ヒト（達）」を知る事に重きをおいた活動を実

施している。次の段階では、何故木曽岬の地で活性化

に向けて努力するのか等、「ヒト（達）」の内面をより

深く知る活動へと展開する予定である。	

	 また、地域人材育成に資する教育プログラムのモデ

ル化を図るために、ルーブリックを導入している。各

人のジェネリックスキルの把握と向上を目的としてお

り、本研究に参加している大学生の約4名が実施した。

これまで暗黙知になりがちであった学びの履歴を可視

化し、客観的に評価する最先端の研究を実施している。

今回は紙面の関係上、割愛することとなったが、別の

機会に発表したい。 
	

【引用・参考文献】	

1） 木曽岬町，2017年，木曽岬町まちのにぎわい基本構
想 

写真10.ファシリテーショングラフィック（(NPO)グローカル人材開発センター：肥後氏作）	
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観光地のアクター・ネットワークと観光産業クラスター

内田純一（小樽商科大学）

： アクター・ネットワーク理論、地域資源、ニセコ・エリア

問題・目的・背景 
観光産業は一般的にハイテク産業とは見なされてこな

かったこともあって、産業クラスターを形成する業界で

あるとは考えられてこなかった。とはいえ、クラスター論

の提唱者であるPorterは、クラスターについてまとめた

著書の中で、ツーリズム産業にかかわる事例を紹介して

いる（Porter, 1990）。しかし、その事例は観光以外の産

業クラスターの形成地域（具体的には、カリフォルニア州

のワイン産業クラスター）において、観光産業部門が果た

す役割について触れているに過ぎなかった。 
観光産業は、ＩＴ産業クラスターのように単一産業の

枠のなかで十分な集積効果を発揮する例が未だ少ないと

言える。統合型リゾート（IR: Integrated Resort）を設置

したシンガポールやマカオはMICE（Meeting, Incentive 
travel / tour, Conference / Convention, Exhibition / 
Event）と呼ばれる観光による経済波及効果の高いツーリ

ズム分野で成功しているが、国による認可が必要なカジ

ノを集客の核としている点で、政府の役割を重視しない

Porter による産業クラスターの諸定義（ダイヤモンド・

モデルなど）からは逸脱していると考えられる。 
しかしながら、我が国が観光立国を真に推進するには、

観光産業が主役となり、観光に付随するサービス事業を

束ねていくような観光産業クラスターが、日本の地方に

おいて誕生し、さらに成長していく必要がある。 
 

観光地開発に関する先行研究

観光地とりわけリゾートと呼ばれるエリアは、観光事

業者が集積し、世界的に名の通ったデスティネーション

（観光目的地）となるまでに、いくつかの発展段階を通過

すると考えられている。 
Oppermann and Chon (1997)は、開発論の立場から発

展途上国のリゾートを考察し、「観光空間」という概念を

使いながら、観光地としての発展の過程で、観光開発の担

い手としてのフォーマル部門（国際的スタンダード・ホテ

ル、航空会社、旅行会社など）とインフォーマル部門（行

商人、露天商、簡易宿泊施設など）が果たす役割が変化す

ることを説明した。なお、フォーマル部門とインフォーマ

ル部門の特徴をまとめた表 1 を参考にすると、インフォ

ーマル部門の零細ぶりが際立つ。 
その一方で、インフォーマル部門にはフォーマル部門

にない特徴として、組織が「原始的」で「個人・家族」所

有であるという身軽さがあり、その特徴を利用して、ニッ

チな商品を志向する。その製品は「少量生産」であったり、

特に初期の頃は「低品質」であったりしても、新たなツー

リズム商品カテゴリーを創出する火種になることがある。 
インフォーマル部門によってもたらされるこのような

効用を、彼らは「発見」の機能と呼んでいる。インフォー

マル部門のアクターは、自らが発見した観光空間におい

てツーリズムを商品化し始める。そして、次第にその観光

空間にはフォーマル部門が進出し、組織的にその新ツー

リズム商品を育成し、やがてリゾートとして公式化させ

ていくのである。 
 

表1 フォーマル／インフォーマル部門の特徴 

 
出所：Oppermann and Chon, 1997, 訳書66頁 

 
Oppermann らが言うインフォーマル部門による発見

の機能と、発見された観光空間へのフォーマル部門の進

出は、製造業におけるベンチャーの発見機能を利用しよ

うとする大企業、もしくはベンチャー自らがキャピタル

を得て起業し、公式化（Go Public）しようとする（イン

フォーマルからフォーマルへの転身）構造と似ている。例

えばAldrich（1999）によれば、創業期企業家は資金的に

は家族やエンジェルなどインフォーマルな資本に頼って

いた段階からスタートするが、成長に伴って徐々に銀行
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の機能と、発見された観光空間へのフォーマル部門の進
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ボランタリーなつながりが重要であるとしたのである。 
Etzkowitz のトリプルヘリックス論を観光に適用する

考え方もある（Page, 2011）が、ボランタリーなつながり

の促進を大学の役割としているトリプルヘリックス論は、

研究大学を持たない観光地には適用しにくい。多様な観

光地において、その地に存在する地域資源との関係を考

慮しながら、いかなる理念型を採用すればイノベーティ

ブなクラスターを生み出せるかを考えるための戦略代替

案を探ることが今後の研究に科せられた課題であろう。 
 

研究方法

本研究では、観光産業クラスター化が進行しつつある

北海道ニセコ地域をケースとし、ニセコ地域における観

光産業間、観光付随サービス産業間のつながりを、アクタ

ー・ネットワーク理論を応用した図 1 のようなフレーム

ワーク（内田、2009）を用いて分析する。 
ニセコにおける観光サービスを支える主なプレイヤー

をフォーマル部門、インフォーマル部門から抽出し、その

位置づけについて、縦軸に従ってローカル・プレイヤーで

あるかグローバル・プレイヤーであるかに区分し、さらに

横軸にしたがって非営利セクターであるか営利セクター

であるかを区分する。その上で、各セグメントに分類され

たそれらプレイヤーについて、連関関係、連携関係を分析

しながら、観光地としてのニセコの発展をどのように支

えているかを考察するというものである。 
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図1 アクター・ネットワーク概念図 

出所：内田（2009）, 138頁を一部改変 
 
例えば、ニセコ地区は、フォーマル部門のうち、よく知

られているように外資系ホテルの進出が目立つ。彼らは

グローバル・プレイヤーであり、営利セクターに属する

「域外企業」である。この場合、支社・支店が域内にあっ

ても、本社機能が地域外にあるプレイヤーは域外企業に

含めて整理する。また、国内初の株式会社の観光協会とな

ったニセコ・リゾート観光協会は形の上では民間企業で

あるが、ニセコ町が出資母体であるため、ローカル・プレ

イヤーであり、かつ営利と非営利の中間に位置する特殊

な企業と位置づけられる。 
このような分類を行い、さらにそれらプレイヤー間に

どのような取引・調整機能が働いているかを観光商品の

形成プロセスや観光資源の利活用法に着目しながら考察

することで、観光産業クラスターがどのように成長する

のかを分析的に見ることができると想定したのである。 
 

ニセコ・エリアの事例

倶知安町とニセコ町にまたがるニセコユナイテッドに

ある四つのスキー場のうち、二つは外資である。東山地区

ではマレーシア資本の YTL コーポレーションが所有す

るホテルをヒルトンが運営し、国際的ホテルブランドを

名乗っている。さらに2020年にはリッツ・カールトンが

開業する。花園地区では香港資本のPCPDの開発でハイ

アットホテルズアンドリゾーツが運営するパークハイア

ットが2019年に開業する。 
ニセコのスキー場は、オーストラリアや香港、シンガポ

ールなどからやってきた観光客であふれ、リフトや売店、

レストランで働く従業員にも外国人が多い。高級コンド

ミニアムだけでなくカプセルホテルなどの安宿の開業に

も外資が関わることが増えており、客層の裾野は広い。 
なお、観光開発に外資の導入は二つの点で欠かせない。

第一に、観光インフラを整える点である。海外からの観光

客が安心して宿泊やレジャーを楽しめるように整備する

には外資を導入したほうが効率がよい（例えば、日本にカ

ジノ等の IR を新設するには外資導入が現実的）。もちろ

ん、国際ブランドのホテルの立地は、国際レベルの観光地

であることを潜在顧客に直感的に示す効果もある。 
第二に、観光サービスのノウハウやシステムを導入す

る点である。ニセコの夏の魅力をラフティングなどの観

光アクティビティで高めたのはこの地に移り住んだ外国

人であったことは象徴的である。そのうちの一人である

オーストラリア人のロス・フィンドレー氏は、ニセコ・ア

ドベンチャー・センター（NAC）を設立して、ニセコに

夏のアクティビティを定着させた。また、国際的ホテルチ

ェーンはホテル・レップと呼ばれる予約システム網を持

っており、立地するデスティネーションを間接的にPRし

てくれる。オンライン・トラベル・エージェント（OTA）
が台頭しても、デスティネーションにコミットする外資

の存在は地域にとって心強いはずである。 
これら二点は、外資が地域へ及ぼす経済効果の代表的

なものである。 

考察

観光開発に外資が必要となることが普通であるとは言

え、段階的に地域独自色を織り交ぜていくことも重要だ。

例えばシンガポールのセントーサ島は、カジノのほかに

米国資本のテーマパークのユニバーサル・スタジオを擁

する標準化されたリゾートであるが、島の西側がシロソ・

ポイント（第二次大戦中にイギリス軍が日本軍に抵抗し

て立てこもった砦）として開発され、シンガポールの歴史

を振り返る戦争遺跡になっている。自国の歴史を象徴的

にアイコン化する施設を国際リゾートに隣接させれば、

地域アイデンティティを内外に示す効果は高まる。また、

外資だから地域色が出せないこともなく、同国のマリー

ナベイ・サンズは米国のラスベガス・サンズが運営する

IRだが、今やシンガポールの新たなアイコンである。 
国際標準だけで勝負すれば、世界と競い合う必要があ

るが、地域資源ならば差別化しやすい。また、地域資源が

観光に活用される過程で、その価値が広く内外に伝搬す

れば、住民の意識や行政・産業のベクトルが統合され、地

域のアイデンティティを統合しやすいはずである。 
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図1 アクター・ネットワーク概念図 

出所：内田（2009）, 138頁を一部改変 
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例えばシンガポールのセントーサ島は、カジノのほかに

米国資本のテーマパークのユニバーサル・スタジオを擁

する標準化されたリゾートであるが、島の西側がシロソ・

ポイント（第二次大戦中にイギリス軍が日本軍に抵抗し

て立てこもった砦）として開発され、シンガポールの歴史

を振り返る戦争遺跡になっている。自国の歴史を象徴的

にアイコン化する施設を国際リゾートに隣接させれば、

地域アイデンティティを内外に示す効果は高まる。また、

外資だから地域色が出せないこともなく、同国のマリー

ナベイ・サンズは米国のラスベガス・サンズが運営する

IRだが、今やシンガポールの新たなアイコンである。 
国際標準だけで勝負すれば、世界と競い合う必要があ

るが、地域資源ならば差別化しやすい。また、地域資源が

観光に活用される過程で、その価値が広く内外に伝搬す

れば、住民の意識や行政・産業のベクトルが統合され、地

域のアイデンティティを統合しやすいはずである。 

そうした観点からニセコ・エリアを評価すると、パウダ

ースノー以外の地域資源を観光に組み入れることはまだ

十分ではない。行政区域も複数の町にまたがっており、統

合的な地域アイデンティティを保有しにくい状況である。 
なお、インフォーマル部門による発見の機能と、発見さ

れた観光空間へのフォーマル部門の進出という点では、

NACなどの観光ベンチャーが開拓した分野に、外資等の

大企業が参入する現象も見られる。フォーマル部門が新

たなツーリズム分野に進出してきているのである。 
我が国の観光産業においては、こうしたインフォーマ

ルからフォーマルへの急速な変異や、インフォーマル部

門の「発見」したツーリズム商品分野へ、外資が参入する

例は稀であった。ところが、ニセコでは、インフォーマル

なプレイヤーがフォーマル化していく例がいくつか観察

されたほか、教育サービスやレストラン、不動産など、観

光産業向けにサービスを展開する他のサービス業がニセ

コに進出し、外資系ホテルなどの域外企業と取引を行っ

たり、商品開発を共同で行ったりする例がみられた。 
これらは通常のハイテク・クラスターに似た特性であ

り、ニセコには観光産業クラスターの萌芽があると考え

られるであろう。 

まとめ

観光地によっては、公的部門が直接フォーマルな大規

模観光開発を行ったり、大企業を誘致して、公・民連携の

成果を重ねたり、外資を含む民間活力を利用した投資を

招き入れる（つまり、非営利セクターがインフラ等の環境

条件を整備する）ことで、一定程度まで発展する場合も確

かにある。観光インフラが整備されると、別の地域資源を

観光開発に応用する「発見」が連続的に行われる段階に進

む可能性が出てくるからである。 
しかし、観光地としての望ましい形は、地域資源の「発

見」が今後も継続的に行われる可能性があり、フォーマル

部門による大規模な観光開発と、インフォーマル部門に

よる新たな観光空間の魅力を創造する取り組みとが両立

する状況である。このような観光地は、観光産業クラスタ

ーの段階に近づいていると見なすことができよう。 
インフォーマル部門の参入を許容する条件が加味され

れば、地域資源の発見機能が強まり、ひいては観光地とし

てのダイヤモンドが整った状態、すなわち観光クラスタ

ー化した段階へ移行できる。この変異のプロセスが、観光

クラスターに進化する観光地のダイナミクスである。 
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産学協同による被災地生産品の販路拡大の取り組み 

 

久宗周二（高崎経済大学）久宗航太（上智大学） 

 

Keyword： 被災地支援,ボランティア、販路拡大 

 

【問題・背景】 
 

東日本大震災で大きな被害受けた、岩手県沿岸部も徐々

に復興しつつある。水産関係の加工品の生産量も回復しつ

つあるが、販路を拡大していかなければ、せっかくの商品

も売れ残ってしまう。特に、被災地の生産設備が壊滅して

いた時に、商店などに他の地域から代替品が入ったために、

被災地で生産が回復しても、再度同じ製品を導入すること

が難しいこともある。販路拡大は課題であり、いままであ

まり消費をされていない地域で販売し、需要を引き出すこ

とができれば、販路を確保と売り上げにつなげることがで

きる。本研究では、生産地、百貨店の協力を得て、従来岩

手県海産物があまり販売されなかった地域に、産学共同で

催事での販売とPRを行った。 

総務省家計調査によると、群馬県の魚介類消費量は全国

41位と内陸県のためか少ない。その一方で群馬県前橋市は

県庁所在地別マグロの消費量が 5位になっている。マグロ

の消費量が多いのは、2 位に山梨県甲府市が入っている。

逆に言えば、少ない魚介類消費量の割にはマグロの消費量

が多く、マグロ以外のバリエーションが少ないことが考え

られる。そこで、岩手県沿岸部の海産物をＰＲと販売し、

共同でPRをすることにより、新たな顧客を得られる。 

筆者らは石巻専修大学の石原慎士研究室と共同で以前も

同様の理由で、群馬県のスーパーマーケットに宮城県気仙

沼市の海産物を紹介して、共同でＰＲに等を行った。それ

までは群馬で売られたことが無かったサメのフライなど試

食販売を行い、その後の継続的に販売することができた。 

今回は、対象地域を変えてデパートでの催事販売を行った。 

 

【研究方法】 

 
今回研究を行った地域は、岩手県久慈市及び洋野町種市

地区であり、両地区とも東日本大震災では津波の被害を受

けた。さらに、久慈市は昨年の台風10号により街中が水没

する被害を受けていた。その後、復興に努め生産設備は復

活したが、先述したように販路拡大は課題である。また、

東日本大震災発生当初は復旧のために、廃棄物の運搬や土

砂の排出などで多くのボランティアが必要であった。現在

は復興が進んで土砂の排出などのボランティアは必要なく

なってきているが、人口の流出や、土木作業などに人手が

とられるために、水産加工の現場では深刻な人手不足が続

いている。そこで、人手が足りないウニの加工と、産直市

での販売をゼミの学生とともにボランティアで実施した。 

また、従来久慈市の海産物がほとんど販売されていない、

群馬県高崎市で百貨店の催事に合わせて、学生の協力を得

てボランティアで宣伝と販売を行った。産学共同で被災地

産品の販路拡大を行ったので報告する。 

 
【研究結果】 

 

群馬県高崎市のスズラン百貨店の東北展で、高崎経済大

学久宗ゼミの学生と上智大学観光研究会がボランティアで、

久慈市の海産物の直売と、久慈広域の観光紹介を行った。 

 

〇ウニ剥きボランティア 

人手が足りないことと、学生が実際に現地の状況を見聞

するために、5月2～3日に久慈市に隣接する岩手県洋野町

の宿戸ウニ直売会で、教員と有志のゼミ生と上智大学観光

研究会の学生8名で、ウニのカラを剥きした商品づくりと、

直売会の販売の手伝いするボランティアで行った。 

 

 

図 1 市場内でのウニの仕分け作業 
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 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、二年間養殖溝に放流する。特に種市南漁協で

は養殖溝を用いたウニを育てている。それは、一枚岩に人

工的にほった溝に海流が流れこむことで、栄養たっぷりの

海藻が育ちそれをウニが食べて育つ。ここで育つことで身

が締まった甘くて濃厚なウニになる。 

5月 3日の直売会では、ウニをそのまま販売もするが、

剥いたウニの身を瓶詰めにしたものが人気である。学生の

ボランティアは漁協の婦人部の方にいろいろと教わりなが

ら、ウニ剥き道具とピンセットを使い取り除き、約 3千本

を用意した。 

 

 

図 2 割ったウニから、ピンセットでごみを取り除く 

 （学生のボランティアも加わっている） 

 

 

図 3 市場内での海産物の直売 

 

直売会は 5月 3日 9時からの販売予定であったが、毎年

人気が出できて早い人は朝 3時から並び、午前 7時には長

蛇の列になっていたために、予定より早めに開始をした。

学生ボランティアは、ウニとともに人気の高いホヤの袋詰

めと販売、整理券の配布など行列の整理を地元の中高生と

ともに行った。 

 

 

図 4 学生のボランティア① 

（海鞘の袋詰めと販売） 

 
図 5 学生のボランティア② 

（行列の整理・整理券の配布） 

 

現地では種市南漁業協同組合のご厚意により番屋に宿泊

して、夕飯にはおいしい海産物の提供を受けた。漁師の方々

と一緒に作業をすることにより人情に触れ、きれいな海の

景色と、おいしい魚介類を食べて、現地のすばらしさを十

分に堪能した。参加した学生の感想を以下に記す。 

『ウニ剥きボランティアを終えて』 

 「東北はまだちょっぴり寒かったのですが、とてもあた

たかい場所でした。特にお世話になった洋野町の方々は、

みんな明るく優しい方々ばかりで、私達より年配である

にもかかわらず、返って私達が元気をたくさんもらいま

した。 ウニはもちろん、たくさんの海の幸は非常に美味
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しかったです。群馬にもこんな海がほしいなー、なんて

考えてしまいました。今回、ボランティアという形で、

大変有意義な経験をさせていただき、宿戸漁港の方々を

はじめ、洋野町の人達、まちの自然には感謝の気持ちで

いっぱいです。この機会を将来に活かしていけるように

頑張っていこうと思います。本当にありがとうございま

した。」 

 

 

 図 6 番屋での海鮮バーベキュー 

 

〇 百貨店での販売 

 

5月 4日に久慈市観光物産協会に今回の行き打ち合わせ

をして、担当者より「今回のイベントの打ち合わせで、先

方から被災地に来ていただくだけで支援になります。ぜひ、

岩手の良さを群馬でPRしてください」とメッセージを頂い

た。 

 

 

図 7 出店した百貨店（群馬県高崎市） 

 

 

2017年5月24日～30日まで一週間朝10時～夜７時まで、

スズラン百貨店高崎店で開催した「東北展」で、北三陸か

ら直送した海産物をゼミ生が交代で販売するとともに、久

慈地区のパンフレット配布などの宣伝活動を行った。 

特に今回は従来販売してこなかった、「すき昆布」、「干ふ

のり」、「干まつも」などの海藻を中心に、「煮干し」、「潮騒

の一夜干し開真ほっけ」、「開さんま」などの冷凍品、青森

南部から岩手北部の郷土料理である「いちご煮」、「海女の

磯汁」などの缶詰を販売した。 

 

図 8 物産展での出店風景（群馬県高崎市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 地元紙での紹介記事 

（上毛新聞 平成29年 5月 24日） 
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図 9 地元紙での紹介記事 

（上毛新聞 平成29年 5月 24日） 

 

デパートとコラボレーションした新しい形態であり、地

元新聞紙も記事として取り上げた。 

群馬ではあまり売られたことがない、すき昆布を麺つゆ

で煮て試食販売したところ、好評を博して、最終日を待た

ずに売り切れてた。お客さんはどのように食べてよいかわ

からなかったが、調理方法なども提案をするより多くのお

客様に購入をしていただけた。また、ホッケなどの冷凍品

も好評であった。親が岩手県出身で群馬在住の女性が、以

前は「まつも」を群馬で手に入らないためにインターネッ

トで買っていたが、今回は直販しているので、大量に購入

をした。 

７日間で12万円の売り上げがあった。1日の売り上げは、

1万 7千円程度であったために、原価や輸送費に人件費を

加えたなら赤字であるが、今回はボランティアで人件費が

浮いたために、ある程度の利益は上げられたと考える。さ

らに、ウニのカラ剥きボランティア活動の記録を写真で展

示して、すべてのお客さんに観光のパンフレットを配布し

た。それらの活動を地元紙に取り上げられたことも勘案し

て、岩手県北部地域のＰＲを行えたと考えている。 

 

 

図 10 手作りのＰＯＰで岩手を PR（群馬県高崎市） 

 

【考察・今後の展開】 

 

 今回の活動が成功をしたのは、現場との円滑な人間関

係が事前にできていたことが大きいと。筆者が岩手県県

北地域振興局より漁船の労働安全衛生の研究を2015年よ

り引き受けて、現地で漁船に乗り、漁業者に安全の講習

をするなどしていた。2016年は上智大学観光研究会が、

地元企業、岩手県、洋野町、漁協と共同で「ウニの殻剥

き体験」のイベントを開催しており、その時にもウニ剥

きと、産直所の運営ボランティアを行っていた。それら

の実績があつたために、今回はスムーズに運営できたと

考える。 

 被災地では人手不足が続いており、ボランティアのニ

ーズはあるが、どんなボランティアが来るか、ちゃんと

働いてくれるか、トラブルは起こさないかなどの不安も

ある。そこで、ボランティアをしたい学生と、現地でつ

ながりがある人がファシリテーターとなって結び付ける

ことが重要である。 

また、今まであまり高崎では販売していなかった岩手

県沿岸部の商品を催事で販売した。試食販売をした一部

の商品は売り切れるなど人気を博したので、今後も継続

して販売をしていく。さらに、たかさき昼市などでも被

災地産品の販売と地域のPRをするとともに、海産物を取

り入れた商品開発など多面的に販売をしていきたい。そ

の効果についても検証していく。 
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日本国内のシビックテックにおける技術者と非技術者の協働促進に関する研究 

大西翔太・小林重人・橋本 敬（北陸先端科学技術大学院大学） 
Keyword： IT を用いた地域活性、運命の相互依存性、Code for X 
 
1. 研究背景 

	 近年，市民がテクノロジーを活用して社会や地域の課

題を解決する活動であるシビックテック（福島，2016）が

欧米を中心に盛んに行われている．そしてこの取り組み

によって，米国では実際に非技術者の声を技術者が形に

するという，両者が主体となった地域づくりが実現して

いる（野村，2016）．また，日本でも近年の地方創生など

の背景からシビックテックを行う組織が多く立ち上がり，

活発に活動している（福島，2016）． 

	 しかし，近年国内のシビックテックについて，現場にい

るのが一部の技術者に限られている（原他，2015）といっ

た，非技術者の参加が少ないという指摘がされている．非

技術者と技術者が協働することで地域課題にアプローチ

するシビックテックにおいて非技術者の参加が欠けるこ

とは，協働が阻害され，シビックテックの活動範囲や作り

出す価値が縮小することにつながると考えられる． 

	 こうした問題は現場レベルでも指摘されており，非技

術者のシビックテックへの参加を増やすためのワークシ

ョップなどの取り組みは各地で行われている．しかし，そ

れらの多くは短期的な活動に終始しており，活動の発展

性や継続性に大きな課題を抱えている．そこには，短期的

な参加のためのモチベーション向上だけでは解決できな

い，実際に技術者と非技術者が協働しながら活動してい

くことの難しさが存在していると考えられる． 

	 そこで本研究では，国内のシビックテックが非技術者

と技術者の協働により地域課題が解決される活動になる

ことを目指し，国内のシビックテックにおける技術者と

非技術者の協働の現状を明らかにした上で，それを阻害

する要因を明らかにすることに取り組む．目的達成に向

けて本研究ではまず，国内のシビックテックの現場にお

いて技術者と非技術者の協働がどの程度必要とされてい

るか，そして協働が実現されている程度とその具体的な

内容を明らかにする．さらに，技術者と非技術者の協働が

実現している米国のシビックテックの調査を行い，国内

の現状との比較を行うことによりシビックテックにおけ

る技術者と非技術者の協働を阻害している要因を明らか

にする． 

	 ここで，本研究でシビックテックにおける協働を考え

る上で重要な点として，シビックテックに取り組むコミ

ュニティ（以降「シビックテックコミュニティ」と表記）

の協働が持つ特徴を明らかにしておかなくてはならない．

なぜなら，これまで協働に関わる研究は「企業」における

協働を対象としたものが多いが，それに対してシビック

テックコミュニティは，報酬を受け取って活動していな

いことや，利潤の最大化を目的としていないことなど，企

業とは異なる点が多いためである．よって本研究に取り

組む上で，企業における協働に関する研究での知見をそ

のまま当てはめることは難しいため，まず初めにシビッ

クテックにおける協働の概念整理を行う． 

2. 協働の概念整理 

	 本研究では中村ら（2010）が行った職場における協働に

関する研究で示されている協働を構成する要素を用いて，

シビックテックにおける協働の概念整理を行う． 

	 協働と似た言葉には「協力」と「協同」がある．中村ら

によると「協力」は 1 回きりの行動でも用いられるのに

対して「協働」と「協同」は行動ではなく関係性を示す．

また「協同」は親会社と子会社，上司と部下のような一方

が他方の支援をしている状況でも使える言葉であるのに

対して「協働」は相互統制的で平等な関係性の場合にのみ

用いられる．よって本研究では協働を，「相互統制的な人

同士が長期間共に働くこと」と定義する． 

	 次に「技術者と非技術者が協働する」「地域外の人間と

地域外の人間が協働する」というシビックテックの特徴

をもとに，中村らが示した協働を構成する要素のうちシ

ビックテックにおける協働に影響しうるものを表 1 にま

とめ，以下にその理由を示す． 

表1 シビックテックにおける協働に影響しうる要素 

要素 概要 

運命の相互依存性 互いの結果に関する相互依存性 

コミュニケーショ

ンと調整 

目標に向けて互いの行動を調整

できる関係かどうか 

関係の持続性 裏切ることで応報を受けるネッ

トワークができているか 

	「運命の相互依存性」は特定の人の行動の結果が他の人

の結果にどれだけ影響を与えるかを示している．シビッ

クテックは居住する地域が異なる人同士が協働する活動
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であるため，異なる地域に暮らす人同士では運命の相互

依存性が低くなってしまう可能性がある．「コミュニケー

ションと調整」は関係者同士がどれだけ互いの行動を調

整できるかを示している．シビックテックは属性の異な

る多様な人同士が協働することからお互いの調整が難し

いと想定される．「関係の持続性」は，人同士の繋がりが

どれだけ強いかを示している．シビックテックは参加を

辞めるハードルが低いため関係の持続性を保つことが企

業よりも難しいと考えられる． 

3. 研究内容 

	 本研究では，技術者と非技術者の協働が実際にシビッ

クテックの現場で問題となっているかどうかを確認する

とともに，国内のシビックテックの現場において協働が

どの程度できているか，またどのような形で行われてい

るかについての実践者の認識を明らかにするため，シビ

ックテック実践者に向けた協働に関するアンケート調査

を実施する．アンケート調査は，国内のシビックテック全

体の様子を知るため，国内全体のシビックテック活動を

支援する組織であるCode for Japan関係者や，国内のシビ

ックテックをよく知る実践者を対象として行う． 

	 そして，技術者と非技術者の協働が進んでいる米国の

シビックテック実践者に向けたヒアリング調査によって

活動の内容や協働が実現するまでに至った経緯を明らか

にし，協働に影響を及ぼす 3 つの要素がどのように作用

しているか分析することで，協働が実現している事例に

おいてそれぞれの要素がどのように作用しているのかを

明らかにする．そして米国と日本のシビックテックの比

較を行うことで国内のシビックテックにおいて協働を阻

害している要因を明らかにする． 

4. 研究結果 

4.1. シビックテック関係者に向けたアンケート調査 

	 2017年 7月 18日にCode for Japan主催で東京にて行わ

れた各地のシビックテック実践者が集まり学びあうイベ

ントにてアンケート調査を実施した．調査対象者のシビ

ックテックへの参加年数が平均で 3 年弱であり，日本で

初めてシビックテックコミュニティが設立されたのが

2013年であるということを考えると初期から関わってい

る人が多かったこと，Code for Japan関係者の比率が 16人

中 7人と高かったこと，日本全体の Code forコミュニテ

ィが40あるうちの2割にあたる8つのコミュニティの代

表者が参加していたことなどから，本調査の調査対象者

として相応しいと判断した． 

 

4.1.1. 協働の現状 

	 技術者と非技術者の協働の必要性に対する個人の認識

を問う質問の結果を図 1 に，日本のシビックテックにお

ける協働の実現度合いの体感を問う質問の結果を図 2 に

示す．図 1を見ると，16人中 13人の調査対象者が「シビ

ックテックにおける技術者と非技術者の協働が必要であ

る」，残りの 3人が「必要な時もあれば必要でない時もあ

る」と答えた．しかしその一方で，図 2を見ると実際に協

働が「できている・ややできている」と答えた者は 5 人

と，全体の半分にも満たなかった．ここで，協働が「あま

りできていない・できていない」と回答した者に対してそ

の理由を尋ねた質問の回答結果を図 3に示す．図 3を見

ると，協働ができていない理由として突出して回答数が

多いものは無く，人によって様々な捉え方をしているこ

とが明らかになった． 

 

	 この結果から，シビックテックでは全体として技術者

と非技術者の協働が必要であるという認識は多くの人が

持っているもののそれはあまり実現できておらず，その

原因は技術者や非技術者の参加不足だけでなく，協働す

る関係性や認識の欠如や協働の機会の不足など，様々で

あることが明らかになった． 

4.1.2. 協働が生み出す価値 

	 アンケートの中で技術者と非技術者の協働が実現する

ことの価値について聞いたところ，大きく分けて「視点の

多様化」，「スキル面での補助」，「参加の多様化」という 3
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つに分類することができた．さらに「視点の多様化」と「ス

キル面での補助」はそれぞれ技術者視点のものと非技術

者視点のものに分類することができた．分類したそれぞ

れの価値の説明を表 2に示す． 

表2 シビックテックにおける協働がもたらす価値 

視
点
の
多
様
化 

技
術
者 

技術者の参加によって潜在的な課題が解

決可能な課題に変わる 

非
技
術
者 

解決すべき課題を持つ非技術者の参加に

よって課題に対して適切な解決方法を考

えることができるようになる 

ス
キ
ル
面
で
の
補
助 

技
術
者 

技術者によるスキル面での補助によって

課題が解決できるようになる 

非
技
術
者 

地域につながりのある非技術者の補助に

よって課題に対して適切なアプローチが

取れるようになる 

参加の多

様化 

参加方法の多様化によって自分の持ち味

を生かして参加できるようになる 

	 今回のアンケート調査で国内のシビックテック実践者

の協働に対する認識がどのようになっているのか，そし

て協働が実現することの価値について知ることができ

た．では，協働がうまくできている米国の事例での実践

者の認識はどのようになっているのだろうか． 
4.2. 米国でのヒアリング調査 

	 米国でのヒアリング調査は 2017年 2月 10日にシカゴ

市にあるCode for Americaのオフィスで実施した．調査対

象者はシビックテック経験年数が長く，加えて先進的な

地域で活動をしている方として，シカゴ市でシビックテ

ック活動を行うChristopher Whitaker氏を選定した． 

	 調査の結果，協働に影響しうる要素のうち「運命の相互

依存性」については，技術者だけで新しいコミュニティを

作るということはしておらず，既存の地域コミュニティ

に出向いてそこに溶け込み共に活動をしているという話

があった．こうして外部からの参加者も地域の中に入っ

て活動していることから, 技術者と非技術者の意思疎通

が進み，相互の求める結果が近づいていると考えられる

ため，運命の相互依存性も非常に高いと言える． 

	 また，「コミュニケーションと調整」に関して，参加者

のニーズについて質問したところ，技術者は地域の課題

を解決できる人材になるために非技術者から学びたい，

非技術者は今抱えている問題を自分で解決できるように

なるために技術者から学びたいという，お互いに学びた

いという思いがあるという回答を得ることができた．こ

のことから，どちらかがどちらかを手伝っているような

状況ではなく，お互いに学びながら調整する平等な関係

であることが分かった． 

	 最後に「関係の持続性」については，米国ではCode for 

Americaによる大規模なネットワークの構築とともに，シ

カゴ市の内部でも技術者と一般市民，学校や企業，行政と

いった様々なアクターが協力しあって活動するエコシス

テムが形成されていることが明らかとなった．さらにシ

カゴ市では「Chi Hack Night」という技術者と非技術者が

地域のことについて議論するイベントが毎週開催されて

おり毎回 100 人を超える参加者がいるという，協働の場

の形成を確認することができた． 

5. 考察 

	 アンケート調査の結果，シビックテックには協働が必

要だが実現はできていないという認識を持っている実践

者が多いことが明らかになった．そして，その原因と考え

られるものは図 3 に示したように多様である．本研究で

は，シビックテックにおいて非技術者の参加が少ないと

いう指摘（原他，2015）をもとに研究を行ってきたが，現

場の視点では非技術者の不足だけでなく，技術者の不足

や協働する関係性・認識の不足といったものも原因とな

ることがわかった．ここから，背景で指摘したように，単

純に参加者を増やすだけでなく，参加した後の技術者と

非技術者間の関係性の構築や協働が必要だというひとり

ひとりの認識を高めていかなければ，協働は実現できな

いと考えられる．そして，協働する関係性や認識が不足す

ることで関係の持続性が低くなる状態，つまりどちらか

が「お手伝いをしている状態」になっているとすれば，そ

れが技術者・非技術者の参加が不足する一因となる可能

性があると考えられる． 

	 そして表 2 に示した協働が実現することの価値につい

て，これまでは「技術者＝スキルを持つ人」，「非技術者＝

課題を持つ人」という観点から研究を進めてきたが，調査

によって非技術者が技術者に対して地域との人脈や交渉

術といったスキル面での支援を行なっていることが新た

にわかった．この点については米国での調査でシビック

テックにおける「技術者と非技術者がお互いに学びあっ

ている」という部分との類似点が見られる． 

	 加えて，これまではシビックテックコミュニティ内部

での協働に着目して研究を行なってきたが，アンケート

調査での協働が実現している事例についての結果から，

必ずしもシビックテックコミュニティ内部での協働だけ

ではなく，地域団体や行政といった外部との連携を含ん

だ協働が行われている事例が多いことがわかった．また，
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アンケート調査によって Code for Kanazawa や Code for 

Aizu でも外部との協働が実現できているという指摘が見

られた．この点については，野村（2016）によるとシビッ

クテック先進地域であるシカゴ市においても学校や地域

団体等の外部コミュニティと連携して課題解決を行なっ

ているため，外部のコミュニティとの連携がシビックテ

ックにおいて協働を進めるための重要な要素であると考

えられる． 

	 そして，協働に影響する要素のうち，運命の相互依存性

については，今回調査したシカゴ市のように地域に完全

に溶け込み一体となって活動しているシビックテックコ

ミュニティはまだ国内にはあまり無いように感じる．し

かし，前述したCode for KanazawaやCode for Aizuのよう

に地域コミュニティとの連携を行なっている団体は存在

する．よって今後そうしたコミュニティへの調査と比較

を行うことで，国内で運命の相互依存性を高めるための

要件を明らかにできると考えられる．また関係の持続性

については，日本でもCode for Japanを軸としたネットワ

ーキングが行われているものの，学校や企業との連携や

地域の中からビジネスが生まれる仕組みができている米

国と比較すると，地域内での繋がり，地域外のコミュニテ

ィとの繋がり共に強くはないと言える．そして，コミュニ

ケーションと調整についても，シビックテックビジネス

の創出やシビックテックへの参加によるキャリアアップ

が実現している米国と比較すると，ボランティア活動が

主な日本ではお手伝いのような形で参加している人が多

いと考えられる．これらの点については日本と米国の文

化的な差異や政府，基金の力の強さを比較する必要があ

ると考えられる． 

	 ここで，協働を妨げている 3 つの要素全てについて，

それらの原因になりうる技術者と非技術者の違いとして

「参加の動機」と「属性の違い」が考えられることから

我々は，そうした違いから生まれる懸念が協働を妨げる

ボトルネックになっているのではないかと考える．ここ

で，「懸念」は中村ら（2010）による定義を用いると，人

と人との関わりがある場面において，互いの関係が発達

していない状態である場合に防衛的な風土から生まれる

恐怖や不信感である．両者の間に存在する懸念により協

働する雰囲気が妨げられた結果，前述した 3 つの協働に

影響しうる要素に関して問題が起きているとすれば，両

者の参加の動機や属性の違い，またそこから生まれる懸

念を調べることが協働を妨げている要因を明らかにする

ことにつながるであろう． 

6. 結論 

	 本研究では，国内のシビックテックにおける実践者の

協働に対する認識を明らかにするため，国内のシビック

テック関係者を対象としたアンケート調査を実施した．

調査の結果，協働の必要性については調査対象者 16人全

員が「必要である・必要な時もある」と回答した一方で，

国内のシビックテックにおける協働の実現度合いについ

ては, 「実現できている・やや実現できている」と答えた

人が 4人であるのに対して，「実現できていない・あまり

実現できていない」と答えた人が 7 人と，実現できてい

ないと回答した人の数が多かった．このことから国内の

シビックテックにおいて協働は必要とされているものの，

実現できていないという状況にあると考えられる． そし

て，日本の現状と協働が進んでいる米国の比較を行うた

め，米国のシビックテック実践者へのヒアリング調査を

実施した．その結果，日本は米国と比較して，協働に影響

を与える要素である「運命の相互依存性」，「コミュニケー

ションと調整」，「関係の持続性」の全てが不足しているも

のの，外部コミュニティとの連携など，米国の事例に近い

動きが各地で起こり始めていることが分かった． 

	 今後は本研究で明らかになった事実を踏まえ，国内の

ジビックテックコミュニティ全体に向けた調査を行い，

日本全体のシビックテックにおける協働の現状を明らか

にするとともに，国内で協働が実現できている地域とで

きていない地域との比較や，米国との比較を行うことで，

国内のシビックテックにおいて技術者と非技術者の協働

が実現するための仕組みを明らかにしたい． 
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地域課題の解決のための地域の課題・資源・未来を用いた三次元マトリックス法の提案 
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Keyword：イノベーション、ワークショップ、マトリックス法 

 

【研究の目的】 
 地域における少子高齢化やそれに伴う過疎化、地域経

済の低迷などを背景に、複雑に原因が絡み合う社会課題

を集合知で解決する(Conklin 2005, Bosch et al. 2013)こ
とによる、地域活性化や地方創生の意義が強まっている。

地域活性化や地方創生を実現するひとつのアプローチと

して、地域住民が参加し、地域課題の解決方法を考える

ワークショップが数多く企画され、開催されている 
(Yasui et al 2014a, 山浦 2015,)。本研究は、地域課題を
解決するアイデアを地域住民の協創により創発する手法

として、社会課題解決の全体俯瞰的なアプローチである

システム×デザイン思考 (前野ら 2014) に基づく三次元
マトリックス法を提案し、その有効性を定量的及び定性

的に検証することを目的とする。本手法は、地域の課題、

資源、未来という地域社会を規定する 3つの時間に沿っ
たアイデアを、強制連想法の一つであるマトリックス法 
(高橋ら 2002) を2回用いて掛け合わせることによって、
地域活性化や地方創生につながる創造的なアイデアの発

想を促す手法である。 
 
【本手法の基本コンセプト】 
 地域の課題、資源、未来を用いた三次元マトリックス

法は、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研

究科が提唱するイノベーションを実現するための方法論

であるシステム×デザイン思考に基づいている。システム
×デザイン思考は、あらゆる物事をシステムとして捉える
システム思考、並びに観察、発想、試作を何度も繰り返

しながらイノベーションの協創を目指すデザイン思考を

統合的にマネジメントする方法論である(Yasui et al. 
2014b)。特に地域課題の解決にあたっては、少子高齢化
や経済の疲弊などを背景に、ヒト、モノ、カネなどの資

源が限られる中で、革新的なイノベーションの実現が求

められる(Yasui et al. 2016)。そのためには、地域に対す
る多視点からの全体俯瞰、及び構造的な理解を図るとと

もに、地域住民の共感、相互理解を軸にした飛躍的なア

イデア発想の構造化(今泉ら 2013)のプロセスが重要で
ある。 
 本手法は、そうしたアイデア発想の構造化プロセスと

して、地域の様々な要素を、地域が抱える課題、地域が

持つ多様な資源、そして地域が目指すべき未来という視

点から地域の社会システムと捉え(保井ら 2016)、それら
の要素を掛け合わせることによって、最終的に地域にお

けるイノベーションを実現するアイデアの発想を促す方

法論である。本研究は、デザイン要素の掛け算によりデ

ザインの統合を行う工学手法である Pugh Concept 
Selection(Pugh 1991)をベースに、Yasui et al. 2015が提
唱したシステム×デザイン思考に基づく 「社会課題解決
のための構造的掛け算アプローチ」 (Structured 
Approach for Solving Social Issues; SMASSI)を地域課
題解決のためにさらに発展させ、地域の課題、資源並び

に未来のテーマを用いた三次元マトリックス法に拡張し、

その有効性を検証するものである。 
 
【本手法の基本モデル】 
 課題、資源、未来を用いた三次元マトリックス法は主

に以下の2つのプロセスから成る。 
 
① 課題、資源、未来の3要素を用意する 
② 3要素を掛け合わせ、アイデアを発想する 

 
 地域課題の解決を目指す本研究においては、それぞれ地
域の課題、資源、未来に焦点を絞り、アイデアを発想す

る。以下にプロセスの詳細を記述する。 
 
① 課題、資源、未来の3要素を用意する 
 最初に、地域の課題、資源、未来の3要素を用意する。
用意するにあたっては、様々な方法が考えられる。例え

ば、ある特定のリサーチ主体によるフィールドワークや

インタビュー、文献参照などの調査活動から、地域住民

によるダイアローグ(中村ら 2017)など、多種多様な方法
を用いることができる。 
 本研究では、要素の掛け合わせによるアイデア発想の

フレームワークとして、集団としての創造的学習の場で

あるワークショップ(Fleming 1997, Will 1997)を設計し、
その中でそれぞれの要素を創造技法の一種であるブレイ

ンストーミング(Clark 1958)と親和図法(Martin et al. 
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 地域課題の解決を目指す本研究においては、それぞれ地
域の課題、資源、未来に焦点を絞り、アイデアを発想す

る。以下にプロセスの詳細を記述する。 
 
① 課題、資源、未来の3要素を用意する 
 最初に、地域の課題、資源、未来の3要素を用意する。
用意するにあたっては、様々な方法が考えられる。例え

ば、ある特定のリサーチ主体によるフィールドワークや

インタビュー、文献参照などの調査活動から、地域住民

によるダイアローグ(中村ら 2017)など、多種多様な方法
を用いることができる。 
 本研究では、要素の掛け合わせによるアイデア発想の

フレームワークとして、集団としての創造的学習の場で

あるワークショップ(Fleming 1997, Will 1997)を設計し、
その中でそれぞれの要素を創造技法の一種であるブレイ

ンストーミング(Clark 1958)と親和図法(Martin et al. 

2012:12)、並びにダイアローグ(Isaacs 1999, Wheatly 
2009)を用いるシークエンスを構造化した。 
 
② 3要素を掛け合わせ、アイデアを発想する 
 次に、①のプロセスで用意した 3要素を掛け合わせ、
アイデアを発想する。要素の掛け合わせにあたっては、

創造技法であるマトリックス法を2回用いる。 
 アイデアの発想のしやすさを考慮し、まず地域の課題

と地域の資源を掛け合わせ、1回目のアイデアを発想する。
具体的な方法は従来のマトリックス法と同様で、掛け合

わせる要素をそれぞれ 5〜10個を用意し、作成した表の
行と列それぞれに地域の課題、地域の資源を配置する。

行と列それぞれの掛け合わせによって、アイデアの発想

を行う(図1)。必ずしもすべての行、列によるアイデアの
発想を行わなくても良い。 
 

 
図1 課題と資源の掛け合わせ 

 
 1回目で出たアイデアと、地域の未来をマトリックス法
によって掛け合わせ、最終的なアイデアの発想を行う。(図
2)このように、マトリックス方を2回用いることにより、
最終的なアイデアを発想する。 
 

 
図2 出たアイデアと未来の掛け合わせ 

 
【ワークショップによる手法の検証】 
 三次元マトリックス法を活用したワークショップを 
設計し、5か所の地域で実施した。このワークショップは
いずれも実験的なものではなく、各地域の行政機関や商

工会などから要請を受け、実際の地域住民を対象に行っ

たものである。ワークショップのテーマはそれぞれによ

って多少違うものの、いずれのワークショップにおいて

も「地域の課題、資源、未来を掛け合わせて新しいアイ

デアを創出する」ことをワークショップの目的とした。

ワークショップは前述の通り、地域の課題、資源、未来

の 3つの要素を導き出すプロセス並びに三次元マトリッ
クス法によりアイデアを発想するプロセスからなる。3
つの要素を導き出すプロセスでは、発散技法であるブレ

インストーミングと収束技法である親和図法によって全

てを導き出す場合と、地域の未来の要素を対話手法であ

るダイアローグで導き出す場合の2通りの設計を行い、2
箇所では前述の方法で、3箇所では後述の方法でワークシ
ョップを行った。 
 検証にあたっては、ワークショップの参加者が創造的

なアイデアを得られたか、並びに、他の手法との組み合

わせを考えることにより、さらに創造的なアイデアの発

想を促すことができたかを確認するアンケートを実施し

た。具体的には、「ワークショップの過程にて、飛躍した

発想が得られたかどうか、またどのような点において飛

躍したのか」を自由記述欄で尋ねるとともに、アイデア

創発をトーランスの創造性評価 (Torrance 1979) により、
流暢性、柔軟性、独自性、創発性の 4つの項目で評価し
てもらった。そのうえで、ダイアローグで未来の要素を

導き出した場合とそうでない場合での評価を比較し有意

な差があるか確認した。 
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【手法の検証結果】 
 検証の結果、マトリックス法で 3つの要素を掛け合わ
せることで、以下の意見のように革新的、斬新なアイデ

アが発想できたことが明らかになった。特に、未来の要

素を掛け合わせることでアイデアがより飛躍したという

声が多かった。 
 

 組み合わせることで新しい発想があった  
 組み合せによっては一石三鳥にもなるというこ

とを知った 
 未来志向をかけあわせるところがおもしろかっ

た。ありきたりじゃなくなる気がした 
 ２段階のマトリックスで、予想しなかったキー

ワードが生まれた  
 普通であったら掛け合わせようと思わないもの

を掛け合わせたことで斬新なアイデアが生まれ

た 
 掛け算をすることで思いもよらない発想が生ま

れた 
 強みを活かした革新的なアイデアを発想するこ

とができた 
 考えと考えを重ね合わせて、とんでもない物事

ができた 
 突拍子のない組み合せから新たなアイデアが生

まれた 
 マトリックスで見ることで、普段掛け合わせて

考えないようなことを考えることができた 
 物事を掛けあわせるのは新しい発想だった 

 
 また、課題が見方によっては資源になるという発想の

転換ができた、掛け合わせによりアイデアを具体的なも

のとして発想した、などの指摘もあった。詳細を以下に

述べる。 
 

 課題が見方によっては強みになる可能性があ
ることを感じた 

 逆転の発想で、駅の電車を楽しく待つ方向に
いけたこと 

 課題と目指す姿からしっかり検討したので、
ストーリーが明確に語れた 

 ブレインストーミングして親和図まではこれ
までのワークショップでやってきたが、マト

リックス法をその後に入れることでより具体

性のある発想につながった 

 
 以上のような自由記述欄のテキストマイニングにより、

参加者は一定の創造的なアイデアの発想を得たと評価し

ていることを確認することができた。 
 創造性評価についての平均値は、ダイアローグで未来

の要素を導き出した場合の方が、そうでない場合に比べ、

独自性が1%水準で有意に、創発性が5%水準で有意に高
かった。 
 

 
図3 創造性評価についての平均値 

 
【考察と今後の展開】 
 本研究の結果から、本手法を体験した参加者は、創造

的なアイデアを発想できたと考えられる。また、参加者

から指摘されたように、アイデアを発想する過程におい

て発想の転換が起きることや、アイデアを具体的なもの

として発想できることから、本手法を活用することによ

り、単にアイデアを発想するだけでなく、他の様々な効

果を得られることが見込まれる。また、トーランスの創

造性評価による検証から、他の手法と組み合わせること

で、より創造的なアイデアの発想を促すことができる可

能性があると考えられる。つまり地域課題の解決策の創

出のためには、今回用いたダイアローグなど他の様々な

手法を活用することがより有効であると考えられる。一

方で、本研究は地域課題の解決という実践的なワークシ

ョップでの検証にとどまっているため、本手法と他の発

想法を比較することや他分野における検証を行うことは

今後の課題である。 
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素を掛け合わせることでアイデアがより飛躍したという

声が多かった。 
 

 組み合わせることで新しい発想があった  
 組み合せによっては一石三鳥にもなるというこ

とを知った 
 未来志向をかけあわせるところがおもしろかっ

た。ありきたりじゃなくなる気がした 
 ２段階のマトリックスで、予想しなかったキー

ワードが生まれた  
 普通であったら掛け合わせようと思わないもの

を掛け合わせたことで斬新なアイデアが生まれ

た 
 掛け算をすることで思いもよらない発想が生ま

れた 
 強みを活かした革新的なアイデアを発想するこ

とができた 
 考えと考えを重ね合わせて、とんでもない物事

ができた 
 突拍子のない組み合せから新たなアイデアが生

まれた 
 マトリックスで見ることで、普段掛け合わせて

考えないようなことを考えることができた 
 物事を掛けあわせるのは新しい発想だった 

 
 また、課題が見方によっては資源になるという発想の

転換ができた、掛け合わせによりアイデアを具体的なも

のとして発想した、などの指摘もあった。詳細を以下に

述べる。 
 

 課題が見方によっては強みになる可能性があ
ることを感じた 

 逆転の発想で、駅の電車を楽しく待つ方向に
いけたこと 

 課題と目指す姿からしっかり検討したので、
ストーリーが明確に語れた 

 ブレインストーミングして親和図まではこれ
までのワークショップでやってきたが、マト

リックス法をその後に入れることでより具体

性のある発想につながった 

 
 以上のような自由記述欄のテキストマイニングにより、

参加者は一定の創造的なアイデアの発想を得たと評価し

ていることを確認することができた。 
 創造性評価についての平均値は、ダイアローグで未来

の要素を導き出した場合の方が、そうでない場合に比べ、

独自性が1%水準で有意に、創発性が5%水準で有意に高
かった。 
 

 
図3 創造性評価についての平均値 

 
【考察と今後の展開】 
 本研究の結果から、本手法を体験した参加者は、創造

的なアイデアを発想できたと考えられる。また、参加者

から指摘されたように、アイデアを発想する過程におい

て発想の転換が起きることや、アイデアを具体的なもの

として発想できることから、本手法を活用することによ

り、単にアイデアを発想するだけでなく、他の様々な効

果を得られることが見込まれる。また、トーランスの創

造性評価による検証から、他の手法と組み合わせること

で、より創造的なアイデアの発想を促すことができる可

能性があると考えられる。つまり地域課題の解決策の創

出のためには、今回用いたダイアローグなど他の様々な

手法を活用することがより有効であると考えられる。一

方で、本研究は地域課題の解決という実践的なワークシ

ョップでの検証にとどまっているため、本手法と他の発

想法を比較することや他分野における検証を行うことは

今後の課題である。 
  

【引用・参考文献】 
・今泉友之, 白坂成功, 保井俊之, 前野隆司 , 2013, 構造
シフト発想法: 思考の構造化と戦略的強制発想に基づ
く発想技法, 日本創造学会論文誌, Vol.17 (2013), 
92-111. 
・高橋誠ら, 2002, 新編 創造力事典, 日科技連出版.  
・中村一浩, 保井俊之, 菊野陽子, 林亮太郎, 前野隆司, 

2017, 対話（ダイアローグ）とデザイン思考を用いた人
材育成・コミュニティ形成・事業創造: OIC (Obuse 
Incubation Camp) /OIS (Obuse Innovation school) の
試み, 地域活性研究, Vol.8, 11-19. 
・前野隆司ら, 2014, システム×デザイン思考で世界を変
える, 日経BP社. 
・山浦晴男, 2015, 地域再生入門: 寄り合いワークショッ
プの力, 筑摩書房.  
・保井俊之, 坂倉杏介, 林亮太郎, 前野隆司, 2016, 

DSM と CMM を用いた地域活動のつながり可視

化・構造化モデルの提案, 地域活性研究, Vol.7, web
掲載, www.hosei-web.jp/chiiki/sale/ron2016.html. 
・Bosch, O.J.H., Nguyen, N.C., Maeno, T., Yasui, T., 

2013, ‘Managing Complex Issues through 
Evolutionary Learning Laboratories’, Systems 
Research and Behavioral Science, Volume 30, 
Issue 2, 116-135, March/April 2013. 

・ Clark, C., 1958, Brainstorming, New York,  
Doubleday. (邦訳: 小林達夫訳, 1961, アイデア開発
法: ブレインストーミングの原理と応用, ダイヤモ
ンド社) 

・Conklin, J., 2005, Dialogue Mapping: Building 
Shared Understanding of Wicked Problems, Wiley, 
New York, 7-8.  
・Fleming, J. A., 1997, ‘The Workshop through New 

Eyes’, New Directions for Adult and Continuing 
Education, no.76, Winter 1997, 95-98.  
・Isaacs, W., 1999, Dialogue: The Art of Thinking 

Together, New York, Crown Business. 
・Martin, B., Hanington, B., Hanington, B.M., 2012, 

Universal Methods of Design: 100 Ways to 
Research Complex Problems, Develop Innovative 
Ideas, and Design Effective Solution, New York, 
Rockport Publishers.  
・Pugh, S., 1991, Total Design: Integrated Methods for 

Successful Product Engineering, Addison-Wesley 

Publications, Reading, Massachusetts. 
・Torrance, E.P., 1979, The Search for Satori and 

Creativity, New York: Creative Education 
Foundation.  
・Wheatley, M.J., 2009, Turning to One Another: 

Simple Conversations to Restore Hope to the Future, 
San Francisco, Berrett-Koehler Publishers, Inc.   
(邦訳: マーガレット・ウィートリ―著, 浦谷計子訳 , 
2011, 「対話」がはじまるとき: 互いの信頼を生みだす
12の問いかけ, 英治出版). 
・Will, A.M., 1997, ‘Group Learning in Workshops’, 

New Directions for Adult and Continuing Education, 
no.76, Winter 1997, 33-40. 
・Yasui, T. et al., 2014a, Designing Critical Policy 

Infrastructures by Participatory Systems Analysis: 
The Case of Fukushima’s Reconstruction’, 
International Journal of Critical Infrastructures, 
Vol.10 Nos.3/4, 334-346 
・Yasui, T., Shirasaka, S., Maeno, T., 2014b, ‘Systems 

Analysis of SDM Graduate Schools: Ex-post and 
Phylogenic Approach to Map the System, Design and 
Management Education, Proceedings, The 8th 
Asia-Pacific Council on Systems Engineering 
Conference (AP-COSEC 2014), 2014 IEEE 17th 
ITSC, Qingdao, China, October 8-11, 2014, 168-171. 
・ Yasui, T., Maeno, M., Hirota, N., Maeno, T.  

‘Systemic Expansion of Solution Space for Social 
Innovation: Structured Multiplication Approach to 
Solve Social Issues’, Proceedings, The 9th 
Asia-Pacific Council on Systems Engineering 
Conference (APCOSEC 2015), Seoul, Korea, October 
13-15, 2015, 542-548. 
・Yasui, T., Maeno, T., Shirasaka, S., Tomita S.,  

Ishibashi, K., 2016, ‘Workshop-based Policy Platform 
for Public-Private Partnership (WP5): Designing 
Co-Creative Policy-Making Platform for Regional 
Development of Nagano’, 281-301, in Maeno T.,  
Sawatani, Y. Hara, T. (eds.), 2016, Serviceology for 
Designing the Future: Selected and Edited Papers of 
the 2nd International Conference on Serviceology, 
New York: Springer. 

 

33



地方創生インターシップ事業推進による地域活性化	

「インターンシップ」及び「農泊を中心とした農山漁村の共生・交流」の事例検証による推進要件の解明	
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Keyword：	インターンシップ、農泊を中心とした農山漁村の共生・交流、UIJターン、産学官連携、キャリア教育、	

	

【問題】	

	 まち・ひと・しごと創世基本方針（2016年6月2日閣

議決定）により、長期ビジョンと総合戦略が示された。

総合戦略において、地方創生インターンシップ（以下、

創生インターンシップ）は、人材支援政策のひとつにな

っている。主な内容は、地方への人材還流及び、地方の

人材定着を実現させるために、就職を控えた学生へ、地

域企業へのインターンシップを促し、地域企業へ就職さ

せることである。既に取り組まれている、インターンシ

ップや、農泊を中心とした農山漁村の共生・交流の状況

を鑑みると、それぞれの取組み要素を備えた、創生イン

ターンシップの狙い達成は、容易ではないと考える。	

	 よって、「インターンシップ」と、「農泊を中心とした

農山漁村の共生・交流」の推進課題を紐解き、想定され

る「創生インターンシップの問題点」を明らかにする。	

1.インターンシップ	

	 就職白書2017（株式会社リクルートキャリア）による

と、2017 年卒業の大学生・大学院生で、インターンシッ

プ参加者は 44％を超えているもの、１Day インターンシ

ップは、58％を占めていた。また同年、大学が単位を認

定するインターンシップの取得は、8.3%に留まっている。

この結果は、「日本再興戦略（2013 年 6 月閣議決定）」後に、

経済産業省/文部科学省/厚生労働省によって見直された

「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方

（2014年4月）」による推進方針と、大きく乖離している。	

	 現況のインターンシップは、「教育的効果が高いインタ

ーシップの普及と、職業的・専門的能力を形成可能な実

施期間の確保」を方針として取り組んではいるものの、

実態は、「キャリアセミナーとしての普及」が想定される。	

	

2.	農泊を中心とした農山漁村の共生・交流	

	 農林水産省の農村振興政策に、農泊を中心とした農山

漁村の共生・交流（以下、農泊交流）がある。これは、

都市と農山漁村の行き交う新たなライフスタイルを広め、

農山漁村滞在型旅行である「農泊」を中心に、グリーン・

ツーリズム、農山漁村における定住・半定住等も含む広

い概念である。グリーン・ツーリズムは、関係施設の施

設宿泊数は、年々増加している。しかし、グリーン・ツ

ーリズムを受入れている集落数は、全体の8.5％に留まっ

ており、集落数は、過去10年間で83%に減少している1）。

これは、青木辰司（2010 年）が、交流事業（グリーンツ

ーリズム）は農村の観光開発ではなく、あくまでも住民

による都市農村交流活動を内実とした、持続可能な農村

地域づくりとして取組むべきである[1]という主張との、

乖離を確認することができる。	

	 現状の農泊交流は、都市と農山漁村それぞれに住む

人々がお互いの地域の魅力を分かち合う取組みよりも、

「一部地域の農村観光開発としての取組みが中心」とな

り、地域の受入れ方法に課題があることが想定される。	

	

3.地方創生インターンシップ	

	 総合戦略によって、創生インターンシップは、計画通

り進んでいる。現在（2017年8月）は、展開に向けたプラッ

トホームの整備が完了した。具体的には、まち・ひと・

しごと創生本部と三省（文部科学省・厚生労働省・経済

産業省）との連携により、受入企業拡大に向けた呼びか

けや、大学等教育期間への働きかけを終え、企業・教育

機関・自治体が募るポータルサイトが立ち上がった。	

	 董莊敬（2012 年）は、中小企業によるインターンシッ

プの推進は、コストの増大や、人員不足の原因により、

インターンシップのための指導者不備の例が多いと指摘

[2]している。このことは、地域の中小企業が主な受入れ

先となる創生インターンシップの懸念材料として考慮す

る必要がある。よって、受入企業数を6,441社（2016年

対比 2 倍）にする目標到達の難易度が高いことや、就業

に繋げられるような企業のカリキュラム開発ハードルの

高さを認識することができる。	

	 このことから、創生インターンシップの実現に向けて

は、学生を派遣する教育機関の積極的な関与や、受入企

業だけに負担をかけない、地域住民の関与が必要となる。	

	

	 これまでの実施状況と推進課題を整理したものを図 1

に示す。創生インターンシップ実現に向けた想定課題は、

①地方への人材還流及び地方定着を、短時間のインター

ンシップで実現させるカリキュラムの開発、②受入れ企

業を支える地域の理解と関与であると考えられる。	
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図1：地域創生インターンシップ展開向けた想定課題の構図	

【目的】	

	 地方創生インターンシップでは、就職を控えた学生へ、

地域企業のインターンシップを促し、地方への人材還流

及び地方定着を実現させることとしている。実現に向け

ては、想定される課題を鑑みた推進が必要となる。	

	 よって本稿では、関連取組みであるインターンシップ

及び農泊交流を検証し、想定課題を設定する。そのうえ

で、「創生インターンシップの推進に向けた展開条件」を

導き、計画達成スピードの向上に寄与することを目的と

する。このことは、地方への人材還流及び地方定着を実

現するための、受入企業拡大と、体験学生の UIJ ターン

の拡大に寄与することで、社会的意義があると考える。	

【研究内容】	

	本稿は、インターンシップのキャリア教育及び、農泊交

流の大学生経験を活用し、地域生活に魅力を感じるカリ

キュラムを研究し、創生インターンシップ成立に向け、

地域が展開すべき実施事項を導くものである.	

	 解明にあたっては、「UIJ ターン就職」を強く求められ

る過疎地域で、すでに、「農泊交流の実績がある中山間地

域」を事例として取上げる。事例地域を設定した理由は、

ひとつ目に、地域経済を維持させる担い手の確保が喫緊

の課題としてあげられていること。ふたつ目に、単位付

与インターンシップを中心にキャリア教育内容を熟知し

ていること。最後に、創生インターンシップ受入れに首

長が促進を促すなど、地域の推進意向が強いからである。	

	このような地域事例の解明は、創生インターンシップ実

現に向けた想定課題を考慮した推進が行われ、取組み拡

大のロールモデルを詳細に導けられると考えられる。	

【研究方法】	

本研究では、以下の方法で分析を行う。	

1.概要	

	 研究内容で述べたことを構造化するために、①先行研

究サーベイ、②事例研究による、農泊交流を実施し、創

生インターンシップのトライアル地域への質的調査の研

究方法を用いる。	

	 先行研究サーベイでは、松原[2007 年]の、知識の空間

的流動と地域的イノベーションシステム[3]をもとに、創

生インターンシップに向けたカリキュラム条件をまとめ

る。事例研究では、ケース・スタディ研究法を用い、一

般社団法人	 みなかみ町体験旅行を取上げる。解明に向

け、みなかみ町体験旅行の幹部への半構造化インタビュ

ー実施する。得られたフィールドリサーチデータを、「創

生インターンシップの展開条件」としてまとめる。	

2.内容	

	 本稿では、「経済産業省によるインターンシップに関す

る調査」や、「農泊を中心とした農山漁村の共生・交流に

関する実施報告」などの二次データをもとに、「創生イン

ターンシップ推進に向けた問題」を確認した。また、キ

ャリア教育」や「組織への帰属意識」に関する文献調査

から、「創生インターンシップに求められるカリキュラム

条件」を導いた。導かれた条件と照合する展開条件の抽

出に向けた、主な情報源は、群馬県みなかみ町で、創生

インターンシップの展開を計画する（一社）みなかみ町

体験旅行の幹部へのインタビューデータとした。対象者

はこれまで、交流事業の立ち上げに関与し、200軒ほどの

農泊受入れ住民を抱えた事業を推進しながら、単位付与

型インターンシップでの講演や、就業希望学生への募集

や、応募学生との面談を実施している。	

	 得られた調査結果をもとに、「創生インターンシップの

展開条件と地域活性化」に関する理論的考察を行う。	

【先行研究】	

	 本研究は、「創生インターンシップの取組みを、地域活

性化の触媒とするカリキュラム条件」を導くものである。	

1.研究アプローチの設定	

	 創生インターンシップは、地域に関係する学生の就職

機会に乗じて、地域に存在する企業へ就業させ、地域の

持続的成長を促すものである。松原[2007年]は、日本国

内の「周辺地域」2）でのイノベーションのための資源が

不足していることを指摘し[4]、さらに、地域イノベーシ

ョン政策の課題として、産官学の関係の構築、計画の策

定、地域固有の資源の育成と並べて、地域人材を長期的

に育成していくことの重要さを指摘している[5]。また、

北村[2013年]は「周辺地域」において地域イノベーショ

ンを創出するステップとして、①中小企業の新規事業の

創出、②人材の育成・創出システムの再構築、③地域イ

ノベーション創出の実働の3段階を提唱している[6]。	
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	 よってアプローチを、新規事業の創出を担うキャリア

教育と、人材育成/創出を支える組織の帰属意識とした。	

2.キャリア教育の視点	

平尾[2005年]は、キャリア教育の中でキャリアモデル（ロ

ールモデル）を見つけることが、学生のキャリアデザイ

ンに有効であることを、実践研究をもとに導いている[7]。	

	 よって、創生インターンシップにおいても、キャリア

モデルを示すカリキュラムが求められる。	

3.組織の帰属意識の視点	

	 高木[2006年]は、大学生の組織帰属意識と充実感の研

究において、充実感の中の「愛着要素」と「内在化要素」

がともに、組織帰属意識に正の関連があることを示して

いる[8]と、述べられている。	

	 よって、地方への帰属意識を高めるために、地方への

愛着と、自己の存在価値を発見することができるカリキ

ュラムが求められる。	

4.カリキュラム条件	

	 研究により、「創生インターンシップの取組みを、地域

活性化の触媒とするカリキュラム条件」は、一つ目は、

地方への愛着が高まる生活体験、二つ目は、体験学生の

存在価値を示す役割や使命の提示、三つ目は、地域企業

でのキャリアモデルの提示が必要であると明らかにした。	

【事例研究】	

	 本研究は、創生インターンシップを用いた地域活性を

推進するための、展開条件を導くものである。	

1.インタビュー調査	

（１）対象：一般社団法人	 みなかみ町体験旅行	

（２）実施日：2017年7月19日	

（３）対象者：3名（受入れ企業幹部及び、関係者）	

（４）インタビュー内容	

	 	 	 	 ①みなかみ町の体験旅行の優れた点	

	 	 	 	 ②現在のみなかみ町生活に関して	

	 	 	 	 ③UIJターン促進の要因	

	 	 	 	 ④創生インターンシップへの期待	

（５）実施方法：	

	 	 	 	 4項目のインタビュー調査を、推進責任者に個別	

	 	 	 	 で実施し、その結果をもとに関係者に確認する。	

2.調査結果	

	 創生インターンシップに求められる条件を、インタビ

ューデータをもとにKJ法にて整理した内容を記述する。	

（１）高い教育効果に向けた取組み	

	 創生インターンシップの取組みに向けては、高い教育

効果が求められるとの認識が強く、価値観・独自性・多

様性という項目で形成されていた。	

	 価値観については、「ありのままの姿」と「自己の再

認識」に対して強い執着があり、創生インターンシップ

の受入れに向けた新たな取組みは考えていなかった。そ

の理由として、農泊交流を体験した学生の反響や、受入

入れを可能にする、地域結束への自信が背景にあった。	 	 	

	 次に、独自性について議論する。ここでは、地域人材

の獲得競争に向け、あえて終身雇用や定住を視野に入れ

た就業体験を実施する意向がないことが確認できた。こ

れは、住民の自主/自律性を重んじた農泊事業の推進方針

と、地域生活だけに固執せず、都市との交流や、都市と

の二重生活等を含めて提示することが、「みなかみらし

さ」を、際立てることができるとの判断からであった。	

	 最後に、多様性については、人との関わりが多くなる

地域生活に欠かすことができない、交流の場への参画を

考慮していた。このことは、地域生活の全てを疑似体験

させることで、体験者による生活設計を動機づけ、それ

ぞれのライフスタイルが提示できるとの判断に基づいて

いたからである。これは、教育旅行の習熟度と取組み意

義の浸透が背景にあることが確認できた。	

（２）持続的な実施体制の整備	

	 創生インターンシップの実現に向けては、持続的な実

施体制の整備を重んじ、Uターン移住への配慮・地域住民

の関与・教育機関との提携という項目で形成されていた。	

	 Uターン移住への配慮については、都市生活で学生生活

を過ごした学生にメンターを配置することである。この

ことは、就業を迎える不安と、都市生活との決別に葛藤

を経験した幹部の「自分ごと化」が伺える。このような

配慮は、学生とのアイディンティを高める狙いがあった。	

	 地域住民への関与は、農泊の提供体験をカリキュラム

として用意し、就業体験だけではなく、終業後の時間や、

休日の過ごし方、家族生活等、24時間を使った視点で検

討されていた。アクティブな学生にとって、地域生活の

全体像を把握できることは、ライフスタイルの設計裁量

が高まり、都市生活よりもキャリアプランを描き易く不

安要素の引き下げ効果を期待してのことだった。	

	 教育機関との連携については、単位型インターンシッ

プの取組みに「的」を絞っていた。その理由として、一

つ目に、キャリアセミナータイプのインターシップでは、

地域生活を決断できる就業体験は提供できないこと、二

つ目に、単位型インターンシップの受講生は、自身のキ

ャリア設計への探究心が強く、インターンシップに向け

た目的意識が高いこと、三つ目に、大学教育の一環で行
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うことで、体験旅行の取組み同様に継続性を高められ、

計画的な受入れ体制を整備できることであった。	

（３）小括	

	 交流事業の取組みや、自らの経験をベースとした、創

生インターンシップの展開条件を、以下に示す。	

①休日の過ごし方や、終業後生活のカリキュラム提供	

	 地域企業へ就業体験する学生は、ワークバランスが地

域生活の魅力であると仮説している。よって、地域生活

そのものを体験するカリキュラム開発によって、成果が

変わると考えられていた。	

②生活水準の具体的な提示	

	 就業体験学生は、自立した社会人生活の生活水準をイ

メージできていないという前提にたち、報酬と生活水準

の提示を行い、動機付けを図る。都市と地域生活との差

を、「視える化」させることで、勤務条件で一律的に比較

決定する歯止め策として、期待していた。	

③都市への移住などを鑑みたキャリアデザインの提示	

	 地域生活は、一度選択するとキャリアを軌道修正でき

ない認識を払拭させなければならいないと考えていた。

このことが払拭されれば、キャリアの通過点としての検

討が可能になる。よって、キャリア形成に向け、地域企

業でしか得られないことを提示することで、事業開発等

を活発しに、企業の競争力を高める狙いを有していた。	

【考察】	

	 研究成果をまとめた展開条件と、先行研究との照合結

果を、成功ポイントとしてまとめた表を図2に示す。	

	 まとめ表より、「創生インターンシップの展開条件」は、

２つの概念と、６つの項目で形成されることを明らかに

した。研究により、先行研究で明らかにした、3つのカリ

キュラム条件と整合する26の展開条件が導けた。	

	 地域活性に向けては、地域企業と住民が一体となった

地域生活そのものの体験提供と、キャリアパスの提示に

より得られた地域企業への就業人材を触媒とした、新規

事業開発によるイノベーション創出に期待が持てる。	

【今後の展開】	

	 本研究は、「創生インターンシップ政策の推進に向けた

展開条件」を導くものである。創生インターシップのロ

ールモデルを示せる可能性が高い、一般社団法人	 みな

かみ町体験旅行の事例を用いて、展開条件を導くことが

できた。今後は、導かれた展開条件の正当性を証明し、

ロールモデルの提示を試みる。具体的には、交流事業へ

の参加大学生と、単位型インターンシップ受講生への質

的調調査による解明を計画する。	

	

図2：みなかみ町体験旅行が考える成功ポイントの整理図	

【註】	

1）農林業センサス2015年と2005年の「農山村地域資源

を活用した観光客の受入を行っている農業集落数」比較	

2)「周辺地域」は、地域を「周辺地域」「古くからの工業

地域」「大都市」という類型に分けて論じたTodtling	and	

Tripplの研究を松原が紹介したもの。 
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 インターンシップを活用した地域活性化マーケティングの可能性 

柴田仁夫（埼玉学園大学） 
Keyword：インターンシップ，地域活性，実践コミュニティ 
 

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

学が急速に拡大してきたことに起因すると考えられる。

こうした流れをうけ，「まち・ひと・しごと創生基本方針

2016」では産学官で「地方創生インターンシップ事業」

を推進することが提言され，その改訂版では政策パッケ

ージの中の一部に「地方創生インターンシップの推進」

が掲げられた1）。「まち・ひと・しごと創成基本方針2017
（概要版）」でも，若者の雇用機会創出として地方創生イ

ンターンシップ2）が織り込まれている。 
 これまでインターンシップを実施している企業といえ

ば，その多くが大企業であった。何故なら日本企業の

99.7％を占める中小企業では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入態勢が整わない，インターンシッ

プが採用に繋がらないなどの理由から，この実施に二の

足を踏んでいたと考えられる。言い換えれば，インター

ンシップの実施がもたらす具体的なメリットを中小企業

自身が実感できていないため，実施企業が増えなかった

といえよう。 
一方で，中小企業でもインターンシップを何度か実施

することで，そのメリットに気付く企業もある3）。例えば，

インターンシップの導入により従業員の意識が変わった，

あるいは地域との関係性が深くなった等がこれに該当す

る。経営者自身が具体的に何らかのメリットを感じれば，

多少の手間はかかっても企業は導入に踏み切るのである。

一般的に中小企業の経営はその基盤をおく地域に限定さ

れ，地域に依存していることが多い。これは中小企業の

持つ経営資源が少ないことを考えれば容易に想像できよ

う。しかし，中小企業がその地域の一員として地域の人々

から十分認知されているかといえば，必ずしもそうでは

ない。小売やサービスを営む企業であれば，地域住民も

何らかの関わりがあるため認知度は高くなると想定でき

るが，製造業や建設業，卸売業等，看板は出ていても実

際にどんな仕事をしているか，どんな取引相手がいるの

か皆目見当がつかない業種も多い。それ故，地域住民に

とっては，企業はその規模に関わらず，何をやっている

のか分からない存在として映ることとなる。 
（2）研究の目的 

そこで本研究では，中小企業がインターンシップを通

じて地域住民と深く関わってきた事例をもとに，インタ

ーンシップを通じて生まれた中小企業とインターン生，

地域との関係を調査・分析することで，中小企業のイン

ターンシップの活用がやり方によっては地域の活性化に

結び付くことを検証することを目的とする。 
 
2. 先行研究 

（1）日本と欧米の一般的用法の違い 

 2013年3月に公開された「産学連携によるインターン

シップのあり方に関する調査報告書」によれば，日本の

インターンシップは1997年の文部省，労働省，通商産業

省の三省合意で初めてインターンシップの定義が示され

て以降4），インターンシップは「大学主導のものも企業主

導のものも双方を含」む概念として普及してきたとされ

る。しかし既にインターンシップを普及させてきた欧米

では，企業主導の概念を「インターンシップ」と呼び，

大学主導で専門教育として大学の教育課程に位置づけら

れる就業経験は「コーオプ教育（Co-operative 
Education）と呼ばれ，概念上区別されている。 
（2）地域活性化の視点によるインターンシップ研究 

わが国におけるこれまでのインターンシップに関する

研究のほとんどは，学生の成長や学生を送り出す大学を

対象とした研究が大半を占めている。つまり学生を受け

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。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いこと，

研究者が企業との関係性を築けず企業内部に踏み込んだ

実態調査が難しいため，と考えられる。またインターン

シップを活用した地域活性化マーケティングの視点とな

ると更に対象研究は少なくなり，ほとんどの研究が事例

の提示に留まり，インターンシップの結果の考察や分析

まで踏み込んだものは少ない5）。このことは，現在政府が
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推し進める地方創生インターンシップにおいて，インタ

ーン生の受入先となる地方企業が非常に少ないことを表

していると考えられる。 
そうした中，世良［2006］は CRM（Cause-related 

Marketing）の 1 つとしてインターンシップを捉え，コ

ーズ支援協働型インターンシップ6）により企業が享受す

るメリット・デメリットをあげている。メリットとして，

①インターンシップの受入目的と合致させることができ

る，②インターンシップの実施が容易，③従業員への刺

激，④企業の印象向上，⑤CRM効果の向上，⑥外からの視

点の取入れ，⑦パブリシティ効果，をあげ，デメリット

としてコーズ支援活動の実施時期に制約があることをあ

げている。しかしこの研究はインターンシップを社会貢

献活動の視点で取り上げており，地域活性化策としてイ

ンターンシップを取り上げたものではない。 

また，先述した政府方針のもと，地域企業とインター

ンシップの関係を踏まえた研究も見られるようになって

きた。例えば，柴田［2017］は中小企業がインターンシ

ップを導入するメリットを経営者ヒアリングから明らか

にし，経営者が何故インターンシップの導入に踏み切っ

たのか，そしてインターンシップをどのように考えてい

るのか等について，定性調査を中心にまとめている。 

地域活性化の視点からの研究としては田中［2016］が

中山間地域へ送り込んだインターン生の成果についてま

とめている。インターン生の受入れ態勢，すなわちイン

ターンを受け入れる側の意識如何によりその効果が変わ

るとしているが，この研究におけるインターンシップは

「受入れ地域で生活し，地域住民とともに地域づくりに

伴う様々な活動」を指しているため，国が定めたインタ

ーンシップの定義には合致しているものの，本研究の意

図するところとは異なっている。 
また，地域企業でのインターンシップ体験が就職活動

にどのように影響しているかをまとめたのが中里［2016］
である。福井県立大学でのインターンシップの概要とイ

ンターン終了後の社会人基礎力の変化，そしてインター

ン体験が就職活動に対し与えた影響を考察し，短期間の

インターンシップでは学生の能力が大幅に向上すること

は期待できないが，その参加体験が就職の方向性に変化

をもたらしていることから，応募先の選択は慎重に考え

る必要があるとまとめている。この研究も柴田［2017］

同様，インターンシップ先が地域企業ではあるものの，

学生視点であり，地域活性化の視点は含まれていない。 

 
3. 調査研究 

（1）研究方法 

先行研究を踏まえ，インターンシップが地域活性化マ

ーケティングに有効であることを示すため，事例となる

企業を探し出す必要がある。そこでCSR実践企業として

公的機関から認定されている横浜型地域貢献企業の中か

ら任意に企業を選択する。認定企業の中には大学生等の

長期インターンシップに取り組んでいる中小企業が多数

あるからである。これらの企業は地域課題解決型インタ

ーンシップといわれる 3 か月から 6 か月に及ぶ長期イン

ターンシップに取り組んでいるところが多く，地域課題

の発見やその解決に時間をかけて取り組んだ実績を有し

ている。こうした企業であれば，本来の意味での企業主

導のインターンシップを学生に提供していると考えられ

る。 
そして選択した企業の経営者，インターン生，従業員，

地域企業等にヒアリング調査を実施し，中小企業が導入

したインターンシップがどのようなやり方によって地域

の活性化に結び付いていったのか，マーケティングの視

点すなわちコンシューマーインサイト，本稿においては

地域住民の視点を踏まえてインターンシップが地域の活

性化に与えた影響を考察する。 
（2）調査対象 

横浜型地域貢献企業は 2007 年度から開始され，2017
年度で 11 年目に入る，地方自治体が関係するCSR 認定

制度では最も歴史がある制度である。本制度を運営する

（公財）横浜企業経営支援財団のHPによれば，2017年

4 月 1 日現在，認定企業数は 426 社を数える。これら企

業の中から本研究では，平成20年度第2回認定企業であ

る株式会社安藤建設（横浜市磯子区。1942年創業，資本

金5,000万円，従業員数31名，安藤竜一代表取締役）を

研究対象とする。同社は表1のとおり，2013年のインタ

ーンシップ実施以来，現在も取り組み続けている。 
本稿では安藤建設のインターンシップにおいて現在も

その中心となっている，杉田小学校の子ども達が生み出

したゆるキャラである「ウメニー」に関するインターン

2013 2014 2015 2016 計

安藤建設 3 9 11 7 30

表1 安藤建設の年度別インターン生の受入れ数 
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生の活動に焦点をあてていく。ウメニーは現在，横浜市

磯子区杉田のシンボルキャラクターとなっており，そこ

に至るプロセスを関係者へのヒアリング調査により明ら

かにし，インターン生がこれらと繋がることで企業にど

ういった影響をもたらし，地域活性化にどのような影響

を与えたかを考察する。 
 
4. 調査および分析結果に対する考察 

 現時点で経営者とインターン生（3名）へのヒアリング

調査まで終了している。ここまでの調査で，次の 3 点が

明らかになってきた。 
 地域の活性化で活躍する人物として「よそ者，若者，

ばか者」論が有効であるとされることが多い。事例によ

っては，必ずしもこうした事例は当てはまらなくなって

いるといわれているが，本稿の事例ではインターン生が

その役割を担っているという意味で一般的にいわれてい

る事例として扱うことができると考えられる。 
 次にこの事例の場合，最初のインターン生が地域との

端緒をつくり，2人目のインターン生がそれを繋いで明ら

かなカタチを整え，3人目のインターン生がそれを再構築

し，4人目のインターン生がそれを維持・継続している。

インターン生の場合，社員とは異なり，常に会社に籍を

置き，その事業に携わっているわけではない。更に企業

はインターン生間の引き継ぎを元々意図していないため，

必ず業務上の重要事項の伝達が途切れる期間が存在する

ことになる。それ故，常に企業と地域（商店街），企業と

小学校との関係は行きつ戻りつを繰り返す，即ち，リニ

アに物事を進めることはできなかったということになる。

つまり，インターン生を通じて不器用に，何度も同じこ

とを関係者間で繰り返すことによりそれらの関係性は深

まっていったと考えられる。これを Wenger（1998）の

実践コミュニティに当てはめると，インターン生がブロ

ーカーとなって，彼らの受入れ先企業，小学校，地域（商

店街）といった各実践コミュニティを繋ぐ役割を担って

いると考えることができる。そして，実践コミュニティ

を繋ぐバウンダリーオブジェクトこそ，地域への想い，

即ち地域の未来を担う子ども達が生み出した「ウメニー」

であると考えられる。 
 また先述した通り，地域の中小企業であったとしても

地域住民に認知され，受け入れられるのは容易なことで

はない。本稿の調査対象である安藤建設は昭和17年に創

業，今年で75年を迎える老舗企業である。建設業といっ

ても，住宅建設から，土木，公共事業までその仕事の幅

はとても広い。そしてその性格上，地域住民とは，住居

や公共施設など元来とても関係が深い。つまり建設業と

いう業種だからこそ，地域住民と密接な関係を築いてい

ると考えられる。しかし，実際には，住宅や公共施設な

どの建築と関係がない人々にとっては建設業というのは

「身近」ではなく，「遠い存在」である。日常の関係性が

存在しないため，商店街に存在する飲食業や小売業と比

較すると，普段は意識することすらないともいえるだろ

う。そうした中で，地域住民に自社の業務内容を認知し

てもらうことは，地域の中小建設業にとって非常に大き

な価値（value）を伴う。建設業の場合，顧客に積極的に

図1 横浜市磯子区杉田のシンボルキャラクター 

「ウメニー」 

図2 安藤建設とインターン生および磯子区杉田地域の実践コミュニティ 
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営業活動をすることはほとんどない。そうした現状の中，

インターン生はその活動を通じて地域住民に自社の活動

を伝えていく。これは，社員ではなかなかできないこと

である。企業で働く人は，一個人として地域のコミュニ

ティに属していても，会社の従業員としては地域のコミ

ュニティに溶け込むことは容易ではない。それは企業と

しての仕事が直接地域に結び付くことが少ないからであ

ろう。つまり，本事例の場合，インターン生が地域と企

業の媒介となることによって，地域（商店街）にとって

も地域企業（安藤建設）にとっても価値が生み出された

と考えられる。 
 
5. 今後の展開 

中小企業は大企業と異なり，その地域に根差してビジ

ネスを展開する。多くの場合，企業規模の拡大を志向す

るのではなく，事業の継続を志向することが多い。その

ため日本は歴史的経緯からも世界で最も長寿企業が多い

国となっている。本稿の事例の場合，インターン生が地

域に入り込むことで，地域メディアであるタウンニュー

スで数年にわたり，何度も取り上げられている。これは

小学校という地域に密着した存在と企業が上手く結び付

いたからともいえる。企業の小中学校への出前授業は現

在随分増えてきている。地域活性化を考えるとき，将来

の地域の担い手である子ども達を巻き込むかたちでプロ

ジェクトを動かしていくことは，地域が異なっていても

有効であると考えられる。 
本稿では横浜の一部地域にある企業を事例として取り

上げたが，今後は他地域での事例も視野に研究を進めて

いく必要があろう。 
                                                  
1）「地方公共団体と大学が連携協力し、地元企業と大

学生をマッチング」するために設立された「地方創

生インターンシップポータルサイト」により，大学

と地方公共団体（首都圏の1都3県を除く、道府県

と政令指定都市）を結びつける試みは始まっている。 
2） まち・ひと・しごと創成本部［2017］14頁によれ

ば，「東京圏在住の地方出身学生等の地方還流や、

地方在住学生の地方定着の促進を目的とし、地元企

業でのインターンシップの実施の全国展開を産官

学を挙げて支援する」ことをいう。 
3） 株式会社大川印刷の大川氏はインターンシップ座談会

の中で，「インターンに前向きに参加してくるような学

生が，どういったポテンシャルを持っているのかを知

 
ったことは大きかった。（中略）うちでもインターン生

と一緒に何かできるんじゃないか，と思ったのが最初。

それから7期続けて学生を受け入れています。」として

いる。 
4） 「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」をいう。 

5） 例えば，経済産業省［2012］では，①新規事業立

ち上げ，②『右腕』としての活用，③営業・販路拡

大での活用，④学生の強みをいかした活用と，新潟

市，成田市，岐阜市，七尾市，札幌市，浦添市，熊

本市，高知市の中小企業のインターンシップ導入事

例をあげている。 
6） コーズとは「良いことなので，援助をしたくなるよう

な対象」をいい，コーズ支援協働型インターンシップ

とは「企業が CRM の一環として行う海岸清掃や植樹

等のコーズ支援活動に，大学のゼミナールの機能を活

用したゼミナールの行事として，学生が参加する形で

行われるインターンシップ」のことを指す。世良［2006］
24・25頁。 

 
【引用・参考文献】 
・経済産業省［2013］『成長する企業のためのインターン

シップ活用ガイド【基本編】』18･19頁。 
・柴田仁夫［2017］「中小企業のインターンシップの考え

方－横浜型地域貢献企業へのインタービューから」『横

浜市立大学論叢（社会科学系列）』第 68 巻第 3 号（近

刊予定）。 
・――――［2017］『実践の場における経営理念の浸透』

創成社。 
・世良耕一［2006］「コーズ支援協働型インターンシップ

の可能性についての一考察」『公益学研究』第6巻第1
号，24-32頁。 

・田中宏美［2016］「学生インターンシップ受入れ地域で

の意識調査と実績評価」『島根県中山間地域研究センタ

ー研究報告』No.12，1-7頁。 
・中里弘穂［2016］「地域企業でのインターンシップ体験

の効果と就職活動への影響」『ふくい地域経済研究』

No.23，55-71頁。 
・Wenger, E．  (1998), Communities of Practice: 

Learning, Meaning and Identity, Cambridge 
University Press. 
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  過疎地域におけるインターンシップ人材育成プログラム『禅マネジメント』の有効性 
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Keyword： 地方創生、インターンシップ、禅マネジメント 

 

要約 

 過疎地域における地域課題（新卒者の自市町村の就労率

の低下および入社 3年以内の新卒者の高離職率、生産人口

の減少）の解決に、有益な人材育成プログラムの必要性を

述べ、既存のキャリア教育やインターンシップが抱える課

題を明確にしたうえで、「個」を活かす人材育成マネジメ

ントプログラム『禅マネジメント』の理論構築について

論ずる。地域活性に貢献するために、伝統ある日本文化

の『禅』と『マネジメント』を融合した学際研究の有効

性について述べる。 

 

１．はじめに 

 過疎地域は国土の58,7％を占め、市町村数の半数近

く（46.4%）を占めている。※１ これらの過疎地域で

共通する課題として、人口減少、産業の衰退、高齢化

が挙げられる。 特に、生産人口の減少は複雑な社会

問題の起因となっている。過疎地域では、自市区町村

の就業率が低く、若者の地元での就労率が低い。高校

の新卒者は卒業すると大学へ進学するか就職するかの

進路を選ぶが、就職する者は地方都市に就職する傾向

にあるため、自市区町村で就職している就業者の割合

が低くなり、結果として過疎地域の生産人口が減少し

ている。 

つまり、生産人口の減少の第一の要因は、若者の地元

での就労率の低減が地域活性に影響していると言える。 

 第二の要因として、企業に入社した新卒者の 3年以

内の離職率は 30％以上と高い傾向にある。離職理由と

して、待遇（22.2%.）、人間関係（19.6％）、仕事が自

分に合わない（19%）が挙げられ、※2 いずれもキャ

リア（仕事の経験）やスキルから起因すると考えられ

るが、採用する企業側としても離職者が多ければ企業

にとって経済的損失を受けるため、有益な対策が必要

になる。 

 本研究では、地元で若者が望む仕事に従事し、生き

がいをもって長期間働く（離職しない）ためにも、伝

統日本文化である禅を活用した人材マネジメント『禅

マネジメント』（筆者の造語）の理論を構築し、地域活

性に貢献する。 

２．従来の人材育成プログラムの課題  

 就職支援を行う大学にとって、外部要因はコントロー

ルできないが、内部要因である個々の学生の諸能力等に

ついては、社会が求める人材像を踏まえた学生を養成・

輩出することは可能である。 

ところが、近年の大学生の就職状況を見ると、売り手市

場であった年度においても、企業側は「厳選採用」を実

施して、「エンプロイアビリティ（雇用される能力）」、た

とえば、主体性があり、コミュニケーション能力等の高

い学生が、複数の企業から内定を取得する一方、主体性

がなく、コミュニケーション能力等が低い学生は、１社

も内定を取得できずに、二極化現象なるものが起きてい

る。こうした社会の要請に応えて、大学側が学士課程の

教育カリキュラムを中心に、キャリア発達を支援してい

くのが、「キャリア教育」と呼ばれるものである。 

 現在の「キャリア教育」の内容は、各大学で異なる上、

同じ大学でも担当する教員によってその内容が異なり、

その力量によっても学生の習得及び満足度が異なるもの

になっている。これでは、社会が求める要請に対し、十

分に応えることはできない。 ※3 

 人材育成プログラムが充分に実施されていないため、

ミスマッチングなど課題も多い。従来のキャリア教育

で提唱されている「組織と個人が一体感をもって多彩

なキャリアアップへの企業内環境整備の必要性」※4

の提唱には共感し評価するが、企業で通用する実践的

な人材育成プログラムとしては欠如があると考察する。 

 一方、新卒者の就職活動のサポートするプログラム

として、「インターンシップ」がある。就職白書による

と、インターンシップ参加学生の45.3%がインターン

シップ参加業種へ入社希望している。企業側の「内定

者の中に自社のインターンシップ参加者がいた」

（65.9％）の統計データを見ても、※5 インターン

シップは新卒者の就職採用には有効な手段だと言える。 
ただ、意識面で企業側が採用基準で重視する項目と学生

側が面接でのアピールポイントにかなりギャップがある。

企業側のベスト３として、（１）人柄 89.6％、（２）その

会社への熱意42.1％、（３）今後の可能性74.2%としてい

るのに対し、学生側のアピールポイントは、（１）アルバ
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要約 

 過疎地域における地域課題（新卒者の自市町村の就労率

の低下および入社 3年以内の新卒者の高離職率、生産人口

の減少）の解決に、有益な人材育成プログラムの必要性を

述べ、既存のキャリア教育やインターンシップが抱える課

題を明確にしたうえで、「個」を活かす人材育成マネジメ

ントプログラム『禅マネジメント』の理論構築について

論ずる。地域活性に貢献するために、伝統ある日本文化

の『禅』と『マネジメント』を融合した学際研究の有効

性について述べる。 

 

１．はじめに 

 過疎地域は国土の58,7％を占め、市町村数の半数近

く（46.4%）を占めている。※１ これらの過疎地域で

共通する課題として、人口減少、産業の衰退、高齢化

が挙げられる。 特に、生産人口の減少は複雑な社会

問題の起因となっている。過疎地域では、自市区町村

の就業率が低く、若者の地元での就労率が低い。高校

の新卒者は卒業すると大学へ進学するか就職するかの

進路を選ぶが、就職する者は地方都市に就職する傾向

にあるため、自市区町村で就職している就業者の割合

が低くなり、結果として過疎地域の生産人口が減少し

ている。 

つまり、生産人口の減少の第一の要因は、若者の地元

での就労率の低減が地域活性に影響していると言える。 

 第二の要因として、企業に入社した新卒者の 3年以

内の離職率は30％以上と高い傾向にある。離職理由と

して、待遇（22.2%.）、人間関係（19.6％）、仕事が自

分に合わない（19%）が挙げられ、※2 いずれもキャ

リア（仕事の経験）やスキルから起因すると考えられ

るが、採用する企業側としても離職者が多ければ企業

にとって経済的損失を受けるため、有益な対策が必要

になる。 

 本研究では、地元で若者が望む仕事に従事し、生き

がいをもって長期間働く（離職しない）ためにも、伝

統日本文化である禅を活用した人材マネジメント『禅

マネジメント』（筆者の造語）の理論を構築し、地域活

性に貢献する。 

２．従来の人材育成プログラムの課題  

 就職支援を行う大学にとって、外部要因はコントロー

ルできないが、内部要因である個々の学生の諸能力等に

ついては、社会が求める人材像を踏まえた学生を養成・

輩出することは可能である。 

ところが、近年の大学生の就職状況を見ると、売り手市

場であった年度においても、企業側は「厳選採用」を実

施して、「エンプロイアビリティ（雇用される能力）」、た

とえば、主体性があり、コミュニケーション能力等の高

い学生が、複数の企業から内定を取得する一方、主体性

がなく、コミュニケーション能力等が低い学生は、１社

も内定を取得できずに、二極化現象なるものが起きてい

る。こうした社会の要請に応えて、大学側が学士課程の

教育カリキュラムを中心に、キャリア発達を支援してい

くのが、「キャリア教育」と呼ばれるものである。 

 現在の「キャリア教育」の内容は、各大学で異なる上、

同じ大学でも担当する教員によってその内容が異なり、

その力量によっても学生の習得及び満足度が異なるもの

になっている。これでは、社会が求める要請に対し、十

分に応えることはできない。 ※3 

 人材育成プログラムが充分に実施されていないため、

ミスマッチングなど課題も多い。従来のキャリア教育

で提唱されている「組織と個人が一体感をもって多彩

なキャリアアップへの企業内環境整備の必要性」※4

の提唱には共感し評価するが、企業で通用する実践的

な人材育成プログラムとしては欠如があると考察する。 

 一方、新卒者の就職活動のサポートするプログラム

として、「インターンシップ」がある。就職白書による

と、インターンシップ参加学生の45.3%がインターン

シップ参加業種へ入社希望している。企業側の「内定

者の中に自社のインターンシップ参加者がいた」

（65.9％）の統計データを見ても、※5 インターン

シップは新卒者の就職採用には有効な手段だと言える。 
ただ、意識面で企業側が採用基準で重視する項目と学生

側が面接でのアピールポイントにかなりギャップがある。

企業側のベスト３として、（１）人柄 89.6％、（２）その

会社への熱意42.1％、（３）今後の可能性74.2%としてい

るのに対し、学生側のアピールポイントは、（１）アルバ

イト体験57.9%、（２）人柄53.3%、その会社への熱意42.1%

となっている。※6 

 企業の求める人材像と学生の自己アピール内容に大き

な隔たりがあり、就職活動時からミスマッチングが生じ

ていることが理解できる。 

 また、企業に入社した新卒者の 3 年以内の離職率は

30％以上と高い傾向にあり、離職理由として、待遇

（22.2%.）、人間関係（19.6％）、仕事が自分に合わない

（19%）が挙げられ、いずれもキャリア（仕事の経験）や

スキルから起因すると考えられる。※2 

 この様に、新卒者の就労における２つのハードル（就

職活動と 3 年以内の離職のリスク）があり、その対策と

して、各教育機関でキャリア教育が提供されている。 

絶えざるスキル・アップを達成するために最も重要とな

るのは、自分の強みを把握すること。これこそ個人のイ
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４．ヒューマンマネジメントの課題 
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 「職場での安全行動が、職業的自尊心、すなわち仕事

への誇りによって支えられているとすれば、交通行動を

含む日常の行動は、自尊心、すなわち自分自身への誇り

によって支えられているのだろう。将来に希望がなく、

今この時点の価値が高ければ、リスクを積極的にとり、

違反をいとわず、欲しいものをすぐに手に入れようとす

るだろう。現在よりも未来の価値が高いなら、リスクを

なるべく避け、将来のために我慢をすることができるだ

ろう。」※11 

 『個のマネジメント』、つまり人材育成プログラム『禅

マネジメント』について次に述べる。 

 

５．『禅マネジメント』とは何か？ 

禅は、禅宗として日本で大きな発展を遂げた宗教・文化

であり“道”（茶道など）の日本文化の礎である。 

禅は哲学ではないし、禅を哲学として語るのは、ちょう

ど禅ではないものについて語るのに似ている。ある意味

で、禅は反哲学であり、禅は哲学とは無関係である。 
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しかしながら、人間の営みの関わるところには禅が関わ

っており、その点で、禅は哲学に異を唱えない。 

禅が一般的な意味での哲学ではないように、禅は、ふつ

うに理解されているような宗教でもない。 

禅は「体験」である。体験だからこそ、禅を哲学または

宗教として扱うには、どうしてもこの体験に基づかねば

ならない。 

 時間の「まさに今」を「即今（そっこん）」と表し、空

間を表す別の仏教語として「這箇（しゃこ）」、「まさにそ

う」もある。「這箇（しゃこ）」は、特にあれこれ対象を

限定せず、ただ「これ」の意味である。言葉に関する限

り、禅はほとんどこの言葉ですむほどの特別な表現であ

る。※12 つまり、「まさに今」とただ「これ」に集中す

る方法で、一言に要約すると『禅は人生の課題解決』で

ある。 

 禅の起源には、様々な説がある。菩提達磨（約1500年

前）が禅の開祖とする説、釈迦（約 2,500 年前）が禅を

伝えたという説。もっと前の 5,000 年くらい前にヨガの

修練法として禅は存在していたとする説。筆者は気功の

修練法として禅を修得した経験から、禅はヨガの修練法

として生まれ、釈迦によって理論構築され、菩提達磨の

面壁九年の修行と経験により体系化され普及したと考え

られる。禅が仏教の一派として中国から日本に伝わり日

本の禅宗として発展したが、一方で、気功や武術の修練

法として禅は確立された理論はあるものの師子相伝の秘

伝として伝承されたため、このルートはあまり知られて

いない。 

 禅とは何かを語源の面から検討すると、学術的には、

禅はサンスクリット語の「ブッダフリダヤ」つまり「仏

心」の教えである。 

 禅は中国語の「禅那（ゼンナあるいはチャンナ）」を省

略して日本語化したもので、この中国語は、「瞑想」や「黙

想」を意味するサンスクリット語「ドゥフヤーナ」（定）

が起源である。「ドゥフヤーナ」の語幹は、「ドゥヒー」

であり、「感受する」、「熟考」する、「心を何かに集中す

る」といった意味である。 

 一般的には、日本語の「禅」という言葉がよく用いら

れるが、日本人が禅（仏教に一派）を西洋に紹介したか

らである。※12 

 

６．禅マネジメントの法則性 

 法則性１：想念（思っていること・思考）はイメージ  

     （想像力）・言葉・感情により構成され、行動 

      のベースとなる。不安や悩みの根本である。 

 法則性２：不安や悩みから解放されるためには、意識 

      を『一点集中』して思考を止める。 

 法則性３：禅は、瞑（めい）＝消す・想（そう）＝想 

      う の順で実践する。 

 法則性４：止・観により脳と心を同調させると、脳と 

      心のスピードが緩和し、気づきが深まる。 

 法則性５：一水四見（１つの水面を四方向から見る見 

      方で問題を客観視するときに用いる）によ 

      り、客観的観察することで、今までの自分 

      の経験とは違った気づきが得られる智慧。 

 

禅は、座禅の形式で実践されるが、立って実践する 

 立禅や寝て行う臥禅、歩いたり動作を伴う動禅がある。 

 禅による瞑想は（止観）をベースに実践し、呼吸を使 

 う方法とイメージを使う方法などがある。 

 そして、調身（身体を整える）・調息（呼吸を調える）・ 

 調心（心を調える）を基本とする。 

 ここまでは、禅宗も同様であるが、上記の法則は気づ 

 きを得るための具体的な手法であり、一般の人にわか 

 りやすく禅を解説できる理論である。 

 禅は数千年の歴史があり、禅宗の教えは膨大で、また 

 気功やヨガの技術理論も多岐にわたるため、概念操作 

 的定義(operational definition)は、極めて困難である 

 が、『禅マネジメント』理論は筆者の30年の経験を基 

 に伝統的な禅のメッソッドを一般人（宗教家や僧侶な 

 どではない）向けにまとめたものであり、禅マネジメ  

 ントは、人生における課題を何とかやりくりして遂行 

 することを示す。 

 

 フランスの医学者エミール・クーエ氏が提唱する自己 

 暗示の法則には、以下の通り述べられている。 

 Quand la volonté et l'imagination sont en lutte,  

  c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune  

  exception; ※13 

（意志力と想像力が相反した場合、例外なしに創造力が 

 勝る。） 

このエミール・クーエが提唱する理論は、禅でも同 

様に重要な法則である。想像力つまりイメージが意 

志（思考）に勝るということである。 

 

禅マネジメントで得られる四段階の気づき（四禅） 

一、感覚の印象から心を自由にする。とくに物事の移ろ
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禅マネジメントで得られる四段階の気づき（四禅） 

一、感覚の印象から心を自由にする。とくに物事の移ろ

いやすさ、その無常性についての瞑想による。この段階

では、理性の一部、また自然や生命への一般的な観察力

も残る。 

二、心を一点に集中して、情緒的な喜びや安らぎを得る。

まだ知性は残る。 

三、情緒が清澄に変わり、喜びは残るが、心の集中は深

まる。知性は直感、無差別、如（真実の姿）に変わる。 

四、清澄が深まり、完全な精神の静寂、心の平静に至る。 

智慧、理解、「智慧」の直観、全体性が残る。※14 

 

 禅マネジメントで実践する「禅」、脳と心の調和、気づ

きに到達する明確なプロセスがある。止観は思考を止め

て観る（分かち見ること※15 ）ことで、脳と心が調い、

一点集中と客観的観察によりヒューマンエラーを低減し、

生産性を高めるのに貢献する。 

 

 

７．徳島県での取り組み（研究・調査･分析結果） 

 徳島県美馬市の「うだつの町並み」にある築 150 年の

古民家サテライトオフィスで自治体と企業と連携し、古

民家のオープンスペースにて、一般市民を対象とした禅

の体験イベントを2017年 7月に実施した。 

 参加者を対象に実施したアンケートからは、「禅体験の

途中に手足が温かくなり気持ちが良かった。」（40代女性）、

「座禅の途中で“気づき”を話し合うのは興味深くてよ

かった。」（50代女性）、「思ったより難しくなかった。兄

弟がよく座禅をしていた気持ちがよくわかった。」（60代

女性）などの声があり定番での実施が求められた。 

 この禅の体験イベントは、テレビ番組にも取り上げら

れ、美馬市在住の歌手（音楽ユニット）も参加。イベン

トの模様は徳島県内全域に9月放送される予定。 

  

 ８．考察・今後の展開 

 禅イベントが好評であったことと地元の方の強い要望

をうけ、美馬市と徳島県と連携した地域活性プロジェク

ト・古民家を活用した『禅体験プログラム』（観光コンテ

ンツ）を定番で実施する。 

“築150年の古民家で多言語対応『禅ライブ体験event』”

というタイトルで、観光や国際交流に興味のある地元の

若者に先般の『禅 ZEN 体験イベント』のガイドスキルを

提供、英語やフランス語などの多言語観光プログラム（禅

ZEN体験）をリリースする。この多言語観光プログラムを

古民家の定番イベントメニューにすることで、美馬市の

観光事業の活性、若者の雇用拡大と地域活性を目指す。 

 本研究により理論構築した『禅マネジメント』は、 

過疎地域における企業の生産性の向上に貢献するため

に、『禅マネジメント』を体系化しインターンシップや

企業研修（人材育成）の成果検証を計画する。 

 

【引用・参考文献】 

[１]総務省 地域力創造グループ過疎対策室（2017）『平

成 27年度版 過疎対策の現況』,P1 ※1 

[２]厚生労働省『平成 25 年若年者雇用実態調査の概況』 

,P21 ※2 

[３]寿山泰二 (2012）『エンプロイアビリティにみる大

学生のキャリア発達論 新時代の大学キャリア教育のあ

り方』 金子書房 ,PP2-8 ※3 

[４]中村博（2013）「キャリア教育とキャリア・マネジメ

ント、及び、日本経済における経営・組織論」『福山大学

経済学論集』 第37巻 第1･2合併号 ,P47  ※4 

[５]就職みらい研究所（2017）『就職白書2017 ～インタ

ーンシップ編～』株式会社リクルートキャリア,p1 ※5 

[６]高橋秀直・石谷百合加・鳥取部真己（2014）「新入社

員の早期離職率改善に向けた人材マネジメントへの一考

察－組織社会化と戦略的人的資源管理論の視点から－」

『北九州市立大学マネジメント論集』第７号 PP.1-15 

※6 

[７]P.F｡ドラッカー（2010）『ドラッカー最後の言葉』 

講談社 PP51-58 ※7 

[8]マリオ・アロンソ・ブッチ・梶浦真美（訳）(2012） 『ハ

ーバード流 自分の潜在能力を発揮させる技術』 アチー

ブメント出版  ,PP16-17 ※8 

[9]芳賀繁 （2012） 『事故がなくならない理由』 Ｐ

ＨＰ新書 ,PP175-177、※9 ,PP172-174、202-208 ※11 

[10]P.F．ドラッカー（2010）『マネジメント 基本と原則』

ダイヤモンド社 ,P81 ※10 

[12]重松宗育・常盤義仲（編訳）（2016）『鈴木大拙コロ

ンビア大学セミナー講義 1952 年秋冬学期・1953 年春学

期』公益財団法人松ヶ岡文庫,PP11-15 ,PP130-131 ※12 

[13]『La methode de Coue』 Mise a jour et adaptation 

par Michel Gregoire. Editon:Cree un Ebook, Sherbrooke, 

Quebec , Canada,2009  ,PP13-15 ※13 

[14]田上太秀（昭和62年）『禅の思想 インド源流から道

元まで』東京書籍 ,PP50-51 ※14 

[15]増谷文雄（昭和 49 年）『根本仏教と大乗仏教』佼成

出版社 ,P84 ※15 

45



地域活性における人材育成（Ⅱ）―地方分権改革とキャリア教育―

関 隆晴（大阪教育大学名誉教授）

：地方分権、人材育成、キャリア教育

【背景】 
科学技術の発展によるプラスチックやコンクリート、ア

ルミニウム、ガラス等の大量生産や化石燃料の燃焼による

ブラックカーボン（煤）の蓄積、核実験による新たな放射

性同位元素（プルトニウム ・ ）の出現、温室効果ガ

スの急速な濃度上昇、人口の指数関数的増加、人工的地下

建造物の大量出現等々、今や地質学者により「人新世」と

いう新たな地質年代が付けられうる時代に入ったと言われ

ている ）。情報技術（ ）の進歩によるインターネットや

ビッグデータ、人工知能（ ）の驚異的な発展やバイオテ

クノロジーの進歩、更には国家間及び市民社会の「格差」

の拡大等々により、人類は地球人類としての集団運営が求

められる、未曾有の激しい変化の時代に直面している 。

そして近未来を生きる次代の大人（現在の子ども）達に持

続可能な人類社会をどのように残すことができるのかとい

う国際的政治経済課題 と、近未来を生きる現在の子ども

と若者をどのように育成するのかという国際的教育課題

に現代人は直面している。

このような現代社会の中で、全ての人が、一人ひとりの

幸せな生活と人生を望んでいる。

敗戦後、連合国軍総司令部（ ）の統治政策下で始まっ

た日本の復興は、 年の の方針転換により、民主化

教育の中で豊かな国家再建の道を歩み始めた。朝鮮戦争を

ステップボードに高度経済成長、安定成長、バブル経済と

続く中で総中流と呼ばれた経済的豊かさを実現し、バブル

崩壊後の成熟期に入った日本は、 世紀に入り人口減少、

少子化、高齢化という世界に先駆けた人口構成変化の中、

戦後の国土政策（全国総合開発計画）でとり残された課題

である「地域間の均衡ある発展」 の実現のため、地方分権

改革が進められている 。

本論では日本の戦後の国土政策の流れの中で、現在地方

創生という名の下にその実現が図られている地方分権改革

の目指す方向性と、地方分権改革と時を同じくして進めら

れてきた日本の教育改革の目指す方向性を明らかにし、キ

ャリア教育と地方分権の密接な関係を明らかにする。

【研究内容】

日本における地方分権改革の流れとバブル崩壊後の教

育改革の流れを、政策文書、文献により整理し、現在国

内で行われている教育改革とキャリア教育の内容が地方

分権改革とどのように関わるのかを探る。 
 
【研究結果】

）戦後日本における中央集権から地方分権への流れ

年に制定された全国総合開発法に基づき、日本で

は 年第 次全国総合開発計画 が始まり、 年、

年、 年と時代に応じた 次にわたる全国総合開

発計画による国土政策が進められ、経済の高度成長、安

定成長期を経てバブル経済とその崩壊後の低成長期（成

熟期）を迎えた。この間、 は世界第２位にまで上昇し

たが、国土総合開発計画の目指した「地域間の均衡ある

発展」 は実現せず、都市と地方の格差は解消されなかっ

た。その原因は＜地方分権的な思想の欠如＞ ）も重要な

要因であろうと指摘されている。

日本の地方分権改革は、 年衆参両院の「地方分権

の推進に関する決議」から始まったとされ、これは明治

政府により構築された中央集権を＜憲政史上初めて（中

略）地方分権を積極的に推進するための法制定を求めた

画期的な決議であった＞ と地方分権改革有識者会議は

明記している。

年に成立した地方分権推進法の下に発足した地方

分権推進委員会の勧告に基づき、地方分権一括法が

年に成立し、第１次地方分権改革が終わったとされてい

る。これにより、① 機関委任事務制度の廃止と事務の再

構成、② 国の関与の新しいルールの創設、③国の権限を

都道府県に、都道府県の権限を市町村に移譲、④都道府

県の条例により、都道府県から市町村に権限を移譲する

ことを可能とする制度が法制化された 。

年に発足した 地方分権改革推進会議の下、骨太の

方針による三位一体改革（国庫補助負担金改革、税源移

譲、交付税改革）による国と地方の税財政システム改革

が ‐ 年に行われた 。

年 地方分権改革推進法が成立し、 年に発足

した 地方分権改革推進委員会の 次にわたる勧告に基づ

き、 年 国と地方の協議の場法、及び第１次、第２次

一括法が成立し、第２次地方分権改革が終わった。これ
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このような現代社会の中で、全ての人が、一人ひとりの

幸せな生活と人生を望んでいる。

敗戦後、連合国軍総司令部（ ）の統治政策下で始まっ

た日本の復興は、 年の の方針転換により、民主化

教育の中で豊かな国家再建の道を歩み始めた。朝鮮戦争を
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ャリア教育と地方分権の密接な関係を明らかにする。
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分権改革とどのように関わるのかを探る。 
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）戦後日本における中央集権から地方分権への流れ

年に制定された全国総合開発法に基づき、日本で

は 年第 次全国総合開発計画 が始まり、 年、

年、 年と時代に応じた 次にわたる全国総合開

発計画による国土政策が進められ、経済の高度成長、安

定成長期を経てバブル経済とその崩壊後の低成長期（成

熟期）を迎えた。この間、 は世界第２位にまで上昇し

たが、国土総合開発計画の目指した「地域間の均衡ある

発展」 は実現せず、都市と地方の格差は解消されなかっ

た。その原因は＜地方分権的な思想の欠如＞ ）も重要な

要因であろうと指摘されている。

日本の地方分権改革は、 年衆参両院の「地方分権

の推進に関する決議」から始まったとされ、これは明治

政府により構築された中央集権を＜憲政史上初めて（中

略）地方分権を積極的に推進するための法制定を求めた

画期的な決議であった＞ と地方分権改革有識者会議は

明記している。

年に成立した地方分権推進法の下に発足した地方

分権推進委員会の勧告に基づき、地方分権一括法が

年に成立し、第１次地方分権改革が終わったとされてい

る。これにより、① 機関委任事務制度の廃止と事務の再

構成、② 国の関与の新しいルールの創設、③国の権限を

都道府県に、都道府県の権限を市町村に移譲、④都道府

県の条例により、都道府県から市町村に権限を移譲する

ことを可能とする制度が法制化された 。

年に発足した 地方分権改革推進会議の下、骨太の

方針による三位一体改革（国庫補助負担金改革、税源移

譲、交付税改革）による国と地方の税財政システム改革

が ‐ 年に行われた 。

年 地方分権改革推進法が成立し、 年に発足

した 地方分権改革推進委員会の 次にわたる勧告に基づ

き、 年 国と地方の協議の場法、及び第１次、第２次

一括法が成立し、第２次地方分権改革が終わった。これ

により、① 地方に対する規制緩和（義務付け・枠付けの

見直し）、② 国から地方への事務・権限の移譲など、③ 都

道府県から市町村への事務・権限の移譲など、④国と地

方の協議の場の法制化が完了した 。

そして 年、内閣総理大臣を本部長とする地方分権

改革推進本部を設置し、地方分権改革有識者会議が発足。

規制緩和や都道府県から市町村への権限移譲を進めると

共に、 年から、従来の委員会勧告方式に変わり、個々

の地方公共団体から全国的な制度改正の提案を広く募る

「提案募集方式」を導入、また、権限移譲にあたっては

個々の地方公共団体の発意に応じて選択的に移譲する

「手挙げ方式」を導入した 。

このように国の権限を地方に移譲（分権）することに

より地方による地方自治を可能とする法的な整備が進め

られた。そしてこの法的整備に基づいて、住民の総意に

よる地方分権の実現を図るという最終的な目標に向け、

年制定の「まち・ひと・しごと創生法」 に基づく

地方創生が、内閣官房に設置された「まち・ひと・しご

と創生本部」により地方創生大臣の下で実施されている。

そして「まち・ひと・しごと創生法」第 条には「国民

の努力」として、＜国民は、まち・ひと・しごと創生に

ついての関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共

団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に

協力するよう努めるものとする＞ と定めている。

）バブル崩壊後の日本における教育改革

ここまで見てきた地方分権改革は、地域住民による地

方自治を進めることを目指す制度改革であるが、地域住

民の意識改革が伴わなければ実現は難しい。

一方、結果として日本の経済成長を支える人材育成を

効率よく進めてきた我が国の教育においても、地方分権

改革と時を同じくして教育改革が始まった。

年の文部大臣からの諮問に対し、 年中央教育

審議会から「新しい時代に対応する教育の諸制度の改革

について」 と題した答申が提出された。

この答申においてはわが国の歴史や国民の意識にまで

遡って当時の学校教育が抱える諸問題を検討し、子ども

たちの心のゆがみをもたらしている要因として、学歴主

義の成立と受験競争の激化、教育における平等と効率の

問題等を取り上げている。そして高校間「格差」や大学

の「序列」に基づく学校教育における偏差値偏重、受験

競争の激化を「病理」とまで表現すると同時に、これは

また戦後の学校教育が＜産業社会の成功因でもある＞こ

とを指摘し、＜しかしながら教育改革の目的は紛れもな

くここにしかない＞と苦渋の表現をしている。そして生

涯学習の一環として学校教育を位置付けることを含め、

生涯学習社会の実現を目指す幅広い提言を行った。

これを受け、「 世紀を展望した我が国の教育の在り

方について」 ）という中央教育審議会答申が 年に

提出され、ゆとりの中で「生きる力」を育むことが提起

された。そしてその実現を目指して 年教育課程審議

会答申 ）において， 年度から「総合的な学習の時

間」が導入されることとなった。

しかし、総合的な学習の時間の受け入れ態勢が学校現

場で整っていなかったこともあり、ゆとり教育批判が高

まり、総合的な学習の時間も削減されたが、現行学習指

導要領・生きる力 ）では、「ゆとり」でも「詰め込み」

でもなく、＜次代を担う子どもたちが，これからの社会

において必要となる「生きる力」を身に付けてほしい＞

と述べ、「生きる力」の育成を学校教育の大目標に掲げ

ている。ここで言う「生きる力」の育成とは下図に示さ

れるように知・徳・体をバランスよく育むことを目指し

ている。

「生きる力」と同様な教育改革の大きな流れは国際的

にもほぼ軌を一にして起こり、同様の教育目標が掲げら

れている 。

日本におけるキャリア教育

一方、戦後の経済発展による豊かさ、便利さ実現の中

で育ってきた世代が親世代となり、その子供世代が「失

われた 年・ 年」と称される時代の中で育ち、激しい

変化に直面した近未来（次代）の社会の形成者となるこ

とが現実の課題として危機感をもって認識されるように

なると、政治的、経済的、社会的変化に対応した次世代
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育成（新たな教育）への機運と要望が高まった。そのよ

うな背景の中、日本では現在、「今後の学校におけるキ

ャリア教育・職業教育の在り方について」 という

年の中央教育審議会答申に基づき、学校教育におけるキ

ャリア教育が進められている。文部科学省のウエブサイ

ト にキャリア教育の登場とその背景及び現在に至る経

緯、用語の定義等が以下のように示されている。

「キャリア教育」という言葉が初めて登場したのは、

年の中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育

との接続の改善について」 であった。同審議会はキャ

リア教育を小学校段階から発達段階に応じて実施する必

要があるとし、更に、キャリア教育の実施に当たっては

家庭・地域と連携し、体験的な学習を重視するとともに、

各学校ごとに目的を設定し教育課程に位置付けて計画的

に行う必要がある、と提言した。

これに基づき、 年国立教育政策研究所から「児童

生徒の職業観・勤労感を育む教育の推進について」 と

いう調査研究報告書が出され、「職業観・勤労観の育成

が不可欠な『時代』を迎えた」と分析し、学校段階にお

ける職業的（進路）発達課題について解説するとともに、

小学校から高等学校までの発達段階に応じ、職業的（進

路）発達にかかわる諸能力の育成の視点から、 領域

能力を育成するための「職業観・勤労観を育む学習プロ

グラムの枠組み（例）」を示した。そしてこの年に設置

された「キャリア教育に関する総合的調査研究者会議」

による報告書「児童生徒一人一人の勤労観，職業観を育

てるために」 が 年に発表された。

この間、 年に内閣府から人間力戦略研究会報告書

「若者に夢と目標を抱かせ、意欲を高める～信頼と連携

の社会システム～」 において「社会を構成し運営する

とともに、自立した一人の人間として力強く生きて いく

ための総合的な力」として つの要素からなる「人間力」

が提唱され、キャリア教育を柱とした目指すべき若者の

活躍する社会を描いた「若者自立・挑戦プラン」 が文

部科学大臣 、厚生労働大臣 、経済産業大臣、経済財政

政策担当大臣からなる若者自立・挑戦戦略会議により策

定された。そして 年には内閣官房長官、農林水産大

臣、少子化・男女共同参画担当大臣も加え「若者の自立・

挑戦のためのアクションプラン（改訂）」が策定され、国

を挙げてキャリア教育のさらなる充実を図ることとなっ

た。更に済産業省から、社会人基礎力に関する研究会の

「中間取りまとめ」 が 年に出され、「組織や地域

社会の中で多様な人々とともに仕事を行っていく上で必

要な基礎的な能力」として 分類 要素の能力が「社会

人基礎力」として提唱された。

このような経緯の中、 年の中央教育審議会答申「今

後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につ

いて」 において、キャリアとは「人が生涯の中で様々

な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割

との関係を見いだしていく連なりや積み重ね」と定義し、

社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き

方を実現していく過程を「キャリア発達」とした。そし

てキャリア教育を「一人一人の社会的・職業的自立に向

け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して

キャリア発達を促す教育」と定義した。

）キャリア教育で育成すべき「基礎的・汎用的能力」

年に国立教育政策研究所から提出された調査研究

報告書「児童生徒の職業観・勤労感を育む教育の推進に

ついて」 で示された「職業観・勤労観を育む学習プロ

グラムの枠組み（例）」は、その後「４領域８能力」と

して広まったがいくつかの課題が指摘された。そこでそ

れらの課題を克服するため，その後に提唱された類似性

の高い各種の能力論（内閣府「人間力」、経済産業省「社

会人基礎力」、厚生労働省「就職基礎能力」など）とと

もに改めて分析を加え、「分野や職種にかかわらず社会

的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力」として

再構成し、「基礎的・汎用的能力」が「今後の学校にお

けるキャリア教育・職業教育の在り方について」 （ ）

において提唱された。

これは以下の４つの能力により構成されている。

「人間関係形成・社会形成能力」

多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて

自分の考えを正確に伝えることができるとともに、自分

の置かれている状況を受け止め、役割を果たしつつ他者

と協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に

形成することができる力。

「自己理解・自己管理能力」

自分が「できること」「意義を感じること」「したいこ

と」について社会との相互関係を保ちつつ、今後の自分

自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき主体的に行

動すると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後

の成長のために進んで学ぼうとする力。

「課題対応能力」

仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適切な計

画を立ててその課題を処理し、解決することができる力。
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育成（新たな教育）への機運と要望が高まった。そのよ

うな背景の中、日本では現在、「今後の学校におけるキ

ャリア教育・職業教育の在り方について」 という

年の中央教育審議会答申に基づき、学校教育におけるキ

ャリア教育が進められている。文部科学省のウエブサイ

ト にキャリア教育の登場とその背景及び現在に至る経

緯、用語の定義等が以下のように示されている。

「キャリア教育」という言葉が初めて登場したのは、

年の中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育

との接続の改善について」 であった。同審議会はキャ

リア教育を小学校段階から発達段階に応じて実施する必

要があるとし、更に、キャリア教育の実施に当たっては

家庭・地域と連携し、体験的な学習を重視するとともに、

各学校ごとに目的を設定し教育課程に位置付けて計画的

に行う必要がある、と提言した。

これに基づき、 年国立教育政策研究所から「児童

生徒の職業観・勤労感を育む教育の推進について」 と

いう調査研究報告書が出され、「職業観・勤労観の育成

が不可欠な『時代』を迎えた」と分析し、学校段階にお

ける職業的（進路）発達課題について解説するとともに、

小学校から高等学校までの発達段階に応じ、職業的（進

路）発達にかかわる諸能力の育成の視点から、 領域

能力を育成するための「職業観・勤労観を育む学習プロ

グラムの枠組み（例）」を示した。そしてこの年に設置

された「キャリア教育に関する総合的調査研究者会議」

による報告書「児童生徒一人一人の勤労観，職業観を育

てるために」 が 年に発表された。

この間、 年に内閣府から人間力戦略研究会報告書

「若者に夢と目標を抱かせ、意欲を高める～信頼と連携

の社会システム～」 において「社会を構成し運営する

とともに、自立した一人の人間として力強く生きて いく

ための総合的な力」として つの要素からなる「人間力」

が提唱され、キャリア教育を柱とした目指すべき若者の

活躍する社会を描いた「若者自立・挑戦プラン」 が文

部科学大臣 、厚生労働大臣 、経済産業大臣、経済財政

政策担当大臣からなる若者自立・挑戦戦略会議により策

定された。そして 年には内閣官房長官、農林水産大

臣、少子化・男女共同参画担当大臣も加え「若者の自立・

挑戦のためのアクションプラン（改訂）」が策定され、国

を挙げてキャリア教育のさらなる充実を図ることとなっ

た。更に済産業省から、社会人基礎力に関する研究会の

「中間取りまとめ」 が 年に出され、「組織や地域

社会の中で多様な人々とともに仕事を行っていく上で必

要な基礎的な能力」として 分類 要素の能力が「社会

人基礎力」として提唱された。

このような経緯の中、 年の中央教育審議会答申「今

後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につ

いて」 において、キャリアとは「人が生涯の中で様々

な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割

との関係を見いだしていく連なりや積み重ね」と定義し、

社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き

方を実現していく過程を「キャリア発達」とした。そし

てキャリア教育を「一人一人の社会的・職業的自立に向

け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して

キャリア発達を促す教育」と定義した。

）キャリア教育で育成すべき「基礎的・汎用的能力」

年に国立教育政策研究所から提出された調査研究

報告書「児童生徒の職業観・勤労感を育む教育の推進に

ついて」 で示された「職業観・勤労観を育む学習プロ

グラムの枠組み（例）」は、その後「４領域８能力」と

して広まったがいくつかの課題が指摘された。そこでそ

れらの課題を克服するため，その後に提唱された類似性

の高い各種の能力論（内閣府「人間力」、経済産業省「社

会人基礎力」、厚生労働省「就職基礎能力」など）とと

もに改めて分析を加え、「分野や職種にかかわらず社会

的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力」として

再構成し、「基礎的・汎用的能力」が「今後の学校にお

けるキャリア教育・職業教育の在り方について」 （ ）

において提唱された。

これは以下の４つの能力により構成されている。

「人間関係形成・社会形成能力」

多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて

自分の考えを正確に伝えることができるとともに、自分

の置かれている状況を受け止め、役割を果たしつつ他者

と協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に

形成することができる力。

「自己理解・自己管理能力」

自分が「できること」「意義を感じること」「したいこ

と」について社会との相互関係を保ちつつ、今後の自分

自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき主体的に行

動すると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後

の成長のために進んで学ぼうとする力。

「課題対応能力」

仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適切な計

画を立ててその課題を処理し、解決することができる力。

「キャリアプランニング能力」

「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき様々な

立場や役割との関連を踏まえて「働くこと」を位置付け、

多様な生き方に関する様々な情報を適切に取捨選択・活

用しながら、自ら主体的に判断してキャリアを形成して

いく力。

 
【今後の展開】

社会の形成者としての人材育成が教育の目的あり、社

会の変遷に応じて教育目標も変わる。しかし現代社会は

未曾有の激しい変化の時代であり、近未来の持続可能な

発展の姿を誰も予測できない。そのような時代を生きる

今の子ども・若者たちが、自らの課題を発見し問題解決

することのできる力を身につけ、社会的・職業的に自立

して共生社会を創り、自らの人生を構築してゆくことが

できるようにする人材育成が「キャリア教育」に託され

ている。

これは正に、地方分権における地方自治を担う人材に

他ならない。

このような人材の育成は学校教育だけでできるもので

はなく、家庭と地域の生活の場の持つ、環境としての教

育力が不可欠である。

教育による地域再生が隠岐郡海士町を始めいくつかの

課題先進地域で進められている。このような活動を支え、

各地域課題に即した形で広げてゆくことが、地方創生に

おける、まちづくり・ひとづくり・しごとづくりに他な

らない「キャリア教育」であり、近未来社会の構築につ

ながる活動であろう。

【引用・参考文献】

） ザラシ―ウイッツ「人類は地球にどんな痕跡を残し

ていくのか？」日経サイエンス 年 月号

特集：「人新世を考える」日経サイエンス 年 月

号 「人新世を考える」（後編）日経サイエン

ス 年 月号

外務省（仮訳）「我々の世界を変革する：持続可能な

開発のための アジェンダ」

佐藤真久・阿部 治監訳「国連持続可能な開発のため

の教育の 年（ ～ 年） 国際実施計画（日本

語訳）、「 国際実施計画」『 活動報告書』

持続可能 な開発のための教育の 年推進会議（ ）

（ ）

閣議決定「全国総合開発計画」（ ）

）関隆晴「地方創生における人材育成―宮津青年会議所

の地域で輝くひとづくり―」橋本行史編「地方創生―こ

れから何をなすべきか―」創成社 印刷中）

竹野克己「大平正芳内閣の「田園都市国家構想」と戦

後日本の国土計画」法政大学公共政策志林第 号

（ ）

地方分権改革有識者会議 「個性を活かし自立した地

方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」 内閣府

（ ）

西森光子「地方財政の三位一体改革の概要と現状」調

査と情報第 号（ ）

内閣府 「地方分権改革のこれまでの歩み」

「まち・ひと・しごと創生法」（ ）

中央教育審議会答申「新しい時代に対応する教育の

諸制度の改革について」文部科学省

中央教育審議会答申「 世紀を展望した我が国の教

育の在り方について」文部科学省

教育課程審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高

等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準

の改善について」文部科学省

文部科学省 「現行学習指導要領・生きる力」

中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア

教育・職業教育の在り方について」文部科学省（ ）

文部科学省「キャリア教育とは何か」（ ）

中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との

接続の改善について」文部科学省（ ）

国立教育政策研究所生徒指導研究センター「児童生

徒の職業観・勤労観を育む教育の推進について（調査研

究報告書）」（ ）

キャリア教育に関する総合的調査研究者会議「児童

生徒一人一人の勤労観、職業観を育てるために」報告書

文部科学省（ ）

人間力戦略研究会「若者に夢と目標を抱かせ、意欲

を高める～信頼と連携の社会システム～」内閣府（ ）

若者自立・挑戦戦略会議「若者自立・挑戦プラン」

文部科学大臣 、厚生労働大臣 、経済産業大臣、経済財

政政策担当大臣

社会人基礎力に関する研究会「中間取りまとめ」経

済産業省（ ）

 

49



 地域・大学協働による学生の「祭りの環インターンシップ事業」の試み 

〇池田幸應（金沢星稜大学）・杉本直哉（石川県企画振興部） 

Keyword： 地域・大学協働、学生参画、祭りインターンシップ 

 

【問題・目的・背景】 

全国的に人口減少が進み、特に地方での過疎高齢化が

加速している。石川県、特に奥能登地域においても、そ

の傾向は顕著であり、地域コミュニティーの存続可否が

深刻な課題となっている。これらの背景もあり「まち・

ひと・しごと創生長期ビジョンが3つの視点から示され、

総合戦略が2015年度より2019年度の5年間、4つの基本

目標により実施・推進されている。本稿での研究対象事

例地域の穴水町においても「穴水町人口ビジョン」及び

「穴水町まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定され

た。これに際して、同町が実施した住民アンケート調査

「穴水町総合戦略の策定に向けた住民意見アンケート調

査」（2013 年 7 月、対象：同町に居住する全世帯主及び

20～49歳同居家族、方法：調査票配布・郵送回集、回収

率：46.2％）結果においても、人口減少対策の具体的な

取組みとして地域の活性化、にぎわい創出を目指す取り

組みとして、「観光資源や祭りなどの地域資源を活かした

まちづくり」が最も多い結果であった（61.1％）。 

奥能登地域には、約 200 の「祭り」があり、地域資源

として豊富な自然、歴史、文化、そこに暮らす人々の存

在が挙げられ、コミュニティー存続自体を含め地方創生

の視点からも、その地域の祭りなど伝統的行事等の継承

及びそのための次世代人材の確保とその育成が重要であ

る。本研究では、石川県で地域・大学協働による取組み

として実施されている「能登・祭りの環」インターンシ

ップ事業での学生の祭りへのインターンシップ参画、特

に長期インターンシップを事例に、過疎高齢化地域にお

ける地域・大学協働の在り方について検討を深めること

を目的とする。 

 

【研究方法・研究内容】 

 奥能登 2市 2町で実施されている能登キャンパス構想

推進協議会「能登・祭りの環」インターンシップ事業で

の地域・大学協働の在り方について調査し、現状分析お

よび課題提案を行う。 

調査対象は、「能登・祭りの環」インターンシップ事業

での長期インターンシップ学生 10名（昨年度：4名、本

年度：5名）であり、インターンシップ学生の所属大学、

協議会加盟大学、地域行政機関担当者、地域関連団体代

表者についても追加対象に加えた。調査方法として質問

票を用いたインタビュー調査〔内容：①祭りインターン

シップの状況について、②インターンシップ実施への事

前対応・期間内対応・事後対応について、③インターン

シップに対する成果・課題について、④インターンシッ

プへの期待（今後の展望）について〕を実施し、加えて

祭りでのインターンシップ現場への同行調査を行った。 

 

【研究・調査･分析結果】 

１．石川県における地域・大学協働について 

石川県は、金沢市を中心に 20 高等教育機関が集積し、

約 3万人を超える学生が集う「学都」県であり、2006年

度、大学コンソーシアム石川（現 公益社団法人大学コン

ソーシアム石川）の設立による大学相互・大学－地域間

連携の推進に加え、そのコンソーシアム体制をベースに

2012年度より 5年間の文部科学省「大学間連携共同教育

推進事業」（地域連携）、2015年度からの「COC＋事業」等

により、県内での産学官金労言の連携推進が継続的に図

られてきている。特に県内の自治体 19市町及び 20高等

教育機関、そして産業界から構成されている大学コンソ

ーシアム石川「地域課題研究ゼミナール支援事業」、「貢

献型学生プロジェクト支援事業」は、学生の主体的地域

参画及び地域課題解決提案の試みとして2006年度より継

続的に実施されおり、地域貢献、学生の教育・研究地域

貢献推進の視点からも高く評価を得ている。また、これ

らの流れが各大学でも地域連携部局の設置に拍車を掛け

たとも推測できる。 

一方、大学等が無く、人口減少、過疎高齢化が顕著な

奥能登地域での諸課題への積極的対応策として、2011年

3月より石川県、奥能登2市2町（珠洲市、輪島市、能登
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 地域・大学協働による学生の「祭りの環インターンシップ事業」の試み 

〇池田幸應（金沢星稜大学）・杉本直哉（石川県企画振興部） 

Keyword： 地域・大学協働、学生参画、祭りインターンシップ 

 

【問題・目的・背景】 

全国的に人口減少が進み、特に地方での過疎高齢化が

加速している。石川県、特に奥能登地域においても、そ

の傾向は顕著であり、地域コミュニティーの存続可否が

深刻な課題となっている。これらの背景もあり「まち・

ひと・しごと創生長期ビジョンが3つの視点から示され、

総合戦略が2015年度より2019年度の5年間、4つの基本

目標により実施・推進されている。本稿での研究対象事

例地域の穴水町においても「穴水町人口ビジョン」及び

「穴水町まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定され

た。これに際して、同町が実施した住民アンケート調査

「穴水町総合戦略の策定に向けた住民意見アンケート調

査」（2013 年 7 月、対象：同町に居住する全世帯主及び

20～49歳同居家族、方法：調査票配布・郵送回集、回収

率：46.2％）結果においても、人口減少対策の具体的な

取組みとして地域の活性化、にぎわい創出を目指す取り

組みとして、「観光資源や祭りなどの地域資源を活かした

まちづくり」が最も多い結果であった（61.1％）。 

奥能登地域には、約 200 の「祭り」があり、地域資源
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の視点からも、その地域の祭りなど伝統的行事等の継承
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る。本研究では、石川県で地域・大学協働による取組み

として実施されている「能登・祭りの環」インターンシ

ップ事業での学生の祭りへのインターンシップ参画、特

に長期インターンシップを事例に、過疎高齢化地域にお

ける地域・大学協働の在り方について検討を深めること

を目的とする。 

 

【研究方法・研究内容】 
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連携の推進に加え、そのコンソーシアム体制をベースに

2012年度より 5年間の文部科学省「大学間連携共同教育
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表１．「能登・祭りの環」インターンシップ事業への参加状況 

〔*2017年度については、（ ）参加予定数〕 

の積極的対応と大学の教育・研究・地域貢献の推進のた

めに、能登キャンパス構想推進協議会が設立・組織され、

昨年度、本年度において、以下の 4 事業が実施されてい

る。 

①国際発信強化推進事業：能登をテーマとした海外の

大学・研究機関との共同研究やワークショップの開催、

留学生と日本人学生・地域との交流事業を通じ、能登の

魅力の国際的発信に繋げる。 

②課題解決実証事業：2市 2町共通のテーマを設定し、

行政・大学に加え、地元企業や地域団体と協働で地域経

済の活性化に繋がる具体的事業を実施する。企業、団体、

大学等で学生受け入れプログラムを開発し、地域志向型

インターンシップを実施する。 

③「能登・祭りの環」インターンシップ事業：学生ら

が祭りの担ぎ手等になることで、能登の文化を学ぶとと

もに日本遺産の継承に貢献する。情報発信や運営など、

準備段階から地域へのインターンシップとして関わるこ

とで、学生が継続的に地域と関わるしくみづくりに繋げ

る。 

④域学連携による地方創生セミナー開催事業：「地域＋

行政＋大学」連携の全国の優良事例の把握、地域間連携

促進に向けた行政職員向けセミナーを開催し、域学連携

を推進する。 

これらの中で、特に「能登・祭りの環」インターンシ

ップ事業は、平成 2011 年度当初、「能登の祭り支援プロ

ジェクト」として、金沢大学地域連携推進センターが、

輪島市での「名舟大祭」「黒島天領祭」「櫟原北代比古

神社秋祭り」及び穴水町での「岩車奈古司神社秋祭り」

の 4 つの祭りに学生ボランティアを派遣しており、この

流れを受けて翌年度より、以前からも継続的に奥能登地

域での各種祭りに積極的な学生参画を推進してきた金沢

星稜大学が主幹大学として「能登・祭りの環プロジェク

ト」として、奥能登2市2町で行なわれる祭りについて、

各市町毎に 1つを選定し、それらの 4つの祭りと 4市町

をキーワードに「祭りの環」により、学生たちの視点か

ら奥能登地域の魅力を発信し、可能な範囲で地域課題へ

の解決策に取り組むことになった。そして昨年度より「能

登・祭りの環」インターンシップ事業として、参加対象

を能登キャンパス構想推進協議会加盟大学所属学生に限

らずに奥能登2市2町で展開されている。 

これまで、奥能登地域での祭りへの学生参画は、地域

の知縁による学生個人、大学関係者等への活動支援依頼

によるものが多かったが、地域の過疎高齢状況により、

各自治体担当者も積極的な関与が望まれており、また各

大学での地域連携センター等の設置に伴い、それらを窓

口とした大学全体としての取組みへと移行し始めている。

能登キャンパス構想推進協議会事業においても、初年度

は「能登の祭り支援プロジェクト」として、金沢大学に

よる限定的祭りへの限定的学生ボランティア派遣に留ま

っていたが、その後の「能登・祭りの環」インターンシ

ップ事業により、加盟 4 大学を中心に祭りに、事前－当

日－事後に亘る長期的参画を通して、学生たちの視点か

ら奥能登地域の魅力を発信し、協働した地域課題解決へ

の推進に繋げようとしている。 

３．「能登・祭りの環」インターンシップ事業による祭

りへの継続的参加 

奥能登地域の4市町で行なわれる祭りについて、各

市町毎に1つの祭りが選定され、学生・教員の所属大

学の壁を取り除き、祭り主催地域、その関連自治体行

政部局との連携・協働促進をめざした「祭りの環」に

より、学生たちの視点で奥能登地域の魅力を発信し、

可能な範囲で地域課題への解決策に取り組まれた。 

 

 

 

各市町での事業対象祭りの選定については、各行政担

当部局と市町内の各地域での祭り担当者との協議で決定

されており、2017年度は、各市町とも2016年度と同一地

域の祭りが選定されている。 

（１）「沖波大漁祭り」 

昨年度の事業対象祭りである「沖波大漁祭り」（穴水町、

2016.8/14･15)における参加状況について、担当教員のコ

メント（抜粋）を以下に示す。 

“…（中略）…本年度においては、「能登・祭りの環プロ

ジェクト」として、学生たちがより積極的に各地区（5

組）に分かれてキリコを担いだ。祭りでは、1日目のお昼

過ぎから深夜まで、男子学生だけではなく、女子学生も

積極的にキリコを担ぎ、2日目の午前中には、立戸ノ浜の

海中へとキリコを担ぎ入れ乱舞した。今年度は、昨年度

祭り （開催日程順） 参加学生 参加教員 

穴水町「沖波大漁祭り」 3大学・52名（6大学・45名） 1大学・1名（1大学・3名） 

能登町「矢波諏訪祭」 2大学20名（4大学20名） 2大学・3名（2大学2名） 

輪島市「黒島天領祭」 2大学・41名（4大学45名） 2大学・3名（2大学・3名） 

珠洲市「粟津の秋祭り」 4大学・27名（4大学・20名） 1大学・2名（2大学・2名） 

合計 5大学・140名（6大学130名+） 2大学・4名（4大学・8名） 

写真1．５基のキリコと参加学生たち 
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図１．2016年度長期インターンシップ学生が策定した 

「キリコ祭り六箇条」 

〔*2017年度については、（ ）参加予定数〕 

まで参加していた同町での合宿中の大相撲追手風部屋と

春日部屋の力士が参加していなかったが、学生たちの担

ぎが祭りの盛り上げに繫がった。また、祭り終了後、地

区住民から交流会（「よばれ」）に誘われ、積極的に交流

することができた。その場では、学生たちは、地域住民

との直接的会話を通して住民の地域への思いや地域課題

について感じ取ることができた。2日間、真夏の猛暑の下、

汗をかきながら、祭りを通して、地域の人々との協働に

より、地域の歴史や伝統文化について実学する機会を得

た。…（中略）…” 

（２）「矢波諏訪祭」、「黒島天領祭」、「粟津の秋祭り」 

「沖波大漁祭り」と同様に、「矢波諏訪祭」（能登町、

2016.8/15･16）、「黒島天領祭」（輪島市、2016.8/17･18）、

「粟津の秋祭り」（珠洲市、2016.9/12･13）についても、

参加学生の多くが、キリコ祭りへの参加を通して、キリ

コ祭りの雄大さは勿論、地域の方々の優しさを実感する

ことができた。特に祭り前後の「よばれ」では、地域特

有の郷土料理など、地域の方々からの温かいもてなしを

受け、多くの参加学生が、継続参加への気持ちを強くし

た。しかし、祭りによっては、地域の人口減少によって、

本来担いでいたキリコが車輪を付けざるを得ない現状な

ど、地域の諸課題に直接触れ、地域住民からの声によっ

て、祭りへの学生参加の期待の大きさについて理解する

ことができた。祭り成立のためには、キリコの担ぎ手の

確保が不可欠であり、この点からも学生への期待は大き

いことは事実であるが、地域内での若者減少の実状から

も、「よばれ」等での世代間、特に高齢者と学生たちとの

交流は、何よりも域住民にとっての大きな地域肯定観の

向上に繋がるものと推測される。 

４．「能登・祭りの環」インターンシップ事業による学

生の祭りへの参画推進 

「能登の祭り支援プロジェクト」としてスタートし、

一昨年度まで「能登・祭りの環プロジェクト」として実

施されてきたが、昨年度より「能登・祭りの環」インタ

ーンシップ事業として、祭り当日への学生参加に留まら

ず、事前の地域での祭りの打合せや準備段階から祭りへ

参画するに至っている。このインターンシップ学生の募

集については、能登キャンパス構想推進協議会加盟 4 大

学に制限せず、大学コンソーシアム石川の事業等を活用

し、県内の20高等教育機関所属の全ての学生に募集情報

を配信されている。 

（１）「長期インターンシップ」の取り組み 

2016年度、祭りへのインターンシップを「当日インタ

ーンシップ」、「短期インターンシップ」、「長期インター

ンシップ」の 3 つにタイプに設定した。しかし、短期イ

ンターンシップについては、地域側と調整状況及び長期

インターンシップとの相違の具体的明確化ができず、募

集には至らなかった。また、長期についても、活動日程

の点からも、各大学での定期試験等と同時期ということ

もあり、最終的に4名（同一大学所属学生）に留まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度においては、「能登・祭りの環」インターンシ

ップ実行委員会を設置し、協議会加盟 4 大学を各祭りの

担当大学として位置付けたことにより、昨年度実施内容

の学生への情報周知の向上及び各担当大学内での所属学

生への直接的情報発信もあり、定員の 5 名が確定し、現

時点でインターンシップ活動を行なっている。 

 

【考察・今後の展開】 

１．事業による効果 

本事業による効果として、以下の事項が挙げられる。 

・これまでの事業の趣旨を継続することができた。 

・学生たちが地域へ入り、事業に参加すること自体が

奥能登地域への交流人口の促進となり、地域の活性

化に繋がっている。 

・地域の伝統文化・行事が過疎高齢化のため運営困難な

状況において、学生たちの参加により、活気が取り戻

され、行事継承への繋がっている。 

・学生が地域の様々な活動に関わることで、新たな地域 

の課題も明確化・意識化され、地域での連携促進に繋

がっている。 

・学生が地域住民や行政など、多様な人々と多く接する

ことで、これから必要とされる社会人基礎力を無意識

に促進することができた。 

・異なる大学の学生たちが地域での活動を継続的に続け、
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ことができた。特に祭り前後の「よばれ」では、地域特

有の郷土料理など、地域の方々からの温かいもてなしを

受け、多くの参加学生が、継続参加への気持ちを強くし

た。しかし、祭りによっては、地域の人口減少によって、

本来担いでいたキリコが車輪を付けざるを得ない現状な

ど、地域の諸課題に直接触れ、地域住民からの声によっ

て、祭りへの学生参加の期待の大きさについて理解する

ことができた。祭り成立のためには、キリコの担ぎ手の

確保が不可欠であり、この点からも学生への期待は大き

いことは事実であるが、地域内での若者減少の実状から

も、「よばれ」等での世代間、特に高齢者と学生たちとの

交流は、何よりも域住民にとっての大きな地域肯定観の

向上に繋がるものと推測される。 

４．「能登・祭りの環」インターンシップ事業による学

生の祭りへの参画推進 

「能登の祭り支援プロジェクト」としてスタートし、

一昨年度まで「能登・祭りの環プロジェクト」として実

施されてきたが、昨年度より「能登・祭りの環」インタ

ーンシップ事業として、祭り当日への学生参加に留まら

ず、事前の地域での祭りの打合せや準備段階から祭りへ

参画するに至っている。このインターンシップ学生の募

集については、能登キャンパス構想推進協議会加盟 4 大

学に制限せず、大学コンソーシアム石川の事業等を活用

し、県内の20高等教育機関所属の全ての学生に募集情報

を配信されている。 

（１）「長期インターンシップ」の取り組み 

2016年度、祭りへのインターンシップを「当日インタ

ーンシップ」、「短期インターンシップ」、「長期インター

ンシップ」の 3 つにタイプに設定した。しかし、短期イ

ンターンシップについては、地域側と調整状況及び長期

インターンシップとの相違の具体的明確化ができず、募

集には至らなかった。また、長期についても、活動日程

の点からも、各大学での定期試験等と同時期ということ

もあり、最終的に4名（同一大学所属学生）に留まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度においては、「能登・祭りの環」インターンシ

ップ実行委員会を設置し、協議会加盟 4 大学を各祭りの

担当大学として位置付けたことにより、昨年度実施内容

の学生への情報周知の向上及び各担当大学内での所属学

生への直接的情報発信もあり、定員の 5 名が確定し、現

時点でインターンシップ活動を行なっている。 

 

【考察・今後の展開】 

１．事業による効果 

本事業による効果として、以下の事項が挙げられる。 

・これまでの事業の趣旨を継続することができた。 

・学生たちが地域へ入り、事業に参加すること自体が

奥能登地域への交流人口の促進となり、地域の活性

化に繋がっている。 

・地域の伝統文化・行事が過疎高齢化のため運営困難な

状況において、学生たちの参加により、活気が取り戻

され、行事継承への繋がっている。 

・学生が地域の様々な活動に関わることで、新たな地域 

の課題も明確化・意識化され、地域での連携促進に繋

がっている。 

・学生が地域住民や行政など、多様な人々と多く接する

ことで、これから必要とされる社会人基礎力を無意識

に促進することができた。 

・異なる大学の学生たちが地域での活動を継続的に続け、

活動を学内外に発信することで、大学自体の地域貢献

や大学間連携への取組み体制推進に繋がっている。 

＊特に本年度の長期インターンシップにおいては、複数

大学の異なる専門性を有する学生が協働で取り組むこ

とにより、複合的な視点に加え、祭りの背景や裏舞台

の諸事情についても理解を深め、今後の祭りへの学生

の積極的参画に対する具体的提案が期待される。 

 

 

 

 

２．課題と今後に向けて 

インターンシップ推進に向けて出された課題提案を以

下に示す。 
・学生もクラブ活動やアルバイトなどで忙しく、特に

3・4 年生は、就職活動等とも重なり、スケジュール

調整が難しいケースが多い。特に複数大学の学生間の

事前のスケジュール調整、連絡、打合わせ等が難しい。

→スケジュール管理や平常から相互交流・連携関係を

築くことが重要である。 

・奥能登地域での活動のため、現地への交通手段として

のバス費用が大きく、今回の助成金のほとんどがバス

代の支出となった。→活動継続に際し、交通費、宿泊

代などの経済的負担に対して、大学や地域からの支援、

公的助成や補助金事業等の確保が必要である。 

・今回の事業実施に際し、各祭への参加終了後における

地域（地域の魅力、課題等）についての検討会の開催、

及び各地域への事業報告が十分に行うことができず、

また、学生たちの視点から奥能登地域の魅力の発信や

地域課題への解決策に取り組むところには至らなか

ったため、事業の発展・継続が望まれる。 

・１つの専門性を学ぶ学生が単独で取り組むよりも、

様々な課題を抱える地域に対し、様々な専門性や考え

を持つ複数の大学やゼミナール等の学生たちが連携

して取り組むことが、相互学習や地域の課題解決にと

って効果的である。 

３．各大学の協働・支援体制の必要性 

奥能登地域にとっては人口減少、過疎高齢化対策は、地

域コミュニティー存続に最重要課題ともいえる。総務省

「域学連携」関連事業、文部科学省「地（知）の拠点大学

による地方創生推進事業（COC+）」等により、大学の専門

性やその特性を活かし大学－地域の協働型プログラムが

推進されている。学生たちにとっての地域での実践的な

取組みは、専門分野の学びの深化や主体的な学びの姿勢の

促進へと繋がっており、地域における受け入れ体制の充実

や地域人材の発掘・育成、地域力の活用促進・強化にもつ

ながるものと期待される。特に異なる専門性や特性を有す

る他大学、他学部等の相互連携による複合的協働は、学生

や大学スタッフのみならず地域側にとってもグローカル

人材育成の推進に繋がるものと期待される。 

４．まとめ 

現在、奥能登地域において、県内外の各大学や公益社

団法人大学コンソーシアム石川、能登キャンパス構想推

進協議会等の地域思考型の取組みが推進され、大学－地

域の双方にとっても協働の意識が醸成され始めている。  

しかし、これらの取り組みの多くは、事実上、未だ比

較的単一大学や学内の限定的な状況（単一研究室やゼミ

ナール等）による地域連携が多く、県内外の複数大学連

携・協働による更なる地域課題解決型施策が望まれる。

そのためにも、本事業のような継続的協働型プログラムや

それを支える自治体行政担当者＋大学教員＋地域担当者

による事業実行委員会などのサポート体制の確保と充実

が望まれ、人材育成の視点からも、学生の体験型プログラ

ムの協働推進に関する継続検討が必要である。 

（＊なお、事業対象の「沖波大漁祭り」は、本年度も 8

月 14日・15日に設定されており、詳細については学会大

会において報告する予定である。） 
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写真１．沖波大漁祭りの「よばれ」におけるインターンシップ

学生と地域住民との交流の様子（昨年度） 
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古墳を活用した地域活性の動向と課題 

Trends and Issues of Regional Activities Utilizing Kofun mounds 

 

山中鹿次（ＮＰＯ法人近畿地域活性ネットワーク） 

Shikatsugu Yamanaka(NPO coporation Kinki area active network) 
要旨  

 西暦 700年頃に、日本国が成立するが、その前の時代はお墓である古墳の大きさや形で、社会階層や権力を誇示していた

時代があり、それが古墳時代である。古墳は奈良時代、江戸時代などのように時代区分にも採用される文化遺産であり、従

来から重要度の高い古墳は史跡指定されてきた。それが 2013年に関東地区で「古墳にコーフン協会」が設立され、以後、NHK

テレビの「あさイチ」などで取り上げられ、古墳探訪の単行本なども増え、「古墳ブーム」と呼べる状況が続いている。 

しかし一方で、寺社仏閣や著名な城跡などに比べ、見学するための体制が追いついていない。 

本研究では古墳を活用した地域活性の動向と課題を提示していく 

キーワード  古墳、古墳の活用、地域活性、動向と課題 
 
課題：研究背景：目的 

 2013年以降、急速に拡大した古墳ブーム。ところが古
墳時代以降と事情が大きく異なるのが、埋葬されている

被葬者の人物がほとんどわからず、熊本城で加藤清正の

イベントを実施するより、古墳は説明など難しい部分が

多い。そのため、古墳についての掲示や説明についての

課題も多い。 
 本年は福岡県の宗像・沖ノ島が世界文化遺産に指定さ

れ、その指定遺跡に福津市の新原・奴山古墳群が加えら

れ、日本国内での世界文化遺産暫定候補に大阪府の百舌

鳥・古市古墳群が登録されており、古墳の見学熱や、古

墳を活用した地域活性熱はますます高まると思われる。 
 それだけに急速なブームの拡大が、地域活性に活用す

る時に体制の不備から不安要因になる危険性を孕んでい

る。 
 本研究では古墳ブームの発生から今日までの状況、地

域活性の状況を提示し、今後の課題と展望を提示する。 
方法 

 関西を中心に極力、著名な古墳。博物館見学や関連イ

ベント参加。著名な古墳や関連する博物館や、存在する

市町村のホームページの検索をし、現状把握を行った。 
結果-注目事例を中心にして- 

 古墳を活用した地域活性の成功事例をまずいくつか紹

介する。大阪府高槻市の今城塚古墳公園で開催のはにコ

ット（hanicotto.com/）は 2012年の 1回目 3000人（2012
年は春秋 2回開催）だったのが、古墳ブーム元年という
べき 2013年に 13000人と段階的に増加していき、昨年
2016年 11月 20日の第６回目は 25000人の来訪者があ
り、高槻市の秋の人気イベントとして定着している（写

真 1）。 

 
 上の写真は大阪府内の弥生時代から奈良時代にかけて

の埴輪や、歴史上の人物などを素材にしたゆるキャラで、 
左端が高槻市の埴輪を素材にしたゆるキャラの「はにた

ん」である。 
 「はにたん」は全国ゆるキャラグランプリで、2012
年には全国 86位が、昨年は 9位に躍進し、昨年のゆる
キャラグランプリでは、埼玉県本庄市「はにぼん」が全

国 2位に躍進するなど、古墳ブームの相乗効果といえそ
うだが、ゆるキャラの登場が古墳を活用したイベントに

集客を促し、広く関心を高めているといえそうである。 
 また古墳を活かしたスポーツ行事として、マラソン大

会の開催がある。 
 2007 年の東京マラソン開催以後のマラソン熱の高ま
り、あるいは 2013 年からの古墳ブーム以前から、古墳
を観ることを意識したマラソン大会が開催されている。 
 著名なものに埼玉県行田市で開催の行田鉄剣マラソン

がある。 
 この大会は行田市の埼玉（さきたま）古墳群内の 
稲荷山古墳から出土した鉄剣の書かれた銘文が、5 
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古墳を活用した地域活性の動向と課題 

Trends and Issues of Regional Activities Utilizing Kofun mounds 

 

山中鹿次（ＮＰＯ法人近畿地域活性ネットワーク） 

Shikatsugu Yamanaka(NPO coporation Kinki area active network) 
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課題も多い。 
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れ、その指定遺跡に福津市の新原・奴山古墳群が加えら

れ、日本国内での世界文化遺産暫定候補に大阪府の百舌

鳥・古市古墳群が登録されており、古墳の見学熱や、古

墳を活用した地域活性熱はますます高まると思われる。 
 それだけに急速なブームの拡大が、地域活性に活用す

る時に体制の不備から不安要因になる危険性を孕んでい

る。 
 本研究では古墳ブームの発生から今日までの状況、地

域活性の状況を提示し、今後の課題と展望を提示する。 
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ベント参加。著名な古墳や関連する博物館や、存在する

市町村のホームページの検索をし、現状把握を行った。 
結果-注目事例を中心にして- 

 古墳を活用した地域活性の成功事例をまずいくつか紹

介する。大阪府高槻市の今城塚古墳公園で開催のはにコ

ット（hanicotto.com/）は 2012年の 1回目 3000人（2012
年は春秋 2回開催）だったのが、古墳ブーム元年という
べき 2013年に 13000人と段階的に増加していき、昨年
2016年 11月 20日の第６回目は 25000人の来訪者があ
り、高槻市の秋の人気イベントとして定着している（写

真 1）。 

 
 上の写真は大阪府内の弥生時代から奈良時代にかけて

の埴輪や、歴史上の人物などを素材にしたゆるキャラで、 
左端が高槻市の埴輪を素材にしたゆるキャラの「はにた

ん」である。 
 「はにたん」は全国ゆるキャラグランプリで、2012
年には全国 86位が、昨年は 9位に躍進し、昨年のゆる
キャラグランプリでは、埼玉県本庄市「はにぼん」が全

国 2位に躍進するなど、古墳ブームの相乗効果といえそ
うだが、ゆるキャラの登場が古墳を活用したイベントに

集客を促し、広く関心を高めているといえそうである。 
 また古墳を活かしたスポーツ行事として、マラソン大

会の開催がある。 
 2007 年の東京マラソン開催以後のマラソン熱の高ま
り、あるいは 2013年からの古墳ブーム以前から、古墳
を観ることを意識したマラソン大会が開催されている。 
 著名なものに埼玉県行田市で開催の行田鉄剣マラソン

がある。 
 この大会は行田市の埼玉（さきたま）古墳群内の 
稲荷山古墳から出土した鉄剣の書かれた銘文が、5 

 
 

世紀後半のワカタケル大王（古事記：日本書紀の雄略天

皇）と関連する人物の名が刻まれ、その貴重さから鉄剣

が国宝の指定され、それを契機に 1985年から埼玉古墳
群を巡るコースを走る行田鉄剣マラソンが開催されてい

る（写真2後ろに見えるのは日本最大級の円墳、丸墓山
古墳） 

 
 また世界最大の平面積を持ち、世界文化遺産登録を目

指す百舌鳥古墳群を走る堺シテイマラソンがある。 
（写真 3仁徳天皇陵前を走る） 

 
 さらにマラソン大会開催のみならず、普段のランニン

グで「古墳をみながら走る」ことが特集されるようにな

ってきた。 
 大阪府高槻市では昨年11月に古墳RUNを広報誌で特
集している（写真4） 

 はにコットが開催さ

れている今城塚古墳を

中心にして、5 つのコ
ースが設定されている。 
 大規模な古墳公園は、

高槻市に限らずランニ

ング練習の穴場として、 
 今後ますます利用者

が増えるであろうし、

ウオーキングイベント

や、史跡ハイキングは

古墳ブームを受けて、今後ますますイベント数、参加者

数の増加が予想される。 
 また古墳を活用した地域活性に博物館の存在は欠かせ

ない（資料館を含む）。 
 主なものを紹介すると、福岡県八女市岩戸山古墳に隣

接した岩戸山文化交流館は、老朽化した古墳の南側の資

料館を収蔵庫とし、展示研修スペースを古墳の北側に

2015年 11月に新設している（写真 5） 

 
 交流館では、岩戸山古墳の遺物展示以外に、年間行事

として、文化講座や土器作りなどのイベントを継続して

いる（www.city.yame.fukuoka.jp/iwatoyama/）。 
 古墳の付随した博物館、資料館。古墳群に近い立地の考
古博物館では、岩戸山と同様の企画に、子どもの勾玉作

り体験が開催されていることが多い。 
 さらに近年、古墳に関連したグッズ、食品の開発も相

次いでいる。代表的なものは前方後円墳など古墳の形を

したグッズである。(写真 6 古墳ハンカチ、古墳風呂敷
など。今年 1月 15日に大阪府吹田市のスタジオシチズ
ンで開催の「古墳にコーフンセミナー」での展示即売風

景) 

  

 食品については、従来から埴輪を素材にした「古墳饅

頭」などが見られたが、古墳パン、古墳ケーキ、古墳カ

レーなど各地で見られるが、時期限定で好評だったもの

として、島根県出雲市にある古代出雲歴史博物館で、

2014 年夏に古墳時代の特別展の併せ飲食ブースで販売
されていた古墳ゼリーがある（写真 7）。 
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 このように古墳ブームを発火点にし、関連グッズや行事
が次々と増え、地域活性に結びついている。 
考察・今後の展開と提言 

 ここ数年の古墳ブームの到来で、古墳を活用した地域

活性は急速に動き出した感がある。 
 古墳が造営された年代は、実在が確認された人物は少

ないものの、古墳に関連する出土品の勾玉や埴輪が、そ

の関連グッズがインテリアやアクセサリーの素材として

優れ、古墳公園は寺院の境内などと異なり、既存の宗教

行事が頻繁に行われたり、運動公園のように土日は恒常

的に利用者が多いというのではないので、逆に存在する

自治体の地域活性行事の好適なスペースになるのではな

いか。 
 今年１月にはこれらの課題や利点を考える機会として、

大阪府吹田市のスタジオシチズンで「古墳にコーフンセ

ミナー」で、高槻市の「はにコット」の主催者の報告も

行われた（写真8）.。 

 
 「はにコット」の際の駐車場確保の困難さが紹介され

たが、古墳を使ったイベントのみならず、普段の見学に

ついても、駐車場と、バリアフリー問題は深刻である。 
 それは古墳の立地が盛り土主体で平坦地に作られた古

墳は濠で囲まれるか、濠がないと周囲に民家が多く、そ

うでないと丘陵や山の斜面などを加工し、墳丘が築かれ

るケースが多いからである。 

  一例をあげると、京都府木津川市の椿井大塚山古墳

は、大量の邪馬台国時代の頃の銅鏡が出土した著名な古

墳である。（写真9） 
 この古

墳は墳丘

の一部を

JR 奈良
線が横切

る丘陵の

突端部に

築かれ、 
古墳の西

側の比較的平坦部には民家が立ち並び、駐車スペースが

ない。また鉄道が横切っていても、最寄駅が 2km ずつ
離れている。 
 そして写真のように夏場は雑草が生い茂っている。学

術的に重要度の高い古墳でも、写真のように草で覆われ、 
かなりの健脚でないと古墳見学には相当な体力を必要と

する現状がある。 
 そこで今後に向けての提言である。まず博物館の充実

とレンタサイクルの活用である。 
 博物館は先のページで紹介したように、年間を通じた

古墳と地域活性や、教育活動のプラットフォーム機能と、

それに加えて、映像や案内機能と図書の充実が不可欠で

ある。 
 雨天や夏の猛暑などで体力的に周囲の古墳をいくつも

見学が難しいものには、映像で発掘調査時の記録ビデオ

を視る。見学者が行程確認で事前に博物館を訪ねる。 
 さらに近隣の駅、観光協会、博物館で相互にレンタサ

イクルの貸し出しと返却が出来れば、駐車場の確保が困

難な地域でも見学が容易になるし、古墳関連イベントへ

の参加意欲も高まるのではないか。 
 また古墳の充実したガイドブックが不可欠である。 

 
 （写真 10 2014年５月に刊行された、古墳にコーフ
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ン協会代表、まりこふんの『古墳の歩き方』扶桑社）。上

の写真の本は、わかりやすい地図で、全国各地の主な古

墳が紹介され、最寄駅からの距離が提示されている。 
 また熊本県北部の装飾古墳を案内する小冊子が発行さ

れているが、この冊子では駐車場の有無が記載されてい

る。 
 今後は少なくても史跡指定レベルについては、近畿な

ど広域地域ブロック、市町村、古墳群単位のガイドブッ

クと地図の充実を図り、その中に駐車場の表記、内部見

学が可能か、ハイキングガイドで初級、上級向きなどの

表記が一般的なように、移動や見学の容易さの記載が望

まれる。 
 また『古墳百撰』の選定を提唱したい。 名水百選、

日本百名山のような試みがあり、マスコミにも取り上げ

られる。年代、保存状態、学術価値を判断材料に、古墳

にコーフン協会や、有識者で、選定作業に入る。 
 選出されなかった古墳についても、候補対象になるこ

とで、存在地域の地域活性に弾みが付き、『日本百撰』に

選ばれなくても、九州百選、福岡県百選などに選んでい

き、選ぶ時の基準に「見学しやすさ」「古墳を活かした地

域活性」を選定要因に入れるべきである。 
 また先ごろ、大阪府の百舌鳥：古市古墳群が世界文化

遺産の国内推薦候補に選定された（写真 11、選定を報じ
る新聞記事、2017年 8月 1日大阪日日新聞） 

 

 さらに2020年が古墳が造営された時代を記述した『日
本書紀』が編纂から 1300年を迎える。 
 また 2019年が天皇の交代時期にもなり、日本国の成

立への関心の高まりが予想される。大河ドラマなど従来

は戦国、明治維新に集中していたが、古墳造営時期から、

日本国の成立時期の時代劇や、テレビでの特集番組が政

策されれば、より関心が高まるだろう。 
 古墳を活用した地域活性は、課題はあるが伸びしろが

大きい。今後ますますの有効活用を期待したい。 
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【研究の背景と目的】 
現在、日本では世界遺産の登録が21件を数える。世界遺

産を有する地域の多くは、遺産の保護保全だけでなく、遺

産を活用した観光振興にも取り組んでいる。世界遺産を訪

れる旅行者は、世界遺産本体の魅力や価値だけでなく、食

事、買い物や接客サービス等の観光化資源の魅力や価値も

求めている。したがって、世界遺産を活用した観光誘客に

向けて、世界遺産本体ならびに関連する観光化資源（以下、

世界遺産観光資源）の魅力や価値の向上が重要となる。こ

うした魅力や価値の向上のためには、世界遺産観光資源に

よって、旅行地の誘引要因が生起されることだけでなく、

旅行の発動要因が充足されることにも留意すべきであろう。 

我が国の世界遺産の観光資源としての魅力や価値を評価

した研究は、五箇山合掌造り集落への観光客の景観イメー

ジや意識、文化資本の価値を明らかにした垣内・吉田（2002）、

白神山地の利用価値と非利用価値を計測した森ら（2013）、

宮島の文化資本の価値を計測した児玉ら（2007）、富岡製糸

場の産業遺産的価値を評価した西尾ら（2014）、世界自然遺

産及び富士山への支払意思額とその規定要因を明らかにし

た吉田（2015）、石見銀山で満足感をもたらす観光地価値を

明らかにした赤沢・佐藤（2010）等多くなされている。こ

のうち、発動要因を取り扱った研究には、旅行者及び観光

事業者の屋久島観光あるいは知床観光への期待評価及び満

足評価を明らかにした小菅・古谷（2013）、小菅・古谷（2014）

がある。しかし、世界遺産の観光資源としての価値と旅行

の発動要因の充足との関係に着目した研究はない。 

そこで本研究では、世界遺産観光資源の価値が発動要因

の充足をもたらすか否かを定量的に検証することによって、

旅行の発動要因の充足の観点から世界遺産観光資源の価値

を評価することを目的とする。 

【研究の方法】 
１．検証方法 

 検証する仮説は、因果関係の成立に関する仮説と因果関

係における構成要素の強度に関する仮説である。すなわち、

第 1に、「発動要因の充足は世界遺産観光資源の価値に対す

る評価から結びつく」（因果仮説）である。第 2に、「第 1

の仮説の検証で成立が示された結びつきにおいて、その構

成要素の評価の強度は高い」（強度仮説）である。さらに、

これらの仮説に対して、旅行者の旅行地選択時点の評価（期

待評価）と訪問終了時点の評価（満足評価）を想定した。

したがって、仮説は、期待評価の因果仮説ならびに強度仮

説、満足評価の因果仮説ならびに強度仮説である。 

因果仮説の検証のために、世界遺産観光資源の価値と旅

行の発動要因の充足との因果関係を定量的に抽出する。因

果関係の抽出方法には、後述するデータ形式に応じて、期

待評価においては構造方程式モデリングの一種であるパス

解析、満足評価においてはアソシエーション分析を用いる。

パス解析は、因果構造を同定することにより、因果関係に

総合的かつ定量的な評価を与えることができる。アソシエ

ーション分析は、データマイニング手法であり、要素間の

因果関係を相関ルールとして把握し、たとえばリフト値に

より相関の強弱を評価することができる。 

強度仮説の検証のためには、期待評価においてはアソシ

エーション分析の支持度と似た指標（加重支持度）を新た

に設け、満足評価においてはアソシエーション分析の支持

度を採用し、それぞれ因果関係の観測強度あるいは相関ル

ールの観測頻度を評価していく。 

２．分析対象：石見銀山の概要 

分析対象には島根県大田市にある『石見銀山遺跡と文化

的景観』（以下、石見銀山）を選定した。石見銀山は、約

400 年にわたり銀生産が行われた世界有数の鉱山遺跡であ

り、2007年に世界文化遺産に登録された。世界遺産として

認められた普遍的価値は、第 1に、世界的に重要な経済・

文化交流を生み出したこと、第 2に、伝統的技術による銀

生産方式を豊富で良好に残すこと、第 3に、銀の生産から

搬出に至る全体像を不足なく明確に示すことである。 

石見銀山では観光活用が積極的に行われている。登録前

後に急増した旅行者数は2008年には81万人（2008年）に

達したが、以後減少に転じ、現在では 31万人（2016年）

ほどとなっている。石見銀山は、銀鉱山跡と鉱山町、港と

港町、街道の 3つのエリアからなる。本研究では遺産構成

の中心に位置づけられる銀鉱山跡と鉱山町を対象とする。

聞き取り調査結果等から世界遺産観光資源を整理すると、

世界遺産本体には間歩と呼ばれる鉱山跡、寺院や役所跡等

の歴史建造物、田舎情緒あふれる歴史的町並みがある。観

光化資源には自然、世界遺産センター等の見学施設、イベ
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がある。しかし、世界遺産の観光資源としての価値と旅行

の発動要因の充足との関係に着目した研究はない。 

そこで本研究では、世界遺産観光資源の価値が発動要因

の充足をもたらすか否かを定量的に検証することによって、

旅行の発動要因の充足の観点から世界遺産観光資源の価値

を評価することを目的とする。 

【研究の方法】 
１．検証方法 

 検証する仮説は、因果関係の成立に関する仮説と因果関

係における構成要素の強度に関する仮説である。すなわち、

第 1に、「発動要因の充足は世界遺産観光資源の価値に対す

る評価から結びつく」（因果仮説）である。第 2に、「第 1

の仮説の検証で成立が示された結びつきにおいて、その構

成要素の評価の強度は高い」（強度仮説）である。さらに、

これらの仮説に対して、旅行者の旅行地選択時点の評価（期

待評価）と訪問終了時点の評価（満足評価）を想定した。

したがって、仮説は、期待評価の因果仮説ならびに強度仮

説、満足評価の因果仮説ならびに強度仮説である。 

因果仮説の検証のために、世界遺産観光資源の価値と旅

行の発動要因の充足との因果関係を定量的に抽出する。因

果関係の抽出方法には、後述するデータ形式に応じて、期

待評価においては構造方程式モデリングの一種であるパス

解析、満足評価においてはアソシエーション分析を用いる。

パス解析は、因果構造を同定することにより、因果関係に

総合的かつ定量的な評価を与えることができる。アソシエ

ーション分析は、データマイニング手法であり、要素間の

因果関係を相関ルールとして把握し、たとえばリフト値に

より相関の強弱を評価することができる。 

強度仮説の検証のためには、期待評価においてはアソシ

エーション分析の支持度と似た指標（加重支持度）を新た

に設け、満足評価においてはアソシエーション分析の支持

度を採用し、それぞれ因果関係の観測強度あるいは相関ル

ールの観測頻度を評価していく。 

２．分析対象：石見銀山の概要 

分析対象には島根県大田市にある『石見銀山遺跡と文化

的景観』（以下、石見銀山）を選定した。石見銀山は、約

400 年にわたり銀生産が行われた世界有数の鉱山遺跡であ

り、2007年に世界文化遺産に登録された。世界遺産として

認められた普遍的価値は、第 1に、世界的に重要な経済・

文化交流を生み出したこと、第 2に、伝統的技術による銀

生産方式を豊富で良好に残すこと、第 3に、銀の生産から

搬出に至る全体像を不足なく明確に示すことである。 

石見銀山では観光活用が積極的に行われている。登録前

後に急増した旅行者数は2008年には81万人（2008年）に

達したが、以後減少に転じ、現在では 31万人（2016年）

ほどとなっている。石見銀山は、銀鉱山跡と鉱山町、港と

港町、街道の 3つのエリアからなる。本研究では遺産構成

の中心に位置づけられる銀鉱山跡と鉱山町を対象とする。

聞き取り調査結果等から世界遺産観光資源を整理すると、

世界遺産本体には間歩と呼ばれる鉱山跡、寺院や役所跡等

の歴史建造物、田舎情緒あふれる歴史的町並みがある。観

光化資源には自然、世界遺産センター等の見学施設、イベ

ント、散策、食事、お土産、接客サービス、ガイドツアー、

住民との会話や交流が挙げられる。 

３．データ 

 石見銀山旅行の期待と満足に関するデータの収集を目的

とした質問紙調査を実施した。回答主体を石見銀山旅行者

とし、その多くが立ち寄る大森の町並みと石見銀山公園周

辺において直接面接による調査を行った。調査期間は2016

年 9、10月の 6日間であった。その結果、703名（有効回

答者数688）の旅行者からの回答が得られた。 

質問内容は、2 時点の検証仮説に対応して、世界遺産観

光資源（遺産資源、観光化資源）、訴求コンセプト、発動要

因に対する期待評価と満足評価が主となる。期待評価に関

する質問では、旅行前に期待していた程度を5件法で尋ね、

満足評価に関する質問では、他者に推奨する程度を紙幅の

都合により2件法で尋ねた。 

【分析結果】 

１．期待評価における仮説の定量的検証 

推定する因果構造モデルの枠組みは図 1である。モデル

には床効果のある変数を除いた 18の期待評価変数を用い、

遺産資源と観光化資源及び訴求コンセプトから発動要因へ

のパス、遺産資源と観光化資源から訴求コンセプトへのパ

ス、快欲求源から発動要因へのパスの計 108本のパスを設

定した。パス係数を推定し、その帰無仮説が 1%水準で有

意になるまで逐次的にパスを削除したところ、68本のパス

が削除され、40本のパスからなる最終モデルを得た。主な

適合度指標はGFI：0.931、AGFI：0.865、CFI：0.927、RMSEA：

0.081であり、良好な推定結果であると判断できる。得られ

た因果構造モデルにおける標準化直接効果を表 1に示す。

標準化直接効果をみると、町並みへの期待から新奇性の充

足への期待は負値をとるがその他は正値であった。 

期待評価の因果仮説を定量的に検証するために、標準化

総合効果を求めた。その結果を表 2に示す。また、期待評

価の強度仮説を検証するために、加重支持度を算出した。

すなわち、世界遺産観光資源（訴求コンセプトを含む）と

発動要因との組み合わせにおいて、それぞれの指標値（1、

2、3、4、5）を（0、0.25、0.5、0.75、1）に変換したうえ

で観測単位ごとに幾何平均を算出し、さらに観測単位全体

の算術平均を求めた。その結果を表3に示す。 

標準化総合効果、加重支持度の四分位数をそれぞれ求め

たところ、標準化総合効果では 75%：0.149、50%：0.071、

25%：0.021、加重支持度では75%：0.405、50%：0.356、25%：

0.305であった。参考のために、その四分位数から①高、②

中、③低、④極低に分類した結果を表2、表3に付す。 

標準化総合効果（表 2）から期待評価の因果仮説を検証

していく。遺産資源をみると、鉱山跡への期待が脱日常性、

新奇性、知識増進、自己拡大、達成感の充足への期待に結

びつくことがわかった。特に結びつきが強いのは、新奇性、

知識増進、達成感であった。また、歴史建造物への期待が

自己拡大の充足への期待に結びつき、やや弱いが知識増進

と達成感の充足への期待にも結びついていた。しかし、町

並みへの期待は脱日常性、緊張解消、娯楽追求の充足への

期待に対する弱い結びつきしかみられなかった。 

観光化資源に移ると、自然への期待がすべての発動要因

の充足への期待に結びついていた。特に、脱日常性、新奇

性、緊張解消、娯楽追求、関係強化の充足への期待に対す

る結びつきが強い。また、食事への期待が脱日常性、新奇

性と特に関係強化の充足への期待、お土産への期待が娯楽

追求、弱いが緊張解消の充足への期待にそれぞれ結びつく

ことがわかった。サービスへの期待は、緊張解消、娯楽追

求、知識増進の充足への期待に対する結びつきは弱いが、

自己拡大の充足への期待に対して強く結びついていた。一

 

図 1 因果構造モデルの枠組み 

表 1 因果構造モデルにおける標準化直接効果 

 
歴史 
文化 

田舎 
情緒 

脱 
日常性 新奇性 緊張 

解消 
娯楽 
追求 

関係 
強化 

知識 
増進 

自己 
拡大 達成感 

鉱山跡 0.226 0 0.134 0.201 0 0 0 0.142 0 0.240 
歴史建造物 0.102 0 0 0 0 0 0 0.093 0.181 0.086 
町並み 0.152 0.190 0 -0.087 0 0 0 0 0 0 
自然 0.387 0.437 0 0 0.193 0 0.100 0 0 0 
散策 0 0 0 0 0 0.106 0 0 0 0.088 
食事 0 0 0.141 0.115 0 0 0.139 0 0 0 
お土産 0 0.132 0 0 0.072 0.087 0 0 0 0 
サービス 0 0.144 0 0 0 0 0 0.114 0.174 0 
歴史文化   0 0.138 0 0 0 0.175 0 0 
田舎情緒   0.478 0.320 0.332 0.315 0 0 0 0 
脱日常性     0.357 0.426 0.444 0 0 0.174 
新奇性     0 0 0 0.376 0.472 0.306 

遺産資源と観光化資源 

発動要因の充足 

歴史建造物 町並み 鉱山跡 

緊張解消 知識増進 

娯楽追求 自己拡大 

関係強化 達成感 新奇性 

自然 散策 

快欲求源 

脱日常性 

訴求コンセプト 

歴史文化 田舎情緒 

お土産 サービス 食事 
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方、散策への期待は娯楽追求、達成感の充足への期待に対

する弱い結びつきしかみられなかった。 

訴求コンセプトでは、歴史文化への期待が新奇性と特に

知識増進の充足への期待に結びついていた。また、田舎情

緒への期待がすべての発動要因の充足への期待に概ね強く

結びついていた。 

以上の結果を発動要因の充足の点からまとめると、期待

評価の因果構造には 3つの部分構造が見出せる。第 1に、

快欲求源（脱日常性、新奇性）の充足への期待が遺産資源

のうち鉱山跡、観光化資源のうち自然と食事、さらに訴求

コンセプトの田舎情緒への期待によってもたらされる部分

構造である。第 2に、緊張解消、娯楽追求、関係強化の休

養娯楽に関わる発動要因の充足への期待が観光化資源（自

然、食事、お土産）、さらに訴求コンセプトの田舎情緒への

期待によってもたらされる部分構造である。第 3に、知識

増進、自己拡大、達成感の知的成長に関わる発動要因の充

足への期待が遺産資源のうち鉱山跡と歴史建造物、 2つの

訴求コンセプト（歴史文化、田舎情緒）への期待を主とし

て、さらに観光化資源の自然とサービスへの期待によって

もたらされる部分構造である。期待評価の因果構造の特徴

は、第 2の部分構造にみられるように、遺産資源のみでは

充足できない発動要因（緊張解消、娯楽追求、関係強化）

への期待を観光化資源によって充足していることにある。 

以上から、発動要因の充足に焦点をあてた期待評価の因

果仮説は成立しているといえる。ただし、床効果があった

4 つの観光化資源を含め、発動要因の充足に対してすべて

の世界遺産観光資源が寄与しているとはいえないことにも

留意すべきであろう。 

次に、3 つの部分構造において、各因果関係の加重支持

度から期待評価の強度仮説を検証する。第 1の部分構造で

は、脱日常性、新奇性に関わる因果関係のうち、鉱山跡、

自然、食事、田舎情緒を説明変数とした因果関係において

観測強度が高い。第 2の部分構造では、緊張解消、娯楽追

求、関係強化に関わる因果関係のうち、自然、食事、田舎

情緒を説明変数とした因果関係において観測強度が高く、

お土産を説明変数とした因果関係のみ観測強度が低い。第

3 の部分構造では、知識増進、自己拡大、達成感に関わる

因果関係のうち、自然や田舎情緒等を説明変数とした因果

関係において観測強度は高かったが、鉱山跡や歴史建造物

を説明変数とした因果関係の観測強度は高くなかった。以

上より、第 1、第 2の部分構造における因果関係は概ね活

用されているが、第 3の部分構造における因果関係は遺産

資源に関わるものに活用の余地があることがわかった。 

２．満足評価における仮説の定量的検証 

アソシエーション分析の枠組みと指標を図 2に示す。回

答率 5%以下の世界遺産観光資源に関する変数を除いた 19

の満足評価変数を用いて、世界遺産観光資源及び訴求コン

セプトを条件部、発動要因を結論部とした相関ルール（11×8

＝88）のリフト値と支持度を算出した。リフト値と支持度

を表4、表5に示す。同表には、リフト値の四分位数（75%：

1.697、50%：1.318、25%：1.064）、支持度の四分位数（75%：

0.057、50%：0.026、25%：0.013）から各相関ルールを①高、

②中、③低、④極低に分類した結果を付している。 

リフト値は、結論部の生起確率により標準化した信頼度

であり、条件部を問わない結論部の生起確率と比較した、

条件部が指定されたときの結論部の生起確率の倍率を示し

表 2 因果構造モデルにおける標準化総合効果 

 
脱 
日常性 新奇性 緊張 

解消 
娯楽 
追求 

関係 
強化 

知識 
増進 

自己 
拡大 達成感 

鉱山跡 ②0.134 ①0.232 0.048 0.057 0.060 ①0.269 ②0.110 ①0.334 
歴史建造物 0 0.014 0 0 0 ②0.116 ①0.188 ②0.091 
町並み ②0.091 -0.006 ②0.095 ②0.098 0.040 0.025 -0.003 0.014 
自然 ①0.209 ①0.193 ①0.413 ①0.227 ①0.193 ②0.140 ②0.091 ②0.095 
散策 0 0 0 ②0.106 0 0 0 ②0.088 
食事 ②0.141 ②0.115 0.050 0.060 ①0.201 0.043 0.055 0.060 
お土産 0.063 0.042 ②0.139 ①0.156 0.028 0.016 0.020 0.024 
サービス 0.069 0.046 ②0.073 ②0.075 0.031 ②0.131 ①0.195 0.026 
歴史文化 0 ②0.138 0 0 0 ①0.227 0.065 0.042 
田舎情緒 ①0.478 ①0.320 ①0.503 ①0.519 ①0.212 ②0.120 ①0.151 ①0.181 

表 3 各因果関係の加重支持度 

 
脱 
日常性 新奇性 緊張 

解消 
娯楽 
追求 

関係 
強化 

知識 
増進 

自己 
拡大 達成感 

鉱山跡 ①0.410 ②0.375 ②0.384 ②0.380 ②0.392 0.339 0.279 ②0.361 
歴史建造物 0.310 0.275 0.295 0.290 0.299 0.255 0.217 0.267 
町並み ①0.419 ②0.368 ②0.399 ②0.392 ①0.405 0.328 0.273 0.340 
自然 ①0.523 ①0.464 ①0.504 ①0.487 ①0.507 ②0.404 0.338 ①0.426 
散策 ②0.389 0.351 ②0.377 ②0.369 ②0.377 0.305 0.263 0.333 
食事 ②0.388 0.339 ②0.367 ②0.361 ②0.380 0.300 0.247 0.316 
お土産 0.329 0.291 0.316 0.311 0.323 0.250 0.216 0.268 
サービス 0.342 0.309 0.328 0.326 0.333 0.277 0.241 0.288 
歴史文化 ①0.459 ①0.413 ①0.434 ①0.425 ①0.442 ②0.370 0.305 ②0.384 
田舎情緒 ①0.530 ①0.467 ①0.511 ①0.498 ①0.505 ②0.405 0.340 ①0.425 

 
 

 
 
 
 
 
 

 信頼度 
Pr(B|A)=n(A&B)/n(A)=Pr(A,B)/Pr(A) 
（Aの条件のもとでのBの条件付き確率） 

 

 支持度 
Pr(A,B)=n(A&B)/n(Ω) 
（AとBが同時に観測される確率） 

 

 リフト値 
Pr(B|A)/Pr(B)=Pr(A,B)/Pr(A)Pr(B) 
（結論部の確率により標準化した信頼度） 

 

図 2 アソシエーション分析の枠組みと指標 

n(A) n(B) 

条件部 結論部 
世界遺産観光資源 
（9項目） 
＋ 

訴求コンセプト 
（2項目） 

 
発動要因 
（8項目） 

n(Ω) 

n(A&B) 
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方、散策への期待は娯楽追求、達成感の充足への期待に対

する弱い結びつきしかみられなかった。 

訴求コンセプトでは、歴史文化への期待が新奇性と特に

知識増進の充足への期待に結びついていた。また、田舎情

緒への期待がすべての発動要因の充足への期待に概ね強く

結びついていた。 

以上の結果を発動要因の充足の点からまとめると、期待

評価の因果構造には 3つの部分構造が見出せる。第 1に、

快欲求源（脱日常性、新奇性）の充足への期待が遺産資源

のうち鉱山跡、観光化資源のうち自然と食事、さらに訴求

コンセプトの田舎情緒への期待によってもたらされる部分

構造である。第 2に、緊張解消、娯楽追求、関係強化の休

養娯楽に関わる発動要因の充足への期待が観光化資源（自

然、食事、お土産）、さらに訴求コンセプトの田舎情緒への

期待によってもたらされる部分構造である。第 3に、知識

増進、自己拡大、達成感の知的成長に関わる発動要因の充

足への期待が遺産資源のうち鉱山跡と歴史建造物、 2つの

訴求コンセプト（歴史文化、田舎情緒）への期待を主とし

て、さらに観光化資源の自然とサービスへの期待によって

もたらされる部分構造である。期待評価の因果構造の特徴

は、第 2の部分構造にみられるように、遺産資源のみでは

充足できない発動要因（緊張解消、娯楽追求、関係強化）

への期待を観光化資源によって充足していることにある。 

以上から、発動要因の充足に焦点をあてた期待評価の因

果仮説は成立しているといえる。ただし、床効果があった

4 つの観光化資源を含め、発動要因の充足に対してすべて

の世界遺産観光資源が寄与しているとはいえないことにも

留意すべきであろう。 

次に、3 つの部分構造において、各因果関係の加重支持

度から期待評価の強度仮説を検証する。第 1の部分構造で

は、脱日常性、新奇性に関わる因果関係のうち、鉱山跡、

自然、食事、田舎情緒を説明変数とした因果関係において

観測強度が高い。第 2の部分構造では、緊張解消、娯楽追

求、関係強化に関わる因果関係のうち、自然、食事、田舎

情緒を説明変数とした因果関係において観測強度が高く、

お土産を説明変数とした因果関係のみ観測強度が低い。第

3 の部分構造では、知識増進、自己拡大、達成感に関わる

因果関係のうち、自然や田舎情緒等を説明変数とした因果

関係において観測強度は高かったが、鉱山跡や歴史建造物

を説明変数とした因果関係の観測強度は高くなかった。以

上より、第 1、第 2の部分構造における因果関係は概ね活

用されているが、第 3の部分構造における因果関係は遺産

資源に関わるものに活用の余地があることがわかった。 

２．満足評価における仮説の定量的検証 

アソシエーション分析の枠組みと指標を図 2に示す。回

答率 5%以下の世界遺産観光資源に関する変数を除いた 19

の満足評価変数を用いて、世界遺産観光資源及び訴求コン

セプトを条件部、発動要因を結論部とした相関ルール（11×8

＝88）のリフト値と支持度を算出した。リフト値と支持度

を表4、表5に示す。同表には、リフト値の四分位数（75%：

1.697、50%：1.318、25%：1.064）、支持度の四分位数（75%：

0.057、50%：0.026、25%：0.013）から各相関ルールを①高、

②中、③低、④極低に分類した結果を付している。 

リフト値は、結論部の生起確率により標準化した信頼度

であり、条件部を問わない結論部の生起確率と比較した、

条件部が指定されたときの結論部の生起確率の倍率を示し

表 2 因果構造モデルにおける標準化総合効果 

 
脱 
日常性 新奇性 緊張 

解消 
娯楽 
追求 

関係 
強化 

知識 
増進 

自己 
拡大 達成感 

鉱山跡 ②0.134 ①0.232 0.048 0.057 0.060 ①0.269 ②0.110 ①0.334 
歴史建造物 0 0.014 0 0 0 ②0.116 ①0.188 ②0.091 
町並み ②0.091 -0.006 ②0.095 ②0.098 0.040 0.025 -0.003 0.014 
自然 ①0.209 ①0.193 ①0.413 ①0.227 ①0.193 ②0.140 ②0.091 ②0.095 
散策 0 0 0 ②0.106 0 0 0 ②0.088 
食事 ②0.141 ②0.115 0.050 0.060 ①0.201 0.043 0.055 0.060 
お土産 0.063 0.042 ②0.139 ①0.156 0.028 0.016 0.020 0.024 
サービス 0.069 0.046 ②0.073 ②0.075 0.031 ②0.131 ①0.195 0.026 
歴史文化 0 ②0.138 0 0 0 ①0.227 0.065 0.042 
田舎情緒 ①0.478 ①0.320 ①0.503 ①0.519 ①0.212 ②0.120 ①0.151 ①0.181 

表 3 各因果関係の加重支持度 

 
脱 
日常性 新奇性 緊張 

解消 
娯楽 
追求 

関係 
強化 

知識 
増進 

自己 
拡大 達成感 

鉱山跡 ①0.410 ②0.375 ②0.384 ②0.380 ②0.392 0.339 0.279 ②0.361 
歴史建造物 0.310 0.275 0.295 0.290 0.299 0.255 0.217 0.267 
町並み ①0.419 ②0.368 ②0.399 ②0.392 ①0.405 0.328 0.273 0.340 
自然 ①0.523 ①0.464 ①0.504 ①0.487 ①0.507 ②0.404 0.338 ①0.426 
散策 ②0.389 0.351 ②0.377 ②0.369 ②0.377 0.305 0.263 0.333 
食事 ②0.388 0.339 ②0.367 ②0.361 ②0.380 0.300 0.247 0.316 
お土産 0.329 0.291 0.316 0.311 0.323 0.250 0.216 0.268 
サービス 0.342 0.309 0.328 0.326 0.333 0.277 0.241 0.288 
歴史文化 ①0.459 ①0.413 ①0.434 ①0.425 ①0.442 ②0.370 0.305 ②0.384 
田舎情緒 ①0.530 ①0.467 ①0.511 ①0.498 ①0.505 ②0.405 0.340 ①0.425 

 
 

 
 
 
 
 
 

 信頼度 
Pr(B|A)=n(A&B)/n(A)=Pr(A,B)/Pr(A) 
（Aの条件のもとでのBの条件付き確率） 

 

 支持度 
Pr(A,B)=n(A&B)/n(Ω) 
（AとBが同時に観測される確率） 

 

 リフト値 
Pr(B|A)/Pr(B)=Pr(A,B)/Pr(A)Pr(B) 
（結論部の確率により標準化した信頼度） 

 

図 2 アソシエーション分析の枠組みと指標 
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ている。そこでリフト値から満足評価の因果仮説を定量的

に検証していく。まず、遺産資源をみると、歴史建造物へ

の満足から新奇性、娯楽追求の充足への満足に対する弱い

結びつきしか観察されなかった。 

観光化資源に移ると、自然への満足がすべての発動要因

の充足への満足に結びつき、特に娯楽追求、自己拡大の充

足への満足に強く結びつくことがわかった。施設見学への

満足は新奇性、知識増進、自己拡大の充足への満足に強く

結びついていた。散策への満足には、娯楽追求の充足への

満足に強い結びつきと緊張解消の充足への満足に弱い結び

つきがみられた。また、食事への満足は、娯楽追求、自己

拡大の充足への満足に強く結びつき、脱日常性、新奇性、

緊張解消、関係強化の充足への満足に弱く結びついていた。

さらに、お土産への満足は、新奇性、緊張解消、娯楽追求、

関係強化、達成感の充足への満足に強く結びつき、自己拡

大の充足への満足に弱いながらも結びついていた。ガイド

への満足が自己拡大の充足への満足に強く結びつき、知識

増進の充足への満足に弱く結びつくことがわかった。 

訴求コンセプトは、その満足がほぼすべての発動要因の

充足への満足に結びついていた。特に、歴史文化への満足

が新奇性、娯楽追求、知識増進及び自己拡大の充足への満

足に対して、田舎情緒への満足が緊張解消、娯楽追求、自

己拡大及び達成感の充足への満足に対して強く結びつく。 

発動要因の充足に関する相関ルールをまとめると、大枠

でみれば 1つの相関ルールに統合できる。すなわち、すべ

ての発動要因の充足への満足が 2つの訴求コンセプトと自

然、食事、お土産を中心とした観光化資源への満足によっ

てもたらされるルールを主要部とし、さらに、緊張解消と

娯楽追求の充足への満足が散策への満足によってもたらさ

れるルール、知識増進と自己拡大の充足への満足が施設見

学やガイドへの満足によってもたらされるルールが付随部

となるものである。このように、訴求コンセプトと観光化

資源からに限定されるものの、充足への満足がすべての発

動要因にもたらされていることから、満足評価の因果仮説

は成立しているといえる。ただし、発動要因の充足への満

足に対して遺産資源が寄与しないことに留意すべきである。 

次に、相関ルールの支持度から満足評価の強度仮説を検

証すると、主要部と付随部におけるルールの多くは観測頻

度が高いことがわかる。また、娯楽追求に関わるルールの

うち、食事とお土産を条件部としたルールの観測頻度が低

く、新奇性、知識増進、自己拡大、達成感に関わるルール

が条件部によらず低い観測頻度であった。以上より、主要

部と付随部のルールにおける有効な因果関係は概ね活用さ

れているが、新奇性、娯楽追求、知識増進、自己拡大、達

成感の充足への満足をもたらす因果関係は活用が十分では

ないといえる。 

【研究の結論】 

世界遺産観光資源の価値が発動要因の充足への期待と満

足をもたらす有効な関係を見出せた。ただし、遺産資源だ

けでは発動要因の充足への期待と満足を十分にもたらして

いるとはいえず、観光化資源が補完していることがわかっ

た。また、それらの関係は十分に活用されているケースが

多いものの、活用には余地のあることも指摘された。 
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表 4 各相関ルールのリフト値 

 
脱 
日常性 新奇性 緊張 

解消 
娯楽 
追求 

関係 
強化 

知識 
増進 

自己 
拡大 達成感 

鉱山跡 0.962 1.124 0.891 1.115 0.877 1.099 0.758 1.318 
歴史建造物 1.138 ②1.647 1.010 ②1.318 1.133 1.265 1.176 1.052 
町並み 1.161 1.213 1.140 1.212 1.198 1.014 1.175 1.022 
自然 ②1.406 ②1.531 ②1.553 ①1.746 ②1.628 ②1.349 ①2.076 ②1.650 
施設見学 0.910 ①2.611 0.736 1.145 0.992 ①1.984 ①2.529 0.880 
散策 1.300 1.268 ②1.469 ①1.731 1.317 1.156 0.819 1.282 
食事 ②1.320 ②1.665 ②1.512 ①2.109 ②1.602 0.675 ①2.688 1.122 
お土産 1.260 ①1.707 ①1.844 ①2.496 ①2.335 0.778 ②1.654 ①2.301 
ガイド 0.997 0.793 0.745 0.464 0.803 ②1.445 ①2.048 0.712 
歴史文化 ②1.501 ①2.541 ②1.560 ①2.279 ②1.545 ①2.883 ①2.298 ②1.370 
田舎情緒 ②1.624 ②1.563 ①1.918 ①1.767 ②1.583 1.013 ①1.817 ①1.966 

表 5 各相関ルールの支持度 

 
脱 
日常性 新奇性 緊張 

解消 
娯楽 
追求 

関係 
強化 

知識 
増進 

自己 
拡大 達成感 

鉱山跡 ①0.174 ②0.033 ①0.141 ①0.057 ①0.086 ②0.054 0.012 ②0.029 
歴史建造物 ①0.116 ②0.028 ①0.090 ②0.038 ①0.063 ②0.035 0.010 0.013 
町並み ①0.203 ②0.035 ①0.174 ①0.060 ①0.113 ②0.048 0.017 0.022 
自然 ①0.163 ②0.029 ①0.157 ①0.057 ①0.102 ②0.042 0.020 0.023 
施設見学 0.025 0.012 0.017 0.009 0.015 0.015 0.006 0.003 
散策 ①0.109 0.017 ①0.108 ②0.041 ①0.060 0.026 0.006 0.013 
食事 ②0.042 0.009 ②0.042 0.019 ②0.028 0.006 0.007 0.004 
お土産 ②0.026 0.006 ②0.033 0.015 ②0.026 0.004 0.003 0.006 
ガイド ②0.033 0.004 0.022 0.004 0.015 0.013 0.006 0.003 
歴史文化 ①0.078 0.022 ①0.071 ②0.033 ②0.044 ②0.041 0.010 0.009 
田舎情緒 ①0.138 0.022 ①0.142 ②0.042 ①0.073 0.023 0.013 0.020 
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「世界遺産のまち」に向けられる観光のまなざし

木下征彦（日本大学）

：世界遺産、観光まちづくり、まなざし

【問題・目的・背景】 
本報告では、報告者が中心となって実施した「富岡製糸

場周辺における観光客満足度調査」を用いて、「世界遺産

のまち」富岡に向けられる観光客のまなざしに迫る。

年 月に「富岡製糸場と絹産業遺産群」がユネスコ

世界文化遺産に登録された。そのインパクトは非常に大き

く、 年度に 人だった富岡製糸場の入場者数は

登録後の 年度は 人に急増した。それまで閑

散としていた製糸場周辺の通りはにわかに活気づき、新た

な飲食店や土産物店が軒を連ねた。しかしながら、そうし

た喧騒は次第に落ち着きを見せ、製糸場の入場者数は

年度には 名、 年度は 名と減少の傾

向にある（図 ）。

図１ 富岡製糸場の入場者数の推移（2005年度～2017年） 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

20
05
年

10
月

20
06
年

2月
20

06
年

6月
20

06
年

10
月

20
07
年

2月
20

07
年

6月
20

07
年

10
月

20
08
年

2月
20

08
年

6月
20

08
年

10
月

20
09
年

2月
20

09
年

6月
20

09
年

10
月

20
10
年

2月
20

10
年

6月
20

10
年

10
月

20
11
年

2月
20

11
年

6月
20

11
年

10
月

20
12
年

2月
20

12
年

6月
20

12
年

10
月

20
13
年

2月
20

13
年

6月
20

13
年

10
月

20
14
年

2月
20

14
年

6月
20

14
年

10
月

20
15
年

2月
20

15
年

6月
20

15
年

10
月

20
16
年

2月
20

16
年

6月
20

16
年

10
月

20
17
年

2月
20

17
年

6月

イコモス勧告

ユネスコ世界遺産

暫定リスト記載

年 月 ユネスコ推薦書提出

年 月

世界文化遺産登録
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（出典：富岡市資料より作成）

このような状況の中で、富岡市は 年の『第 次総合

計画』に「富岡製糸場を計画的に保存・整備していくこと」

を明記し、それを活用した観光プロモーションの強化によ

って「交流人口の増加を図る」こと計画した。また、同年

の「富岡市総合戦略」では、「Ⅰ．新たな価値の創造」に向

けて「Ⅰ 富岡市民としての郷土愛・誇りの醸成」「Ⅰ

人びとを惹きつけ続ける富岡の魅力づくり」が示され、「市

民と来訪者を惹きつける感動産業づくり」が掲げられてい

る。しかしながら、実際問題として富岡市における観光ま

ちづくりは始まったばかりであり（木下 ）、観光客の

行動やニーズの把握が十分になされているとは言い難い。

そこで本報告では、富岡製糸場を訪問する観光客の意識

と行動を捉えた調査データの分析を通じて、「世界遺産のま

ち」富岡に向けられる観光のまなざしを捉え、今後の富岡

の観光まちづくりへの示唆を得ることを目的とする。

【研究方法・研究内容】

先行研究と本研究の位置づけ 

世界遺産をめぐる観光まちづくり研究の問題意識をみ

ると大きく つの立場を見出せる。 つは毛利（ ）や

地域デザイン学会・原田・浅野・庄司（ ）、小室（ ）

など、世界遺産を積極的に活用した観光まちづくりを志

向する立場である。もう つは黒田（ ）、新井（ ）

など、地域社会における世界遺産の意味とそれがもたら

した現実に向き合う立場である。紙幅の都合で個々の検

討は見送るが、本研究は基本的には後者の問題意識に基

づいて世界遺産と観光まちづくりに向き合うものである。

富岡製糸場をめぐる観光まちづくり研究は、主に工学

的なアプローチと社会科学的なアプローチによるものが

みられる。前者は主に前橋工科大学の研究グループによ

って富岡製糸場周辺の景観形成やその産業遺産的価値の

析出、地域の観光まちづくりの取り組み等についての研

究が蓄積されている（西尾・塚田・森田・湯沢 ・ ・

）。後者は、世界遺産登録運動のプロセスを対象とし

た森谷（ ）や新井（ ）、富岡地域における観光

のあり方を広く検討した木下（ ）、そして主に世界遺

産登録後の観光客の意識や行動に焦点を当てた登録後の

製糸場への観光客を対象とした調査を行った石関・大島

（ ）、本報告と同一の調査データから観光客のまなざ

しを捉える可能性を検討した川又（ ）などがある。

本研究の特徴としては、世界遺産登録後の「富岡製糸

場」ではなく、世界遺産・富岡製糸場を擁する「富岡の

まち」に向けられるまなざしを捉えるという点にある。

アーリの「観光のまなざし」を持ち出すまでもなく、ま

なざしは自己と他者の間に成立し、他者のまなざしは自

己を規定する。この場合、観光客のまなざしはその地域

の観光のあり方に向けられ、時に社会や文化の変容を迫

る。地域はそのまなざしにどう向き合うのか。それが本

報告の根本的な問題意識である。
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「世界遺産のまち」に向けられる観光のまなざし

木下征彦（日本大学）

：世界遺産、観光まちづくり、まなざし

【問題・目的・背景】 
本報告では、報告者が中心となって実施した「富岡製糸

場周辺における観光客満足度調査」を用いて、「世界遺産

のまち」富岡に向けられる観光客のまなざしに迫る。

年 月に「富岡製糸場と絹産業遺産群」がユネスコ

世界文化遺産に登録された。そのインパクトは非常に大き

く、 年度に 人だった富岡製糸場の入場者数は

登録後の 年度は 人に急増した。それまで閑

散としていた製糸場周辺の通りはにわかに活気づき、新た

な飲食店や土産物店が軒を連ねた。しかしながら、そうし

た喧騒は次第に落ち着きを見せ、製糸場の入場者数は

年度には 名、 年度は 名と減少の傾

向にある（図 ）。

図１ 富岡製糸場の入場者数の推移（2005年度～2017年） 
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このような状況の中で、富岡市は 年の『第 次総合

計画』に「富岡製糸場を計画的に保存・整備していくこと」

を明記し、それを活用した観光プロモーションの強化によ

って「交流人口の増加を図る」こと計画した。また、同年

の「富岡市総合戦略」では、「Ⅰ．新たな価値の創造」に向

けて「Ⅰ 富岡市民としての郷土愛・誇りの醸成」「Ⅰ

人びとを惹きつけ続ける富岡の魅力づくり」が示され、「市

民と来訪者を惹きつける感動産業づくり」が掲げられてい

る。しかしながら、実際問題として富岡市における観光ま

ちづくりは始まったばかりであり（木下 ）、観光客の

行動やニーズの把握が十分になされているとは言い難い。

そこで本報告では、富岡製糸場を訪問する観光客の意識

と行動を捉えた調査データの分析を通じて、「世界遺産のま

ち」富岡に向けられる観光のまなざしを捉え、今後の富岡

の観光まちづくりへの示唆を得ることを目的とする。

【研究方法・研究内容】

先行研究と本研究の位置づけ 

世界遺産をめぐる観光まちづくり研究の問題意識をみ

ると大きく つの立場を見出せる。 つは毛利（ ）や

地域デザイン学会・原田・浅野・庄司（ ）、小室（ ）

など、世界遺産を積極的に活用した観光まちづくりを志

向する立場である。もう つは黒田（ ）、新井（ ）

など、地域社会における世界遺産の意味とそれがもたら

した現実に向き合う立場である。紙幅の都合で個々の検

討は見送るが、本研究は基本的には後者の問題意識に基

づいて世界遺産と観光まちづくりに向き合うものである。

富岡製糸場をめぐる観光まちづくり研究は、主に工学

的なアプローチと社会科学的なアプローチによるものが

みられる。前者は主に前橋工科大学の研究グループによ

って富岡製糸場周辺の景観形成やその産業遺産的価値の

析出、地域の観光まちづくりの取り組み等についての研

究が蓄積されている（西尾・塚田・森田・湯沢 ・ ・

）。後者は、世界遺産登録運動のプロセスを対象とし

た森谷（ ）や新井（ ）、富岡地域における観光

のあり方を広く検討した木下（ ）、そして主に世界遺

産登録後の観光客の意識や行動に焦点を当てた登録後の

製糸場への観光客を対象とした調査を行った石関・大島

（ ）、本報告と同一の調査データから観光客のまなざ

しを捉える可能性を検討した川又（ ）などがある。

本研究の特徴としては、世界遺産登録後の「富岡製糸

場」ではなく、世界遺産・富岡製糸場を擁する「富岡の

まち」に向けられるまなざしを捉えるという点にある。

アーリの「観光のまなざし」を持ち出すまでもなく、ま

なざしは自己と他者の間に成立し、他者のまなざしは自

己を規定する。この場合、観光客のまなざしはその地域

の観光のあり方に向けられ、時に社会や文化の変容を迫

る。地域はそのまなざしにどう向き合うのか。それが本

報告の根本的な問題意識である。

研究の方法と内容 

報告者は、 年から 年間２、富岡製糸場周辺を訪問

する観光客の意識と行動を把握するためのアンケート調

査を継続的に行った（表１）。質問項目は基本属性（性別・

年齢・居住地）、交通手段、滞在時間、消費金額、訪問場

所、他の訪問先、総合満足度、再訪意向、紹介意向など

を中心に構成した。また、 年調査には旅行の計画時

期や情報源、下調べの度合いなどを盛り込んだほか、ヒ

アリングも追加した。 年調査までの研究成果につい

ては川又（ ）に詳しいため、ここでは 年調査の

成果と時系列の比較を中心に取り上げる。紙幅の都合で

調査データの内、富岡製糸場を訪れた観光客が「世界遺

産のまち」富岡に向ける観光のまなざしに関わる意識と

行動を中心に検討する。

【研究・調査･分析結果】

以下、表 から に示す内容を検討する。基本属

性（性別、年代、居住地）については 年間の調査で大

きな傾向の違いは見出せない。性別は男性の割合がやや

高く、年代は中高年が中心である。居住地としては関東

地方が 割を超えている。

旅行の目的（複数回答）を見ると、やはり「富岡製糸

場や文化的な名所旧跡跡を見ること」が最も高く

（ ％）、観光客のまなざしが「富岡」ではなく、「富

岡製糸場」に向けられていることが如実に表れている。

表2-1 基本属性――性別 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

男　性

女　性

無回答

合　計

2014年 2015年 2016年

表2-2 基本属性――年代 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

10　代

20　代

30　代

40　代

50　代

60　代

70　代以上

無回答

合　計

2014年 2015年 2016年

 

 

表2-3 基本属性――居住地 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

北海道地方

東北地方

関東地方

中部地方

関西地方

中国地方

四国地方

九州・沖縄地方

海外

無回答

合計

2014年 2015年 2016年

表2-4 旅行の目的 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

地域の文化を体験すること

温泉に入ること

おいしいものを食べること

買物をすること

地域の祭りやイベント

帰省・冠婚葬祭関連・親戚や知人を訪問すること

全ケース数（ ）

その他

2015年 2016年

自然の豊かさを体験すること

まちなかを訪れること

スポーツ施設(ゴルフ場など)を訪れること

観光・文化施設(動物園や美術館)を訪れること

自然景観を見ること

富岡製糸場や文化的な名所旧跡（史跡、寺

社仏閣、城郭、歴史景観など）を見ること

表2-5 滞在時間 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

1時間未満

1時間以上2時間未満

2時間以上3時間未満

3時間以上4時間未満

4時間以上5時間未満

5時間以上

無回答

合　計

2014年 2015年 2016年

表2-6 一緒に訪れる場所 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

草津温泉

伊香保温泉

軽井沢

碓氷峠・めがね橋

磯部温泉

城下町小幡

こんにゃくﾊﾟｰｸ

下仁田町
群馬サファリパーク

妙義山

その他

なし

全ケース数（ ）

2014年 2015年 2016年

 
 
実際の滞在時間を見てみると、2016年調査では前年ま

でと同様「2 時間以上 3 時間未満」の回答割合が最も高

い（42.6％）。一方で「1時間以上2時間未満」の回答割

合が前年から10.4ポイント減少しており、全体的にみる

と滞在時間が延長していることが示唆される。 

表１ 調査概要 

2014年調査 2015年調査 2016年調査

2014年 11月 8日(土) 10:00～17:00 2015年 11月21日(土) 10:00～17:00 2016年 11月 5日(土) 10:00～17:00

2014年 11月 9日(日) 10:00～16:00 2015年 11月22日(日) 10:00～16:30 2016年 11月 6日(日) 10:00～16:30

実施場所 上州富岡駅ほか4か所 上州富岡駅ほか5か所 上州富岡駅ほか4か所

実施方法

調査方法 調査票調査（自記式）。

設 問 数 記述式・択一式：11 記述式・択一式：19　ヒアリング：2 記述式・択一式：13　ヒアリング：2

有効回答数

調査票調査（自記式）・ヒアリング調査（他記式）

実施日時

観光客に対して調査員が声掛けして調査票を配布。併せてヒアリングも実施（2015年・2016年）。
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また、一緒に訪れる場所を尋ねた設問（複数回答）で

は、隣の甘楽町にある無料テーマパーク「こんにゃくパ

ーク」が最も回答割合が高い（ ％）。一方で、「伊香

保温泉」（ ％）、「軽井沢」（ ％）、「草津温泉」

（ ％）等、県内外の広域を横断する様子も伺える。

表2-7 富岡製糸場への評価 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

合　計

無回答

全く良くなかった

あまり良くなかった

どちらともいえない

やや良かった

とても良かった

2015年 2016年

 

表2-8 まちの景観や雰囲気への評価 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

どちらともいえない

あまり良くなかった

全く良くなかった

無回答

合　計

2015年 2016年

とても良かった

やや良かった

 

表2-9 飲食店やグルメへの評価 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

2015年 2016年

とても良かった

やや良かった

どちらともいえない

あまり良くなかった

全く良くなかった

無回答

合　計  

表2-10 買い物やお土産品への評価 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

全く良くなかった

無回答

合　計

2015年 2016年

とても良かった

やや良かった

どちらともいえない

あまり良くなかった

 

富岡のまちなかを実際に訪れて感じた観光資源への評

価をそれぞれ尋ねたところ、表 ～表 のとおりの

結果となった。「富岡製糸場」は 割以上、「まちの景観

や雰囲気」は 割以上が〈良かった〉と回答している３。

一方で、一般的に非日常空間としての「観光地」を構成

する要素である「飲食店やグルメ」および「買い物やお

土産品」への評価は相対的に高くない。とりわけ、

年調査に比べて 年調査では〈良かった〉が ポイ

ント以上減少している。このことから、世界文化遺産「富

岡製糸場」とそれを取り巻く歴史と文化の薫る「世界遺

産のまち」への観光客の肯定的なまなざしの反面で、「観

光地」としての側面に向けられた厳しい評価が伺える。

表2-11 総合満足度 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

5　満足

1　不満足

無回答

合　計

2015年 2016年2014年

 
表2-12 紹介意向 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

とてもそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

合　計

無回答

2015年 2016年

 
表2-13 再訪意向（1年以内） 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

とてもそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

2015年 2016年

無回答

合　計  

富岡での観光についての総合満足度を尋ねたところ、

表 の結果となった。とりわけ時系列でみると全体的

に満足度が向上していることがわかる。一方で、「あなた

は、親しい友人に富岡を旅行先として紹介したいと思い

ますか？」と紹介意向を尋ねたところ、およそ 割が〈そ

う思う〉と回答している４。しかしながら、「あなたは、

１年以内に旅行で富岡に来たいと思いますか？」という

再訪意向の質問への回答に目を向けると〈そう思う〉は

割未満に留まっているのが現実である。

また、ヒアリング調査に目を向けると、 年調査で

は、「“昔ながら”や“レトロ”と言った雰囲気」に対し

て観光客の好意的なまなざしが向けられていた（川又

）。同様に、 年調査で「富岡の観光で感じた

こと」を尋ねたところ、「歴史的」「街並み」、「風情があ

る」、「雰囲気が良い」など、まちの景観や雰囲気などの

ハード面を評価する声が多くみられた。ソフト面におい

ても富岡製糸場内のガイドへの評価が目立った。一方、

「観光という点ではまだまだ」、「お土産屋が少ない」、「富

岡製糸場を見学した後は帰宅するしかない」など、観光

地としての物足りなさを指摘する声も散見された。

【考察・今後の展開】

本報告で示したデータは方法論上の理由で一定の制約

があり、その結果を一般化することはできない。しかし

ながら、 年間の継続的な研究によって、富岡製糸場周辺

を訪れる観光客の滞在時間が伸びていること、総合満足

度が向上していることが示された。これらを含む諸変化
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また、一緒に訪れる場所を尋ねた設問（複数回答）で

は、隣の甘楽町にある無料テーマパーク「こんにゃくパ

ーク」が最も回答割合が高い（ ％）。一方で、「伊香

保温泉」（ ％）、「軽井沢」（ ％）、「草津温泉」

（ ％）等、県内外の広域を横断する様子も伺える。

表2-7 富岡製糸場への評価 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

合　計

無回答

全く良くなかった

あまり良くなかった

どちらともいえない

やや良かった

とても良かった

2015年 2016年

 

表2-8 まちの景観や雰囲気への評価 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

どちらともいえない

あまり良くなかった

全く良くなかった

無回答

合　計

2015年 2016年

とても良かった

やや良かった

 

表2-9 飲食店やグルメへの評価 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

2015年 2016年

とても良かった

やや良かった

どちらともいえない

あまり良くなかった

全く良くなかった

無回答

合　計  

表2-10 買い物やお土産品への評価 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

全く良くなかった

無回答

合　計

2015年 2016年

とても良かった

やや良かった

どちらともいえない

あまり良くなかった

 

富岡のまちなかを実際に訪れて感じた観光資源への評

価をそれぞれ尋ねたところ、表 ～表 のとおりの

結果となった。「富岡製糸場」は 割以上、「まちの景観

や雰囲気」は 割以上が〈良かった〉と回答している３。

一方で、一般的に非日常空間としての「観光地」を構成

する要素である「飲食店やグルメ」および「買い物やお

土産品」への評価は相対的に高くない。とりわけ、

年調査に比べて 年調査では〈良かった〉が ポイ

ント以上減少している。このことから、世界文化遺産「富

岡製糸場」とそれを取り巻く歴史と文化の薫る「世界遺

産のまち」への観光客の肯定的なまなざしの反面で、「観

光地」としての側面に向けられた厳しい評価が伺える。

表2-11 総合満足度 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

5　満足

1　不満足

無回答

合　計

2015年 2016年2014年

 
表2-12 紹介意向 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

とてもそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

合　計

無回答

2015年 2016年

 
表2-13 再訪意向（1年以内） 

度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ

とてもそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

2015年 2016年

無回答

合　計  

富岡での観光についての総合満足度を尋ねたところ、

表 の結果となった。とりわけ時系列でみると全体的

に満足度が向上していることがわかる。一方で、「あなた

は、親しい友人に富岡を旅行先として紹介したいと思い

ますか？」と紹介意向を尋ねたところ、およそ 割が〈そ

う思う〉と回答している４。しかしながら、「あなたは、

１年以内に旅行で富岡に来たいと思いますか？」という

再訪意向の質問への回答に目を向けると〈そう思う〉は

割未満に留まっているのが現実である。

また、ヒアリング調査に目を向けると、 年調査で

は、「“昔ながら”や“レトロ”と言った雰囲気」に対し

て観光客の好意的なまなざしが向けられていた（川又

）。同様に、 年調査で「富岡の観光で感じた

こと」を尋ねたところ、「歴史的」「街並み」、「風情があ

る」、「雰囲気が良い」など、まちの景観や雰囲気などの

ハード面を評価する声が多くみられた。ソフト面におい

ても富岡製糸場内のガイドへの評価が目立った。一方、

「観光という点ではまだまだ」、「お土産屋が少ない」、「富

岡製糸場を見学した後は帰宅するしかない」など、観光

地としての物足りなさを指摘する声も散見された。

【考察・今後の展開】

本報告で示したデータは方法論上の理由で一定の制約

があり、その結果を一般化することはできない。しかし

ながら、 年間の継続的な研究によって、富岡製糸場周辺

を訪れる観光客の滞在時間が伸びていること、総合満足

度が向上していることが示された。これらを含む諸変化

の要因を明らかにするためには、さらに多様なデータを

用いた詳細な分析が必要である。とはいえ、これらの調

査データを丁寧に読み解くことで、外部から訪れる観光

客がもつ「世界遺産のまち」への期待や、そのまなざし

が捉える対象が浮上してきた。すなわち、観光客が「世

界遺産のまち」富岡に対して向けるまなざしは「富岡製

糸場」とその周辺の街並み・景観などの歴史的・文化的

な側面と、非日常空間としての観光地としての側面の双

方に向けられていた。

今後の富岡の観光まちづくりは、この つのまなざし

をどう受け止めるべきであろうか。まさに、「観光客のま

なざしをどのように観光まちづくりに反映させるかが問

われ」ている（川又 ）。ただし、それは観光客

のまなざしを無条件に受け入れることではない。かつて

見田宗介が論じたように、他者のまなざしは自己のあり

方を規定し、時にそれを疎外へと導く（見田 ）。そ

の意味で、観光客のまなざしを受け、どのようにそれを

捉え返すかという地域の側からのリアクションのあり方

を吟味せねばならない。

これまで「観光地」であったことも、あろうとしたこ

ともなかった富岡のまちは現在、はじめて本格的な観光

まちづくりに挑戦している。その上で、観光客のまなざ

しに映る「世界遺産のまち」を把握し、それと向き合い

つつ、自らの地域のあるべき姿を掘り下げていくことは、

富岡のまちの地域アイデンティティの再構築に向けて重

要な意味をもつと思われる。
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需要縮小期における和装産業の取引変容と集積〜リスク増大と分業構造変化が集積に与える影響〜 

奥山 雅之（明治大学） 

Keyword： 繊維産業，産業集積，分業 

 

１． 問題の所在・背景と目的 

和装産業は，我が国の伝統的な文化産業であるが，市場

規模は2805億円，1980年代ピーク時の6分の1（矢野経

済研究所,2015）と縮小の一途を辿っている。生産の海外化

も相俟って，西陣，丹後，桐生など和装産業を基盤とした

産地は需要縮小によって厳しい状況におかれている。 
本研究は和装産業を例にとり，需要縮小期に発生する諸

事象に対応するために集積内の取引がどのように変容し，

その変容が集積にどのような影響をもたらすかについて産

地横断的に観察し，集積衰退プロセスや衰退時の集積の変

容メカニズムに関する示唆を得ることを目的としている。 
集積衰退メカニズムについては，これまでもいくつかの

有力な指摘がある。例えばJacobs（1969）は，効率性を追

求した垂直統合型の産業集積では，小企業の仕事が奪われ，

衰退に向かうことを示唆した。木村（2012）も集積再活性

化における Jacobs 外部性の重要性を論じている。藤田

（2003）は集積衰退の主要因として，集積の負の効果であ

る「ロックイン効果」を挙げる。集積内企業が特定の経路

あるいは知識基盤に依存することから集積効果が狭い分野

に特定され，イノベーションが阻害されるとする。一方，

山下（1998）は，集積における相互作用のフェーズを企画・

設計，試作，量産３つに分け，このバランスが崩れること

が集積を崩壊する要因であるとした。他方，集積を絶対視

せず，外部環境の変化による集積の衰退メカニズムを検討

することも重要である。渡辺（2011）は，集積を絶対視せ

ず，東アジアの産業発展の中で日本の産業集積の意義の変

化を示唆した。日本で産業集積の縮小に関する本格的な研

究を進めた植田（2004）は，産業集積が量的に縮小する背

景として，グローバル化，開業率の低下，ロックイン効果

といった内外諸要因を挙げる。 
本研究は，これら先行研究を踏まえながら，集積の革新

的変化ではなく，どちらかというと静的な産業集積におけ

るルーティンな諸活動において，需要縮小期に対応しよう

とする企業行動が具体的な取引の変容を通じて集積に影響

を与えるという衰退プロセスを検討する。対象とする和装

業界の特殊性はあるものの，需要縮小局面においての取引

変容と集積変化のメカニズムを明らかにすることは，こう

した局面での産地政策の処方箋を示すことにつながる。 

２． 観察対象と研究方法 

本研究では，主に 2000 年代以降に顕著となった 4 つの

取引変容に着目する。まず，集積外からの圧力による取引

変容として①展示販売の常態化，②機屋と問屋との間で広

がる委託販売の急増，また集積内の機能欠落に伴う取引変

容として，③産地問屋ないし買継といった需要搬入機能の

欠落による直接取引，④出機および整経，綜絖，染色整理

等補助的生産機能の欠落による垂直統合・内部化，である。 
これら事象の観察にあたり，和装産業に関する各産地横

断的にみていくことが本研究の特徴の一つである。2015
年より桐生，西陣，丹後，米沢，十日町の各産地の組合お

よび企業に対して非構造化インタビュー調査を実施した。

あわせて，集積外からの視点も重要であるため，京都室町，

東京堀留の集散地問屋や商社も同様に調査を実施した。 
３． 外からの変容～展示販売と委託販売～ 

３－１ 展示販売の常態化 

第1に，従来，集散地問屋と小売との共同で実施されて

いた展示販売は，集積内の機屋を巻き込みながら実施され

ることが多くなり，問屋の在庫活用から機屋の在庫活用へ

と変容している。展示販売は 1970 年代後半から定着した

販売形態である。「小売または集散地問屋が消費者セールと

名を打つ催事販売を自らが主催し，小売店が消費者を集め，

その場で販売する販売方法を多用した（HY 社，堀留，集

散地問屋，2017 年 3 月 24 日調査）」という。しかし，こ

のときは，本来的に在庫機能を有する集散地問屋あるいは

産地問屋が商品を提供し，小売が集客するという「卸・小

売」間の関係において実施された。 
こうした販売方法が 2000 年代から常態化し，産地内の

機屋を巻き込んで実施されることとなった。このきっかけ

の一つは「2006年に自己破産した呉服販売大手企業に由来

する（TN 社，十日町，買継，2017 年 6月 9日調査）」と

の指摘がある。この企業グループは，「グループ会社18社

で全国に500店舗超をチェーン展開し，平成17年10月期

にはグループ売上約560億円をあげていた。販売はスーパ

ーなどに小売店を出店するほか，ホテルや貸会場，仕入先

の催事場を利用した呉服展示会販売で，毎年７月の京都祇

園祭期間中に開催する大規模な催事販売で高い知名度を誇

っていた」という（東京商工リサーチ，2006）。現在では
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る「ロックイン効果」を挙げる。集積内企業が特定の経路

あるいは知識基盤に依存することから集積効果が狭い分野

に特定され，イノベーションが阻害されるとする。一方，
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ず，東アジアの産業発展の中で日本の産業集積の意義の変

化を示唆した。日本で産業集積の縮小に関する本格的な研

究を進めた植田（2004）は，産業集積が量的に縮小する背

景として，グローバル化，開業率の低下，ロックイン効果

といった内外諸要因を挙げる。 
本研究は，これら先行研究を踏まえながら，集積の革新

的変化ではなく，どちらかというと静的な産業集積におけ

るルーティンな諸活動において，需要縮小期に対応しよう

とする企業行動が具体的な取引の変容を通じて集積に影響

を与えるという衰退プロセスを検討する。対象とする和装

業界の特殊性はあるものの，需要縮小局面においての取引

変容と集積変化のメカニズムを明らかにすることは，こう

した局面での産地政策の処方箋を示すことにつながる。 

２． 観察対象と研究方法 

本研究では，主に 2000 年代以降に顕著となった 4 つの

取引変容に着目する。まず，集積外からの圧力による取引

変容として①展示販売の常態化，②機屋と問屋との間で広

がる委託販売の急増，また集積内の機能欠落に伴う取引変

容として，③産地問屋ないし買継といった需要搬入機能の

欠落による直接取引，④出機および整経，綜絖，染色整理

等補助的生産機能の欠落による垂直統合・内部化，である。 
これら事象の観察にあたり，和装産業に関する各産地横

断的にみていくことが本研究の特徴の一つである。2015
年より桐生，西陣，丹後，米沢，十日町の各産地の組合お

よび企業に対して非構造化インタビュー調査を実施した。

あわせて，集積外からの視点も重要であるため，京都室町，

東京堀留の集散地問屋や商社も同様に調査を実施した。 
３． 外からの変容～展示販売と委託販売～ 

３－１ 展示販売の常態化 

第1に，従来，集散地問屋と小売との共同で実施されて

いた展示販売は，集積内の機屋を巻き込みながら実施され

ることが多くなり，問屋の在庫活用から機屋の在庫活用へ

と変容している。展示販売は 1970 年代後半から定着した

販売形態である。「小売または集散地問屋が消費者セールと

名を打つ催事販売を自らが主催し，小売店が消費者を集め，

その場で販売する販売方法を多用した（HY 社，堀留，集

散地問屋，2017 年 3 月 24 日調査）」という。しかし，こ

のときは，本来的に在庫機能を有する集散地問屋あるいは

産地問屋が商品を提供し，小売が集客するという「卸・小

売」間の関係において実施された。 
こうした販売方法が 2000 年代から常態化し，産地内の

機屋を巻き込んで実施されることとなった。このきっかけ

の一つは「2006年に自己破産した呉服販売大手企業に由来

する（TN 社，十日町，買継，2017 年 6月 9日調査）」と

の指摘がある。この企業グループは，「グループ会社18社

で全国に500店舗超をチェーン展開し，平成17年10月期

にはグループ売上約560億円をあげていた。販売はスーパ

ーなどに小売店を出店するほか，ホテルや貸会場，仕入先

の催事場を利用した呉服展示会販売で，毎年７月の京都祇

園祭期間中に開催する大規模な催事販売で高い知名度を誇

っていた」という（東京商工リサーチ，2006）。現在では

 

「年5回程度展示即売会を行い，このときはメーカー（機

屋）の在庫を用いる（HT社，堀留，集散地問屋，2017年

3月16日調査）」企業や，「月に1回のペースで機屋の在庫

を活用した売り出しを行う小売もある（TN 社，十日町，

買継，2017 年 6 月 9 日調査）。」という。これらの展示販

売では，機屋の在庫を用いることで，産地問屋，集散地問

屋，小売といった流通企業の在庫負担はない。 
３－２ 委託販売（生地貸し）の急増 

加えて，洋装業界の委託販売制度と類似した販売方式が，

和装業界では2000年代から機屋・問屋間で広がっている。

委託販売（近年では消化仕入）は，洋装業界では普及した

取引手法として知られている。洋装業界では，1953年に樫

山株式会社が「委託販売制度」を百貨店に対して適用，既

製服の売れ残りリスクを製造卸業者が引き受けることとな

った。流行のタイムラグを店舗間移動によって実現して在

庫リスクを緩和できるからである。和装業界でも，洋装業

界に準じて，百貨店を小売とする取引では委託販売は存在

した。しかし，これらはあくまでも集散地問屋と百貨店と

の関係において実施されてきた。もちろん，機屋が企画し

た製品に関して問屋または小売へ委託販売を行うケースも

なかったわけではなく，1960 年代でも委託販売はあった。

しかし，2000年代半ばから集散地問屋と小売との関係にお

ける委託販売が川上に波及し，機屋における委託販売が増

えた。集散地からも「2004年ぐらいから，いわゆる染つぶ

し業者（十日町の機屋あるいは室町の染織物メーカー）が

問屋に染生地を貸すという行為が頻繁に実施されるように

なった（HY社，堀留，集散地問屋，2017年3月24日調

査）」との指摘がある。産地においても「ナショナルチェー

ン（和装大手小売チェーン）と集散地問屋間の取引は一部

買取り・一部委託という変則であったため，例えば全量の

1/3を買取り，1/3を集散地問屋の在庫，残り1/3は買継の

在庫として，それぞれ在庫機能を負担していた。これによ

り，本来は在庫を持たなかった買継も在庫を負担し，その

後は機屋も在庫を抱えることとなった（TC 社，十日町，

買継，2017年6月8日調査）」という。こうした取引の背

景は，需要縮小に伴い和装製品が売れなくなったため，小

売あるいは集散地問屋として在庫リスクを抱えられなくな

ったことが大きい。このとき，まずは産地問屋が引き受け

ることになるが，産地問屋も抱えきれなくなると，機屋が

在庫機能の主体となる。しかし，こうした取引変容は，ひ

とり問屋からの圧力のみによって生じたわけではなく，機

屋から踏み込むケースもみられる。着尺の委託販売拡大に

先導的な役割を果たしたとされる西陣の機屋は，「①買取り

でも手形取引，調整金などの名目での値引き，返品などを

考慮すると，委託販売と現金決済のほうが資金繰りのめど

が立ちやすかった，②当時6万点にも及ぶ在庫があり，委

託販売に3万点の商品（生地）を回せる蓄積があったこと

から，それまでの産地問屋経由に代えて，他社に先駆けて

集散地問屋に対して貸生地を行った（NM社，西陣，機屋，

2016年11月1日調査）」。西陣では，1999年45.1％，2008
年 54.3％，2014 年 69.9％と，着尺における委託取引割合

が急増している。 
３－３ 機屋のリスク増大と直接取引 

集積外からの圧力である展示販売の常態化と委託販売の

急増により，機屋の在庫リスクは増大するとともに，集積

内の流通企業（買継や産地問屋）の金融機能は縮小した。

また，これにより，機屋と集積外の流通企業（集散地問屋

や小売）との直接取引の機会が提供されることとなった。

在庫機能を流通に分担してもらうことで技術開発，生産に

集中するという一種の「分業の利益」を享受していた機屋

は，在庫リスクを分担しない流通企業に代わり，増大した

リスクを軽減するため，自ら在庫最適化のための市場情報

把握に動く必要性が生じたのである。展示販売への参画は，

こうした市場情報を集める場として活用された。 
例えば室町や西陣の後背地として生産に特化し，従来で

あれば集積内に在庫機能をほとんど持つ必要がなかった丹

後地域では，「問屋機能（室町）の低下により白生地在庫を

機屋が保有するに至り，問屋に頼る状況ではなく，自ら市

場に売りに行くことになった。これにより白生地だけでな

く，色生地，衣服製品まで手掛ける企業が産地内で出てき

た（組合，丹後，2016年11月28日調査）」という。別の

丹後の機屋は，「展示販売によって集散地問屋と知り合うき

っかけができ直接取引につながった（TT社，丹後，機屋，

2016年11月28日調査）」としている。十日町では「元来，

機屋に対し買継は製品を売り渡してから現金決済までの金

融機能を果たしていたが，委託販売であればその金融機能

は発揮しえないため，機屋は小売りなどとの直接取引を試

行する（TN 社，十日町，買継，2017年 6 月 9日調査）」

こととなり，それを裏付けるように機屋からも「展示販売

が横行する時期に集散地問屋へのアプローチをすすめると

ともに，小売との直接取引も開始した（TK 社，十日町，

機屋，2017年6月9日調査）」という。在庫機能を重畳的

に持つこととなった機屋は，買継や産地問屋を経由するメ

リットが減少する。買継や産地問屋もまた，機屋の直接取

引に対する抑止力が低下しており，自らも企画機能を保有

するなどして生き残りを図る。 
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４． 内からの変容～分業の欠落～ 

４－１ 需要搬入機能の欠落と分業構造変化 

需要縮小に伴い，集積内で元来，需要搬入機能を担って

いた買継あるいは産地問屋の倒産廃業が多数みられる。買

継ないし産地問屋の倒産廃業の原因として主なものは，在

庫負担による資金繰り悪化と，集散地問屋など顧客の倒産

等による貸倒れの発生である。 
需要搬入機能を担う買継や産地問屋の欠落に関しては，

前述の在庫機能のシフトも相俟って，機屋と産地外の集散

地問屋または小売との直接取引を進展させることとなった。

例えば桐生では，「もともと買継機能も兼ね備え，東京の集

散地問屋と取引していた（KK社，桐生，機屋，2015年9
月 1 日調査）」という企業もあるが，「買継の廃業により，

東京の集散地問屋と取引開始した。その先の顧客である百

貨店とも付き合いがあり，週に１回程度接触する。これに

より市場情報を入手している（KG社，桐生，機屋，2015
年 9 月 10 日調査）」とする企業もある。米沢でも，「従来

は全量，買継を通じて販売していたが，2006年に取引して

いた買継の廃業を受け，集散地問屋と直接取引するように

なった（YN社，米沢，機屋，2016年 10月 2日調査）」，

さらに十日町でも，「機屋が先に倒産することにより，機屋

の集散地問屋との直接取引が増加した（TC 社，十日町，

買継，2017年6月8日調査）」という。西陣は，集散地で

ある室町と至近距離にあり，産地問屋が大幅に縮小し，「販

路は産地問屋が半分程度，残りは集散地問屋と小売業（NW
社，西陣，機屋，2016 年 11 月 1 日調査）」という企業は

まだ産地問屋経由が多いほうであり，「集散地問屋がほぼ

100%（NN社，西陣，機屋，2016年11月1日調査）」と

いう企業をはじめ，集散地問屋や小売との直接取引が急増

し，産地問屋経由の割合は帯地・着尺とも急低下している。 
しかし，いずれの産地でも買継・産地問屋は多少なりと

も残っており，在庫機能はともかく，需要搬入機能や金融

機能を負担してもらうには，他の産地内の買継や産地問屋

への取引へと移行することも考えられる。しかし，買継あ

るいは産地問屋が倒産・廃業するのをきっかけとして他の

産地内の買継や産地問屋への取引には移行せず，直接取引

していた産地外の集散地問屋や小売企業との直接取引へと

移行していくのはなぜか。 
実は，買継または産地問屋の倒産・廃業時には，集積の

拡大期と縮小期では異なった企業取引の変容プロセスが生

じる。すなわち，買継または産地問屋が需要拡大とともに

新たに増加するときは，予定調和的に取引のネットワーク

が付加される。一方，需要縮小期において買継または産地

問屋の倒産・廃業による減少の場合，非予定調和的なネッ

トワークの寸断が生じることとなる。寸断が生じた場合，

そのネットワークに依存していた企業（この場合は主に機

屋）は，早期の需要搬入復元のため，多くは買継や産地問

屋を探すのではなく，他の集積外の集散地問屋との直接取

引へと移行していく。３.でみたような機屋のリスク増大も

直接取引の基盤となっている。 
４－２ 出機および補助的生産機能の欠落と分業構造変化 

集積内からの取引変容の圧力となる生産機能の欠落は実

際に取引を変容させ，結果として分業構造を変化させる。

たとえば Stigler（1951）は，衰退産業の下では垂直統合

が多くみられることを指摘している。しかしここで指摘し

ておきたいのは，非予定調和的な分業構造の変化がさらに

個別企業の経営や集積作用へ影響を及ぼすことである。 
欠落のおそれがある機能としてどの産地から挙げられて

いたのは織機の部品交換，メンテナンス等を行う機械材料

である。「機料品店は２件，力織機の組立請負業者 2 件，

メンテナンス部品のうち枯渇化している部品は産地が共同

で製造依頼するか代替品を活用する必要がある（組合，西

陣，2016 年 10 月 31 日調査）」という。部品については，

すでに産地間で協力して部品の融通等が行われているとい

う。さらに，整経・綜絖などの織の準備工程についても「整

経業者が2件しかなく，綜絖も1社しか産地に存在しない

（NY社，西陣，機屋，2016年10月31日調査）」状況で

ある。一方，出機のように設備が現に存在する工程では，

収入が多少でもあれば稼働するという状況であったが，こ

こにきて高齢化も限界となり，廃業にかじを切りはじめた。 
これら生産に関わる分業も，需要搬入と同様に企業退出

時には非予定調和的である。中心的な生産を担う企業（機

屋：親機）は，分業されていた機能の欠落により，非予定

調和的に生産自体ができなくなる危機に直面するため，他

社を探すよりも垂直統合や内部化を模索することになる。 
需要縮小期の和装産業ではさらに問題が複雑となる。出

機や補助的生産工程事業者がこれまで廃業しなかったのは，

①過去の設備投資の埋没費用化，②好況期における資産蓄

積，③年金収入からの内部扶助が主な要因である。機屋と

の取引価格は，これら要因によって下方硬直化していた。

よって，垂直統合・内部化しようとすれば個別企業におけ

る大幅なコストアップになる。「出機の廃業は生産に大きな

影響を及ぼす恐れがあるものの，大幅なコストアップにな

るため現時点では織工程を内部化できない（TK 社，十日

町，機屋，2017年6月9日調査）」ゆえ，今後も残された

出機に依存する親機も少なくない。 
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４． 内からの変容～分業の欠落～ 

４－１ 需要搬入機能の欠落と分業構造変化 
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いた買継あるいは産地問屋の倒産廃業が多数みられる。買

継ないし産地問屋の倒産廃業の原因として主なものは，在

庫負担による資金繰り悪化と，集散地問屋など顧客の倒産

等による貸倒れの発生である。 
需要搬入機能を担う買継や産地問屋の欠落に関しては，

前述の在庫機能のシフトも相俟って，機屋と産地外の集散

地問屋または小売との直接取引を進展させることとなった。

例えば桐生では，「もともと買継機能も兼ね備え，東京の集

散地問屋と取引していた（KK社，桐生，機屋，2015年9
月 1 日調査）」という企業もあるが，「買継の廃業により，

東京の集散地問屋と取引開始した。その先の顧客である百

貨店とも付き合いがあり，週に１回程度接触する。これに

より市場情報を入手している（KG社，桐生，機屋，2015
年 9 月 10 日調査）」とする企業もある。米沢でも，「従来

は全量，買継を通じて販売していたが，2006年に取引して

いた買継の廃業を受け，集散地問屋と直接取引するように

なった（YN社，米沢，機屋，2016年 10月 2日調査）」，

さらに十日町でも，「機屋が先に倒産することにより，機屋

の集散地問屋との直接取引が増加した（TC 社，十日町，

買継，2017年6月8日調査）」という。西陣は，集散地で

ある室町と至近距離にあり，産地問屋が大幅に縮小し，「販

路は産地問屋が半分程度，残りは集散地問屋と小売業（NW
社，西陣，機屋，2016 年 11 月 1 日調査）」という企業は

まだ産地問屋経由が多いほうであり，「集散地問屋がほぼ

100%（NN社，西陣，機屋，2016年11月1日調査）」と

いう企業をはじめ，集散地問屋や小売との直接取引が急増

し，産地問屋経由の割合は帯地・着尺とも急低下している。 
しかし，いずれの産地でも買継・産地問屋は多少なりと

も残っており，在庫機能はともかく，需要搬入機能や金融

機能を負担してもらうには，他の産地内の買継や産地問屋
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していた産地外の集散地問屋や小売企業との直接取引へと

移行していくのはなぜか。 
実は，買継または産地問屋の倒産・廃業時には，集積の

拡大期と縮小期では異なった企業取引の変容プロセスが生

じる。すなわち，買継または産地問屋が需要拡大とともに

新たに増加するときは，予定調和的に取引のネットワーク

が付加される。一方，需要縮小期において買継または産地

問屋の倒産・廃業による減少の場合，非予定調和的なネッ

トワークの寸断が生じることとなる。寸断が生じた場合，

そのネットワークに依存していた企業（この場合は主に機

屋）は，早期の需要搬入復元のため，多くは買継や産地問

屋を探すのではなく，他の集積外の集散地問屋との直接取

引へと移行していく。３.でみたような機屋のリスク増大も

直接取引の基盤となっている。 
４－２ 出機および補助的生産機能の欠落と分業構造変化 

集積内からの取引変容の圧力となる生産機能の欠落は実

際に取引を変容させ，結果として分業構造を変化させる。

たとえば Stigler（1951）は，衰退産業の下では垂直統合

が多くみられることを指摘している。しかしここで指摘し

ておきたいのは，非予定調和的な分業構造の変化がさらに

個別企業の経営や集積作用へ影響を及ぼすことである。 
欠落のおそれがある機能としてどの産地から挙げられて

いたのは織機の部品交換，メンテナンス等を行う機械材料

である。「機料品店は２件，力織機の組立請負業者 2 件，

メンテナンス部品のうち枯渇化している部品は産地が共同

で製造依頼するか代替品を活用する必要がある（組合，西

陣，2016 年 10 月 31 日調査）」という。部品については，

すでに産地間で協力して部品の融通等が行われているとい

う。さらに，整経・綜絖などの織の準備工程についても「整

経業者が2件しかなく，綜絖も1社しか産地に存在しない

（NY社，西陣，機屋，2016年10月31日調査）」状況で

ある。一方，出機のように設備が現に存在する工程では，

収入が多少でもあれば稼働するという状況であったが，こ

こにきて高齢化も限界となり，廃業にかじを切りはじめた。 
これら生産に関わる分業も，需要搬入と同様に企業退出

時には非予定調和的である。中心的な生産を担う企業（機

屋：親機）は，分業されていた機能の欠落により，非予定

調和的に生産自体ができなくなる危機に直面するため，他

社を探すよりも垂直統合や内部化を模索することになる。 
需要縮小期の和装産業ではさらに問題が複雑となる。出

機や補助的生産工程事業者がこれまで廃業しなかったのは，

①過去の設備投資の埋没費用化，②好況期における資産蓄

積，③年金収入からの内部扶助が主な要因である。機屋と

の取引価格は，これら要因によって下方硬直化していた。

よって，垂直統合・内部化しようとすれば個別企業におけ

る大幅なコストアップになる。「出機の廃業は生産に大きな

影響を及ぼす恐れがあるものの，大幅なコストアップにな

るため現時点では織工程を内部化できない（TK 社，十日

町，機屋，2017年6月9日調査）」ゆえ，今後も残された

出機に依存する親機も少なくない。 
 

５． 到達点と残された課題 

ここで採り上げた取引変容は，いずれも個別企業への影

響にとどまらず，個別企業の行動の結果が集積へ影響を与

える。在庫機能のシフトによる機屋のリスク増大や産地問

屋・買継の欠落は直接取引という不可逆的な変容を拡大さ

せ，集積拡大前の状態には戻らず，産地問屋および買継が

果たしてきた需要の取りまとめや配分の機能は加速度的に

失われる。また，出機や補助的生産機能の垂直統合・内部

化は，中心的生産機能を担う機屋のコストアップに加え，

集積として生産の柔軟性を失わせる方向へと作用する。 

しかし，これらの変化は集積内企業にとってマイナスば

かりではない。機屋と集積外の集散地問屋や小売との直接

取引は，新たな市場情報を集積内に取り込む機会となり，

新製品開発などの活路につながる可能性もある。買継や産

地問屋経由では摂取困難であった情報が集積内に取り込ま

れ，ロックイン効果解除の機会を提供するかもしれない。 

また，産地では新たな取引形態を模索する動きもみられ

る。ひとつは補助的生産機能の産地間取引であり，地理的

近接性のメリットは犠牲になるが，垂直統合あるいは内部

化によるコストアップを緩和するとともに，結果的に産地

内になかった新たな知識を取り込む機会になる。 

さらには「人材育成のノウハウがある（TY社，丹後，出

機，2016年 11月29日調査）」企業では，「西陣6社との取

引のうち，5 社は月額固定制に移行した。残り１社も最低

保証付きの工賃となっている」というように，出機の減少

を見越した生産機能確保を図りつつ，分業の利益を失わな

い方法として準内部化的な取引形態もみられる。こうした

取引形態の発生は，需要縮小期においても集積作用を維持

する萌芽として注目に値する。 

本研究では，ひとつの産地ではなく，和装産業を採り上

げて産地を横断的に観察することによって，共通した取引

変容によって産地がどのような影響を受けるかを検討した。

ここでみられた衰退時の集積の変容メカニズムは，需要変

動や流通構造変化など業界全体の変化によって，各産地に

共通した取引変容が発生し，分担すべき機能のシフトによ

るリスク増大，非予定調和的な集積機能欠落といった事象

が取引変容を誘発し，個別企業の経営や集積作用にさらな

る影響を及ぼすというものであった。和装産業では，機屋

による産地外流通企業との直接取引拡大，産地内での垂直

統合や工程内部化によって「等縮尺」の縮小とはならず，

集積に一種の「綻び」が生じることを示した。 

あわせて，研究手法的な含意としては，各集積の特徴に

依拠した個別の変化を追うだけでなく，横断的に俯瞰する

ことによって変化を明らかにすることを試みたことである。

産地の問題は，ひとり産地によって解決できるものでなく，

産地間共通の変化は産地間の協力などにより広域的に対応

することの有効性にもつながると考える。 

今後とも，個別企業の行動と集積作用との相互関係の変

化を丁寧に注視していかなければならない。また，産地間

共通の課題にあっても，産地によって対応の相違がある部

分について産地の特徴や背景と結び付けて考察することも

必要である。加えて，以下の 3つの主要な課題が残されて

いる。第一には，産地間競争，海外との関係，ロックイン

効果やイノベーションといった非ルーティンの取引変容や

集積変化についての集積横断的な検討，第二に，アンケー

ト調査などの定量的な裏付けの強化，第三には他業種の集

積，例えば洋装，食品，機械への研究結果の適用可能性の

検討である。 
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伝統的織物産地における買継機能の変遷と現在の状況について

吉田 豊（高崎経済大学・院）

Keyword： 織物，買継，流通構造

１.はじめに

（1）研究の背景と課題

国内における伝統的な織物産地1では古くから「織物工場

（織元）－買継－集散地問屋－小売」という流通構造が構

築されてきたが，近年ではほとんどの産地でこの流通構造

が崩れ始めているケースが増加してきている。そのため各

産地における買継の数も減少傾向が強くなってきている。

この要因としては国内の伝統的織物産地の生産規模が大

きく縮小したことで，産地内における買継の取扱量も激減

し，買継の倒産や廃業するケースが増加した結果，産地内

での買継自体の基盤が弱体化し，なお規模が小さくなると

いう負のスパイラルへつながることや産地内でも力のある

織物工場は産地内に頼らずに繊維産業の拡大期のように中

間工程である買継を経由して，東京・京都・名古屋・大阪

などの集散地問屋へ出荷していた形態から，織物工場から

集散地問屋やその先である百貨店やアパレルなどの小売へ

直接商品を出荷する形態へと変化したことなどが挙げられ

る。

この傾向が今後も続いた場合，産地側における流通構造

のなかで中間工程となる買継機能が消滅する可能性が考え

られる。その場合，前述のように力のある織物工場は直接

取引をおこなうことができるが，力のない織物工場は小売

サイドとの取引を直接おこなうことが難しいため，事業の

継続が難しくなることが予想される。それが産地の弱体化

を招き，産地における更なる負のスパイラルを生み出すサ

イクルへとつながる可能性がある。買継の必要性について

は，産地側，集散地側，場合によっては消費地側から分析

が必要となると思われるが，本稿では産地側からのみを取

り上げ，集散地側，ないしは消費地側からの視点について

は別稿で取り上げたい。

（2）研究目的

そこで本稿では著者の研究対象である桐生産地を対象に，

買継機能の変遷と現状を把握することを目的に，研究をす

すめていくこととする。

この背景には著者がこれまで桐生産地を見てきたなかで，

産地が衰退したと思われる要因の 1つに，産地側から消費

                                                  
1 本稿では産地全体の売上高が年商5億円以上ある産地を「織物

産地」と定義する。

地側に向けた流通構造のなかで何か欠けている部分がある

のではないかと考えており，その視点からもこれまでの買

継機能の変遷を整理し，現状がどのようになっているかを

把握することが必要と感じたことにある。

なお，その際に他産地での変化がどのようなものであっ

たかを把握するために，本稿では桐生との関係が深い絹織

物産地である十日町産地を対象としてすすめていく。

そのうえで，本稿における主たる問題意識として，以下

の3点を設定して，研究を進めていきたい。

①買継の減少傾向が強くなったのはいつ頃からか。また

その際の桐生産地における産地収入との相関性はある

のか。

②買継の現状はどのようになっているのか。

③今後の買継はどのように変化していくのであろうか。

（3）買継機能

まず，今回の対象となる買継機能はこれまでも多くの先

行研究で扱われてきているが，ここで説明しておきたい。

「買継」とは産地の織物工場で製造された生地を東京，

京都，大阪，名古屋などの集散地問屋へ流通する過程で各

織物工場が個別の集散地問屋と取引をおこなうことは難し

いため，織物工場の代わりに産地内の織物工場で製造され

た生地をまとめて，集散地側の問屋へ流通させる役割を担

う織物工場と集散地問屋の中間工程のことを指す。この買

継の中枢をなす組織としては，一般的には在庫を持たずに，

織物工場と集散地問屋をつなぐ「買継商」，在庫を持ち，注

文に応じて商品を集散地問屋へとつなぐ「産地問屋」，「産

地問屋」に企画機能等を有した「産元商社」の 3つの種類

があり，当初は「口銭」と呼ばれる手数料を収受して，織

物工場と集散地問屋間をつないだ「買継商」が中心であっ

たが，繊維産業の衰退につれて，「口銭」だけでは経営をお

こなうことが難しくなり，在庫を持つ「産地問屋」化やさ

らに企画を自社でおこなう「産元商社」化が進んでいった。

これらの組織は主に織物工場と集散地問屋双方に対する

「与信機能」，上記に示したように織物工場から集散地問屋

への「流通機能」，集散地問屋から得られた流行などの情報

を織物工場側へ提供する「情報機能」の 3つの機能を有し

ている。
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（4）研究・調査内容

本研究では買継や流通構造に関連する繊維関係の先行研

究の整理及び産地の織物史等からのデータ整理を実施する

文献調査及び国内の伝統的織物産地 6産地の組合・企業経

営者（一部は元経営者），東京都内の集散地問屋の経営者に

対する非指示的面談法によるヒアリング調査を実施した。

文献調査では産地のその時代における買継の特徴や数量

の変化など、歴史的な変化を見た場合における買継の変化

と機能変化を確認し，問題意識の①を把握することを目的

とし，ヒアリング調査を実施する際には産地における現在

の買継機能と現在の流通構造，例えば「織物工場－集散地

問屋」，「織物工場－アパレル等」のように買継を経由させ

ない方法で取引を実施しているのか，それとも伝統的な流

通形態である「織物工場－買継－集散地問屋－小売」で取

引を実施しているのか，産地内全体で見た場合の買継の傾

向について，問題意識の②と③を把握することを目的に，

調査項目を設定し，調査対象企業及び産地全体の買継の役

割とその機能変化，流通構造の変化について調査した。

2.買継に関する先行研究

（1）桐生産地の買継について

桐生産地における戦前の買継を対象とした先行研究は近

代史（明治時代～昭和20年までが対象）では石井（1991）

2や亀田（1998）3をはじめとして数多く存在する。

一方で第 2次世界大戦以後を扱っている先行研究は桐生

織物協同組合（1994）4や桐生文化史談会（2008）5，巻島（2004）

6などそれほど多くは存在しない。

このうち，桐生織物協同組合（1994）は産地内の買継商

が集まり，第2次世界大戦前から昭和30年代にかけての桐

生産地の生産動向及びそれに関連する買継の変遷について，

座談会形式でおこなったものをまとめたものであるが，第

2 次世界大戦以後になると先にＧＨＱの指定生産をおこな

うために，織物工場と銀行とで取引をしてしまった結果，

第 2次世界大戦以前の買継と違って，与信機能が必要なく

なり，あくまでも買継は一種の中継商であって，販路を拡

大することがメインになっていたことを明らかにしている。

桐生文化史談会（2008）は江戸時代から昭和時代前期ま

での間，桐生産地における最大手の買継の 1つであった書

上文左衛門家の歴史を記載したものであるが，そのなかで

                                                  
2 石井（1991），25-38頁。
3 亀田（1998），35-51頁。
4 桐生織物協同組合編（1994），24-49頁。
5 桐生文化史談会編（2008），7-16頁。
6 巻島（2004），58-66頁。

桐生産地における買継の役割，現在も桐生産地内で買継と

して営業をおこなっている企業の経営者のヒアリング調査

を元として，戦後の買継の取引方法や買継の存在意義を明

らかにしている。また，2008年時点での桐生産地内におけ

る買継の現状と将来についても明らかにしており，今後買

継が残っていくためには企画提案を実施するなどのコーデ

ィネート機能を有する必要があるとしている。

巻島（2004）は前掲書と同じく桐生産地の買継である島

崎英三氏へのヒアリング調査を実施し，桐生産地における

戦後の買継の変遷についてまとめている。そのうえで，高

度経済成長期以降の買継は有用な市場情報とヒット商品の

提案能力を有する必要があることを明らかにしている。

（2）十日町産地の買継について

十日町産地における買継を対象とした先行研究はいくつ

かのものが存在する。

十日町織物工業協同組合編（1976）7は第2次世界大戦以

後の十日町産地について，十日町買継商業組合と十日町織

物買継連合の流通シェア率がピーク時にあたる同年時点で

全体の 90％を超える状況であることを明らかにすると同

時に，その背景に地元金融機関のバックアップが存在して

いることを明らかにしている。

十日町市史編さん委員会編（1997）
8
では第2次世界大戦

以後の十日町産地内での買継の変遷について，十日町織物

工業協同組合との間の取引協定の変遷や買継制度について

の詳細な説明がなされている。

3.調査結果

今回調査を実施した 6産地のうち，ほとんどの産地では

買継の機能が弱まっていることが判明した。本稿では今回

の研究対象地である桐生産地と十日町産地を比較しながら，

結果をまとめていきたい。

（1）桐生産地の買継

桐生産地の現状としては，2013年時点で 2つの組合（桐

生産地元売協同組合，桐生織物商友会）に14社が加盟して

おり，ほかに桐生商工会議所繊維部会へ 1社が加入してい

る。そのほかにアウトサイダーも存在しているが，このう

ち組合等へ加入している社のうち，実際に稼働している会

社は数社しかない状況にあることが判明した。桐生産地の

場合には，1970年代には著者の母が勤務していた買継商な

どでは外販部には大手商社が出入りし，内販部にも東京・

                                                  
7 十日町織物工業協同組合編（1976），92-97頁。
8 十日町市史編さん委員会（1997），384-388頁，513-516頁，

549-570頁。
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日本橋の集散地問屋などとも活発に取引がなされていたと

いう話も聞いているため，商品の流通先が国内向けのもの

も海外向けのものも双方が買継を使用して売買をしていた

ものと考えられるが，旧桐生織物協同組合側9の統計資料が

取れないため，桐生内地織物協同組合側10の統計資料のみを

採用する。表１によると，取扱買継商の企業数は1980年の

63社をピークに年々減少していることがわかる。また 1990

年以降の減少のペースが速いことも明らかである。

表１ 取扱買継商企業数    （単位：社）

年 1970 1980 1990 2000 2010 2015

企業数 54 63 44 26 16 10

資料：十周年記念誌編纂特別委員会『十年一糸』225頁，二十周

年記念誌編纂委員会『続十年一糸』283頁，三十周年記念

誌編纂委員会『続々十年一糸』428頁，桐生市繊維振興協

会「桐生繊維業界の実態」各年版より本人作成。

そのうえで，表１と同時期からの桐生産地全体の産地収

入を表2で見てみたい11。

表 2 産地収入         （単位：億円）

年 1976 1980 1990 2000 2010 2015

収入額 844 1,171 931 445 257 219

資料：桐生市繊維振興協会「桐生繊維業界の実態」各年版より

本人作成。

表 2の産地収入額を見てみると，1990年の 1,171億円か

ら 2015年の 376億円弱（2016年は 166億円）と急速な減

少を見せていることがわかる。このうち最も減少幅が大き

い 1990年から 2000年の間を比較してみると，買継企業数

が 44社から26社へ，産地収入も 931億円から 445億円へ

と両者共に 1/2程度に減少していること，その後の減少動

向を見ても同じように買継企業数と産地収入の減少してい

る傾向が見て取れるため，両者の間には相関性があると思

われる。

                                                  
9 主に輸出向けの織物生産をおこなう組合であったが，1970年
前後から国内向け織物も製造するようになった。

10 主に国内向けの織物生産をおこなう組合であった。なお、旧

桐生織物協同組合と桐生内地織物協同組合の両者は1987年に

合併し，現在は桐生織物協同組合となっている。
11 なお，1976年以降しか産地収入がわかるデータがないため，

表1とは一部年が異なる部分が存在する。

（2）桐生産地における買継形態の変遷

現状の桐生産地では買継の減少が進み，買継を経由する

よりも販売チャネルの多様化の影響を受けて，ほとんど織

物工場で直接「織物工場－集散地問屋」や「織物工場－小

売」のような取引を実施する流通形態が中心へと変化して

いる。そのなかで残っている買継を検討してみると，製造

卸へと変化した買継や企画提案をおこなうタイプの買継が

残っている状態となっており，伝統的な買継である口銭の

授受のみで経営をおこなっている企業はほとんど存在して

いない。

いつの時点で桐生の買継が口銭授受だけでの経営が成り

立たなくなったのかは資料なども見つからないため，不明

であるが，1970年前後に著者の母が勤務していた買継では

在庫を持った商売をしており，この時点では既に産地問屋

化した買継が存在していたことは確かである。

今後の桐生産地における買継を検討すると，桐生産地自

体の産地収入も 1980年の 1,171億円から 2016年には 166

億円へと 1/10弱にまで減少しており，そのなかで中間工程

である買継は企業数も最低数まで減少していることから，

今後も厳しい状況が継続すると思われる。

（3）十日町産地の買継

十日町産地における買継は基本的には買継商が存立して

きた。現在は 2つの組合（十日町織物買継組合と十日町き

もの流通連合）に 10 社が加盟している。十日町産地では

1952 年に十日町織物工業協同組合と十日町織物買継組合

（十日町織物買継連合12も準用）との間で定められた「織物

取引に関する契約書」に基づき，どこの買継を通しても口

銭が 3％と定められていたため，売り先に応じた買継商を

使うこと，地元銀行が買継商の手形しか割り引かなかった

ことなどから，買継商の力は比較的強かった産地である。

（4）十日町産地における買継形態の変遷

十日町産地におけるピークは1976年であるが，それ以後

も買継商が委託販売も含まれるものの，ナショナルチェー

ンとの関係を作って，対応できる買継商は残る形となった。

その状況がしばらく続いたものの 1996 年前後に福島商事

が倒産し，続けて数軒が倒産した13。この理由としては取引

先の販売不振による在庫量の増加や小売依存などがあるが，

それまで買継不倒神話があった十日町産地では買継の減少

傾向が始める契機となったことは間違いないであろう。加

えて，1997年前後には伝統的な流通構造のなかで，買継の

                                                  
12 現在は十日町きもの流通連合へと変化している。
13 N商店社長へのヒアリング調査による。（2017年6月9日調

査実施。）
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後工程となる集散地問屋が大量に破綻し，対十日町産地で

考えた場合では売り上げ上位ベスト 10 に入る問屋のうち

1/2 がこの時期に倒産したことにより，十日町産地でも力

のある織物工場は買継を経由せずに直接，集散地問屋や小

売などとの取引を実施する「中抜き」を始めることとなっ

た。これ以後，買継商の力が弱くなり，紬の織物工場など

は買継商を頼って，販売をおこなった方がいいものの，相

対的に力を持っている染織物メーカーなどは集散地問屋や

小売，直販などへ直接売買されるケースが多くなっており，

現在残っている買継は強い買継のみが残る状況となってい

る。

今回，十日町産地でヒアリング調査を実施したところ，

複数のヒアリング対象者から口銭だけで商売を成り立たせ

ている買継は現在では存在しなくなっているという発言が

あった。これは十日町産地がピークを迎えた1976年の産地

収入が600億弱で，そのなかで買継の収入である口銭（3％）

で18億円の収入があり，それを買継で分配するために，各

買継にも相応の収入が上がったが，委託在庫が中心となっ

た現在では販売手数料である口銭だけという商売は成立で

きなくなっていることが背景にある。そのため，十日町産

地では買継＋宝飾業や不動産業といったほかの仕事を兼業

するケースが増加している。十日町産地の買継の今後を考

えてみたときには最大手であるＮ商店などがしっかりして

いる限りは数の減少はあるかもしれないが，複合経営であ

っても買継制度は残ると感じられる。

4.考察・今後の展開

本稿では桐生産地と十日町産地を対象にして，買継機能

の変遷と現状を把握することを目的に，研究をすすめてき

た。

その結果として，①買継の減少傾向が強くなったのは

1990年代以降であり，桐生産地の産地収入の減少と相関関

係があることが判明した。

②の買継の現状については，2013年時点で2つの組合（桐

生産地元売協同組合，桐生織物商友会）に14社が加盟して

おり，ほかに桐生商工会議所繊維部会へ 1社が加入してい

るほかにアウトサイダーも存在しているものの，稼働して

いる買継は数軒しかなく，それらの企業は製造卸へ転換し

たり，企画提案をおこなうタイプのものしか残っていない

ことが明らかになった。一方の十日町産地では，現在は 2

つの組合（十日町織物買継組合と十日町きもの流通連合）

に10社が加盟しており，現在では口銭だけでの商売は難し

くなっているが，他業種との兼業で経営をおこなっている

状況となっている。

③については今後も厳しい状況が続いていくと思われる

が，製造卸へと転換した会社のように，桐生産地で買継機

能が残るとすれば，織物工場が買継機能を有するなどの形

態で存続するのではないかと思われる。一方の十日町産地

は既に他業種との兼業での経営形態へと変化しているため，

現在のままでいく可能性は高く，また最大手が存続する限

り桐生産地と比較すると存続する可能性は高いと考えられ

る。

これらの問題意識のうえで，著者が桐生産地の衰退要因

の 1つと考えている「産地側から消費地側に向けた流通構

造に何か欠けている部分があるのではないか」という点に

ついては，買継がほとんど残っていない状態にありながら，

それぞれがバラバラで販売している状況となっている現在

よりも，産地全体が統一性を持って，販売機能を有した場

合には流通構造に変化をもたらしてくれるのではないかと

考えている。

今後の課題については，桐生産地における買継商から産

地問屋，さらに産元商社へ移行した背景を捉えることがで

きなかった。この点と今も買継が比較的強いと想定される

米沢産地について，調査を進めたうえで，桐生産地の買継

の今後の展望を考察していきたい。
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デザイン思考手法のまちづくりへの活用可能性 

石丸亜矢子（新潟薬科大学） 

Keyword： 地域活性化, インバウンド, デザイン思考, ペルソナ, カスタマージャーニーマップ, 行動観察 

 

1. はじめに 
	 京都府八幡（やわた）市は,	京都府の南部に位置する都

市で京都市内から鉄道で約30分の距離にあり,	宇治市,城

陽市などとともに山城地区の一隅を占め,	市域の多くを大

阪府枚方市と接している。八幡市に所在する石清水八幡宮

は,	日本三大八幡宮の一社にして伊勢神宮に次ぐ国家第二

の宗廟であり,	平成28年には国宝に指定されている。八幡

市は石清水八幡宮の門前町として発展を遂げてきた歴史を

持つ。また,	八幡市は木津川・宇治川・桂川の三川合流地

域に立地しており,	東高野街道を辿る陸路と三川の水路の

活用とで,	最盛期の江戸後期には 48 もの宿坊が存在した

との逸話により,	その賑わい振りが現在に伝えられている。

他にも,	松花堂弁当の名前の由来となった「松花堂庭園」

や「流れ橋」（上津屋橋）,	桜の名所「背割堤」,	航空安全

祈願の「飛行神社」など,	多様な観光資源を擁している。	

	 一方,	「八幡市人口ビジョン」1)によると,	平成21年度

以降,	同市の人口は少子高齢化及び転出超過による減少傾

向を辿っており,	平成72年には高齢化率が40％代に上昇,	

年少人口比率は 10％以下まで低下すると予測されている。

また現在,	八幡市居住者のうち市内就業者は 34.0％にと

どまり,	残りは京都市などの近隣都市に就業している。さ

らに「京都府観光入込客調査報告書」2)によると,	八幡市の

観光入込客数は京都府全体の中で約 2.1％,	観光消費額は

わずか0.05％と,	低い水準にとどまっている。	

（「京都府観光入込客調査報告書」を元に作成） 

	 そこで同市では, 平成 28 年度に市民や市の関係者から

なるワーキング・グループを組成して今後のまちづくりや

人口増・観光客増に向けた取り組みを検討し, 「八幡市駅前

整備等観光まちづくり構想」として取りまとめた。3) 検討

においては, 市民ワーキング・グループによる対話や, アン

ケート分析などのマーケティングリサーチを実施し,「本物

志向のアジア・欧米からの若年層インバウンド旅行客」を

ターゲット・ペルソナの一つとすることを検討した。これ

を受け, 「デザイン思考」の手法 4)を活用したフィールドワ

ークによる知見の抽出を行った。本稿では, 八幡市におけ

るフィールドワークをケーススタディとして, デザイン思

考手法のまちづくりへの活用可能性を検討する。 
 
2. 対象と方法 

2-1. 地元大学生による現地フィールドワークとダウンロード・

ワークショップ 

(1) 目的 
将来八幡市を訪れて移り住み, 八幡で起業する可能性

のある若い世代に観光体験を行ってもらい, 外部の目

から見た, まちの課題や魅力を抽出する 
(2) 調査手法 
八幡市近郊の大学生（留学生含む）による観光体験と, 
ダウンロード・ワークショップ及び事後アンケート 

(3) 調査対象者 
日本国籍学生：6名 
外国籍学生：4名 
（韓国2名, フィンランド1名, ウクライナ１名） 

(4) 実施方法 
	 事前に主旨説明とデザイン思考の講義を行った上で, 
八幡市内要所の観光体験フィールドワーク（半日程度）を

実施した。行程は「八幡市駅前, 石清水八幡宮, 松花堂庭

園, 庭園内茶室にて松花堂弁当の食体験」で, 全員で同一

行程を巡った。その後, 講義室に移動しダウンロード・ワ

ークショップを実施した。3〜4 名のグループに分かれ, 
学生自身と属性が重なるインバウンド観光客のペルソナ

を設定し, フィールドワークで把握した情報を基に, 「ペ

ルソナによる八幡市の観光体験」を可視化した。 
——————————	

1)	八幡市役所,「八幡市人口ビジョン」,	平成28年2月,	P.5-6,10,20	

2)	京都府商工労働観光部,「京都府観光入込客調査報告書	平成27年」,	

平成28年7月,	P.4	

3)	八幡市役所「⼋幡市駅前整備等観光まちづくり構想」,	平成29年5月	

4)	デザイン思考とは	問題解決のための創造的な思考方法及びその手法群

である。今回はStanford	University	d.schoolの提唱する方法論を参考

にペルソナとカスタマージャーニーマップの手法と,	臨床心理学的アプ

ローチを活用したデプス・インタビュー法を用いた。	
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     八幡市駅前        国宝 石清水八幡宮 本殿 

 
石清水八幡宮にて権宮司の説明を聞く様子    松花堂庭園 

 

ダウンロード・ワークショップの進め方 

 

 
(5) 実施状況 
	 ノルウェー, 韓国, アメリカの若年層のペルソナが設

定された。奇しくも3グループとも女性のペルソナで, 欧
米からの留学生は母国で就職後に来日しているため, 年
齢が25 歳という設定であった。また, 「自慢できる写真

を撮りたい」というニーズが共通して挙げられた。 
	 次に行ったカスタマージャーニーマップの作成では,	

各グループに1名以上の外国籍学生を配し,	当該学生の

着眼点や所感を参考にして体験のダウンロード（可視化）

を行った。各グループの学生は,	同じ観光体験をしたに

も関わらず,	「気分が最も高揚した体験」としては異な

るポイントが挙げられた。	

	 異なる体験が挙がった背景としては,	ペルソナや参加

学生自身の志向と,	日本文化・日本語への理解度などが

影響しているものと考えられるが,	共通点としては,	国

籍を超えた歴史・文化への関心や,	本物の体験に価値を

認めていることが窺われる。	

	 最後に,	フィールドワークでの良かった体験・悪かっ

た体験に基づき,	各グループにて施策の案出を行った。	

	 案出された施策の共通点としては,	外国語による案内

の拡充が第一に挙げられ,	他には,	旅行者が休憩できる

スペースの設置,	駅前を中心とした観光地らしい景観づ

くり,	土産品の開発や販売強化,「エジソンの竹」5)の活

用などが挙げられた。	

	

設定されたペルソナ 

 
気分が最も高揚した体験とその理由 

 
施策案 

 
ダウンロード・ワークショップ成果物（一部） 

	 	  
	

	 	 	

	

2-2. ターゲット・ペルソナ該当者による関西・八幡旅行体験 

(1) 目的 
ペルソナの属性に該当する人物が, 「2泊3日の八幡市

を含む関西旅行」を行う中で, 様々な観光体験からどの

ような印象を受けたかを聴き取ることにより, ターゲ

ット・ペルソナの一つである若年層インバウンド旅行者

の志向や着眼点を把握する。 
——————————	
5)	男山周辺の真竹「八幡竹」はエジソンの電球のフィラメントに使われた

ことで有名で,石清水八幡宮境内には「エジソン記念碑」が建立されている。 
 

■グループ１：アメリカ人女性（25）	

22 歳で大手に就職するが 24 歳で退職し来日。写真好きで一眼レフカメラを持ってい

る。インスタグラマー（日本語でつぶやく）。漢字は読めない。粉もん好き。方向音痴。	

インサイトは,	日本人の恋人が欲しい,	インスタ投稿にいいねが欲しい。	

■グループ２：韓国人女性（大学三回生）	

来日して一年。韓国在住の中学・高校の時に日本語や日本文化を学び,	日本文化に興味

を持った。趣味は日本のドラマを見ること。好きな作品は「のだめカンタービレ」など。

将来は日本語を使って韓国と日本の架け橋になりたい。インサイトは,	韓国在住の日

本好きの友達に自慢できるような特別な体験をして,	自慢できる写真を撮りたい。	

■グループ３：ノルウェー人女性（25）	

アニメ「銀牙	-流れ星	銀-」を見て日本に興味を持った。歴史好きで,	特に日本の戦国

時代に興味がある。来日して4か月。日本語＆日本文化専攻の大学生。ノルウェーに残

してきた母に見せるための写真や逸話を集めたい。インサイトは,	お金があまりない

ので節約したいが,	他人ができないような特別な体験をしてみたいと思っている。	

■グループ１：松花堂庭園内の散策と茶室を見学した体験	

綺麗な庭園や,	歴史ある建物など,	喧騒を離れた静かな場所でゆったり過ごせたため。

人が少なく看板などもないことで,	静かで落ち着いた状態で観光できたのが良かった。	

■グループ２：石清水八幡宮で権宮司から歴史や由緒のお話を聞いた体験	

神仏和合やエジソンにまつわる逸話や,	完璧なものは衰退するとの考えから日本の建

築はわざと未完成にさせておくといったお話が興味深かったため。	

■グループ３：石清水八幡宮本殿で織田信長が寄進した「黄金の樋」を見た体験	

日本の武士に以前から興味があり,	自分が信長や当時の武将たちと同じ景色を見てい

ると想像でき,	憧れの武将たちを身近に感じられたため。	

■グループ１：松花堂庭園を中心とした案出	

・松花堂庭園でのプライベートツアー	

・庭園の落ち着きを駅前でも体験できるよう駅前や男山展望台に休憩スペースを設置	

・松花堂庭園まで迷わず自転車で行けるような自転車ルートの整備や看板の設置	

・土産品の開発と,	松花堂庭園,	石清水八幡宮,	八幡市駅前などでの販売	

■グループ２：石清水八幡宮の観光案内を中心とした案出	

・石清水八幡宮の詳しい歴史や由緒を外国語で解説する看板設置やパンフレット拡充	

・地元のシニア層などによるボランティアガイド	

・「エジソンの竹」の活用（参道に竹灯篭を設置して夜参拝可能にする等）	

■グループ３：石清水八幡宮及びまち全体に関する案出	

・遊歩道や展望台などの安全確保とバリアフリー化	

・竹を用いたライトアップ	

・外国語対応ガイドブック作成とインターネット検索のためのWi-fi環境拡充	

・駅前のまちなみ整備,	土産物屋の設置	
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(2) 調査手法 
2泊3日で京都市内及び八幡市, 宇治市などを対象者と

旅行しながら, 随時, デプス・インタビューを実施 
(3) 調査対象者 

 

張美玲（仮名）：中国出身の30 歳, 来日2年。中国では

起業して会社を営んでいたが知人に事業譲渡して来日。

東京都内の大学院でデザインを学んでいる大学院生。 
中国語, 英語, 日本語を話し, 趣味は音楽, アニメ。 

(4) 実施方法 
	 京都市内及び八幡市を訪れることだけを予め規定し, 
具体的な行き先や行程はターゲット・ペルソナ自身の希

望に従って 2 泊 3 日の旅行を催行した。ターゲット・ペ

ルソナがどのように行き先や行動を決定するのか, 参考

にする情報源や判断基準は何か等を観察した。また, 実施

後, 一定期間経過後に, 印象に残った点を振り返って述

べてもらうためのインタビューを実施した。 
	 事後に, 観察者（本稿筆者）において撮影した写真及び

観察し聴き取った事項を元に詳細な「行動観察レポート」

に取りまとめて, インサイトの抽出を行った。 
行動観察レポート（一部） 

 
(5) 実施状況 
	 実施当日は, 大阪の食いだおれを体験したいとの調査

対象者の希望から, まずは大阪難波に向かい, 翌日に大

阪側から八幡市入りした。八幡市訪問日は定休日の施設

が多い曜日であったため, 石清水八幡宮を参拝後は, 

早々に宇治市及び伏見稲荷に向かうこととなった。「舞妓

体験」と「懐石料理」については, 調査対象者本人から特

に強い希望と期待があった行程であるが, 実際に体験し

てみたところ事前期待とは相違する結果であったとの感

想を述べている。一方で, 道中での様々な人々との出会い

や会話, 声掛けを受けた体験については, 強い好印象が

残ったと述べていた。 
 

ターゲット・ペルソナの希望に基づく旅程（実績） 

日	 時	 行程	

1	 PM	 新幹線移動（東京都内→大阪・道頓堀）	

道頓堀散策,	なんば泊	

2	 AM	 電車移動（難波→淀屋橋→八幡市→男山山頂）	

石翠亭（石清水八幡宮境内）で朝昼兼用食事	

石清水八幡宮参拝	

PM	 駅前の喫茶店で休憩	

観光協会に立ち寄り	

電車移動（八幡市→宇治市）	

中村藤吉本店にて休憩,	宇治散策	

電車移動（宇治市→伏見稲荷）	

伏見稲荷参拝	

丸太町で懐石料理の夕食後,	ホテル泊	

3	 AM	 ホテル近くの喫茶店でモーニング	

タクシー移動（二年坂へ）	

舞妓体験（着付け・メイク・スタジオ写真撮影）	

PM	 徒歩移動（二年坂→河原町）	

途中で目についたラーメン屋で昼食	

河原町で待ち合わせていた米国人の友人とお茶	

新幹線にて帰路	

調査対象者のコメント（一部） 

 
3. 得られた知見と考察 
	 本研究で実施した二種類のフィールドワークからは,	大

きく以下二点の知見が得られた。 
	 一点めとして, 大学生において実施したフィールドワー

クでは, 事前に実施した八幡市についての講義や, ガイド

•

•

•

•

•

•

•

•
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ブック, インターネット情報などにより得た知識をなぞる

ことに満足を感じる観光のあり方も一部に見受けられた。

これは, ブーアスティンの述べている通りである。6) 特に

外国籍の参加者においては, アニメやゲームによって事前

に把握した情報の影響が大きいことが窺われた。既知の歴

史上の人物名を耳にしたり, アニメで見たような景色を目

にすることにより, そこに「日本らしさ」を感じ, 「日本ら

しい特別な体験ができた」と捉える特徴が見られた。一方

で, 特にターゲット・ペルソナ該当者による関西・八幡旅行

体験においては, 旅における人との出会いのセレンディピ

ティに最も価値を認める行動指針や志向が把握された。こ

れは, マキァーネルのいう「真正性の探求」といえよう。7) 
	 もう一点の把握された事項は, 「若年層は歴史や文化に

関心がないわけではない」ということである。フィールド

ワークを行った結果, 「神社・神事」や「茶道・茶室」への

関心が「高まった」と回答した参加学生の割合は, それぞれ

約 85%, 77%に上った。また, 彼らは作り物を良しとせず, 
「本物を評価する」ことも特徴的であった。八幡宮の本物

の社殿や彫刻, 松花堂庭園内の本物の茶室, 本物の懐石料

理を味わったことなどを高く評価していた。特に, ノルウ

ェー人のペルソナを設定した留学生の一人が, 信長の黄金

の樋を見た時の感動について, 「下手に模型や絵図などを

示されるより, ただ本物の遺物や遺構だけが目の前にあり, 
自分で当時を自由に想像できる方がよい。想像力によって, 
武将たちをより近くに感じる。」と述べていたことは非常に

興味深い。ただし, 複雑な歴史や文化の話は, 背景知識や日

本語理解力によるため, 多言語による解説などの拡充や, 
わかりやすく伝えるための工夫が必要であると考えられる。 
 
4. おわりに 
	 デザイン思考は,	人間を中心に据え,	問題解決思考によ

って課題を捉え直すことで新たな実効的な解を見出そうと

する方法論である。そのため,	まちづくりという人間を中

心に据えざるをえない取り組みとの親和性は高いと言え,	

本研究においてもデザイン思考を用いたことにより,	事前

には想像しえなかった,まちの価値やペルソナ対象者の行

動様式を把握することができた。特にインバウンド観光客

の志向については,	日本人の感覚や想像では捉えきれない

着眼点が多数見出され,	デザイン思考を活用した問題発見

や対応策検討手法の活用は有効であったと評価される。	

	 ただし,	本稿で試みた取り組みは,	まちの外部者による

観察や提案であったことには注意が必要である。まちづく

りは,	住民が主体となって進められることが最も望ましく,	

外部の視点に依拠しすぎることにより住民が置きざりにさ

れることは,	あってはならない。市民の自律的な創発性に

依拠しつつ,	外部の力を効果的に活用したまちづくりをど

のように進めていくかという命題は今後の課題といえる。	

	 さらにいえば,	市境や県境などの行政区を超えた,	近隣

のまち同士の広域的な観光連携も重要である。八幡市は市

域の多くを大阪府枚方市に接しており,	また,	八幡市から

川を挟んだ対岸には長岡京市や大山崎町が所在する。八幡

市には宿泊施設がまだ少ないが,	周辺地域には長期滞在型

のインバウンド観光客を受け入れるホステルやゲストハウ

スが増えつつあり,	欧米やアジアなどからの比較的若年層

のインバウンド観光客がリピーターとなっているとの情報

もある。そこで,	今後は行政区を超えた近隣地域で包括的

に連携し,	観光まちづくりの取り組みを強化していくこと

も肝要であると考えるものである。	

——————————	
6)	ブーアスティンは,	｢旅行者は能動的であって,	人々・冒険・経験を一

生懸命捜し求めた。観光客は受身であって,	おもしろいことが起こるの

を待っている。観光客は『見物』に出かける。彼はあらゆることが自分の

ためになされることを期待している。｣と,	近代以降の観光旅行について

否定的に述べている。（『幻影の時代―マスコミが製造する事実』,	P.97）	

7)	マキァーネルは,	ブーアスティンの「擬似イヴェント」の論説を否定し,	

観光客が真正性の追求から旅行者に変化するプロセスを次のように述べ

ている。「現地の人と親しくなるのは,	真正な経験,	知覚,	洞察の探求の

出発点である。真正性の探求は,	表舞台から舞台裏まで移行する段階ご

とに区切られる。（中略）その転換過程で観光客は,	擬似である全ての区

域を突破し,	終には本物の舞台裏に侵入して,	ブーアスティンがいう

『旅行者』として『何か仕事をしている人』に変わる。（中略）冒険好き

な観光客は常に世間の目の中で舞台から舞台へと前進し,	どこででも親

切なホストに歓迎されるのである。」（『ザ・ツーリスト―高度近代社会の

構造分析』,	P.127-128）	
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スマート農業技術による稲作地域活性化の展望と課題 

軍司聖詞（早稲田大学） 

Keyword： スマート農業、自動運転農機、稲作農業 

 

 １．序論 

 １．１．問題の所在 

地域社会、特に農村地域では、深刻化する高齢化や過疎

化によって、主要産業である農業が衰退し、さらにこれら

が進行するという悪循環が生じている。2010年に約 205万

人あった基幹的農業従事者は、2016年に約158万人と6年

間で約 2割も減少し、その平均年齢は 66.1歳から 66.8歳

へと上がっている。新規就農者は、2011年から17年の間、

毎年5-6万人程度で推移しており、うち49歳以下は2万人

前後にとどまっている（農林水産省2017a）。 

若年労働力が就農しない主因は、その経済性にある。国

民全世帯の平均所得約 528万円に対し、個別経営農業経営

体あたりの平均所得は約 456万円と、その 8割ほどだが、

その内訳は、年金等が約 191万円、農外所得が 146万円で

あり、農業所得は 119万円ほどしかない。さらに共済・補

助金等受取金を引いた労働農業所得は、経営体あたりわず

か 73万円ほどである（農林水産省2015）。農業者の平均年

齢が66.8歳であるなかで、日本の農業は年金所得によって

かろうじて支えられている。 

この現況に対して、労働集約的な野菜作や畜産農業では、

外国人技能実習制度を活用して途上国の若年労働力を調達

することで、経営の改善が図られている。堀口(2013)によ

れば、農業の常雇労働力の約 15%がすでに外国人労働力に

よって占められており、野菜作や畜産農業はもはや、外国

人労働力なしには成り立たない状況にある 1)。 

一方、土地集約的な稲作では、少人数で高品質な米を大

規模に作る必要がある。しかし現況は、販売目的の稲作農

家の約 86.2%が作付面積 2ha以下層となっている（農林水

産省 2015をもとに集計）。本間(2014)は、日本の農地面積

はおおむね米国の1/120、英国の1/40の水準であることを

指摘しているが、狭くかつ分散した農地で非効率的に農業

機械を稼働させていることが、日本の稲作農家が経済性を

保てない根源的な理由である。 

 

 １．２．研究の目的および方法 

稲作農家をめぐるこの状況に対して、近年、とみに注目

を集めているのが、ICT技術等を活用して農業の省力化と
農産物の高品質化を実現しようとするスマート農業である。

スマート農業の実現によって稲作農家の経営が改善され、

若年労働力による就農が加速することで、農村農業の振興

はもとより、農村地域の高齢化や過疎化に歯止めがかかる

ことが期待される。 
そこで本研究は、スマート農業の最先端技術のモニター

となっている稲作農家にヒアリング調査を行い、スマート

農業による省力化・高品質化の状況を確認し、スマート農

業技術の導入が稲作農家の経営規模拡大に十分な効力を有

しているかを確認するとともに、あわせてその展望・課題

を考察する。 

 

２.スマート農業による大規模稲作農家経営 

２．１．スマート農業モニター稲作農家の経営概況 

本研究は、農機メーカーA社が開発するスマート農業クラ

ウドシステム Bと、未発売の Bシステム・対応農機を導入

し、モニターとしてシステム・農機改良に協力している茨

城県のC農家に対してヒアリング調査を行った 2)。C農家の

経営概況は次の通りである。 

C農家が作業する水稲の作付面積は、刈取面積ベースで約

53haである 3)。うち自家の作付面積(小作地)は約25haであ

り、残りはほとんど全作業受託地である 4)。この面積を、

経営主・妻の 2人の専従家族労働力のほか、代掻き・田植

え時期には臨時雇を 1-2名、稲刈り時期には 5名を雇用し

て、達成している 5)。 

C 農家の経営する水田は、全体でならせば、反収は 8.5

俵程度となっている。C 農家によれば、大規模経営によっ

て、Bシステム利用を含む経費は 1反あたり 1.5-2万円程

度にまで抑えられており 6)、米価によるものの、1反あたり

7-8万円程度の収入で、その半額強が所得となっている。 

 

２．２．スマート農業Bシステムの概要 

本研究が捉えたBシステムの概要は、宮地 他(2014)の通

りであり、同論文を参照されたいが、その調査時現在の要

諦は次の通りである。スマート農業Bシステムは、「対応農

機・モバイル端末」「専用ウェブサイト」から構成される。 

 

２．２．１．Bシステム対応農機・モバイル端末 

Bシステムに対応する農機には、田植え機・自動運転稲刈
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体あたりの平均所得は約 456万円と、その 8割ほどだが、
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はおおむね米国の1/120、英国の1/40の水準であることを

指摘しているが、狭くかつ分散した農地で非効率的に農業

機械を稼働させていることが、日本の稲作農家が経済性を

保てない根源的な理由である。 
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はもとより、農村地域の高齢化や過疎化に歯止めがかかる

ことが期待される。 
そこで本研究は、スマート農業の最先端技術のモニター

となっている稲作農家にヒアリング調査を行い、スマート

農業による省力化・高品質化の状況を確認し、スマート農

業技術の導入が稲作農家の経営規模拡大に十分な効力を有

しているかを確認するとともに、あわせてその展望・課題

を考察する。 

 

２.スマート農業による大規模稲作農家経営 

２．１．スマート農業モニター稲作農家の経営概況 

本研究は、農機メーカーA社が開発するスマート農業クラ

ウドシステム Bと、未発売の Bシステム・対応農機を導入

し、モニターとしてシステム・農機改良に協力している茨

城県のC農家に対してヒアリング調査を行った 2)。C農家の

経営概況は次の通りである。 

C農家が作業する水稲の作付面積は、刈取面積ベースで約

53haである 3)。うち自家の作付面積(小作地)は約25haであ

り、残りはほとんど全作業受託地である 4)。この面積を、

経営主・妻の 2人の専従家族労働力のほか、代掻き・田植

え時期には臨時雇を 1-2名、稲刈り時期には 5名を雇用し

て、達成している 5)。 

C 農家の経営する水田は、全体でならせば、反収は 8.5

俵程度となっている。C 農家によれば、大規模経営によっ

て、Bシステム利用を含む経費は 1反あたり 1.5-2万円程

度にまで抑えられており 6)、米価によるものの、1反あたり

7-8万円程度の収入で、その半額強が所得となっている。 

 

２．２．スマート農業Bシステムの概要 

本研究が捉えたBシステムの概要は、宮地 他(2014)の通

りであり、同論文を参照されたいが、その調査時現在の要

諦は次の通りである。スマート農業Bシステムは、「対応農

機・モバイル端末」「専用ウェブサイト」から構成される。 

 

２．２．１．Bシステム対応農機・モバイル端末 

Bシステムに対応する農機には、田植え機・自動運転稲刈

り機・乾燥機の3つがある 7)。 

Bシステム対応田植え機・稲刈り機を用いた田植え・稲

刈りは、臨時雇が各農機を作業する水田まで運搬し、モ

バイル端末の B システム対応アプリの作業開始ボタンを

押すことからはじまる。Bシステム対応田植え機は、C農

家がBシステム専用ウェブサイトで計算した肥料設計と、

ウェブ地図上の農地情報をもとに、同機に搭載されてい

る GPS と施肥料調節ユニットによって自動的に施肥量を

調整しながら田植えを行う。 

自動運転稲刈り機は、稲刈りを行う水田に運び、Bシス

テム対応アプリの作業開始ボタンを押した後は、全て自

動で作業が行われる。この稲刈り機には、GPSのほか、収

量を計測する収量センサー、籾の水分量・たんぱく質含

有量を赤外線で計測する食味センサーが搭載されており、

収穫地点と収量・水分量・たんぱく質量実績のデータを

もとに、最適な収量・食味となるよう C 農家は次年度の

肥料設計を水田毎に行う。 

Bシステム対応乾燥機には、近赤外線水分計が実装され

ており、乾燥機内の水分量を計測して乾燥終了時間を通

知するほか、Bシステム対応稲刈り機からのデータを受信

して、どの水田から収穫した米をいつ、どの乾燥機にど

れくらい入れるべきかを通知する 8)。乾燥機を担当する妻

は、このデータを確認しながら、臨時雇が適切な時間に

適切な乾燥機に収穫した米を入れられるよう、運搬指示

を行う 9)。 

 

２．２．２．Bシステム専用ウェブサイト 

Bシステム専用ウェブサイトでは、以上の各農機の情報

や各圃場の情報、労働投入の状況などが集約され、圃場

ごとに費用（労務・機械・肥料・農薬投入）と売上（収

量）を分析できるほか、現場の臨時雇のモバイル端末に

作業指示を行うこともできるが、Bシステム専用ウェブサ

イト最大の特徴は、上記の通り、各情報をもとに圃場ご

との肥料設計を行うことができ、収量・食味を最適化で

きることである。C農家によれば、作業計画段階と収穫段

階で、収量にはほとんど差がなく、1枚（数反程度）あた

りの誤差は 15kg程度に抑えられているとのことである。 

 

２．２．３．C農家経営の特徴：省力化と高品質化 

Bシステムを利用して大規模水稲作を達成しているC農

家の経営について、農作業の省力化・規模拡大と米の高

品質化の視角からその特徴をまとめると、次の通りとな

る。 

農作業の省力化による規模拡大については、C農家では専

従家族労働力 2名と臨時雇 1-5名の少人数で、Bシステム

対応農機を中心とした各種農機の活用によって、作業受託

を含めた刈取面積ベースで水田約 53ha の経営が達成され

ている 10)。特に作業が短期間に集中する稲刈り時期には、

GPS座標によって自動運転する Bシステム対応自動運転稲

刈り機を導入し、また効率的に乾燥を行うことができる B

システム対応乾燥機を導入しているため、専従者 2名の主

な役割は生産・作業計画の策定や作業指示、臨時雇の主な

役割は Bシステム非対応農機の稼働と対応農機や生産物の

運搬などのみ 11)となっている特徴がある 12)。 

米の高品質化については、Bシステム対応稲刈り機に搭載

された各種センサーが収集するデータによって、水田毎の

最適な肥料設計が可能となり、また Bシステム対応田植え

機に搭載されている施肥料調節ユニットがこれを実現する

ことで、収量とともに食味（タンパク質量）の最適化を達

成することができたとともに、B システム対応乾燥機によ

って、大量の米を過乾燥なく品質を保って出荷できるよう

になったという特徴がある。 

本研究は、C農家の年商や収支の詳細、作業受託料金など

について、直接聞き取ることはできなかった。しかし、上

記の反収と費用割合を勘案して経営面積を考慮すれば、B

システム対応農機代金・B システム利用料を支払ってあま

りある稲作経営が実現されていることが理解できよう。C

農家は親戚から短期的に日本人臨時雇を雇用しているが、

他の経営でもこれが調達できれば、茨城県で水田50ha規模

の経営（C農家はプラス大麦・大豆約 60ha）がスマート農

機の導入によって達成可能であり、専業稲作農家として十

分な経済性を確保することができるものと推察される。 

 

２．３．スマート農業システムの展望と課題 

スマート農業対応農機の今後については、稲刈り作業以

外の全自動化が進むことで、さらに効率的な営農が達成可

能となることが見込まれる。上記の通り、現在、C 農家が

調達する臨時雇が担当する農作業は、田植えと調製である

が、これらの全自動化が進めば、臨時雇の担当作業は農機・

米の運搬のみとなり、必ずしも農業労働力である必要はな

くなるため、運搬作業は外注することができるようになる。

農業技術を有する専従労働力は経営・営農計画の策定に注

力し、現場作業や運搬は全自動機械と運搬業社に任せると

いった、欧米のような大規模営農スタイルが達成されるこ

とも視野に入る。 

スマート農業ウェブシステムの今後については、対応農
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機・端末が収集するデータから、さらに効率的な作業計

画が策定できるようになることが見込まれる。Bシステム

は現在、圃場や農業機械、労働力、米（生産物）に関す

る情報を集約することで、上記の通り、一定の作業効率

化・省力化と米の高品質化を達成している。しかし、こ

れらのデータから効率的な作業計画、すなわちいつ、誰・

どの機械が、どの水田で、どのような作業を行うべきか

については計算していない。今後、Bシステムに天候等の

いくつかのデータを追加することで、効率的な作業計画

を計算できるようになることが見込まれる。この策定に

よって、さらに省力化が進むことが期待される。 

ただし、完全に効率的な作業計画の策定、ないし農作業

の完全な自動化を展望することは困難であり、その達成

には大きな課題がある。C農家は、作業計画の計算につい

ては A 社に進言しているものの、その省力効果は限定的

とみており、スマート農業技術による現在以上の作業自

動化には必ずしも大きな期待を寄せていない。大幅な省

力化を進めるためには、水田の水位を測定する水位セン

サーを各水田に設置することが必要であり、水位調整も

自動化するためには水管理システムの導入が必要である。

これらのセンサー・システムの研究開発は進んでおり、

技術的には導入可能だが、据え置き型の高額な設備は盗

難のリスクが高く、大規模に設置することは現状では現

実的ではない。据え置き型設備の盗難リスク・防犯対策

費用が、スマート農業による水稲作の経営規模拡大のボ

トルネックであり、この課題の解決が求められている。

今後、スマート農業技術のさらなる発展・普及には、据

え置き型設備の盗難リスクを抑える農村社会のあり方を

検討する社会科学の知見を踏まえた学際的な研究・取り

組みが必要となろう。 

 

３．結論 

 スマート農業技術は、現在、稲作農家の経営を十分に

改善する省力化・高品質化を達成する水準にある。稲作

地域でのスマート農業の普及によって、稲作農家の経営

が改善され、稲作農家でも十分な経済性を確保できるこ

とが認識されるようになれば、今後、若年労働力による

就農が加速し、農村農業が振興され、農村地域の高齢化

や過疎化に歯止めがかかるものと見込まれる。 
ただし、水田に据え置くセンサー等は、盗難のリスクが

高く、農家自身による水量管理等は今後も不可欠と見込

まれるなど、スマート農業の発展・普及には課題もある。

今後、スマート農業のあり方と稲作地域の活性化を検討

するにあたっては、農村社会のあり方を捉える社会科学

も踏まえた学際的観点から行われることが求められる。 

 

註 

1)農業における外国人技能実習制度の活用現況、特に畑

作地域の現況については、茨城県八千代町などの実地調

査結果を報告している堀口・軍司(2014)(2015)(2016)

に詳しい。 

2)A 社による B システムの開発過程および技術的概要に

ついては、宮地 他(2014)に詳しい。本研究のヒアリン

グ調査時点(2017年 4月)では、宮地 他(2014)の論じる

Bシステムにさらなる改良が加えられている。C農家は、

関東圏初のA社モニターとして新型Bシステムの実用・

改善に協力しており、本研究が捉えたC農家が利用する

Bシステムの一部は上記の通り、一般販売されていない。 

3)C農家は、稲作のほか、大麦約33ha、大豆約 27haの作

付も行っている。 

4)一部、田植え・刈取り作業受託も行っている。なお、C

農家は、ラジコンヘリコプターによる直播も行っており、

作業面積は自家約1.5ha、作業受託約11haである。 

5)C農家の所在する茨城県でも、農作業を行う日本人臨時

雇の高齢化によって、調達は困難となっているが、C農

家が調達している臨時雇は、C 農家の親戚であるため、

安定的に調達することができている。作業分担は、代掻

き・田植え時期は家族労働力が代掻き、臨時雇が田植え

を担当し、稲刈り時期は経営主が接客対応と一部稲刈り、

妻が乾燥の指示、臨時雇は機械・米の運搬と調製を担当

している。 

6)農林水産省(2016)によれば、平成 27年産の米生産費の

物財費は、反当約7.9万円である。うち最大は農機具費

であり、反当約2.4万円を占めている。C農家の小作料

は、現物支払いのものが多いため、C農家の回答した費

用額は、借地料を含まず、農機具費・肥料費・農業薬剤

費・光熱動力費の計を意味しているものと推察されるが、

大規模経営によって反当の農機具費が圧縮され、回答額

程度が達成されているものとみられる。 

7)Bシステム対応農機はおおむね、通常の農機よりプラス

50万円程度となっており、Bシステム利用料は月額6000

円前後である（モニター農家と一般農家等では異なる）。 

8)水分量の異なるコメを同時に乾燥させると、過乾燥が

おき品質が落ちる。 

9)Bシステム対応農機にトラブルが生じた場合、対応農機

の現在地とトラブルの内容が農機から直接、A社支店に
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機・端末が収集するデータから、さらに効率的な作業計

画が策定できるようになることが見込まれる。Bシステム

は現在、圃場や農業機械、労働力、米（生産物）に関す

る情報を集約することで、上記の通り、一定の作業効率

化・省力化と米の高品質化を達成している。しかし、こ

れらのデータから効率的な作業計画、すなわちいつ、誰・

どの機械が、どの水田で、どのような作業を行うべきか

については計算していない。今後、Bシステムに天候等の

いくつかのデータを追加することで、効率的な作業計画

を計算できるようになることが見込まれる。この策定に

よって、さらに省力化が進むことが期待される。 

ただし、完全に効率的な作業計画の策定、ないし農作業

の完全な自動化を展望することは困難であり、その達成

には大きな課題がある。C農家は、作業計画の計算につい

ては A 社に進言しているものの、その省力効果は限定的

とみており、スマート農業技術による現在以上の作業自

動化には必ずしも大きな期待を寄せていない。大幅な省

力化を進めるためには、水田の水位を測定する水位セン

サーを各水田に設置することが必要であり、水位調整も

自動化するためには水管理システムの導入が必要である。

これらのセンサー・システムの研究開発は進んでおり、

技術的には導入可能だが、据え置き型の高額な設備は盗

難のリスクが高く、大規模に設置することは現状では現

実的ではない。据え置き型設備の盗難リスク・防犯対策

費用が、スマート農業による水稲作の経営規模拡大のボ

トルネックであり、この課題の解決が求められている。

今後、スマート農業技術のさらなる発展・普及には、据

え置き型設備の盗難リスクを抑える農村社会のあり方を

検討する社会科学の知見を踏まえた学際的な研究・取り

組みが必要となろう。 

 

３．結論 

 スマート農業技術は、現在、稲作農家の経営を十分に

改善する省力化・高品質化を達成する水準にある。稲作

地域でのスマート農業の普及によって、稲作農家の経営

が改善され、稲作農家でも十分な経済性を確保できるこ

とが認識されるようになれば、今後、若年労働力による

就農が加速し、農村農業が振興され、農村地域の高齢化

や過疎化に歯止めがかかるものと見込まれる。 
ただし、水田に据え置くセンサー等は、盗難のリスクが

高く、農家自身による水量管理等は今後も不可欠と見込

まれるなど、スマート農業の発展・普及には課題もある。

今後、スマート農業のあり方と稲作地域の活性化を検討

するにあたっては、農村社会のあり方を捉える社会科学

も踏まえた学際的観点から行われることが求められる。 
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妻が乾燥の指示、臨時雇は機械・米の運搬と調製を担当

している。 

6)農林水産省(2016)によれば、平成 27年産の米生産費の

物財費は、反当約7.9万円である。うち最大は農機具費

であり、反当約2.4万円を占めている。C農家の小作料

は、現物支払いのものが多いため、C農家の回答した費

用額は、借地料を含まず、農機具費・肥料費・農業薬剤

費・光熱動力費の計を意味しているものと推察されるが、

大規模経営によって反当の農機具費が圧縮され、回答額

程度が達成されているものとみられる。 

7)Bシステム対応農機はおおむね、通常の農機よりプラス

50万円程度となっており、Bシステム利用料は月額6000

円前後である（モニター農家と一般農家等では異なる）。 

8)水分量の異なるコメを同時に乾燥させると、過乾燥が

おき品質が落ちる。 

9)Bシステム対応農機にトラブルが生じた場合、対応農機

の現在地とトラブルの内容が農機から直接、A社支店に

即座に送られ、直ちに修理担当者が現地に派遣される。

よって農機トラブルによる収穫時間のロスは少ない。な

お、C農家は、Bシステム対応田植え機・稲刈り機 1台

ずつのほか、フルクローラートラクター113馬力、トラ

クター140馬力・87馬力、田植え機（ラジコンヘリコプ

ター）、乗用稲刈り機、麦・大豆専用収穫機を所有して

いる。 

10) 関東東山地域の10ha以上作付の販売目的水稲作経営
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12)作業計画や肥料計画の策定には、Bシステムによる支

援があり、Bシステム対応農機の運搬は農業従事者であ

る必要はなく外注することも可能である。すなわち、B

システム・対応農機の改良によって今後、さらに農業労

働力を必要としない大規模水稲作経営の達成が可能と

なっていくものと見込まれる。 
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農山漁村地域に対する観光系学生の意識と行動

－国土交通省「農山漁村地域に関する都市住民アンケート」結果との比較・考察－

河本大地（奈良教育大学）

： 農村地域、観光学、持続可能な社会

【背景と目的】 
観光は、国や地域や産業の将来を担う分野として期待さ

れている。特に、早くから過疎化、高齢化等が進行した農

山漁村地域（以下、農村地域）では、地域活性化、地方創

生、地域創生、地域振興、地域再生、地域開発、まちづく

り、村おこし等の言葉を用いた地域づくりの取組み経験が

蓄積されており、その中で観光は重要な位置を占めている。

大学や専門学校等においても、観光やツーリズム、ホス

ピタリティ、地域といった言葉を含む学部や学科、コース

等が増えている。そこにいる学生は、地域づくりや農村地

域について、実践的な学びの機会を得ることが多い。発表

者は 年から 年間、神戸夙川学院大学観光文化学部の

教員を務め、そうした機会を積極的に創出してきた。また

在職中、大学や他の教員が提供するさまざまな場を学生と

一緒に経験してきた。観光系の学部等にいる学生は、確か

に農村地域に強い関心を持つ場合がある。入学試験の面接

で「地域活性化に貢献したい」、「自然を活かした観光に興

味がある」等と発言する学生は多い。また、在学中に自発

的に行動を起こす学生もいる。

しかし、すべての学生が農村地域に強い関心を持ってい

るわけではない。それは、観光系の学部等には、農村地域

よりも、ホテルやブライダル、イベント、エアライン、世

界遺産といった内容に興味を持つ学生が多いことに表れて

いる。とはいえ、こうした学生も、観光系のカリキュラム

や学習プログラムを履修する中で、農村地域に触れること

になる。卒業後に何らかの形で農村地域と関わる例も多い。

農村地域にまったく興味がない学生が、農村地域でのフ

ィールド学習を受講すると、悲劇が起きる。学生の中には、

「別に行きたくないのに行かされた」という被害者意識を

もつ場合がある。虫が多い、コンビニがない、トイレが汚

い、店で賞味期限切れの商品を見つけた、住民の学生に対

する接し方に問題があるといった内容を に書き込んで

拡散し、受け入れた地域住民が大変なショックを受けたと

いう話を聞くことがある。住民側も、「やる気のない学生た

ちにつきあわされる」苦痛を語ることがある。こうしたこ

とはお互いにとって不幸であるし、後に引く。観光が、人々

に何かを伝えたり喜びや感動を与えたりすることを旨とす

る分野であり、また持続可能な社会を構築していくための

重要な手段であることを考えると、ミスマッチングはでき

る限り防ぐほうがよい。

そこで本研究では、農山漁村地域に対する観光系学部生

の意識と行動の傾向を検討する。

【方法】

神戸夙川学院大学観光文化学部で発表者が開講してい

た科目のひとつである「農村地域活用法」において、2013
年度秋学期および 2014 年度秋学期に全受講者を対象と

するアンケート調査をおこなった。3年次以降の学生向け

のため、すべての受講者が20歳以上（ほぼ全員が 20歳

代前半）であった。130 人（男性 56 人、女性 74人）の

回答を得た。このアンケート調査は、国土交通省国土政

策局が2013年2月におこなった「農山漁村地域に関する

都市住民アンケート（インターネット調査）」と同じ内容

にし、結果の比較ができるようにした。 
国土交通省の調査は、「ネットリサーチ会社に登録して

いる東京 23 区内及び全国の人口 30 万人以上の都市在

住の 20 歳～70 歳未満のモニター」を対象にしたもので、

対象者は「平成22 年（2010年）国勢調査結果に基づき、

地方自治体ごとの回収総サンプル数、年齢別回収サンプ

ル数の割り付けを実施」し抽出している。2012年10 月
12 日（金）から 10 月 15 日（月）にかけて実施され、

有効標本数は 3,320 サンプル(男性 1,660 サンプル、女

性 1,660 サンプル) であった。 
同調査の趣旨は、以下のように記されている。「過疎地

域等の集落では、人口減少や高齢化が進む中、商店・ス

ーパー等の閉鎖、公共交通の利便性低下など生活サービ

ス機能の低下に加え、働き口の減少、空き家や耕作放棄

地の増加、獣害の発生や森林の荒廃など、様々な問題が

広がっている。さらに、暮らしの安心を支えるコミュニ

ティ機能が低下し、集落の維持・存続が危ぶまれる状況

が拡大することが懸念されている。こうした集落の課題

に対し、基礎的な生活サービスの確保など、暮らしの安

心を確保し、集落を維持・活性化する対策が求められて

いる。全国の集落で様々な地域活性化の取組みが行われ
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にし、結果の比較ができるようにした。 
国土交通省の調査は、「ネットリサーチ会社に登録して

いる東京 23 区内及び全国の人口 30 万人以上の都市在
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性 1,660 サンプル) であった。 
同調査の趣旨は、以下のように記されている。「過疎地

域等の集落では、人口減少や高齢化が進む中、商店・ス

ーパー等の閉鎖、公共交通の利便性低下など生活サービ

ス機能の低下に加え、働き口の減少、空き家や耕作放棄

地の増加、獣害の発生や森林の荒廃など、様々な問題が

広がっている。さらに、暮らしの安心を支えるコミュニ

ティ機能が低下し、集落の維持・存続が危ぶまれる状況

が拡大することが懸念されている。こうした集落の課題

に対し、基礎的な生活サービスの確保など、暮らしの安

心を確保し、集落を維持・活性化する対策が求められて

いる。全国の集落で様々な地域活性化の取組みが行われ

ているが、地域活動の担い手不足が大きな課題である。

持続可能な集落地域づくりを進めていく上で、都市住民

との交流の拡大が求められる。このため、人口減少、高

齢化が進む集落が集まる農山漁村地域に対する都市住民

の意識や交流の状況、今後の交流・活動意向等について、

東日本大震災後の変化も含め把握するため、全国の都市

住民を対象にインターネットを通じたアンケートを実施

し、その結果をとりまとめた。」 
以下では、同調査の項目の一部について結果を比較考

察する。また、発表者の観光文化学部教員としての経験、

特に農村地域での学生とのフィールドワークや、学生の

卒業後の行動をふまえた考察をおこなう。なお、国土交

通省による調査への回答を「一般回答」、筆者らがおこな

った調査への回答を「観光系学生」と表記する。また、

対象とした観光系学生の大多数が 20 歳代であったこと

をふまえ、国土交通省による調査結果で年代別のデータ

が得られる場合は、「一般回答」の一部を「一般 20 代」

という形で比較考察の対象とする。 
 
【結果】

国土交通省は、調査結果を つに分類し公表している。

本稿も以下ではこれに従う。

．農山漁村地域に対する印象やイメージ

図 によると、一般回答、観光系学生ともに、ほぼ全

員が農山漁村地域は日本にとって大切と考えている。し

かし、観光系学生においては「非常に大切」と「大切だ

とは思わない」が一般回答よりも多い。農山漁村地域に

対する考え方が比較的はっきりしている学生が多いと言

える。

図 では「農山漁村地域が日本にとって大切だと思う

理由」を複数回答可で問うている。一般回答で最も多い

「食料や水を生産・供給しているから」は、観光系学生

でも最多となった。しかし、 項目を除き、観光系学生は

一般回答の値を下回っている。地域に自然環境や固有の

景観、伝統文化があるというだけでは、観光系学生は価

値を認識しにくいようである。「子どもたちの環境教育・

体験学習の場となっているから」のみ一般回答を上回っ

ている。この設問の一般回答の結果には年齢層別の値が

示されていないので比較しにくいが、子どもの頃に環境

教育・体験学習の場として農山漁村地域に触れる機会は、

少し上の世代に比べると増えている。また、観光系の学

生は大学教育においても同様の経験をすることが多い。

これらが影響していると思われる。

図 「あなたは、農山漁村地域は日本にとって大切だ

と思いますか」

図 「農山漁村地域が日本にとって大切だと思う理由は

何ですか」

これまでの農山漁村地域との関わり

図 によると、観光系の学生の大半は農山漁村地域を

訪ねた経験があり、多くが年に複数回訪問している。一

般回答およびその 代よりも頻繁である。図 でその理

由や目的を確認すると、農山漁村地域にルーツのある学

生が観光系ではやや多いことがわかる。また、観光系の

大学では、授業や課外活動等で農山漁村地域を訪問する

機会に恵まれていることも理由と考えられる。ただし図

からは、観光系学生が農山漁村地域を一般回答ほど観光

レクリエーションの対象として見ていないこともわかる。

図3 「あなたは、農山漁村地域をどれくらいの頻度で訪れます

か」 
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図 4 「あなたが農山漁村地域を訪れる理由や目的は何で

すか」 
 
なお、「あなたは、農山漁村地域に対して、直接訪れる

以外に何か関わりを持っていますか」という設問に対し

ては、「特に農山漁村地域との関わりはない」が一般回答

65.2%、観光系学生54.1％と両者ともに最多である。また、

観光系学生は都市部での農山漁村地域関連のイベントや

アンテナショップの訪問、地域おこし活動をおこなう

NPO などへの寄付、同郷会への参加等、ほとんどの項目

で一般回答を大きく下回る結果となった。 
 

今後の農山漁村地域との関わりに対する考え

今後の農山漁村地域との関わりの意向については、「農

山漁村地域を訪れ時々滞在したい」が観光系学生、一般

回答ともに半数弱で最も多い（図 ）。しかし、観光系学

生は移住や二地域居住というより積極的な回答で低い一

方、より消極的な回答では高く、関わりへの消極さがは

っきりと表れている。

このほか、農山漁村地域で暮らしたいと思う理由、そ

の実現可能性、暮らしたいが現実的には難しいと考える

理由、時々訪問・滞在する場合の目的などを尋ねたが、

全体に観光系学生の消極的（あるいは慎重な）姿勢が目

立つ結果となった。

図 「あなたは今後、農山漁村地域とどのような関わ

りを持ちたいとお考えになりますか」

農山漁村地域における問題の認知度と必要な取組

観光系学生は一般回答と比べて、働き口の減少や獣害

の発生については若干認知度が高い。他方、耕作放棄地

の増大、森林の荒廃、空き家の増加、住宅の荒廃といっ

た土地や家屋に関する問題への認知度が低いことが明ら

かとなった。

「あなたは農山漁村地域においてどのような取り組み

が必要と考えていますか」という設問では、「携帯やイン

ターネットなど通信環境整備」と「自然環境の保全、自

然エネルギーの開発」について一般回答とは大きく異な

り、必要と考えている観光系学生が半数を超えた。しか

し、一般回答で ％を超えていた「農林水産業を始めと

する産業振興、雇用創出」や「道路やバスなど交通アク

セス整備」については、 ％代にとどまっている。

農山漁村地域での活動への参加状況と今後の参加意

向

図 では、観光系学生の多くが農山漁村地域での活動

に参加した経験をもっており、その多くが農作業の手伝

いであることがわかる。

今後参加してみたいものとしては、地域の伝統芸能や

祭りの手伝い、災害支援や雪下ろしなどのボランティア

活動、環境保全活動、高齢者の買い物代行などの生活支

援や福祉サービスの手伝いが多く挙げられており、観光

系学生は非日常的な体験や未経験の活動に関心があるこ

とがわかった。

農山漁村地域に関する情報の入手手段については、イ

ンターネットが多いのは一般回答と同じであるが、テレ

ビ・ラジオがほとんど挙がってこない点が一般回答とは

大きく異なっていた。

図 「あなたは、以下の農山漁村地域における様々な活

動のうち、これまで自ら参加したことがあるものはあり

ますか」
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図 「あなたは、以下の農山漁村地域における様々な活

動のうち、これまで自ら参加したことがあるものはあり

ますか」

【まとめと考察】

観光系学生の多くは、農山漁村地域を訪問した経験が

あるものの、農山漁村地域に感謝する気持ちには乏しく、

訪問の優先順位は低く、移住の希望も少ない。しかし、

多くは農山村地域住民の役に立ちたい、農山村地域で充

実感を得たいという気持ちは持っている。

ただし、誰かの役に立ちたい、充実感を得たいという

のは、農山漁村地域に限らず各所で多くの学生が抱く気

持ちである。こうした学生を農山漁村地域に引き付ける

ためには、地域への「関わり甲斐」が実感できるように

することが大切である。農山漁村地域で生きる人のかっ

こよさ、すごさ、生き生きとした姿をみせる必要がある。

観光系の学生は、工夫次第で人との交流を喜ぶ場合が

多い。地域の代表者など「偉い人」の話を聞くだけでな

く、地域に暮らす同世代の男女や子どもたち、少し上の

世代（学生は近未来の自分と重ねる）との具体的な交流、

特に地域住民に感謝される経験を重ねることが、共感や

感動を呼ぶ。そしてそれが、農山漁村地域に対する長期

にわたる主体的行動につながる。

図 香美町小代区（かみちょうおじろく）に四季を通

じて関わった筆者のゼミ生。地域の方を囲んで。この写

真の学生のうち 名は現在この地域に移住し、自然学校

職員や地域おこし協力隊員として活動している。
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【問題・目的・背景】 

日本の生薬原料の自給率は13％にすぎず、中国から

の輸入が 80％を超えている[１]。日本における漢方

薬・生薬製剤の需要は増加傾向にあり、主に中国から

の輸入に頼る生薬市場では、生薬原料の安定確保の観

点から生薬国内栽培の増産を求める声が高まってき

ている。一方、中国産生薬の価格は現時点で安価なた

め、生薬栽培に参入することを検討している農家にと

っては、通常の農作物と違い、栽培効率、農薬・肥料

の種類、作業効率、農業機械、医薬品原料の基準、流

通・販路、格安海外品との価格競争などの問題もあり、

事業構築が難しいのが現状である。 

三重県鈴鹿市では、地元農家を中心に産学官が連携

し、シャクヤク栽培とその有効利用について検討して

きた。シャクヤクの根は、主に生薬原料として使用さ

れ、2010年の国内使用量は、年間1,226,311㎏（内中

国産 1,188,294㎏日本産 38,017㎏）であり[２]、カ

ンゾウに続いて使用量の極めて多い生薬原料である。 

従来、シャクヤクの根を収穫することを目的とする

場合、栽培方法として、根に栄養分を蓄えさせるため、

花が蕾の時に全て切り取るのが定説で[３]、根の収穫

量が増えるとされている。但し、現状の国内流通市場

では、中国産との販売価格競争の問題と栽培経費が高

いため利益が出ず、根だけの事業では採算が合わない。 

本事業では、栽培したシャクヤクの根だけを収穫す

る目的ではなく、シャクヤクの植物全体を有効利用す

ることでの事業構築を検討してきた。まず、シャクヤ

クの栽培効率を高める実証を行い、地元製薬企業によ

る地下部（根）を使用した一般用漢方製剤の開発、地

上部（花・葉）の抗菌・消臭成分を活用した商品群の

商品開拓を行ってきた。また、鈴鹿シャクヤクまつり

を開催し、市民活動と連携して切り花販売も含めた観

光事業へと発展してきた。 

今回の研究では、シャクヤクの地上部（花・葉）と

地下部（根）を有効利用することで、根の収穫への影

響、および事業全体としての採算性の検証を行い、地

域活性化の観点から今後継続発展させるスキームの

構築について考察する。 

   
  （写真１）三重県鈴鹿市内のシャクヤク栽培地の風景 
 
【研究方法・研究内容】 

本研究では、鈴鹿市で栽培されたシャクヤクを事例

として、シャクヤクの地下部（根）と地上部（花・葉）

の有効利用を目的に、栽培効率を高める検証を行った

上で、シャクヤクの栽培から商品開発・販売まで、各

事業者の事業構築と継続および発展させる仕組みに

ついて検証を行った。 
 
（１） 調査対象 
  本研究の調査対象として、三重県内の産学官の機

関・企業が連携して事業を行っている芍薬ビジネス研

究会および鈴鹿芍薬プロジェクトの 2団体を対象に調
査を実施した。 

 芍薬ビジネス研究会は、平成13年に発足した（旧）

消臭・抗菌サポート研究会が、平成 27 年に名称を変

更した研究会で、参加メンバーとして、有限会社イト

ウグリーン、株式会社ベルピオン、東海オールセット

株式会社、おぼろタオル株式会社、株式会社ヘルスト

ン、伊勢くすり本舗株式会社（以上が正会員）および

株式会社三重 TLO、鈴鹿工業高等専門学校、鈴鹿医療

科学大学、三重県農業研究所、鈴鹿商工会議所（以上

が研究サポーター）等が参加して、定期的に研究会を

開催し、平成29年6月までに 74回の研究会を開催し

ている。主に、シャクヤクの栽培効率化およびシャク

ヤクの地上部（花・葉）の抗菌・消臭成分を利用した

商品開発と地下部（根）の生薬原料を利用した商品開

発および販路開拓が研究テーマである。 
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加藤宏明（三重大学）西村訓弘（三重大学） 

Keyword： 国産生薬栽培 産学官連携 医薬品漢方製剤 

 

【問題・目的・背景】 

日本の生薬原料の自給率は13％にすぎず、中国から

の輸入が 80％を超えている[１]。日本における漢方

薬・生薬製剤の需要は増加傾向にあり、主に中国から

の輸入に頼る生薬市場では、生薬原料の安定確保の観

点から生薬国内栽培の増産を求める声が高まってき

ている。一方、中国産生薬の価格は現時点で安価なた

め、生薬栽培に参入することを検討している農家にと

っては、通常の農作物と違い、栽培効率、農薬・肥料

の種類、作業効率、農業機械、医薬品原料の基準、流

通・販路、格安海外品との価格競争などの問題もあり、

事業構築が難しいのが現状である。 

三重県鈴鹿市では、地元農家を中心に産学官が連携

し、シャクヤク栽培とその有効利用について検討して

きた。シャクヤクの根は、主に生薬原料として使用さ

れ、2010年の国内使用量は、年間1,226,311㎏（内中

国産 1,188,294㎏日本産 38,017㎏）であり[２]、カ

ンゾウに続いて使用量の極めて多い生薬原料である。 

従来、シャクヤクの根を収穫することを目的とする

場合、栽培方法として、根に栄養分を蓄えさせるため、

花が蕾の時に全て切り取るのが定説で[３]、根の収穫

量が増えるとされている。但し、現状の国内流通市場

では、中国産との販売価格競争の問題と栽培経費が高

いため利益が出ず、根だけの事業では採算が合わない。 

本事業では、栽培したシャクヤクの根だけを収穫す

る目的ではなく、シャクヤクの植物全体を有効利用す

ることでの事業構築を検討してきた。まず、シャクヤ

クの栽培効率を高める実証を行い、地元製薬企業によ

る地下部（根）を使用した一般用漢方製剤の開発、地

上部（花・葉）の抗菌・消臭成分を活用した商品群の

商品開拓を行ってきた。また、鈴鹿シャクヤクまつり

を開催し、市民活動と連携して切り花販売も含めた観

光事業へと発展してきた。 

今回の研究では、シャクヤクの地上部（花・葉）と

地下部（根）を有効利用することで、根の収穫への影

響、および事業全体としての採算性の検証を行い、地

域活性化の観点から今後継続発展させるスキームの

構築について考察する。 

   
  （写真１）三重県鈴鹿市内のシャクヤク栽培地の風景 
 
【研究方法・研究内容】 

本研究では、鈴鹿市で栽培されたシャクヤクを事例

として、シャクヤクの地下部（根）と地上部（花・葉）

の有効利用を目的に、栽培効率を高める検証を行った

上で、シャクヤクの栽培から商品開発・販売まで、各

事業者の事業構築と継続および発展させる仕組みに

ついて検証を行った。 
 
（１） 調査対象 
  本研究の調査対象として、三重県内の産学官の機

関・企業が連携して事業を行っている芍薬ビジネス研

究会および鈴鹿芍薬プロジェクトの 2団体を対象に調
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ウグリーン、株式会社ベルピオン、東海オールセット

株式会社、おぼろタオル株式会社、株式会社ヘルスト

ン、伊勢くすり本舗株式会社（以上が正会員）および

株式会社三重 TLO、鈴鹿工業高等専門学校、鈴鹿医療

科学大学、三重県農業研究所、鈴鹿商工会議所（以上

が研究サポーター）等が参加して、定期的に研究会を

開催し、平成29年6月までに 74回の研究会を開催し

ている。主に、シャクヤクの栽培効率化およびシャク

ヤクの地上部（花・葉）の抗菌・消臭成分を利用した

商品開発と地下部（根）の生薬原料を利用した商品開

発および販路開拓が研究テーマである。 

鈴鹿芍薬プロジェクトは、平成 13 年発足の（旧）

環境植物研究会から平成27年に名称変更した団体で、

鈴鹿商工会議所 SUZUKA 産学官交流会の事業として

再構築され、地元企業・大学が参加したプロジェクト

チームである。主に、毎年5月に開催される鈴鹿シャ

クヤクまつりの準備・実行組織として、定期的に会合

を開催している。 

 

（２） 調査方法 
  本研究の実施者が、芍薬ビジネス研究会および鈴鹿

芍薬プロジェクトのメンバーである伊勢くすり本舗株

式会社 代表取締役 加藤宏明であり、平成29年6月
までの研究会・会合の開催議事録の調査および各事業

者・機関への聞き取り調査を行う方法で実施した。 
   

１．シャクヤク高効率栽培の検証：優良品種選定お

よび栽培効率を上げるための栽培管理技術の確立、中

規模栽培の条件検討を行った。 
２．地下部（根）の日本薬局方規格試験と収穫量お

よび医薬品開発：各年度の収穫された根の局方試験、

および他産地で摘蕾している同品種との収穫量・有効

成分ペオニフロリン含量の差異を比較検証する。 

３．地上部（花・葉）の抗菌・消臭関連商品（抗菌

ミストスプレー、石鹸、タオル、衣類等）の開発、市

場調査・販路開拓。 

４．観光事業、切り花事業、社会貢献事業の検証：

鈴鹿シャクヤクまつりの検証、切り花、株の販売、地

元小学校・イオンチアーズ倶楽部による写生大会。 

５．シャクヤク事業全体の事業性・収益性の検証： 

 

【研究・調査･分析結果】 

１．シャクヤクの高効率栽培の検証： 

１－１．シャクヤクの産地の検証： 

シャクヤクはボタン科に属する多年生草本で中国

北部に原産する植物で、生薬用品種だけでなく園芸用

品種も発達しているので世界中の国々で栽培さてい

る。日本でも北海道から九州まで栽培されているが、

冷涼な気候を好む寒冷地適応植物であるため[３]、鈴

鹿市の山麓に近い地域は気候的適した産地と言える。 

また、有限会社イトウグリーンの栽培地は、もとも

とサツキの栽培をしていた畑であり、土壌的にもシャ

クヤクの栽培に適した条件である[４]。 

 

１－２．シャクヤクの増殖法の検証： 

増殖法には、種子から栽培する実生と株分けによる

方法があり、有限会社イトウグリーンでは、平成 16

年に薬用品種としても優良品種の「和芍」[５]を 1,000

株入手したものを株分けで増殖させている。また畑を

区分して園芸品種であるが薬用品種としても使える

「洋芍」や「中国種」を追加し、平成 26 年からは、

薬用品種として優れている品種「梵天」[５][６]も

1,200株追加して増殖させている。 

１－３．シャクヤクの栽培管理の検証： 

有限会社イトウグリーンでは GAP（ Good 

Agricultural Practice農業生産工程管理）を導入し、

肥料・農薬の管理を行っている。シャクヤクの栽培で

は、病害が発生することもありできる限り少なくした

農薬の散布を書類上で記録して管理している。 

１－４．シャクヤクの根の収穫の検証： 

シャクヤクは、数年育成した株より支根をはずし、

その根を剥皮・乾燥したものが生薬「芍薬」である[３]。

通常は、4 年か５年目で根を収穫するが、有限会社イ

トウグリーンでは5年目で収穫している。 

 
（写真２）シャクヤクの1年目と5年目の比較 

 
（写真３）本事業で収穫したシャクヤクの根 
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薬用に育てる場合は、根に養分を蓄えさせるため、

蕾を摘み取るのが定説である[３][７]が、本事業では、

花を咲かせて、花びらも有効利用しているため、摘蕾

をしていない。摘蕾せず花を咲かせた後に収穫したシ

ャクヤクの生根の収穫量は、2014年2300㎏/10ａ、2015

年 1650㎏/7ａ、2016年1530㎏/8ａであった。富山県

の摘蕾した収穫量は2000㎏～5000㎏/10a（目標 3000

㎏）である[４][８]ので、収穫量は若干低い。但し、

（独）医薬基盤研究所 薬用植物資源研究センターの

資料では、3年生 1270㎏/10a、5年生 1670～2340㎏

/10aで収量性が良い[５]とされているので、本事業で

の収量が低いというわけではない。 

（表１）収穫した根の10a当たりの収穫量換算 
年 収穫量 10a当の収穫量換算 
2014 2300kg/10a 2300kg/10a 
2015 1650kg/7a 2360kg/10a 
2016 1530kg/8a 1910kg/10a 

 
  ２．地下部（根）の日本薬局方規格試験と収穫量 

および医薬品開発： 

  ２－１．地下部（根）の日本薬局方規格試験の検証： 
日本薬局方の芍薬は、「本品を定量するとき換算し

た生薬の乾燥物に対しペオニフロリン含量 2.0％以上

を含む」と規定されている。本事業で収穫された芍薬

の根は、有効成分ペオニフロリンの含有量は、ペオニ

フロリン含量2.9～3.3％であり、日本薬局方の規格は

2.0％以上で、これを大きく上回った。 

２－２．一般用医薬品漢方製剤の商品開発： 

地元製薬企業 伊勢くすり本舗株式会社は、この結

果を基に2016年12月鈴鹿産シャクヤクを使用した一

般用医薬品漢方製剤「芍薬甘草湯」を承認申請し、現

在承認審査中である。原料の芍薬は、鈴鹿産芍薬のみ

を使用し他社品との差別化し、付加価値商品として販

売する予定である。 

 

（写真４）漢方製剤「芍薬甘草湯」（承認申請中） 

 ３．地上部（花・葉）の抗菌・消臭成分の同定と商品

開発 

シャクヤクの花・葉は、鈴鹿工業専門高等学校が

花・葉に高い抗菌性を有する物質が、ペンタガルイル

グルコースや同系統の多糖類であることを同定した

（研究成果の特許登録：2011 年/鈴鹿工業高等専門学

校）。このシーズを活かした製品開発に向けて、地元

企業と共同で抗菌・消臭ミストスプレー、石鹸、タオ

ル、衣類等、抗菌・消臭効果が持続する商品の開発を

行い、付加価値商品の販路開拓を目指ことができるよ

うになった。 

 
 （写真５）ピオニッシュ・抗菌・消臭ミストスプレ

ーと抗菌・消臭加工の学生服 
 

 ４．観光事業、切り花事業、社会貢献事業の検証： 

鈴鹿市商工会が主体となり2017年5月 13日、14日

の 2日間鈴鹿シャクヤクまつりを開催した。毎年小規

模ながら続けてきた鈴鹿シャクヤクまつりを、2017年

度は、大規模に周知活動を行い、シャクヤクの切り

花・株の販売、その他関連商品の販売、イオンチアー

ズ倶楽部による写生大会などのイベントも開催した。

１万株のシャクヤクの花を咲かせるまつりは、全国で

も鈴鹿だけで、集客では延べ4,000人あり、収益、事

業認知、社会貢献で新たな価値を見出すことができた。 

 

（写真６）鈴鹿シャクヤクまつりのパンフレット 
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在承認審査中である。原料の芍薬は、鈴鹿産芍薬のみ

を使用し他社品との差別化し、付加価値商品として販
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模ながら続けてきた鈴鹿シャクヤクまつりを、2017年

度は、大規模に周知活動を行い、シャクヤクの切り

花・株の販売、その他関連商品の販売、イオンチアー

ズ倶楽部による写生大会などのイベントも開催した。

１万株のシャクヤクの花を咲かせるまつりは、全国で

も鈴鹿だけで、集客では延べ4,000人あり、収益、事
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（写真６）鈴鹿シャクヤクまつりのパンフレット 

５．シャクヤク事業全体の事業性と収益性の検証： 

本事業では、2017年現在まで利益が出せておらず、シャ

クヤク栽培事業としては、採算が取れていない事業であ

った。但し、2011年から始まった花びら（乾燥）の販売

が増え始め、2014年から根も医薬部外品・医薬品開発の

商品用に売上げあり、2017年から漢方製剤もできること

から、安定収入が見込めるようになった。また、鈴鹿シ

ャクヤクまつりでの切り花の収入も来年度から増やせる

ため、事業全体としての収入が経費を上回るようになり

利益が出て、事業として成り立つ見込みが出てきた。 

 
（表２）シャクヤク事業の実績と計画 （金額：千円） 

  2016 2017 2018 2019 2020 
園芸花売上数 1000 1000 2000 4000 4000 
園芸売上 （金額） 100 100 200 400 400 
花（乾燥） ㎏ 20 50 100 200 200 
花（乾燥）売上（金額） 200 500 1,000 2,000 2,000 
葉（乾燥） ㎏ 0 50 100 200 200 
葉（乾燥）売上（金額） 0 50 100 200 200 
根（生根） ㎏ 2000 2000 3000 5000 5000 
根（生根）売上（金額） 1,000 1,000 1,500 2,500 2,500 
売上合計     1,300 1,650 2,800 5,100 5,100 
原価（苗・株）   1,200 600 300 1,200 300 
栽培経費      900 900 1,200 2,000 2,000 
経常利益    ▲800 150 1,300 1,900 2,800 
 

【考察・今後の展開】 

本研究では、鈴鹿市内でのシャクヤク栽培を事例と

して生薬栽培事業化について、課題を解決する方法を

検討しながら、総合的に採算が合い、地域活性につな

がる方向性を見出してきた。 

生薬栽培事業に参入しても失敗するケースが多く、

その大部分が採算の取れる事業スキームを構築でき

ていないことが原因である。近年の生薬栽培の取組み
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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、徳島県那賀郡那賀町木頭となった。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南

部の海部山地の一部を占める山間地に位置し、主な居住地

は剣山山地を源流とする那賀川上流の谷間に点在する。日

本の中山間地域の多くがそうであるように、過疎化と人口

減少に起因する社会経済問題を抱えている。山間の林業地

域であったことで、住民は戦後の一時期、山林ブームにの

り豊かさを享受したもの、1964（昭和39）年の木材輸入の

自由化の影響で山林経済が低迷した。が、那賀川の総合開

発事業のダム建設現場で土木作業員として雇用され、日銭

を稼得する道が開かれた。ダム事業が終わると、現金収入

の道が閉ざされ、旧木頭村は経済的に衰退する。 

村の経済再生策として、那賀川上流にダム建設の計画が 

浮上した。この時、ダム建設賛成派とダム建設反対派が村

を二分する騒ぎとなった。村長選挙でダム反対派の首長が

選出された。村の基幹産業は農業と位置づけ、柚子とイチ

ョウ（銀杏）の栽培に取り組んだ藤田助役は、志半ばで逝

去された。父の意志を継いで柚子とその加工を通じて木頭

地区の地域振興を図る目的で㈱黄金の村を立ち上げたのが

メディアドゥの藤田社長である。 

 ㈱黄金の村とその関連企業が取り組みを目指す方向を報

告するものである。 

  

 2【木頭地区の一般的特徴】 

 木頭地区は、日本有数の多雨地域で、年間降水量は3,000

ミリを超える。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。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。 

1）明治中期から昭和前期の社会経済状況 

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。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

で筏に組まれて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。その結果、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成し、山林は

収奪が図られ、少数の村外地主の手に集積していた。 

 2）昭和期後半の社会経済状況 

 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した。 

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た。過疎化の歯止
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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した。 

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 

1980年代は、オイルショック後の地方振興策として、

阿南市を核に旧木頭村を含む一市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年代以降は、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

どを防ぎ、集落機能を維持させるための日本版カップリ

ング政策が実施された。一定の効果はあったものの、地

域の疲弊は進み、集落維持の組織は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 

木頭地区の住民は、那賀川総合開発事業に労働力を供

給し生活を維持するか、就業機会を求めて都市部に流出

す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 2017

デフレ移行

始まり

経済状況

　　過疎（挙家離村）時代
核家族家化とマイカー

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　　　　　　　

↓ 　　　　↓ 　　　↓　　　　　　　　　　

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

　　　　　↓ 　　　　↓ 　　↓　　　　　　　↓

　　　　自然減少期　　　　　急減期　　　　　　　緩慢期　社会減から自然減への転換　　

始まり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緩慢に進行中　→
土地の空洞化

始まり　（交通不備周辺部）　→（１９３号外縁部）進行中　→

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△

▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△

 

 ここで見る図 1 に示す様な村内の空洞化は、顕著に進

み、集落の瓦解が始まりつつあった。これ防止するため

には、少子高齢社会問題、住みよい社会問題の解決や道

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
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資事業を実施することが目的化され、第二次産業の一部
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表 1 に見るように、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。 

 

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

 
 

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。 
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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。 
 ダム抜き地域振興の先鋒に立った村長はじめ旧木頭村

三役は、特産品の柚子の生産強化を進め農業振興に中心

軸をおいた開発を進めることになる。藤田助役は地方の

時代が国策として進められた 1980 年代の南部定住圏構

想調査の調査員として藤田総務部長とヒアリングの場で、 
木頭村の地域振興を質問した際のこと、木頭の自然環境

は山々の雄大さ、那賀川の峡谷の美しさと、そこで生産

される柚子だと聞いた。柚子を利用した加工食品の開発

と、雄大な山々、那賀川の峡谷に彩り（色づく広葉林）

があれば秋の観光資源になる一方で、それが経済的価値

を生み出す広葉樹としてイチョウを選べばと思っている

と言われた。有言実行通り柚子畑の育成と自分持ちの里

山に銀杏の植栽を進められた。が、その経済効果は、㈱

黄金の村代表者藤田恭嗣氏に引き継がれた。 
 2014年に㈱黄金の村を立ち上げた。母体となったのは

2010年に設立された「㈱木頭いのす」の存在があったこ

とによる。この事業所は、自社柚子園を所有し、一部柚

子農家から柚子玉を購入し、搾汁した果汁を利用した加

工食品を製造する六次産業を始めていた。「㈱いのす」を

吸収合併する形で、「㈱黄金の村」を2014年に設立する。 
「㈱黄金の村」は立ち上げ 3 年にして、柚子加品（木頭

柚子一番しぼり、黄金のぽん酢醤油、木頭ゆずエクスト

ラバージン オリブオイル、木頭ゆず一番しぼり白ぽん酢、 
木頭ゆず一番しぼりトマトぽん酢、木頭ゆず生搾り醤油

だれ、木頭ゆずすし酢、ゆずみそ、木頭ゆずねり生七味、

木頭ゆず青ゆずこしょう、木頭ゆず赤ゆずこしょう、ゆ

ず塩、ゆず粉、寒さば木頭ゆず味噌煮、寒さばきとうゆ

ずしおオリーブオイルづけ、木頭ゆずマーマレード、木

頭ゆず一番しぼりいちごとゆずジャム、木頭ゆず一番し

ぼりりんごとゆずジャム、木頭ゆず茶、木頭ゆず蜂蜜漬

け、きとうゆずサイダー、きとうゆずととくしますだち

のはちみつ入りサイダー、きとうゆずはちみつドリンク

木頭ゆずゆず蜜、木頭ゆずゆずしょうが蜜、冷凍木頭ゆ

ずの皮、冷凍木頭ゆずの種）27品目が生産され、販売さ

れている。「㈱黄金の村」の販売は、全国の雑貨店の販売

とネット販売である。 
 27品目の生産は、図 2に示すように、主要製品は県外

６県で生産されている。 
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 「㈱黄金の村」では、柚子園経営と柚子果汁、柚子果

実オイルを蒸留抽出した原料を加工食品製造工場に搬送

し、完成品を製造する関連事業所との繋がりによって成

立するタイプの事業所である。設備投資は必要なもの以

外は外部に求め、運営経費の効率化を図っている。 

 メディアドゥ社長としての経営哲学であろうか、相乗

効果のある企業と連繋することで企業利益を上げること

に視点が置かれている。経済ロス、経営ロスを進め、相

互に企業利益が得られるようにしようとする考えの下に

事業展開を進めようとするものである。 

 2016年 9月に、東京・渋谷ヒカリエShinQs地下２階食
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 「㈱黄金の村」では、柚子園経営と柚子果汁、柚子果

実オイルを蒸留抽出した原料を加工食品製造工場に搬送

し、完成品を製造する関連事業所との繋がりによって成

立するタイプの事業所である。設備投資は必要なもの以

外は外部に求め、運営経費の効率化を図っている。 

 メディアドゥ社長としての経営哲学であろうか、相乗

効果のある企業と連繋することで企業利益を上げること

に視点が置かれている。経済ロス、経営ロスを進め、相

互に企業利益が得られるようにしようとする考えの下に

事業展開を進めようとするものである。 

 2016年 9月に、東京・渋谷ヒカリエShinQs地下２階食

品売り場に開店したデザートショップ「KAOR―KITO YUZU」 

は、木村屋とのコラボレーションで「木頭柚子クリーム

チーズデニッシュ」「期間限定のフローマジュ、トリュフ

チョコ、ロールケーキ、ゼリーなど、柚子味のさまざま

なスイーツとグロッサリーの販売を通じて、木頭柚子の

宣伝に努めている。東京・渋谷ヒカリエShinQsは、多く

の人々が集散の場であり、四国のチベットなどと呼ばれ

る木頭地区のイメージをアップする効果は極めて大きい

ものがある。 

 

４【調査結果・今後の展開】 

 「㈱黄金の村」は、企業立地論から見た場合、立地因

子として取り上げられるのは非経済的因子であろう。藤

田助役の描いた地域振興の最終象を実現することができ

なかった点を何とか完成させようとするものである。志

を継ぐことで始まった地域振興への取り組みであろうと

考えられ、心理的に満足を得ようとする企業活動であろ

う。故郷への恩返しであると当人も言っている点を考え

れば故郷に錦をかざそうとする強い意志と意欲からの起

業に至ったものであろうと思われる。 
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図3　㈱黄金の村、メディアドゥによる地域振興目標
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 現在、「㈱黄金の村（メディアドゥ）」は、10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、第 3 セクター事業所「木頭村」などと肩を並べる雇

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方向が打ち出されている。 

図 3に示したように、「㈱黄金の村、メディアドゥ」によ

る地域振興目標を見ると、2018年には、旧木頭村が整備

した緊急時のヘリポート跡地にカフェ・コンビニの開業

を目指している。那賀川の支流にある村営のキャンプ場

が放棄されているが、キャンプ村の再開発を進め、川下

と川上の交流の場作りを計画している。 

 2019年には、木頭地区でも奥地に当たる北川にあった

北川小学校校舎を利用して、30万冊を揃えた漫画図書館

施設として開館する。さらに、2022年には剣山系の高ノ

瀬の谷間に温泉ホテルと移住者ハウスを建設する目標を

掲げて、木頭地区における雇用の場を創出する事業を展

開を行おうとしている。 

 これらの事業所が企業活動始めると、数10名の雇用が

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

より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

クオフィスなどの事業所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メディアドゥ本社

から示されることに期待する。 
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ソルガムが拓く地域自立型循環モデルの開発 — 省力栽培体系の確立と子実の食品利用の可能性 —  

新 雄太（信州大学） 
Keyword：ソルガム、中山間地域、循環型社会 
 
【研究背景・目的】 
昨今の一部の都市部への一極集中は地方の衰退を招

き、地方におけるインフラが維持できなくなってきてい

る。古くはエネルギーや食糧の生産を支えてきた耕作地

や林地が、現在では利用されないまま放置されてきてい

るのが現状である。これらは、地方における担い手の不足

に他ならない。本研究の対象地域である長野県長野市で

は、広域合併の結果多くの中山間地を抱え、地域を担う人

口の減少から耕作放棄地が増え続けている。市内農地の

22.7%に当る1,634haが耕作放棄地で、そのうち中山間地

域では73.0%にのぼる1)。	

	 こうした地域課題を解決するため、日本では「タカキビ」

や「コーリャン」等と呼ばれてきた『ソルガム』を余すこ

となくカスケード的に利用することによって、人・産業・

エンルギー等の創成や農地・農業の保全を担う多角的な

地域自立型循環モデルの構築を計画した（図１）。 

図1．地域循環モデルのイメージ図 
	 子実は機能性の食品（アレルゲンフリー・グルテンフリ

ー・GABAやポリフェノールが豊富・整腸作用がある等）
として付加価値を高める。そして、茎葉も利用し、きのこ

培地への活用2)および最終的にメタン発酵によるエネル

ギー（熱・電気）の創出、これにより生成される消化液を

栽培圃場へ肥料として還元することまでを一連で行う。

これにより域内で人、もの、資金が循環する豊かな社会が

構築することを目指す。本研究では、この仕組みを成り立

たせるため、平成27年度において、栽培の省力化を目的
に〔1〕ソルガム栽培試験、子実の高付加価値化を目的に
〔2〕ソルガム使用食品開発について検討・実施した。 
 

【研究方法・内容】 
〔1〕	ソルガム栽培試験 
(1) 適正栽培品種の選定 
	 ソルガムきびはアフリカ原産のイネ科の一年草であり、

世界五大穀物として知られている。特に、温帯・熱帯地方

では食用・飼料とするため、広く栽培されている。形状は

トウモロコシに似ており、夏以降に茎頂に多数の小穂が

円錐状につき、実を精白・製粉して食用として利用されて

いる。特にアフリカ、インド地域で活用が盛んであるほか、

中国では高粱（コーリャン）として広く栽培されている。

日本には平安時代に伝播したとされ、日本各地でタカキ

ビ、トウキビやもちきびなどの名称で、古くから栽培され

てきている。 
一方、古くからの伝統的な品種とは別に、新しい品種と

して表 1 に示したような多くの品種が開発利用されてき
ている。その利用法は多岐にわたり、飼料用、緑肥用（野

菜の連作障害対策）、障壁作物（ドリフト防止、天敵防除）、

バイオマス原料用（高糖性、多収性）、食用（食品原料：

機能性の高い雑穀、小麦のグルテンアレルギー対策）、園

芸用（花卉） などが主なものである。 
表1．ソルガム主要品種一覧 

分類 主な特徴 主な品種名 

子実型 子実収量多い。耐倒状性に優れ

る。飼料として栄養価が高い。

手作業による収穫が容易 

三尺ソルゴー 
ミニソルゴー 

兼用型 子実・茎葉ともに収量がある。

総じて早生～中世の品種が多

い。茎葉は２回収穫が可能 

TDNソルゴー 
華青葉 

ソルゴー

型 
茎が太く、多汁高糖分の品種が

多い。糖含量の多いものをスィ

ートソルガムと呼ぶ。 

風高 
風立 

スーダン

型 
多回刈りに適する。低温伸長性

に優れている。 
涼風 
TMR スィー
ト 

スーダン

グラス 
早生～中生の品種。多回刈りが

容易 
リッチスーダ

ン 

	 このように、その利用法が多岐にわたる遺伝資源であ

るソルガムの品種の中で、使用目的にあった、またその地

域の栽培適性に合致する品種の選定が必要となる。平成

27年度は、子実型（前年度の栽培結果が良好のミニソル
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ゴー）、兼用型（インドでも食用利用されているTDNソ
ルゴー）、スーダン型（飼料利用を想定した涼風）と、長

野市西山地域で伝統的に栽培されているモチキビを栽培

した。 
(2) 栽培試験地 
	 栽培試験地は、長野県長野市の西部地区の中山間地の

圃場（面積：約20a、標高：約460ｍ、傾斜地）を借り受
けて、圃場を 4つの品種に区分し（図 2）、4月の施肥か
ら10月の脱穀までの栽培試験を行った。 

図2. ソルガム栽培圃場の栽培品種区分 
〔2〕	ソルガム使用食品開発 
	 高機能な反面、認知度の低い子実の利用・普及を促進す

るため、公募型の「ソルガム健康食品コンペティション」

を以下の内容で開催した。 
(1) 募集内容 
表2. ソルガム健康食品コンペティション募集内容 
①	応募

条件 
下記の両項目を満たしていること 
１）「ソルガムきび」を主な原材料として活用した

健康食品・料理であること 
２）信州産の食材（見込みを含む）と組み合せてい

ること（※調味料を除く） 
②	応募

部門 
下記の部門の中から一つを選び、応募すること 
Ａ）料理	 	 	 部門 
Ｂ）加工食品	 部門 
Ｃ）チャレンジ部門 

③	応募

対象 
長野県内にお住まいの方 

④	応募

方法 
所定の応募用紙にタイトル・説明文（200字程度）・
写真（絵）等の必要事項を記載し、電子メールもし

くは郵送等で事務局まで応募すること。 
⑤	募集

期間 
平成27年9月18日（金）〜10月19日（月）17:00
まで（必着） 

(2) 審査内容 
表3. ソルガム健康食品コンペティション審査内容 
①	審査 
の流れ 

産学官出身の有識者により構成された審査員によ

る書類審査＋試食審査の２段階で行う。 
調理試験用に、栽培試験で収穫する子実を審査会の

出品者に譲渡した（各約1kg）。 

②	選考 
	 基準 

１．地域貢献度：地域の魅力を発揮した提案 
２．創造性：発想、着眼点、独創性 
３．活用性 ：ソルガムならびに地域の食材をどの	  
	 	 程度活用しているか 
４．食味：味、食感、食べやすさ 
５．商品性：見た目、商品力、ブランド力 
６．健康志向性：健康促進を意識した内容であるか 

【研究・調査結果】 
〔1〕	ソルガム栽培試験 
(1) 栽培スケジュール 
	 以下のような日程で、各作業を行なった。 

表4. 栽培スケジュール及び作業概要 
日程 作業 概要等 

4.27 施肥 
もみ殻堆肥3t、苦土石灰160kg、BB肥
料 120kgを散布。同日、トラクターで
混和〈約3h〉 

5.26 播種 
4種類のソルガムを1kg/10a播種。耕起
－播種－鎮圧を機械により実施〈約

2.5h〉 

6.18 初期除草 

食用のミニ、ＴＤＮ、もちきび：管理機

で条間中耕、飼料用の涼風は、農薬（ゲ

ザプリムフロアブル）散布。 
管理機３台、農薬散布機1台使用。 
直前までの降雨により土壌が滑り、作

業効率が落ちた。〈好天時なら 1h のと
ころ2.5h要した〉 

7.29 涼風一番

草収穫 

サフォーク飼料として試すため、涼風

一番草を鎌で刈り取り、結束、はぜ掛

け。追肥も実施。また、条間除草も実施

〈約2.5h〉 
8.12 中間除草 条間を刈り払い機で除草〈約1h〉 

〃 搬入 涼風一番草の収量の 1/8（約 50kg）を
サフォーク牧場に搬入 

10.13 収穫 
4品種の収穫（バインダー2台）および
はぜかけ乾燥、一部脱穀（ハーベスタ1
台）〈ほぼ一日〉 

10.27 脱穀 乾燥後の子実の脱穀（ハーベスタ1台）
〈半日〉 

11.1 茎葉破砕 乾燥した茎葉をイトウ精麦に持ち込ん

で破砕作業〈2日間〉 
(2) 農作業量の整理 
	 表 4 の作業について、今回は試験であるため多くの人
が参加したが、おおよその作業量について表 5 にまとめ
た。作業については、夫婦 2 人で作業を行うことを想定
し、平成27年度の実際に行った作業量から想定した。吸
肥力の高いソルガム栽培において重要な施肥については、

今回の栽培ではメタン発酵の消化液をもみ殻に混合して

発酵させた堆肥を使用し、化成肥料と合わせて手で散布

した。軽トラックなどで荷台からの散布と仮定すると、ほ

ぼ 1 日程度を必要とするものと考えられる。次に播種に
ついては、今回はトラクターに取り付けた自動の播種機

を使用したため短時間で行えたが、小規模栽培の場合に

は手押し式の播種機で行っても半日程度と考えられる。
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初期除草については、専用の薬剤（ゲザプリムフロアブル）

を用いる方法もあるが、食用としての登録農薬ではない

ため、管理機による除草を行った。この場合に労力は約半

日と見積もられる。また、中間の除草は条間をエンジン付

き草刈り機で行った。今回は８月に行ったが、この時には

既に出穂しており、草丈は 1.5－2ⅿほどになっているの
で、小さな雑草についてはこれ以降生育の見込みがない

ため、草丈の大きなもののみを除いた。これは刈り取り時

にバインダーを使うことを想定して、刈り取りをし易く

するために行ったもので、約半日程度と見積もられる。次

いで、十分に登熟が進んだ10月中旬に、バインダー（一
条刈）を用いて刈り取り及び結束を行った。刈り取り自体

は半日未満と考えられるが、稲用のハゼを利用して立て

かけ乾燥を行った。この収穫の作業は 1 日と見積もった
が、場合によっては 1 日半程度かかるかもしれない。最
終的に乾燥した子実はハーベスターによる脱穀を行った。

この作業に１日、またその後の茎葉の粉砕は、稲わらカッ

ターでフレコンバックへの詰込みを想定した。これにか

かる作業を約１日と見積もった。以上から、年間の作業量

としては６日と考えられ、２人での作業を想定すると、延

べ人・日数は12人・日と考えられた。このように、ソル
ガム栽培の作業はある程度省力で行えると考えられるが、

今後、普及させるためには、さらに大規模に栽培する際の

機械の導入については検討の余地がある。 
表5.	 10アール栽培に必要な労力の見積もり 

（夫婦２人での共同作業をベース） 
作業内容 必要作業量 
施肥および

耕起 
手撒きによる施肥作業： 1日（トラック使用） 
トラクターによる耕起：2時間 

播種 トラクターでの播種作業：2時間 
手押しの播種機による作業：半日 

初期除草 管理機による作業：半日 
中間除草 刈り払い機よる畝間の除草：半日 
収穫 
＆はぜ掛け 

バインダーによる作業：1日半 

脱穀 ハーベスターによる作業：半日 
茎葉処理 破砕機による作業：1日（フレコンパック詰め） 
年間合計作

業量 
2人×6.0日＝12人・日 

(3) 収量調査 
	 平成27年度の収量結果を表6にまとめた。なお、もち
きびについてはあまりにも生育が悪かったため収量は求

めなかったので、そのほかの品種のものを示した。ミニソ

ルゴーの最終的な茎葉の収量については、乾物換算で約

1.5 トンであった。10 月中旬では、茎葉についても乾燥
してきており、通常水分量が80％とされる茎葉も50％近
くまで減少していた。その後、一ヶ月ほど天日干しを行い、

水分量は10％と乾燥状態にまで下げることが可能であっ

た。この状態まで乾燥することにより、保管することが可

能となると考えられた。また、子実の収量は、ミニソルゴ

ーでは約400kgと、他の雑穀類と比較してかなり多収性
であることが今回の試験からも裏づけられた。収量につ

いては粟や稗の約2倍、そばの約5倍と考えられる。 
表6. 10アールあたりの収量（kg） 
品種 茎葉重量（収穫時） 子実体

収量 乾物重量 生重量 
涼風	 	 	 	 １番刈り 
	 	 	 	 	 	 ２番刈り 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 計 

310 1,069 - 
570 1,966 - 
880 3,035 - 

TDNソルゴー 505 1,229 227 
ミニソルゴー 1,513 3,094 399 
〔2〕ソルガム使用食品開発 
(1) 書類審査会（平成27年10月23日） 
	 審査基準（表3.②）に従い、応募作品総数63点を8名
の各審査員が事前に一定の方法で評価した結果をもとに、

信州大学工学部にて書類審査会を非公開で開催し、通過

作品26点を決定した。 
(2) 公開審査会（平成27年11月26日） 
	 書類審査を通過した 26 作品の出品者がそれぞれ実際
に試食品を持ち寄り、試食審査を公開型で開催した。書類

審査会と同様の審査員に加えて、来場者による投票も一

定の方法で加点され、最終的に 3 つの部門賞、審査員特
別賞、最優秀賞の計 5 点の入賞作品を決定した。出品作
品の一覧を表7にまとめた。 

表7. 出品作品（入賞作品）一覧 
部門 No. 作品タイトル 

A.加
工食

品部

門 

A-1 万能！ソルガムきびときのこのおかず味噌 
A-2 高山りんごの串あげ 

A-3 

ソルガムきび麹100％味噌 
 

審査員特別賞 

A-4 あらびきソルガム麺 
A-5 信州産	 まめたねざっこくグラノーラ 

A-6 信州産ドライフルーツ入 雑穀バランス・シ
リアル(フルグラ)＋信州雑穀味噌焼きおこし 

A-7 

そるもっち 
 

加工食品部門賞 

 
B.料
理部

門 
 
 

B-1 中条ミルフィーユ 

B-2 

信州産	 ルビーなタルト 
 
料理部門賞 

96



 
 
 
B.料
理部

門 
 
 

B-3 りんごとソルガムのガトー 
B-4 鶴亀さくれ 
B-5 なにあいおやき 
B-6 きび・きびだんご 
B-7 ソルガムビーンズ大岡99  
B-8 ソルガムスープ 
B-9 たかきびぜんざい 
B-10 信州産	 きびッシュ 
B-11 プチ信シュ―３兄弟 
B-12 坊ちゃんカボチャのきびグラタン 
B-13 丸ごとりんごグラタン～ソルガムソース 

C.チ
ャレ

ンジ

部門 

C-1 

ソルガムなっとう 
 
最優秀賞 

C-2 信州エクレール 
C-3 きびジャム 
C-4 学校農園クレープ 
C-5 ソルガム珈琲 

C-6 

いつかは長野市の地ビールに！ 
ソルガムビール 

 
チャレンジ部門賞 

	 	 当日の来場者は200人近くにのぼり、その注目度の
高さを改めて実感する機会となった。子実体そのものと

して、また粉体化した原料として多様な試みがなされ、ソ

ルガムの可能性を共有することができ、報道等にも多数

とりあげられ、認知度の向上に繋がった。多くの出品者か

ら、粉体として利用する場合に、グルテンフリーゆえの塊

になりにくい性質が最も苦労した点としての声があがり、

「つなぎ」に様々な創意工夫が試されていた。 

写真1.審査員と入賞者の集合写真 
【考察・今後の展開】 
	 入口側（栽培試験）と出口側（食品開発・販路開拓）の

両面の実証により、特に子実の利用について目処が立ち

つつある。省力栽培ができれば十分に新規就農者が参入

できる手取り（約12〜13万円/10a）を確保することが可
能であることもわかってきている。手間がかからず一定

の収入が得られることで、農業人口の高齢化に伴い担い

手不足が叫ばれている昨今において、農業・農地の保全に

繋がることを期待している。そして、未だ流通の少ない国

産ソルガムの普及体制の構築には、一定量の原料を調達

することが重要な要素であり、栽培農家の増加が求めら

れている。そのためにパンフレット型の「ソルガム栽培マ

ニュアル」を作成し、栽培講習会への参加者や自治体等を

中心に頒布し、栽培者育成に生かしていくつもりである。 
	 また、今回開催した食品コンペにおいては、種々の有望

なアイデアが提案され、これらのうちすでに当コンペの

後､実際に地域で商品化し道の駅等で販売している事例

や、この食品開発を機会に起業し商品化した事例も報告

されている。この「食」をめぐる出口設計の拡充のために、

搗精作業や異物除去等の中間処理の工程が入口側との橋

渡しとなる重要な部分である。つまり、今後のさらなる市

場流通を見据えた普及促進の仕組みを担う「中間的拠点

組織」の存在が重要となると考えている。また一方で、小

麦の代替品種として期待されるソルガムの機能性につい

て、特に優良品種の成分分析やその利用法の解明が必要

であり、多分野横断型の研究体制を構築し、産業界等とも

連携して取り組む予定である。 
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 タイトル フードバンク事業の機能と他事業との連携効果－買い物弱者支援との連携を中心に－ 

氏名（所属）難波江 任（愛媛大学大学院連合農学研究科） 

Keyword： フードバンク 買い物弱者 移動スーパー  

 

【問題・目的・背景】 

我が国では2017年 6月現在で 80団体以上のフードバ

ンク（以下、FB）が、主に生活困窮者支援や食品ロス削

減を目的として活動している。 

国内の FB は、2000 年に首都圏を活動拠点としてセカ

ンドハーベスト・ジャパン（以下、2HJ）が活動を開始し

たのを始めとして、様々な時代背景のもと全国各地で活

動する団体が増加した。現在では、ほぼ全国の都道府県

に 1団体以上のFBが拠点を置き、地域の様々な団体と連

携するなどして活動を行っている。 

FB活動は社会的事業として意義のある活動であり、そ

の効果は広範多岐にわたると考えられる。 

今回、このFBの社会的機能および、その背景となる設

立・活動の趣旨と設立団体数推移の調査・分析を行った。 

また、併せて、FBと買い物弱者支援として行われてい

る移動式スーパーマーケット事業（以下、移動スーパー）

の連携が行われている事例を取り上げ、この連携の効果

と課題を調査した。 

国内のFB活動状況についての研究結果の報告は、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、国内のFB活動の地域再生にかかわる効果や

趣旨の異なる他団体との連携効果、FBが抱える運営上・

経営上の課題などの報告事例は少ない。 

 

【研究方法・研究内容】 

まず、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。筆者の

地元・愛媛県の FB、四国の FB、岡山・広島・山口各

県にある FB に対し訪問・電話による調査を行った。

また農林水産省等のホームページ（以下、HP）に掲載

されている情報をもとに、国内の FBに対し、2016年

12月から2017年1月にかけてアンケート調査を行い、

併せて訪問・電話による調査を行った。 

FB と移動スーパーの連携状況に関しては、愛媛県

内のFBと移動スーパー事業者での調査や四国内のFB

の訪問・電話・電子メールによる調査を行った。 

【研究・調査･分析結果】 

１．FB設立の背景 

今回、全国にあるFB団体それぞれが、地域の様々な社

会的課題やニーズを背景に活動を開始し、その活動内容

や地域の事情、その団体の事情に応じて、他の事業と連

携を行いながら活動を継続している具体的事例が確認で

きた。 

我が国内のFB活動は、図1に示すとおり現在までに概

ね 3つの契機を経て増加を続け、2017年 4月現在で確認

できているFB事業を行う団体は 80以上となっている。 

 

図 1 我が国のFB団体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（FB団体へのアンケートと聞き取り調査、農林水産省HP

「FB紹介」などをもとに筆者作成） 

 

１つ目の契機は、2007年 3月と 2008年 1月に FBが全

国放送のメディアに取り上げられ認知度が上昇したこと

である。この放送を見た視聴者の中には、まだ食べるこ

とができるのに廃棄される食品を生活困窮者の支援に活

用したいという思いを持つボランティア団体や個人など

がおり、複数名が FB 活動を開始したという時期である。

また、同時期に起こったリーマンショックが引き金とな

って国内の景気後退が起こり、一時的生活困窮者が増加

した。この影響もあり生活困窮者支援を趣旨とする団体

や個人が FB活動を始めるきっかけになった時期である。 

2つ目の契機は、2011年 3月11日に発生した東日本大

震災である。この震災の被災者を支援するための動きが

全国に広がりFBが扱う未利用食品も被災地の支援に活用

された。このことで、災害が発生した場合のFBが持つ未
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（FB団体へのアンケートと聞き取り調査、農林水産省HP

「FB紹介」などをもとに筆者作成） 

 

１つ目の契機は、2007年 3月と 2008年 1月に FBが全

国放送のメディアに取り上げられ認知度が上昇したこと

である。この放送を見た視聴者の中には、まだ食べるこ

とができるのに廃棄される食品を生活困窮者の支援に活

用したいという思いを持つボランティア団体や個人など
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震災である。この震災の被災者を支援するための動きが

全国に広がりFBが扱う未利用食品も被災地の支援に活用

された。このことで、災害が発生した場合のFBが持つ未

利用食品の活用のノウハウが、有効な手段の一つとして

注目されるようになり、FB事業を開始する団体・個人が

増えた時期である。 

3 つ目の契機は、2015年 4月より厚生労働省が開始し

た生活困窮者自立支援事業である。この事業で行われる

「一時生活支援」で緊急的に食料支援を行う必要のある

生活困窮者へのFB活用が注目されたためである。 

この 3 つの契機ごとに、それぞれの時期の趨勢を受け

て FBが設立され、現在では表 1のとおり80以上のFB団

体が活動している。 

 

表 1 我が国のFB団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（FB団体へのアンケートと聞き取り調査、農林水産省HP

「FB紹介」などをもとに筆者作成） 

 

２．FB団体の活動趣旨からみた社会的効果 

 FBの活動意義は、その機能から論ずることもでき、筆

者はFBシステムと社会的課題の関係をその機能から分析

し表した（難波江 2017）。今回、その分析結果の根拠と

なるデータとして、FB団体へのアンケート結果を基に、

活動趣旨から社会的効果の調査・分析を行った。 

 FB団体の活動趣旨のアンケート調査結果をまとめたも

のが表 2である。この表から、FB団体が様々な目的を持

って活動を行っていることがわかる。 

 回答のあった22団体全てが「生活困窮者支援」を趣旨

としてあげ、19団体が食品ロス削減をあげている。この

2つの趣旨は FBの存在意義のうちもっとも重要なことで

ある。 

 また、FBが社会的な機能を複数兼ね備えた活動である

ことが判断できるデータとして、22団体中半数の11団体

が5つ以上の活動趣旨によりFBを運営していることがあ

げられる。FBの活動趣旨の体系を表したものが図 2であ

り、機能から体系図を表した前回の図を更に発展させて、

フードバンクの機能を表す形を確認することができた。 

 

表 2 FB活動の趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（FB団体へのアンケートに基づき筆者作成） 

 

この図から判断できることとして、FBの活動趣旨は、

その機能と役割をもとに大きな 3 つのグループに分けら

れることがあげられる。 

第 1 のグループは生活困窮者支援である。このグルー

プの支援対象として、生活困窮者や自立支援を受けなけ

れば生活困窮者となる可能性のある者があげられる。具

体的にはDV被害者などの社会的弱者、ニートや引きこも

りなどの求職弱者、食事に困難を抱える子どもとその家

庭、災害発生時の被災者、外国人労働者や留学生・技能

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 7 214.0 24 三重県 1 －

2 青森県 1 8.0 25 滋賀県 1 2.0

3 岩手県 1 16.0 26 京都府 2 5.8

4 宮城県 3 171.0 27 大阪府 1 114.0

5 秋田県 2 － 28 兵庫県 1 185.5

6 山形県 2 4.0 29 奈良県 0 0.0

7 福島県 1 － 30 和歌山県 2 1.1

8 茨城県 1 87.0 31 鳥取県 2 10.0

9 栃木県 4 23.0 32 島根県 1 －

10 群馬県 2 153.6 33 岡山県 1 11.0

11 埼玉県 2 42.0 34 広島県 2 24.6

12 千葉県 1 42.2 35 山口県 2 3.5

13 東京都 8 2,069.5 36 徳島県 1 11.0

14 神奈川県 3 － 37 香川県 2 8.1

15 新潟県 3 17.9 38 愛媛県 2 2.2

16 富山県 1 3.0 39 高知県 1 45.9

17 石川県 1 150.0 40 福岡県 3 36.0

18 福井県 1 － 41 佐賀県 1 1.7

19 山梨県 1 129.0 42 長崎県 2 0.3

20 長野県 1 12.0 43 熊本県 2 2.7

21 岐阜県 1 － 44 大分県 1 6.0

22 静岡県 2 47.0 45 宮崎県 2 6.0

23 愛知県 2 502.5 46 鹿児島県 2 580.0

47 沖縄県 1 53.0

合計 87 4,802.1

No. 組　織　名 団体数

1 生活困窮者支援 22

2 食品ロス削減 19

3 地域福祉の向上 10

4 地域活性化・地域再生 9

5 子ども食堂の運営・支援 7

6 DV被害者支援 5

7 食育 5

8 障害者福祉の向上 5

9 高齢者福祉の向上 5

10 ニート・引きこもりの就労支援 4

11 環境問題の改善 4

12 災害支援 4

13 企業活動の意義向上(コスト削減) 3

14 食料自給率向上 3

15 フードバンク間の連携 3

16 労働者福祉の向上 2

17 外国人留学生・実習生の支援 1

18 就労支援（学生・一般求職者） 1
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実習生などがあげられる。 

第 2のグループは、食品ロス・食料廃棄の削減である。 

このグループには、食料自給率向上の活動や企業内の

意識と企業活動の意義向上、環境問題の改善、FB間の連

携による未利用食料の有効利用などがあげられる。 

 第 3 のグループは、地域福祉の向上である。このグル

ープには、高齢者福祉・障害者福祉・労働者福祉の他、

地域活性化や地域再生に関する活動、食育推進などの地

域での教育・人材育成などが対象となる。さらに、ニー

ト・引きこもりや学生・一般求職者の就労支援などによ

る地域課題の解決も地域福祉向上のカテゴリーとなる。 

 このように、FB活動は機能が広範多岐にわたっている

が、その活動趣旨も様々であり、FB団体の各々が、その

地域の必要性や団体運営者の社会的課題解決意識によっ

て目的を持って活動を行っている。 

 

図 2  FBの活動趣旨体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（FB団体へのアンケート結果をもとに筆者作成） 

 

３．FBと移動スーパーの連携事業の効果と課題 

FBは前述のような様々な社会的効果をあげるため、そ

れぞれの団体が多様な社会的事業を行う団体との協力・

連携によって、社会的課題の解決や改善に向けた活動を

行っていることがあらためて確認できた。 

その中で、今回はFBと移動スーパー事業が物流などの

協力を主とした連携を行い、互いの事業の課題を補完し

合いながら、運営効果を向上させている具体的事例に焦

点を当てて調査した。 

移動スーパーによる買い物弱者対象の商品販売事業は、

「買い物難民」（杉田 2008）という言葉が認知された2008

年より以前から、自動車に商品を積載して商店が少ない

地域で行われていたとされる。現在のようにトラックを

移動スーパー用に改造して、冷蔵庫や冷凍庫を搭載し顧

客が買い物をしやすく販売者が商品を管理しやすくした

方法を取り始めたのは、2012年 1月とくし丸の操業 1号

車が販売開始した以降で、その後全国に広まった（村上 

2014）。 

移動スーパーは買い物弱者の支援として、見て・触っ

て・新鮮なものを購入することができる点や、買い物弱

者である高齢者の閉じこもり防止、見守り機能などが評

価され、日本全国に広がっている。 

今回の調査対象である移動スーパーの拠点は愛媛県新

居浜市であり、人口約 12万人（2017年 6月末現在）、高

齢化率約31.2％の瀬戸内海燧灘に面する地域である。 

この地域にある商店・スーパーマーケット・コンビニ

エンスストアの所在地点から半径500ｍの円を描き、地区

ごとに65歳以上の高齢者の人数を記載した図が、図3で

ある。 

 

図 3 新居浜市買い物困難地域マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（移動スーパー事業者作成） 

 

移動スーパー事業者は、この図により買い物弱者の多

い地域を割り出し、併せて自治会などとの協調を行い、

移動スーパーの販売拠点や販売ルートを整備していって

いる。 

FBと移動スーパーの事業比較を表したものが表 4であ

る。この表によると、事業の趣旨のうち地域活性化・地

域再生および、FB事業の地域福祉の向上と移動スーパー

の高齢者見守りによる福祉的要素、ともに社会的弱者の

支援であるという点で共通している。 

社会的位置付けでみると、FBは収益がないボランティ

ア事業であり、移動スーパーは民間の商業者であるが、

利益を出すことのみを目的とはせず、社会的事業をあわ

せて行う業者も多いことから類似性がみられる。 

フードバンク

システム

食品ロス・

食料廃棄削減

食料自給率向上

環境問題改善

企業活動意義向上

食育推進

地域活性化・地域再生地域福祉の向上

フードバンク間の連携

生活困窮者支援

災害支援

求職弱者就労支援

社会的弱者支援

子ども食堂との連携

外国人の生活支援
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実習生などがあげられる。 

第 2のグループは、食品ロス・食料廃棄の削減である。 

このグループには、食料自給率向上の活動や企業内の

意識と企業活動の意義向上、環境問題の改善、FB間の連

携による未利用食料の有効利用などがあげられる。 

 第 3 のグループは、地域福祉の向上である。このグル

ープには、高齢者福祉・障害者福祉・労働者福祉の他、

地域活性化や地域再生に関する活動、食育推進などの地

域での教育・人材育成などが対象となる。さらに、ニー

ト・引きこもりや学生・一般求職者の就労支援などによ

る地域課題の解決も地域福祉向上のカテゴリーとなる。 

 このように、FB活動は機能が広範多岐にわたっている

が、その活動趣旨も様々であり、FB団体の各々が、その

地域の必要性や団体運営者の社会的課題解決意識によっ

て目的を持って活動を行っている。 

 

図 2  FBの活動趣旨体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（FB団体へのアンケート結果をもとに筆者作成） 

 

３．FBと移動スーパーの連携事業の効果と課題 

FBは前述のような様々な社会的効果をあげるため、そ

れぞれの団体が多様な社会的事業を行う団体との協力・

連携によって、社会的課題の解決や改善に向けた活動を

行っていることがあらためて確認できた。 

その中で、今回はFBと移動スーパー事業が物流などの

協力を主とした連携を行い、互いの事業の課題を補完し

合いながら、運営効果を向上させている具体的事例に焦

点を当てて調査した。 

移動スーパーによる買い物弱者対象の商品販売事業は、

「買い物難民」（杉田 2008）という言葉が認知された2008

年より以前から、自動車に商品を積載して商店が少ない

地域で行われていたとされる。現在のようにトラックを

移動スーパー用に改造して、冷蔵庫や冷凍庫を搭載し顧

客が買い物をしやすく販売者が商品を管理しやすくした

方法を取り始めたのは、2012年 1月とくし丸の操業 1号

車が販売開始した以降で、その後全国に広まった（村上 

2014）。 

移動スーパーは買い物弱者の支援として、見て・触っ

て・新鮮なものを購入することができる点や、買い物弱

者である高齢者の閉じこもり防止、見守り機能などが評

価され、日本全国に広がっている。 

今回の調査対象である移動スーパーの拠点は愛媛県新

居浜市であり、人口約 12万人（2017年 6月末現在）、高

齢化率約31.2％の瀬戸内海燧灘に面する地域である。 

この地域にある商店・スーパーマーケット・コンビニ

エンスストアの所在地点から半径500ｍの円を描き、地区

ごとに65歳以上の高齢者の人数を記載した図が、図3で

ある。 

 

図 3 新居浜市買い物困難地域マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（移動スーパー事業者作成） 

 

移動スーパー事業者は、この図により買い物弱者の多

い地域を割り出し、併せて自治会などとの協調を行い、

移動スーパーの販売拠点や販売ルートを整備していって

いる。 

FBと移動スーパーの事業比較を表したものが表 4であ

る。この表によると、事業の趣旨のうち地域活性化・地

域再生および、FB事業の地域福祉の向上と移動スーパー

の高齢者見守りによる福祉的要素、ともに社会的弱者の

支援であるという点で共通している。 

社会的位置付けでみると、FBは収益がないボランティ

ア事業であり、移動スーパーは民間の商業者であるが、

利益を出すことのみを目的とはせず、社会的事業をあわ

せて行う業者も多いことから類似性がみられる。 
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災害支援
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取扱品目では、FB事業、移動スーパー事業ともに食料

品が主であり共通している。 

取り扱い方法、収入源には共通項は少ないが、収入源

としてともに助成金を活用することがあるという点にお

いて共通している。 

 

表 4 FBと移動スーパーの事業内容比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（筆者作成） 

 

このように共通する事項があるため、双方の補完機能

は少ないように見られていたが、今回の事例では、表 4

のような点で相互の事業の連携を進めており、年間約 66

万円の費用効果（FBの経費削減／経済的支援）が生れる

試算になる。 

 

表 4 移動スーパーによる事業支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（筆者作成／1,3,4は 2016年より実施、2は 2017年 9

月より実施予定） 

 

一方、移動スーパー側がFB事業と関わることによるメ

リットとしては、次のようなことがあげられている。 

 ①FBという社会的事業への支援行動がCSRとして捉え

られ、顧客に対するPR効果がある 

 ②自社で発生する未利用食料（主に賞味期限、消費期

限近接食料）の有効利用 

  ③販売先の新規開拓 

FBの運営面での課題に、運営資金・人的資源・保管と

デリバリーなどの問題があげられているが（難波江 

2017）、今回の調査事例のように、収益のある社会的事

業との連携・相互協力によりそれらの課題解決につなが

る糸口となることが確認できた。 

【考察・今後の展開】 

FBの効果的な取り組みには、地域で活動する様々な団

体・企業との連携が必要であることがあげられる。特に

人的課題や経済的・資金的課題を抱えるFBは少なくなく、

これらのFB活動を継続させ地域再生につなげるには、行

政や民間からの人的・経済的支援が必要であり、ボラン

ティア団体やボランティアの個人、資金提供ができる企

業などとの連携が必要であることが判断できた。 

今回の事例調査は、これらFBに必要な支援の中で、人

的課題である物流や保管・仕分けなどの労役を提供し、

さらに、利益の一部をFBに寄付する前提として事業を行

い社会的事業の付加価値を向上させていることで間接的

な相互補完に至っている事例であった。 

また、今後支援の枠や事業者の拡大により、FBの安定

的継続が達成されると考えられるため、今後は他の団

体・企業との連携や支援も必要と考えられる。 

今回確認できたこれらの課題を解決するための具体的

な施策について、行政が進めるべき取り組みとして新た

な FB支援策の推進、FB団体が進めるべき取り組みとして

広報の充実、民間企業などが進めるべき取り組みとして

FBへの具体的支援などを取り上げ、これを結論とした。 

 

【引用・参考文献】 

杉田聡（2013/中公新書ラクレ）「買い物難民をなくせ！消

える商店街、孤立する高齢者」、宮下武久（2014/川辺書

林）「移動販売車がゆく～買い物弱者を支える『にこやか

号』奮闘記～」、村上稔（2014/緑風出版）「買い物難民を

救え－移動スーパーとくし丸の挑戦」、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」 

　　　　　　事業
　項目

フードバンク 移動スーパー

事業の趣旨
（社会的意義）

・生活困窮者支援
・食品ロス削減
・地域福祉の向上
・地域活性化・地域再生

・買い物困難者支援
・地域活性化・地域再生
・高齢者見守り（福祉）

社会的位置付け ボランティア事業
社会的事業（利益を出す
ことが目的ではない）

取扱い品 食料（一部食料以外も） 食料・日用品

収入源
寄付金・助成金・会費な
ど

商品の販売利益（地域に
よっては助成金あり）

取り扱い方法
・無償で届ける
・無償で渡す（取りに来
てもらう）

商品を販売するため現地
（販売地）に行く

No.
　  事業
項目

フードバンク 移動スーパー 連携点
費用効果
（円/年）

1 物流

提供元から持ち込ん
でもらい、提供先に
取りにきてもらうが
原則であるが、そう
ではない場合もあ
る。

販売のため商品を運
ぶのが原則

移動スーパーがFBの
食料を引き取り、配
送する。

129,450

2 運営費
寄付金、会費、助成
金などに頼っている

商品の販売利益が運
営費となる

移動スーパーの売上
の一部（4％）をFB
に寄付

400,000

3 労役
ボランティアや組織
内で処理

賃金を得た社員が対
応

移動スーパーの社員
が空き時間にボラン
ティア

36,000

4 保管
限られたスペースで
運用

商品保管用の大型冷
蔵庫・冷凍庫を所有

移動スーパー側の保
管場所を無償で貸与

98,537

合　　　計 663,987
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ふるさと納税の効果検証と課題 

～事業者育成効果と使い道における課題（Resasの活用提案）～ 

保田 隆明（神戸大学） 

 

Keyword： ふるさと納税、地域活性、事業者育成、資金使途、Resas、返礼品、シティプロモーション 

 

【問題・目的・背景】 
 ふるさと納税は、自治体運営における従来の行政学、財

政学、観光学、都市計画論などの領域を超え、企業経営に

おける商品開発、マーケティング、人的管理、組織行動、

アントレプレナーシップ、財務などの要素が必要な政策で

あり、それゆえに各自治体の取り組みや成果度合いには大

きなバラつきが出ている。従来の自治体運営において、顧

客は地域住民のみであった。それが、寄付者という新たな

潜在顧客が登場したことで自治体運営の目標をどこに定め

るべきか、新たな課題が登場したことになる。顧客という、

従来は企業経営においてのみ登場した概念が自治体運営に

登場したことで、今後の自治体は運営するものから経営す

るものに変化していく可能性が高い。本研究では、まず、

ふるさと納税を通じた地方の事業者の育成効果を事例研究

として提示し、その有効性の議論に先鞭をつける一方、ふ

るさと納税の返礼品の調達、そして、資金の使い道に対し

てのResasの活用の可能性について事例報告を行う。また、

同制度をきっかけとしたシティプロモーション効果につい

ても報告を行い、地方衰退の社会問題の解決策としてふる

さと納税が機能するのか議論する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 まず、ふるさと納税を通じた地方の事業者の育成支援

効果についての事例研究の報告を行う。事例としては、

商品開発、商品改良（SKUの増加含む）、商圏の拡大の3
つを主とする。具体的には、ふるさと納税の返礼品によ

って事業者が商品を改良、改善した事例として、長崎県

平戸市を紹介する。次に、新商品開発事例として、鹿児

島県志布志市の地元の水産企業が加工業への進出を行い、

６次産業化の先鞭をつけた事例や、鹿児島県大崎町では、

地元の飲食店がスイーツの開発を行い、同商品が地元で

の人気商品となって商売が拡大した事例を報告する。ま

た、ふるさと納税をマーケティング市場として活用して

いる事例として、宮崎県都農町と全国的な知名度のある

海産物企業とのコラボ商品開発の事例も報告する。 
 ふるさと納税のポータルサイトや EC モールサイトへ

のヒアリングによると、ふるさと納税の返礼品提供事業

者のうち、大手ECモールに出店しているのは 2割程度
でしかなく（2016年時点）、返礼品提供事業者の多くが、
ふるさと納税をきっかけとして初めてインターネットで

商品を提供開始している。セカンドステップとして通常

のインターネットショッピングに参入する企業が増えて

いくならば、ふるさと納税は商品開発のみならず、流通

圏の拡大も含めて地方の事業者の育成機能を有すること

になる。ふるさと納税以外の商圏の拡大の可能性につい

て検証する。 
 他方、ふるさと納税を通じた障害者雇用の拡大と、育

成の事例も全国で登場しつつあるが、今回は島根県浜田

市の事例を報告する。さらに、地域金融機関によるふる

さと納税をきっかけとした事業者支援の動きも広がって

いるが（産官金連携）、代表事例としての岩手県北上市を

報告する。 

 次に、ふるさと納税における返礼品の調達状況と資金

使途を検討するにあたり、Resasの活用可能性について検

討する。長崎県平戸市と埼玉県深谷市を事例として報告

する。Resasの積極的な活用を行えば、ふるさと納税によ

る調達資金の有効活用が可能であることを提示する。 

 最後に、北海道上士幌町のふるさと納税を通じたまち

づくり策とそれによるシティプロモーション効果を、主

に移住者増の観点で事例報告する。 

 

【考察・今後の展開】 

 ふるさと納税については、その存在意義、制度設計に

ついて賛否両論存在し、今後、議論を発展させていく必

要がある。今回の報告は、同制度が地域の事業者育成支

援策としては一定の機能を果たしている可能性や産官金

連携の誕生など、事例報告を中心にプラス面にフォーカ

スを当てた。今後は、マイナス面の事例積み上げと定量

分析を実施することで、本制度に対する総合的な評価を

行う必要性がある。 

102



ふるさと納税の効果検証と課題 

～事業者育成効果と使い道における課題（Resasの活用提案）～ 

保田 隆明（神戸大学） 

 

Keyword： ふるさと納税、地域活性、事業者育成、資金使途、Resas、返礼品、シティプロモーション 

 

【問題・目的・背景】 
 ふるさと納税は、自治体運営における従来の行政学、財

政学、観光学、都市計画論などの領域を超え、企業経営に

おける商品開発、マーケティング、人的管理、組織行動、

アントレプレナーシップ、財務などの要素が必要な政策で

あり、それゆえに各自治体の取り組みや成果度合いには大

きなバラつきが出ている。従来の自治体運営において、顧

客は地域住民のみであった。それが、寄付者という新たな

潜在顧客が登場したことで自治体運営の目標をどこに定め

るべきか、新たな課題が登場したことになる。顧客という、

従来は企業経営においてのみ登場した概念が自治体運営に

登場したことで、今後の自治体は運営するものから経営す

るものに変化していく可能性が高い。本研究では、まず、

ふるさと納税を通じた地方の事業者の育成効果を事例研究

として提示し、その有効性の議論に先鞭をつける一方、ふ

るさと納税の返礼品の調達、そして、資金の使い道に対し

てのResasの活用の可能性について事例報告を行う。また、

同制度をきっかけとしたシティプロモーション効果につい

ても報告を行い、地方衰退の社会問題の解決策としてふる

さと納税が機能するのか議論する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 まず、ふるさと納税を通じた地方の事業者の育成支援

効果についての事例研究の報告を行う。事例としては、

商品開発、商品改良（SKUの増加含む）、商圏の拡大の3
つを主とする。具体的には、ふるさと納税の返礼品によ

って事業者が商品を改良、改善した事例として、長崎県

平戸市を紹介する。次に、新商品開発事例として、鹿児

島県志布志市の地元の水産企業が加工業への進出を行い、

６次産業化の先鞭をつけた事例や、鹿児島県大崎町では、

地元の飲食店がスイーツの開発を行い、同商品が地元で

の人気商品となって商売が拡大した事例を報告する。ま

た、ふるさと納税をマーケティング市場として活用して

いる事例として、宮崎県都農町と全国的な知名度のある

海産物企業とのコラボ商品開発の事例も報告する。 
 ふるさと納税のポータルサイトや EC モールサイトへ

のヒアリングによると、ふるさと納税の返礼品提供事業

者のうち、大手ECモールに出店しているのは 2割程度
でしかなく（2016年時点）、返礼品提供事業者の多くが、
ふるさと納税をきっかけとして初めてインターネットで

商品を提供開始している。セカンドステップとして通常

のインターネットショッピングに参入する企業が増えて

いくならば、ふるさと納税は商品開発のみならず、流通

圏の拡大も含めて地方の事業者の育成機能を有すること

になる。ふるさと納税以外の商圏の拡大の可能性につい

て検証する。 
 他方、ふるさと納税を通じた障害者雇用の拡大と、育

成の事例も全国で登場しつつあるが、今回は島根県浜田

市の事例を報告する。さらに、地域金融機関によるふる

さと納税をきっかけとした事業者支援の動きも広がって

いるが（産官金連携）、代表事例としての岩手県北上市を

報告する。 

 次に、ふるさと納税における返礼品の調達状況と資金

使途を検討するにあたり、Resasの活用可能性について検

討する。長崎県平戸市と埼玉県深谷市を事例として報告

する。Resasの積極的な活用を行えば、ふるさと納税によ

る調達資金の有効活用が可能であることを提示する。 

 最後に、北海道上士幌町のふるさと納税を通じたまち

づくり策とそれによるシティプロモーション効果を、主

に移住者増の観点で事例報告する。 

 

【考察・今後の展開】 

 ふるさと納税については、その存在意義、制度設計に

ついて賛否両論存在し、今後、議論を発展させていく必

要がある。今回の報告は、同制度が地域の事業者育成支

援策としては一定の機能を果たしている可能性や産官金

連携の誕生など、事例報告を中心にプラス面にフォーカ

スを当てた。今後は、マイナス面の事例積み上げと定量

分析を実施することで、本制度に対する総合的な評価を

行う必要性がある。 

地域金融機関の事業創出支援活動に関する研究 

三條大輔、小野浩幸、柊紫乃、高澤由美（山形大学） 

Keyword：金融機関・経済成長・地方創生 

 

【背景・問題】 

  地方では人口減少や高齢化に伴う消費市場の縮小、需 

要減に伴う企業投資の減少、地域金融機関の融資活動の

縮小など地域経済の停滞が懸念されている。 

このような中、金融庁が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)の導入を行った。 

地域経済活性化を支援する中核的存在として、過度に

担保によらない、事業性評価に立脚した融資を実行する

地域金融機関の存在が期待されている。１ 

一方、80～90年代にかけて企業の資金調達が多様化し、

金融市場からの調達が広く行われるようになった。同時

に、融資の重要度は相対的に下がり、それに伴い金融機

関職員が企業の事業性をみる機会が少なくなり、そのよ

うなスキルを持った職員の減少が指摘されている。高度

な事業性評価能力を必要とする事業性融資をどの程度実

行できるかは、各金融機関の状況、今後の経営戦略の選

択によっている。 

 地域で事業を創出するには、地域金融機関による地域

への事業性融資が必要であり、今後の地域金融機関の事

業性融資がどう変化していくのかが重要視されている。 

 

【研究目的】 

 そこで、本研究では、北海道及び東北地方の地域金融

機関（銀行のみ）の預金・貸出（事業性、消費者ローン、

地方公共団体向け融資）を調べ、地域性（地域の立地条

件や産業構造）、地域金融機関内での階層（リーディング

バンクと第2、第3番手の銀行との違い）の関係について

考察する。 

また、預貸率の高い地域を抽出し、その地域における

預金・貸出（事業性、消費者ローン、地方公共団体向け

融資）の調査・分析を行い、北海道及び東北地方の地域

金融機関との比較検証を行うことで、地域性の違いにつ

いても明らかにする。 

 

【研究方法・研究内容】 

1． 北海道・東北地方のＹ地域における地域金融機関（銀

行のみ）のＩＲ情報、決算短信、有価証券報告書から、

預金・貸出（事業性、消費者ローン、地方公共団体向

け融資）、預貸率について 10年分調査を行い、各金融

機関のデータ分析を行う。 

2． 北海道・東北地方の地域金融機関（銀行のみ）のＩＲ

情報、決算短信、有価証券報告書から、預金・貸出（事

業性、消費者ローン、地方公共団体向け融資）、預貸率

について調査し、地域金融機関内での階層（リーディ

ングバンクと第 2、第 3番手の銀行との違い）の関係

について分析を試みる。 

3． 全国的に見て特徴のある地域に焦点をあて、預金・貸

出（事業性、消費者ローン、地方公共団体向け融資）、

預貸率についてデータ分析を行う。また、北海道・東

北地方の地域金融機関とのデータと比較し、事業性融

資や預貸率、リーディングバンクと第 2、第 3番手の

銀行の比率において、地域性の違いがあるかを調査す

る。 

  

【Ｙ地域における各金融機関のデータ分析】 

東北地方Y地域のリーディングバンクＹとＹ地域の地

方銀行Ｓ、地方銀行Ｋの種別融資額の推移について、平

成20年3月末から平成29年3月末までの預金・貸出（事

業性、消費者ローン、地方公共団体向け融資）を図１、

図２、図３に示す。 

 

 
図１:地方銀行（リーディングバンクＹ）の種別融資額の推移 

（リーディングバンクＹ ＩＲデータより筆者作成） 
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図２：地方銀行Sの種別融資額の推移 

（地方銀行Ｓ ＩＲデータより筆者作成） 

 

 

図３:地方銀行Ｋの種別融資額推移 

（地方銀行Ｋ ＩＲデータより筆者作成） 

 

Ｙ地域のリーディングバンクＹは10年間で預金・貸出

がともに増加し、預貸率は約 9％の増加が見られた。ま

た、貸出における事業性、消費者ローン、地方公共団体

向け融資もともに増加している。 

一方、Ｙ地域の地方銀行Ｓ、地方銀行Ｋについては、

預金・貸出には増加が見られるが、融資の種別ごとの推

移を見ると、地方銀行Ｓでは消費者ローン、地方公共団

体向け融資の増額、地方銀行Ｋでは地方公共団体向け融

資で増額が確認できたが、どちらも事業性融資について

は増加していない。加えて、預貸率の増減を見ても、地

方銀行Ｓでは減少、地方銀行Ｋでは現状維持であった。 

事業性評価に立脚した融資を実行する地域金融機関の

存在が期待されている中、リーディングバンク以外の銀

行では事業性融資が伸びていない現状が調査結果から得

られた。 

 

【北海道・東北地方の預金・貸出金の推移】 

そこで、地域金融機関におけるリーディングバンクと

第 2、第3番手の銀行に分けて、事業性融資増加（10年

前と比較して＋5％以上）、変化なし（＋5％未満～－5％

未満）、減少（－5％以上）に分けたものを作成し、表 1

に示す。 

 

増加 変化なし 減少
リーディングバンク（Ｎ＝7） 6銀行(85,7%) 1銀行(14.2%) なし
第2番手銀行 （Ｎ＝7） １銀行(14.2%) 4銀行(57.1%) 2銀行(28.5%)
第3番手銀行（Ｎ＝３） なし 2銀行(66.6％） 1銀行(33.3％）  

表1：北海道・東北地方の事業性融資の増減比率 

 （北海道・東北地方の銀行ＩＲデータより筆者作成） 

 

北海道・東北地方における地域金融機関のリーディン

グバンクでは、増加が 85.7％、変化なしが 14.2%と増加

傾向である。また、第 2番手銀行では、増加が 14.2％、

変化なしが57.1％、減少が28.5％と変化なしの傾向が強

い。第3番手銀行では、変化なしが66.6％、減少が33.3％

とこちらも変化なしの傾向が強い。このことより、事業

性融資の増減において、リーディングバンクと第2、第 3

番手銀行で差が出たことが明らかとなった。 

近年、預金及び貸出が伸びている中、事業性融資が減

少している地域金融機関があり、預金以上に貸出が伸び

ていない地域金融機関があることが想定される。そこで

預金と貸出でどちらの伸び率が高いのか、預貸率の増減

について調査を行った。 

リーディングバンクと第 2、第 3番手銀行に分けて、

預貸率の増減を表2に示す。 

 

増加 減少
リーディングバンク（Ｎ＝7） １銀行(14.3%) 6銀行(85.7％）
第2番手銀行 （Ｎ＝7） ２銀行(28.5%) 5銀行(71.5%)
第3番手銀行（Ｎ＝３） なし 3銀行(100％）  

表 2: 北海道・東北地方の預貸率の増減比率 

（北海道・東北地方の銀行ＩＲデータより筆者作成） 

 

 北海道・東北地方の地域金融機関において、全体的

に預貸率は減少傾向が強く、預貸率の増加はリーディ

ングバンクでは1銀行、第2番手銀行は2銀行、第3

番手銀行の増加はなしであった。 

 このことから、北海道・東北地方の地域金融機関で

は、貸出よりも預金の伸び率が高く、銀行にある資金

が今まで以上に企業や個人、地方公共団体へ流れる資

金比率が下がっていることがわかる。 
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図２：地方銀行Sの種別融資額の推移 

（地方銀行Ｓ ＩＲデータより筆者作成） 

 

 

図３:地方銀行Ｋの種別融資額推移 

（地方銀行Ｋ ＩＲデータより筆者作成） 

 

Ｙ地域のリーディングバンクＹは10年間で預金・貸出

がともに増加し、預貸率は約 9％の増加が見られた。ま

た、貸出における事業性、消費者ローン、地方公共団体

向け融資もともに増加している。 

一方、Ｙ地域の地方銀行Ｓ、地方銀行Ｋについては、

預金・貸出には増加が見られるが、融資の種別ごとの推

移を見ると、地方銀行Ｓでは消費者ローン、地方公共団

体向け融資の増額、地方銀行Ｋでは地方公共団体向け融

資で増額が確認できたが、どちらも事業性融資について

は増加していない。加えて、預貸率の増減を見ても、地

方銀行Ｓでは減少、地方銀行Ｋでは現状維持であった。 

事業性評価に立脚した融資を実行する地域金融機関の

存在が期待されている中、リーディングバンク以外の銀

行では事業性融資が伸びていない現状が調査結果から得

られた。 

 

【北海道・東北地方の預金・貸出金の推移】 

そこで、地域金融機関におけるリーディングバンクと

第 2、第3番手の銀行に分けて、事業性融資増加（10年

前と比較して＋5％以上）、変化なし（＋5％未満～－5％

未満）、減少（－5％以上）に分けたものを作成し、表 1

に示す。 

 

増加 変化なし 減少
リーディングバンク（Ｎ＝7） 6銀行(85,7%) 1銀行(14.2%) なし
第2番手銀行 （Ｎ＝7） １銀行(14.2%) 4銀行(57.1%) 2銀行(28.5%)
第3番手銀行（Ｎ＝３） なし 2銀行(66.6％） 1銀行(33.3％）  

表1：北海道・東北地方の事業性融資の増減比率 

 （北海道・東北地方の銀行ＩＲデータより筆者作成） 

 

北海道・東北地方における地域金融機関のリーディン

グバンクでは、増加が 85.7％、変化なしが 14.2%と増加

傾向である。また、第 2番手銀行では、増加が 14.2％、

変化なしが57.1％、減少が28.5％と変化なしの傾向が強

い。第3番手銀行では、変化なしが66.6％、減少が33.3％

とこちらも変化なしの傾向が強い。このことより、事業

性融資の増減において、リーディングバンクと第2、第 3

番手銀行で差が出たことが明らかとなった。 

近年、預金及び貸出が伸びている中、事業性融資が減

少している地域金融機関があり、預金以上に貸出が伸び

ていない地域金融機関があることが想定される。そこで

預金と貸出でどちらの伸び率が高いのか、預貸率の増減

について調査を行った。 

リーディングバンクと第 2、第 3番手銀行に分けて、

預貸率の増減を表2に示す。 

 

増加 減少
リーディングバンク（Ｎ＝7） １銀行(14.3%) 6銀行(85.7％）
第2番手銀行 （Ｎ＝7） ２銀行(28.5%) 5銀行(71.5%)
第3番手銀行（Ｎ＝３） なし 3銀行(100％）  

表 2: 北海道・東北地方の預貸率の増減比率 

（北海道・東北地方の銀行ＩＲデータより筆者作成） 

 

 北海道・東北地方の地域金融機関において、全体的

に預貸率は減少傾向が強く、預貸率の増加はリーディ

ングバンクでは1銀行、第2番手銀行は2銀行、第3

番手銀行の増加はなしであった。 

 このことから、北海道・東北地方の地域金融機関で

は、貸出よりも預金の伸び率が高く、銀行にある資金

が今まで以上に企業や個人、地方公共団体へ流れる資

金比率が下がっていることがわかる。 

 

 

 

【金融機関の預貸率の推移と現状】 

 Ｙ地域の金融機関の調査結果や北海道・東北地方の

地域金融機関のデータ分析からもわかることではあ

るが、地域金融機関の近年の傾向として、預金、貸出

金ともに増加しているが、預貸率については減少して

いる。２ 

そこで、平成 29年 3月末における各都道府県別銀

行のみの預金・貸出金・預貸率を表3に示す。 

 

預金 貸出金 預貸率
北海道 156,592 99,382 0.634656
青森 40,696 25,926 0.637065
岩手 47,820 23,064 0.482309
宮城 104,755 63,556 0.606711
秋田 35,567 20,337 0.571794
山形 41,233 24,212 0.5872
福島 76,283 33,958 0.445158
茨城 112,186 60,052 0.53529
栃木 77,480 47,030 0.606995
群馬 74,357 40,344 0.542572
埼玉 290,959 155,728 0.535223
千葉 281,654 138,441 0.491529
東京 2,544,496 2,029,933 0.797774
神奈川 403,914 187,641 0.464557
新潟 86,621 47,587 0.54937
富山 52,880 32,272 0.610287
石川 47,828 28,115 0.587836
福井 31,635 17,213 0.544113
山梨 28,322 11,132 0.393051
長野 74,585 34,283 0.45965
岐阜 74,062 41,276 0.557317
静岡 146,541 101,542 0.692926
愛知 370,021 178,901 0.483489
三重 77,950 34,527 0.442938
滋賀 54,938 32,251 0.587044
京都 124,504 58,950 0.473479
大阪 643,586 377,923 0.587214
兵庫 226,080 105,742 0.467719
奈良 64,763 26,238 0.405139
和歌山 39,802 16,144 0.405608
鳥取 23,238 13,417 0.577373
島根 23,423 12,236 0.522393
岡山 78,851 48,137 0.610481
広島 126,134 90,150 0.714716
山口 60,832 33,238 0.54639
徳島 44,822 19,141 0.427045
香川 52,516 26,673 0.507902
愛媛 68,275 55,520 0.813182
高知 26,282 15,288 0.581691
福岡 222,092 180,976 0.81487
佐賀 24,297 13,000 0.535045
長崎 48,782 27,530 0.564348
熊本 62,457 38,016 0.608675
大分 37,401 23,721 0.634234
宮崎 31,041 24,369 0.785058
鹿児島 45,148 34,850 0.771906
沖縄 45,235 34,980 0.773295  
表3:都道府県別・預金・貸出金・預貸率３ 

 （日本銀行「都道府県別預金・現金・貸出金」より筆者作成） 

  

  表 3 より、北海道・東北地方の預貸率は、全国的に

見て決して低いというわけではない。しかし、九州・

沖縄地方を見ると、預貸率が高いことが分かる。この

ことは、九州・沖縄地方では、起業や個人、地方公共

団体へ多くの資金が融資として、流れていることを示

す。特に九州地方の福岡県の預貸率は、日本一の預貸

率であり、銀行から多くの資金が融資に回っている。 

これらの結果から、九州・沖縄地方の地域金融機関

についての預金・貸出（事業性、消費者ローン、地方

公共団体向け融資）、預貸率についてデータ分析を行い、

北海道・東北地方の地域金融機関との違いを明らかに

していく。 

 

【九州・沖縄地方の預金・貸出金の推移】 

  前述の北海道・東北地方の地域金融機関で行った同

様のデータ分析を九州・沖縄地方の地域金融機関でも

行い、九州・沖縄地方の地域金融機関の事業性融資に

ついて増減比率を表4に示す。 

 

増加 変化なし 減少
リーディングバンク（Ｎ＝8） 5銀行(62.5%) 1銀行(12.5%) 2銀行(25%)
第2番手銀行 （Ｎ＝8） 5銀行(62.5%) 2銀行(25%) 1銀行(12.5%)
第3番手銀行（Ｎ＝３） 2銀行(66.6%) なし  1銀行(33.3％)  
表4：九州・沖縄地方の事業性融資の増減比率 

 （九州・沖縄地方の銀行ＩＲデータより筆者作成） 

 

  九州・沖縄地方における地域金融機関のリーディン

グバンクでは、増加が62.5％、変化なしが12.5%、減
少が25%と増加傾向である。また、第2番手銀行では、
増加が62.5％、変化なしが25％、減少が12.5％と増加
傾向が強い。第3番手銀行は、増加が66.6%、減少が
33.3％とこちらも同様に増加の傾向が強く、全体的に
増加の傾向が見られた。同様に、預貸率の増減につい

ても表5に示す。 
 

増加 減少
リーディングバンク（Ｎ＝8） 4銀行(50%)    4銀行(50％）
第2番手銀行 （Ｎ＝8） 4銀行(50%) 4銀行(50%)
第3番手銀行（Ｎ＝３） 2銀行(66.6％） 1銀行(33.3％）  

表5: 九州・沖縄地方の預貸率の増減比率 

（九州・沖縄地方の銀行ＩＲデータより筆者作成） 

 

預貸率の増減は各銀行によって異なり、リーディン

グバンク、第 2番手銀行、第 3番手銀行という点では

大きな差は見られなかった。 
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【研究結果】 

  北海道・東北地方における地域金融機関では、リーデ

ィングは事業性融資が増加傾向で、第 2、第 3番手の銀

行は変化なし、もしくは減少といった傾向が強いことが

確認できた。 

  一方、九州・沖縄地方における地域金融機関では、リ

ーディングバンク、第 2、第 3番手銀行ともに、増加の

割合が高く、増加傾向であることが確認できた。 

  これらの結果から、事業性融資は地域によって、増減

が異なることやリーディングバンクと 2番手、3番手の

銀行の推移についても地域性によって、増減に違いが現

れることが明らかとなった。 

  

【考察・今後の展開】 

 研究結果より、北海道・東北地方の地域金融機関と九 

州・沖縄地方の地域金融機関との間には、預貸率、預金、

貸出（事業性、消費者ローン、地方公共団体向け融資）、

において、大きな違いが見られ、各金融機関が置かれた

地域によって、事業性融資のあり方が変化することが検

証できた。 

地域金融機関の貸出（事業性、消費者ローン、地方公

共団体向け融資）で事業性融資が伸びれば、地域企業の

活性化に繋がり、さらなる地域の活性化に繋がっていく。 

こうした意味では、北海道・東北地方よりも九州・沖

縄地方の方が、地域金融機関が積極的に事業性融資を行

い、地域企業を活性化させている。 

今後は、銀行の預貸率や預金・貸出（事業性、消費者ロ

ーン、地方公共団体向け融資）について全国的な調査・

分析を行い、地域性（地域の立地条件や産業構造、人口

の増減）との関連性などを組み合わせた研究を行ってい

く。 

 

【引用・参考文献】 

１橋本卓典「捨てられる銀行」2016 
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 地域活性化をビジネスソリューションの体験を通じて学ぶことの意義 

木村 乃（明治大学商学部） 

Keyword： 地域活性化システム論、産学連携、PBL、アクティブラーニング 

 

【問題・目的・背景】 
大学における地域活性化をテーマとするカリキュラム

が拡充しつつある。これらのカリキュラムは課題解決型

学習（PBL）の方法論に従って運用されることが多いが、

その成果を概観すると、目的の曖昧さ、実現性の乏しさ

が目立ち、どこか他人事のような提案となっていること

が多いように感じられる。こうした問題意識を背景とし

て、本研究は、地域活性化をテーマとするカリキュラム

における学習成果をより高い質のものとするためになす

べき改善策を明らかにすることを目的として実施した。 

 

【研究方法・研究内容】 

本研究は以下のフローの通り進めた。 
 

図表１ 本研究のフロー 

 
 
第一に、地域活性化をテーマとしたカリキュラムにお

ける成果を題材としてその特性を検討する。具体的には、

明治大学社会連携機構地域連携推進センターによる学生

派遣プログラムを題材とする。第二に、ビジネスソリュ

ーションをテーマとしたカリキュラムにおける成果を題

材としてその特性を検討する。具体的には、同商学部に

おいて１学年春学期に開講されている「フューチャース

キル講座」（企業課題をテーマとした PBL型授業）を題
材とする。第三に、これら２つの特性の比較を通じて、

地域活性化をビジネスソリューションの体験を通じて学

ぶことの意義を考察する。第四に、地域活性化をテーマ

とする大学教育等におけるカリキュラムの運営手法にビ

ジネスソリューション課題に対するアプローチを導入す

るにあたっての課題を検討し、その克服方法を模索する。 

【研究・調査･分析結果】 

１．学生派遣プログラムにおける学習成果の特性 

（１）学生派遣プログラムの概要 

明治大学社会連携機構は創立者出身 3地域（鳥取県、
山形県天童市、福井県鯖江市）と連携協力に関する協定

を締結し、2012年度から 2015年度に学生と地域住民と
の交流・連携及び現地調査・取材を通した「地域活性化

への提言」を行う課題解決型の学生派遣プログラムを実

施している。なお、2016年度以降は「創立者のふるさと
活動隊」として現地活動に参加している。 

 
（２）学生派遣プログラムのテーマと成果 

①学習テーマ 

自治体が学生に課したテーマは図表２の通り、地域ブ

ランド創造、観光誘客、移住・定住という地方創生の定

番と言うべきテーマである。 
 
図表２ 自治体から提示されたテーマ（課題） 

年度 自治体 テーマ（課題） 

2012 鯖江市 鯖江ブランドの創造 

天童市 天童ブランドの創造 

鳥取県 鹿野町からの発信～ 

2013 鯖江市 交流人口の増加に向けて 

天童市 観光誘客交流人口の拡大について 

鳥取県 鳥取市鹿野町、鳥取市佐治町での地域活性化 

2014 鯖江市 鯖江ブランド創造プロジェクト 

天童市 中心市街地の活性化について 

鳥取県 とっとりを発信する！ 

2015 鯖江市 若者が住みたくなる・住み続けたくなるまちづくり 

天童市 移住、定住者を拡大するための取組 

成婚率をアップさせるための取組 

鳥取県 二部の歴史文化を活用した地域の活性化 

農家食堂上代学校の集客アップ 

 

②学習成果 

2012 年度から同じ３自治体をフィールドとしたプロ
グラムであり、テーマをみても年度を追うごとに具体性

を帯びきていることから、主催者も自治体も同プログラ

ムの運用に習熟してきたものとみえる。そこで、ここで

は最新の2015年度における８チームの成果（図表３）を
対象としてその概要を整理しておきたい。 
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図表３ プログラム成果（提言タイトル）一覧 

自治体 提言タイトルと概要 

鳥取県 はじめの壱歩！弐部！参勤交代！ 

鳥取県 鳥取県伯耆町 台風の目計画 

天童市 地方創生の最先端！～さらなる活性化に必要な農業・PR力 

天童市 学生派遣プログラム成果報告書（UIターン者の増加） 

天童市 移住体験プログラムIn 天童 

鯖江市 挑戦できる町、鯖江 

鯖江市 河和田に住もう！！農業と伝統文化の魅力を最大限に伝えよう 

鯖江市 めがねを感じる。やっぱり鯖江の👓👓がNO1 

 
鳥取県の「はじめの壱歩！弐部！参勤交代！」は数々

の歴史資産が残る「二部地区の歴史を活用した活性化」

をテーマとした提言である。定住人口増を「最終目的」

としつつもその内容はあくまでも「二部地区の歴史」資

産の活用が主題となっている。 
 
「鳥取県伯耆町 台風の目計画」は株式会社上代学校

が経営する農家食堂の集客向上という具体性の高いテー

マに対応した提言であり、そのための詳細なプランがソ

フト、ハードにわたって、必然性を示すエビデンスや連

携すべき団体名も添えてまとめられている。 
 
天童市の「地方創生の最先端！～さらなる活性化に必

要な農業・PR力」は、現状を分析した結果として市・県
外からの就農増加が活性化の鍵となるとの一定の結論を

導き出し、農家、JA、市（行政）それぞれの問題意識や
取組を踏まえた各種施策を提言している。 

 
「学生派遣プログラム成果報告書（UI ターン者の増
加）」は、天童市へのUIターンを促す施策を提言したも
のであるが、UIターンを促すことの必然性に関する検証
はほとんどなく、検討された施策も一般的な政策傾向に

合わせた内容になっている。 
 
「移住体験プログラム In 天童」は移住・定住の拡大、
成婚率向上という課題に対して、職の確保、居住地の確

保、地域コミュニティへの参加という３つの柱が仕組み

づくりの核として必要であることを提言したものである

が、その内容は地元住民の思いと学生のアイデアを列挙

したものとなっている。 
 
「挑戦できる町、鯖江～鯖江キャンパス設立して学生

を呼び込もう」は、同市がこれまで若者層に対して補助

金を含めた手厚い支援をしてきたという事実から、同市

を学生にとって「挑戦しやすい街」であると規定し、明

治大学や金沢大学が市との提携による「鯖江キャンパス」

の設立・運営、及び４つの講義例を提言したものである。 
 
「河和田に住もう！！農業と伝統文化の魅力を最大限

に伝えよう」は、「課題はあるとはいえ、多くの人々、特

に、若年層の人々に住んでもらいたい」との発想のもと

で、同地区の魅力を全面的に売り出すことの重要性を訴

えた内容となっているが、その政策の必要性については

言及されていない。 
 

「めがねを感じる。やっぱり鯖江の👓👓がNO1－👓👓を
産業から文化へ」は、特産品の「めがね」を市民にとっ

ての「誇り」に育てようという提言である。めがねをあ

しらったアート作品の街中での設置、駅外装・内容への

めがねデザインの採用、学校でのめがね形のパン（給食）、

遊具等への採用のほか、チタン加工技術の認知度アップ

に向けた取組等を挙げたものとなっているが、これらの

取組によりどのように地域を活性化するのかについては

ほとんど言及されていない。 
 

２．フューチャースキル講座における学習成果の特性 

（１）フューチャースキル講座の概要 

明治大学商学部の「フューチャースキル講座」は2011
年度に開講されたビジネスソリューションをテーマとし

たPBL型のカリキュラム（2015年度までの講座名は「就
業力養成講座」）であり、協力企業における実際的な経営

課題の解決に社員（ビジネスパーソン）として取組み、

上司にその成果を報告するものである。 
 

（２）フューチャースキル講座のテーマと成果 

①学習テーマ 

図表４に示した通り、2013年度から 2017年度の５か
年に協力企業から提示されたテーマ（課題）は各社にお

ける実際的な経営課題であり、地域活性化や社会貢献を

企図したテーマではない。筆者が担当した2017年度の授
業では図表４中末尾の❶❷❸を付した３つのテーマに取

り組んだ。それぞれのテーマに対して６チーム、６チー

ム、１２チームの提案がなされている。 
 

図表４ 協力企業から提示されたテーマ（課題）一覧 

課題 

民間学童保育事業の新規サービスの立案 
某食品の拡販企画の立案 
国内でネット予約・販売する夏休み宿泊プランの立案 
建設・設備業における人材不足解消策の立案 
自動車保険商品の大学生向けプロモーション戦略の立案 
インターネット通販売上向上策の立案 
レストランの売上向上策の立案 
産直イベントの集客増加策の立案 
鉄道沿線地域における新規生活サービスの立案 
遊休社有地の有効活用策の立案 
郊外住宅地域への乗客誘引施設の企画 
損保業におけるスマホアプリの新機能・サービスの企画 
レストランにおける「プレミアムフライデー」商品の企画 
❶マーケティング課題を解決する新規サービスの立案 
❷10年後の金融機関支店のあり方の立案 
❸子育て世代の沿線定住を促す新規サービスの立案 
（注）企業名は秘匿し、課題も表現を加工している。 
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「挑戦できる町、鯖江～鯖江キャンパス設立して学生

を呼び込もう」は、同市がこれまで若者層に対して補助

金を含めた手厚い支援をしてきたという事実から、同市
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治大学や金沢大学が市との提携による「鯖江キャンパス」
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「めがねを感じる。やっぱり鯖江の👓👓がNO1－👓👓を
産業から文化へ」は、特産品の「めがね」を市民にとっ

ての「誇り」に育てようという提言である。めがねをあ

しらったアート作品の街中での設置、駅外装・内容への

めがねデザインの採用、学校でのめがね形のパン（給食）、

遊具等への採用のほか、チタン加工技術の認知度アップ

に向けた取組等を挙げたものとなっているが、これらの

取組によりどのように地域を活性化するのかについては

ほとんど言及されていない。 
 

２．フューチャースキル講座における学習成果の特性 

（１）フューチャースキル講座の概要 

明治大学商学部の「フューチャースキル講座」は2011
年度に開講されたビジネスソリューションをテーマとし

たPBL型のカリキュラム（2015年度までの講座名は「就
業力養成講座」）であり、協力企業における実際的な経営

課題の解決に社員（ビジネスパーソン）として取組み、
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（２）フューチャースキル講座のテーマと成果 

①学習テーマ 

図表４に示した通り、2013年度から 2017年度の５か
年に協力企業から提示されたテーマ（課題）は各社にお

ける実際的な経営課題であり、地域活性化や社会貢献を

企図したテーマではない。筆者が担当した2017年度の授
業では図表４中末尾の❶❷❸を付した３つのテーマに取

り組んだ。それぞれのテーマに対して６チーム、６チー
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図表４ 協力企業から提示されたテーマ（課題）一覧 

課題 

民間学童保育事業の新規サービスの立案 
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国内でネット予約・販売する夏休み宿泊プランの立案 
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いる。子育て支援、教育支援、高齢者向け生活支援、空
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き家・物件管理・活用、コミュニティ管理、農業振興と

いった公共政策に通じる提案がなされている。過年度に

おいては、建設・設備業界における人材不足を解消する

ための職業訓練の導入、地方の特産品の拡販につながる

産直イベントの提案、各種の生活支援サービスやにぎわ

いづくりの提案などがなされている。目的は主として課

題提示企業の収益向上であるが、テーマによっては地域

の活性化につながる可能性が高い提案がしばしば立案さ

れるようである。 

 

④検証された実現可能性 

ビジネスソリューションをテーマとしたカリキュラム

では課題提示企業と担当教員の指導により、ソリューシ

ョンに係るアイデア以上に、統計、市場調査、類似事例

等の客観的エビデンスに基づく検証が求められている。

したがってその成果には、ニーズ、シーズ、法制度、収

益性等の裏付けが盛り込まれているか、少なくとも盛り

込もうとする意図が示されている。 

 
４．地域活性化をビジネスソリューションの体験を通じ

て学ぶことの意義 

大学において地域活性化を学ぶ科目を開設・運営する

にあたり、“絵に描いた餅”と揶揄されることも少なくな

い一般的な行政政策のミニチュア版を立案することで学

生を満足させるわけにはいかない。 

地域活性化をテーマとしたカリキュラムにおいて起こ

りがちな「資源活用発想の顛倒性」、「自覚ある責任主体の

曖昧性」を克服し、また「検証された実現可能性」を伴う提

言の立案を可能とするためには、企業の経営現場におけ

る実践課題がもつ「地域活性につながりうるソリューションの頻

出性」に着目したビジネスソリューションをテーマとし

たカリキュラム及びその運営方法を導入することには大

きな意義があるものと考えられる。 

 
５．地域活性化をテーマとするカリキュラムビジネスソ

リューション課題に対するアプローチを導入するに

あたっての課題 

（１）導入にあたっての３つの課題 

①協力企業の確保 

カリキュラムの趣旨、運営方針等に賛同し、事前事

後の教員等との協議及び複数回に及ぶ授業における指

導に参画することを受入れる協力企業を確保すること

必要である。 

 

②カリキュラム設計ノウハウの確保 

ビジネスソリューションをテーマとしつつ、その検

討成果が地域活性化につながりうる適切なテーマ設定

や効果的なフィールドワークの組立には、ビジネスと

地域活性化の関係性、連動性に関する一定の専門性が

必要とされる。 

 

③カリキュラム運営ノウハウ（適任教員）の確保 

上記①②をコーディネートする教員には、企業経営

に関する専門性が求められるほかビジネスや地域の現

場における実践経験が求められる。こうした人材を学

内外において確保することが必要である。 

 

（２）ECM（エデュケーションチェーン・マネジメント）

の概念に基づく検討の必要性 

これら課題については大学組織内部による検討にとど

めず、ECM（エデュケーションチェーン・マネジメント）

の概念に基づく検討、すなわち“潜在的組織参加者”＝

協力企業・組織等を交えて検討することが望ましい。明

治大学商学部においては校友組織であり、上場企業等の

役員・幹部社員で構成する連合駿台会が大きな役割を果

たしている。また、大学立地地域の商工会議所、商工会、

法人会、商工会議所青年部、青年会議所等の経済団体等

との連携が必要となるであろう。 

 

【考察・今後の展開】 

前出の課題「②カリキュラム設計ノウハウの確保」の

うち適切なテーマの設定に関しては「地域活性につなが

りうるソリューションの頻出性」に期待するばかりでな

く、地域密着型マーケティング、地域課題の解決を企図

するソーシャルビジネス、経営戦略としてのCSR、CSV
の動向を踏まえたテーマ設定を研究していかなければな

らない。そして、実はこれらを研究すること自体が、行

政政策論や NPO 論、コミュニティ論に留まらない、よ
り実践的な「地域活性化」の領域を確立・展開する研究

基盤にもなるであろうと考える。 
 

【引用・参考文献】 

‧ 明治大学社会連携機構.創立者出身地への学生派遣プロ

グラム実施報告書 2016,2015,2014,2013,2012 

‧ 久保隆光（2017）.フューチャースキル講座における「や

わらかいエデュケーションチェーン 明大商学論叢 

第 99巻,29p-41p. 
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地域金融機関職員の企業目利きに対する意識変化 

白幡 瑛、小野 浩幸、兒玉 直樹（山形大学） 

Keyword： 地域金融機関、産学金連携、地域産業活性化 

 

【問題・目的・背景】 

近年、金融庁の政策方針の転換等を受け、地域金融機関

は地方創生の担い手として期待されている。例えば平成27

事務年度金融行政方針では、具体的重点施策として「企業

の価値向上、経済の持続的成長と地方創生に貢献する金融

業の実現」が掲げられた。また、「企業の事業内容や成長可

能性等を適切に評価（事業性評価）し、融資や本業支援等

を通じて、地域産業・企業の生産性向上や円滑な新陳代謝

の促進を図り、地方創生に貢献すること」が求められてい

る。 

そのような中で山形大学は独自の学金連携活動を行って

おり、以下のような際立った特徴がある。 

1.金融庁の地域密着型金融政策導入前から独自の背景に

よりスタート 

2.全国で唯一大学が主体となって中小企業庁の助成を受

けシステムを構築 

3.金融機関職員の人材育成を中核とした学金の互恵関係 

 

最初は相互理解を主たる目的として始まった山形大学の

金融機関との連携は、平成19年に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

度が発足され現在に至る。産学連携による新規事業の創出

と地域経済の活性化は、そのまま地域金融機関の本業にと

ってもプラスとなるはずであるが、金融機関ではこれらの

活動は往々にして本業とは別の社会的貢献としてとらえら

れることが多かった。研修では、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、SWOT分析等のツ

ールを用いて課題分析と改革提案を作成し、対象となった

企業に直接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。研修後には各自が実践した内容についてレポ

ートを課し、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。

コーディネータには決算書など過去の情報に縛られず、企

業の可能性を見出し、未来を共に創る姿勢が求められる。

これは前述の事業性評価による取組そのものである。 

当初 2つの金融機関とともにスタートしたこの取り組み

は、県内に拠点を持つ 12の金融機関に拡大し、平成 28年

1 月現在 223 名の産学金連携コーディネータが地域企業の

課題解決やイノベーション創出の支援を行っている

（Fig.1）。 

 

 

本稿では、金融庁の方針転換以前より実施されている産

学金連携コーディネータ研修を通して、山形県の地域金融

機関職員の企業目利きに対する意識にどのような変化が生

じたのかを分析し、コーディネータ研修および認定が組織

としての企業目利きへの意識の醸成に影響しているかを検

証する。同時に、現状の学金連携活動についての課題や示

唆を整理し、今後の改善への一助とすることを目的とする。 

 

【研究方法・研究内容】 

 産学金連携コーディネータ研修の受講者に、研修終了

後に金融業務における研修の有効性についてアンケート

調査を実施した。そのうち、同一のアンケート票を使用

し、金融機関数や構成に大きな変化のない平成26年から

平成28年までについてアンケート項目を分析する。 

 

〇調査テーマ：金融業務における産学連携コーディネー

タ研修の有効性 

〇調査対象：金融機関受講者 計180名 

〇調査方法： 4段階評価および自由記述 

〇アンケート項目： 

Q1.研修の意義・目的の理解度 

Q2.金融機関の企業目利きとの同一性 

Q3.日常業務への有効性 

Q4.研修内容の実践により企業評価は変わる 

Q5.研修内容の実践は企業から求められる 

Q6.研修内容の実践は業務成績につながる 

Fig.1 山形大学産学金連携プラットフォーム 
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Q7.コーディネータ活動を行う上で必要なこと 

 

 

 

 

【研究・調査･分析結果】 

（１） 定量情報の分析結果 

１－１．全体の推移 

4 段階評価項目のアンケート集計結果を Fig.3 に示

す。縦軸は 4 段階評価での得点で各項目の平均評点を

表している。H26～H28の各項目の全体の平均点は以下

のような範囲であった。 

 

Q1. 研修の意義・目的の理解度     3.79pt±Δ0.05pt 

Q2. 金融機関の目利きとの同一性   2.97pt±Δ0.11pt 

Q3. 日常業務への有効性          3.77pt±Δ0.10pt 

Q4. 実践により企業評価は変わる   3.69pt±Δ0.13pt 

Q5. 研修内容は企業から求められる 3.81pt±Δ0.07pt 

Q6. 研修内容は業務成績に繋がる  3.59pt±Δ0.09pt 

 

 全体としてはQ3.金融機関の目利きとの同一性のみ3pt

を下回っているが、その他の項目では 3.5pt 以上の高評

価となった。 

 

 

１－２．金融機関業態別の推移 

 次に金融機関の業態別のアンケート集計結果（Fig.4）

について傾向を明らかにする。 

 

 

 

業態ごとの特徴が著しいのは目利きの同一性に関する

Q2である。H26～H27にかけて、地方銀行と信用金庫が大

きく下がっている一方、信用組合は同一性が高まったと

回答している。H27～H28においては、地方銀行が H26の

水準まで回復している中、共同組織はどちらも微減して

いる。また、地方銀行と信用組合ではQ2と連動して、Q3.

業務への有効性 が同様の変化をする傾向があった。また、

3ヵ年通算の平均点で比較した場合でも、機関毎の差が最

も顕著だったのはQ2である。地方銀行では3.39pと全体

平均よりも0.3pt以上高い結果となった（Fig.5）。 

 

  

 

  

１－３．受講開始時期別の平均点 

H26までに既に研修は 7年間にわたり実施されており、

その間に研修に参加する機関数も年々増加した。研修へ

の参加時期を初期（～H19、1地方銀行、1信用金庫）、中

期（H20～H22、2地方銀行、1信用金庫、1信用組合）、後

                     ※（ ）は機関数 

Fig.2 受講者数と所属機関内訳 

Fig.3 受講者アンケート平均点（全体） 

Fig.4 機関業態別の受講者アンケート平均点 

（左上：地方銀行, 右上：信用金庫, 左下：信用組合 ） 

Fig.5 期間種類別のアンケート平均点 

（H26~H28合算） 
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期（H24～H26、2信用金庫、2信用組合）に分け、平均点

を算出した（Fig.6）。 

その結果、Q2では研修参加時期が早い機関のほうが研

修の事業目利きと実際の目利きが同一であるとする割合

が高く、研修参加時期が遅い機関ほど同一ではないと回

答する傾向が明らかである。一方で、Q3.日常業務への有

効性 および Q4. 実践により企業評価は変わる の質問

に対しては、研修参加時期が遅い機関のほうがより肯定

的であるが、その差は Q2に見られる変化量より小さい。 

 

 

 

 

（２） 定性情報の分析結果 

  初めに前項で特徴的であった Q2.金融機関の目利き

との同一性 に対する自由記述欄の回答について分析す

る。 

Q2に対する自由回答のうち、「違う」「異なる」「できて

いない」など研修内容と実務の乖離や現状の問題点を連

想させる単語を含まれている回答は81件であった。この

81件に対し、テキストマイニング（多次元尺度構成法）

を行いFig.7に示す。 

 Fig.7より、「目利き」に対して「財務」「内容」「金

融」「実績」等の語句が近く、「分析」についても「決算」

「数字」「リスク」を筆頭に「定量」が「定性」よりも近

距離にプロットされた。金融機関の目利きと乖離してい

ると感じている受講者の多くは、手法の違い等ではなく、

俄然として過去の情報を重視した目利きに偏重している

と感じさせる結果となった。また、少数ながら「基本的

な考え方や手法は同じだが、（現在の金融機関の）目利き

の目的が資金需要の創出のみで企業の将来を考えてはい

ない。」といった意見も見られた。 

 

 

続いて、Q7. コーディネータ活動を行う上で必要なこ

とについて、自由回答をその内容から①個々人が対象の

回答（87件）、②所属金融機関が対象の回答（65件）、③

外部（大学等や他の金融機関機関、支援機関など）（65

件）に対するものの３つに大きく分類した。①②に分類

した自由回答について、同様に多次元尺度により、テキ

ストマイニングを行い、Fig.8およびFig.9に表す。 

①の個々人に対する必要なものでは、「企業」「実践「必

要」「時間」が最頻出語句である。Fig.8のクラスターや

主な回答より受講者は「企業に対して提案だけにとどま

らない実践を行うこと」「実践やスキルアップのための時

間」「ひとりひとりが企業に興味関心を持つこと」「時間

をつくり企業へ積極的に訪問し課題を発見・分析する意

識」といった意見が主体であった。 

 

Fig.6 受講開始時期別のアンケート平均点 

（H26~H28合算） 

Fig.8  Q７に関する自由回答の分析結果 

（個々人を対象にする回答のみ） 

Fig.7  Q2に関する自由回答の分析結果 
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Fig.9  Q７に関する自由回答の分析結果 

（所属する金融機関に対する回答） 

 

②の所属機関に対する回答の中で、頻繁に登場する語

句は「企業」「金融機関」「企業」「研修」「支援」「実績」

であった。特に「コーディネータの活動への理解・評価

と実績の蓄積」「組織内部での定期的な研修」が必要とす

る回答が多かった。 

 ③の外部に対しての回答では、各機関へ「情報交換」「情

報共有」の要望が大半を占める。山形大学への意見とし

ては、「コーディネータ活動実績の共有やコーディネータ

同士の交流の場」に対する意見も見受けられた。 

 

【考察・今後の展開】 

1．金融機関職員の企業目利きに対する意識変化 

 地方創生への貢献が期待されている金融機関職員の意

識が求められている。従来からの財務評価を中心とした

意識から、企業が行う事業そのものの事業性へと意識変

化が期待される。果たして変化しうるのか、あるいは変

化しているのかについて、10年前から事業目利き研修に

取り組んでいる山形大学の事例を対象として調査した。 

 アンケート結果によると、山形県全体としては H26～

H28において企業目利き（事業性評価）に対する認識に大

きな変化はないが、注目すべき「金融機関にとっての目

利きと研修の事業性目利きが同一である」と「研修の実

践（事業性の目利き）の実践は業務実績につながる」の

設問に対しては、傾向としてはむしろ肯定的な回答が微

減であった。 

金融庁からの強い要請を受け、目指すべき方向性は金

融機関として共有できているはずである。もし仮にそう

だとすると、職員一人ひとりの目利きに対する理解が深

まり、求められる水準と現状との差を冷静もしくは悲観

的に捉えているのではないか。 

 研修受講の開始時期による意識の差という面において

は、アンケート結果より組織全体の認識が研修の目標と

同じベクトルを向いていることが確認できた。ただし、

実践段階においては評価や実績についてシビアに判断し

ていると考えられる。 

 

2．現状の学金連携活動についての課題や示唆 

 金融機関職員がコーディネータとして活動する上で

「実践」「意識」「知識・スキル」「時間」等が重要なキー

ワードであることが分かった。大学としては、「知識・ス

キル」面に対していくつか直接的なアプローチが可能で

ある。例えば既に活動しているコーディネータの成功事

例や支援ノウハウの共有など積極的な支援のほかを行っ

ていく必要がある。加えて、現状研修後の「実践」段階

において受講者から大学へのコーディネータとしての活

動自体や手法についての相談は極めて少ない。受講者の

さらなる成長のために、山形大学は単なる相談窓口では

なく活動全般のアドバイザーとして存在するべきだろう。 

研修後も大学が積極的に関わることで、コーディネータ

一人ひとりの活動の質が向上し、地域経済のさらなる成

長につながることを期待したい。 
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化が期待される。果たして変化しうるのか、あるいは変

化しているのかについて、10年前から事業目利き研修に

取り組んでいる山形大学の事例を対象として調査した。 

 アンケート結果によると、山形県全体としては H26～

H28において企業目利き（事業性評価）に対する認識に大

きな変化はないが、注目すべき「金融機関にとっての目

利きと研修の事業性目利きが同一である」と「研修の実

践（事業性の目利き）の実践は業務実績につながる」の

設問に対しては、傾向としてはむしろ肯定的な回答が微

減であった。 

金融庁からの強い要請を受け、目指すべき方向性は金

融機関として共有できているはずである。もし仮にそう

だとすると、職員一人ひとりの目利きに対する理解が深

まり、求められる水準と現状との差を冷静もしくは悲観

的に捉えているのではないか。 

 研修受講の開始時期による意識の差という面において

は、アンケート結果より組織全体の認識が研修の目標と

同じベクトルを向いていることが確認できた。ただし、

実践段階においては評価や実績についてシビアに判断し

ていると考えられる。 

 

2．現状の学金連携活動についての課題や示唆 

 金融機関職員がコーディネータとして活動する上で

「実践」「意識」「知識・スキル」「時間」等が重要なキー

ワードであることが分かった。大学としては、「知識・ス

キル」面に対していくつか直接的なアプローチが可能で

ある。例えば既に活動しているコーディネータの成功事

例や支援ノウハウの共有など積極的な支援のほかを行っ

ていく必要がある。加えて、現状研修後の「実践」段階

において受講者から大学へのコーディネータとしての活

動自体や手法についての相談は極めて少ない。受講者の

さらなる成長のために、山形大学は単なる相談窓口では

なく活動全般のアドバイザーとして存在するべきだろう。 

研修後も大学が積極的に関わることで、コーディネータ

一人ひとりの活動の質が向上し、地域経済のさらなる成

長につながることを期待したい。 
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地域活性化の主体としてのアントレプレナーの内面的側面についての考察 

 

石川秀樹（SBI大学院大学） 

Keyword： 起業家精神 イノベーション インバウンド消費  

 

【問題・目的・背景】 
人口減少による経済成長への負の影響を克服するために、

外国人観光客によるインバウンド消費を増加させようとい

う取り組みは、日本再興戦略 2016（総理官邸 2016）にお

いても、ローカルアベノミクスの深化の中で観光立国とし

て課題になるなど、重要度の高い政策課題である。 
 2016年にはインバウンド消費は3兆7,476億円に上るが、

外国人旅行者の過半がリピーターであり、リピーターは買

い物や観光よりも文化体験等を好む傾向がある（観光庁

2017）。したがって、外国人旅行者を増やすためには、外

国人が楽しむことができる日本ならではの体験を提供でき

るがことが重要となる。日本ならではということであれば、

都会に限らず、全国各地の地域資源を活用した体験サービ

スを開発・提供できる可能性がある。 
 すでに、都会以外の地域において、地域資源を活用して

外国人旅行者に対して日本ならではの体験を提供し、多く

の外国人旅行者を呼び寄せている成功事例もみられる。彼

らの多くは、シュンペーターのいう新結合（新たな生産物

の創出・新たな生産方式の創出・新たな組織の創出・新た

な市場の創出・新たな買い付け先の開拓）を行っていると

いう意味でアントレプレナーと考えることができる（シュ

ンペーター 1912）。 
 そこで、本研究では、既に蓄積のあるアントレプレナー

研究の成果を用いることによって、成功事例の中心人物の

個人の特徴や行動特性がどのように成功に結びついたかを

明らかにすることを目的としている。 
  
【研究方法・研究内容】 

本研究はインタビュー形式によるケーススタディーの方

法を採用する。アントレプレナーの内面的側面を成功要因

としてあげる研究は多数存在する。それらの研究において

アントレプレナーに特徴的とされる個人的特徴や行動特性

を用いて、外国人旅行者に体験サービスを提供することに

成功した人物の内面的な特徴を明らかにする。具体的には、

革新性・積極性・リスク志向（Covin and Slevin 1989）、
情熱・共有されたビジョン・自己効力感 (Baum and Locke 
2004)、質問力・観察力・仮説検証力・ネットワーク思考力

（Dyer et al. 2008）、自己効力感・打たれ強さ（Bullough 
and Renko 2013）である。これら明らかにする質問を用意

し、インタビューを行う。 
 成功事例としては、年間1000人以上もの外国人が訪問す

る山梨県南アルプス市に所在する観光農園「中込農園」を

取り上げ、同農園の共同代表である中込一正氏へのインタ

ビューを通して、中込氏の個人的特徴を明らかにするとと

もに、それらが現在の成功にどのように影響したかを分析

し、外国人旅行者の呼び込みに成功するための示唆を得る。 

 

（資料） 中込農園の英文のホームページ 
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【研究・調査】 

インタビュー概要は次のとおり。 

中込一正氏は米国の大学院に留学経験があり、高校の英

語教師をする傍ら実家の観光農園を手伝っていたが、その

後、教師をやめて農園経営に専念した。現在、同氏はファ

ームステイ、ホームページ企画・運営、集客、メディア対

応を行う同農園の共同代表であり、同氏の兄が山梨県農業

試験場退職後、果物の栽培を行う共同代表となっている。

中込農園は外国人旅行者が多いことで有名となったが、利

用者は日本人の方が圧倒的に多く、日本人からの評価も高

い。 

中込氏は、幼少期より、人がやらないことを実行すると

いう革新性がきわめて強く、インターネット黎明期に、い

ち早くホームページを作成し、ヤフーのポータルサイトの

上位に掲載されたことが現在の成功のきっかけになった。

しかし、当初からインターネットによる大成功を戦略的に

考えていたわけではなく、3 組の顧客がホームページ経由

で予約したことによってお客を呼べる手段と分かり、充実

させていった。 

その後、農園を訪れたマレーシアからのJICA研修生から

「英語が上手なので英語のホームページを作ってはどう

か」と提案された。その後放置していたところ、メールで

催促されて英語でのホームページを制作した。 

当初は農園紹介のホームページを英語化しただけであ

ったが、その後、日本語を話すことができない日系カナ

ダ人から住み込みで農作業を行いたいという依頼があっ

たので、栽培方法などを英語でホームページに掲載する

とともにファームステイのプログラムを創った。 

しかし、その後、トラブルは頻発し、中には警察沙汰

などのトラブルを起こす外国人も出始めた。しかし、そ

こで外国人のファームスステイをやめようとは考えなか

った。なぜなら、外国人のファームステイによって、中

込氏が教えてもらうことも大きかったからである。また、

考え抜けば解決策は見つかるはずだと考えたからである。

考えた結果、外国人のトラブルの多くは日本のマナーや

習慣を知らないからであり、それをホームページで紹介

するとともに、それらを遵守すると約束した外国人だけ

をファームステイに受け入れることとした。このプロセ

スによって、年 3000 人程度のファームステイ希望者を

150から 180人程度に絞り込んでいる。その結果、トラブ

ルは減少するとともに、外国人にも、日本の生活習慣ま

で体験できると、SNSや旅行サイトでも好評となっており、

フルーツ狩りでの検索順位は１位である。 

インターネットを見て電子メールあるいは電話での予

約を受け付けており、予約が多く早期に予約受付を中止

することも多い。 

果物狩りにおいても、外国人の中には入場人数をごま

かしたり、鞄に果物を入れて持ち帰ったりする人も大勢

いた。そこで、ホームページで大きな鞄の農園内への持

ち込みの禁止などの注意事項を英語、中国語（繁字体・

簡字体）で書くととともに、農園内でも掲示板を設置し、

様子を観察しているところである。 

この点に関し、中込氏は、日本におけるマナーなどを

教えずに日本の宣伝だけを行い外国人観光客を増やせば

よいという姿勢は、外国人旅行者のトラブルを増加させ、

外国人旅行者・日本人の双方に悪影響を及ぼしかねない

と懸念する。 

 中込氏は新たなアイデアなどを他人に相談することは

少なく、自分で何度もじっくり考える。その際、顧客視

点で見て、人と同じで目立たなくなっていないか、本当

にそれで十分か、と考える。そして、実際に試してみて、

反応を確認しながら、「試行錯誤」しながら進めていく。

とたえば、外国人旅行者のトラブルも、多くは日本のマ

ナーを知らないからだという仮説を立てて、ホームペー

ジに日本のマナーを紹介したり、農園に外国語の注意書

きを立てて反応を確認したりしている。 

 中込氏によると、外国人観光客は日本人とは文化が違

うので大変だという。しかし、外国人に、日本と日本人

のすばらしさを正しく伝えたいという思いが事業への情

熱の基になっているという。外国人に日本や日本人につ

いて説明する際に、お互いの文化について語り合うこと

になり、その度ごとに、中込氏自身が外国についてだけ

ではなく、日本についても深く学ぶことが多いと感じて

いる。 

 中込氏は英語で外国人観光客に対応しているが、英語

を話すことができる人材が少ないのが課題だと指摘する。

中込農園は先駆けであるので英語のできる人材が集まる

が、他の農園では簡単には見つけることはできない。語

学ができなければ、農園や日本にすばらしさも教えるこ

とはできないと危機感を募らせる。 

 

【分析結果】 

 以上のインタビュー内容を基に、同氏の個人的特徴を

先行研究におけるアントレプレナーの個人的特徴と比較

しながら、同氏の成功の要因を探索する。 
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【研究・調査】 

インタビュー概要は次のとおり。 

中込一正氏は米国の大学院に留学経験があり、高校の英

語教師をする傍ら実家の観光農園を手伝っていたが、その

後、教師をやめて農園経営に専念した。現在、同氏はファ

ームステイ、ホームページ企画・運営、集客、メディア対

応を行う同農園の共同代表であり、同氏の兄が山梨県農業

試験場退職後、果物の栽培を行う共同代表となっている。

中込農園は外国人旅行者が多いことで有名となったが、利

用者は日本人の方が圧倒的に多く、日本人からの評価も高

い。 

中込氏は、幼少期より、人がやらないことを実行すると

いう革新性がきわめて強く、インターネット黎明期に、い

ち早くホームページを作成し、ヤフーのポータルサイトの

上位に掲載されたことが現在の成功のきっかけになった。

しかし、当初からインターネットによる大成功を戦略的に

考えていたわけではなく、3 組の顧客がホームページ経由

で予約したことによってお客を呼べる手段と分かり、充実

させていった。 

その後、農園を訪れたマレーシアからのJICA研修生から

「英語が上手なので英語のホームページを作ってはどう

か」と提案された。その後放置していたところ、メールで

催促されて英語でのホームページを制作した。 

当初は農園紹介のホームページを英語化しただけであ

ったが、その後、日本語を話すことができない日系カナ

ダ人から住み込みで農作業を行いたいという依頼があっ

たので、栽培方法などを英語でホームページに掲載する

とともにファームステイのプログラムを創った。 

しかし、その後、トラブルは頻発し、中には警察沙汰

などのトラブルを起こす外国人も出始めた。しかし、そ

こで外国人のファームスステイをやめようとは考えなか

った。なぜなら、外国人のファームステイによって、中

込氏が教えてもらうことも大きかったからである。また、

考え抜けば解決策は見つかるはずだと考えたからである。

考えた結果、外国人のトラブルの多くは日本のマナーや

習慣を知らないからであり、それをホームページで紹介

するとともに、それらを遵守すると約束した外国人だけ

をファームステイに受け入れることとした。このプロセ

スによって、年 3000 人程度のファームステイ希望者を

150から 180人程度に絞り込んでいる。その結果、トラブ

ルは減少するとともに、外国人にも、日本の生活習慣ま

で体験できると、SNSや旅行サイトでも好評となっており、

フルーツ狩りでの検索順位は１位である。 

インターネットを見て電子メールあるいは電話での予

約を受け付けており、予約が多く早期に予約受付を中止

することも多い。 

果物狩りにおいても、外国人の中には入場人数をごま

かしたり、鞄に果物を入れて持ち帰ったりする人も大勢

いた。そこで、ホームページで大きな鞄の農園内への持

ち込みの禁止などの注意事項を英語、中国語（繁字体・

簡字体）で書くととともに、農園内でも掲示板を設置し、

様子を観察しているところである。 

この点に関し、中込氏は、日本におけるマナーなどを

教えずに日本の宣伝だけを行い外国人観光客を増やせば

よいという姿勢は、外国人旅行者のトラブルを増加させ、

外国人旅行者・日本人の双方に悪影響を及ぼしかねない

と懸念する。 

 中込氏は新たなアイデアなどを他人に相談することは

少なく、自分で何度もじっくり考える。その際、顧客視

点で見て、人と同じで目立たなくなっていないか、本当

にそれで十分か、と考える。そして、実際に試してみて、

反応を確認しながら、「試行錯誤」しながら進めていく。

とたえば、外国人旅行者のトラブルも、多くは日本のマ

ナーを知らないからだという仮説を立てて、ホームペー

ジに日本のマナーを紹介したり、農園に外国語の注意書

きを立てて反応を確認したりしている。 

 中込氏によると、外国人観光客は日本人とは文化が違

うので大変だという。しかし、外国人に、日本と日本人

のすばらしさを正しく伝えたいという思いが事業への情

熱の基になっているという。外国人に日本や日本人につ

いて説明する際に、お互いの文化について語り合うこと

になり、その度ごとに、中込氏自身が外国についてだけ

ではなく、日本についても深く学ぶことが多いと感じて

いる。 

 中込氏は英語で外国人観光客に対応しているが、英語

を話すことができる人材が少ないのが課題だと指摘する。

中込農園は先駆けであるので英語のできる人材が集まる

が、他の農園では簡単には見つけることはできない。語

学ができなければ、農園や日本にすばらしさも教えるこ

とはできないと危機感を募らせる。 

 

【分析結果】 

 以上のインタビュー内容を基に、同氏の個人的特徴を

先行研究におけるアントレプレナーの個人的特徴と比較

しながら、同氏の成功の要因を探索する。 

 

革新性・積極性・リスク志向（Covin and Slevin 1989） 

 Covin and Slevin (1989)によれば、革新性・積極性・

リスク志向という経営姿勢が小規模な企業の業績に好ま

しい影響を与えるとする。 

中込氏は、周囲に先駆けて農園のホームページを作っ

てみよう、他にないホームページにしようという試みを

継続していることからも、新たなものを好むという革新

性と他に先んじて行動するという積極性は高いと思われ

る。しかし、ホームページ作成など、投資費用が小さい

試みからリスクを限定しながら事業を着実に拡大させて

おり、リスク志向はむしろ弱いと思われる。 

したがって、革新性・積極性は当てはまるが、リスク

志向はあてはまらない。 

 

情熱・ビジョンの共有・自己効力感(Baum and Locke 

2004) 

Baum and Locke (2004)は、アントレプレナーの事業へ

の情熱がビジョンの共有を促すと同時に自己効力感を高

め、業績に好ましい影響を与えるとする。 

中込氏のケースでは、農園のホームページ制作当初や

英語サイト制作当初は大きく成功するとは考えてなかっ

たので、自己効力感が高いとは思われない。また、農園

を外国人に紹介するという強い情熱をはじめからもって

いたわけではない。しかし、外国人向けに日本の農作業

を紹介したり、トラブル防止のため日本でのマナーを紹

介したりしているうちに、日本の農業のクオリティーの

高さとそれを支える農業技術、日本人の勤勉さを伝えた

いと強く思うようになっていった。現在では、その情熱

は会話から伝わり、それが外国人旅行者にも伝わってい
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質問力・観察力・仮説検証力・ネットワーク思考力（Dyer 

et al. 2008） 

Dyer et al.(2008）によれば、アントレプレナーは現

状維持をよしとはせず、常に問い続ける質問力によって、

世の中のトレンドを読み取る観察力がつくとともに、疑

問から仮説を作り検証し（仮説検証力）、また、質問を他
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国人をターゲットにしたりファームステイをしたり、時

代の先駆けとなっているが、そのような世の中のトレン

ドをあらかじめ予想した（観察力）わけではないとのこ

と。また、他の人の意見という意味では、英語のホーム

ページを提案したマレーシアの顧客、ファームステイし

たいというカナダの顧客などの意見を取り入れてあらた

な事業を創造しているが、事業創造において他人の意見

を得ている（ネットワーク思考力）わけではない。 

したがって、質問力、仮説検証力は確認できたが、観

察力、ネットワーク思考力は確認できなかった。 

 

自己効力感・打たれ強さ（Bullough and Renko 2013） 

Bullough and Renko (2013）は、成功するアントレプレ

ナーは自己効力感と打たれ強さがあり、両者は相互に影

響し合っているという。中込氏の「解決方法は何かある

はずだ」という姿勢は自分は必ず解決できるという自己

効力感と解釈することができる。また、外国人による深

刻なトラブルが起こっても、必ず解決できると言う姿勢

でいたので、あきらめずにやり抜くことができたと解釈

できる。ここに自己効力感と打たれ強さ、および両者の

相互関係が確認できる。 

 

【考察】 

今回のインタビューを通じて、インターネット黎明期

にホームページを制作した点を除けば、英語でのホーム

ページやファームステイなどは外国人の顧客の要望に応

えて実現させたものである。つまり、英語が堪能である

という強みを活かして外国人と緊密なコミュニケーショ

ンを行い、外国人の要望に応える形で事業を展開してい

る。その前提として、現状で満足することなく、常に質
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問し、アイデアを考え試している。これは、先行研究で

は、質問力や仮説検証力とされるが、中込農園での取り

組みは、顧客の声を取り込んで、計画・実行・検証･改善

というPDCAサイクルを地道に回していると考えることが

できる。まさしく、中込氏が外国人に紹介する日本人の

生真面目さによる日々のPDCAサイクルによる積み重ねが、

現在の中込農園の独自性と強みを創ったといえるのでは

ないだろうか（下図）。 

 

（図）中込農園が外国人旅行者を獲得する要因と 

それらの相互関係 

        

英語が堪能 日本と日本人の良さと伝えたいという情熱   

   ⇓         ⇓ 

外国人旅行者と緊密なコミュニケーション 

 ⇓ 

要求・期待の把握 

   ⇓     ＜地道なPDCAサイクル＞ 

【PLAN】          【DO】  【CHECK】  

アイデア（仮説）の創出 ⇒ 実験 ⇒ 観察（検証） 

改善案【ACTION】 

 

   ⇓ 

質の高いサービスの提供 

⇓ 

高い顧客満足 

   ⇓ 

旅行サイトやSNSでの高い評価、検索順位上位 

   ⇓ 

多くの外国人旅行客の予約獲得 

 

【課題・今後の展開】 

アントレプレナーの定義は研究者によってまちまちで

あり、したがって、先行研究によって研究対象のサンプ

ルが大きく異なるという問題点を内包している。 

また、今回は一つの事例についてのインタビュー調査

という制約があった。今後は、他の事例についても調査

し、地域活性化の成功者に共通の個人的特徴・行動特性

を把握したい。 

 なお、本研究では取り上げなかったが、中込農園は、

英語が堪能でインターネットを活用したマーケティング

を行う中込一正氏と、山梨県の農業試験場に勤務し果樹

栽培に高い技術を持つ一正氏の兄が兄弟という形で強い

絆で結ばれているということも重要な成功要因であろう。

本年の 3 月にシリコンバレー研究視察の際に、当地のベ

ンチャー企業の経営者が次のように語った。 

ベンチャーは経営全般を見る人間と技術をみる人間の

二人必要ですから、シリコンバレーには、経営系の人

間と技術系の人間が出会うイベントが多い。ところが、

日本ではそのような機会が少なく、技術屋に経営を教

えようとしている。技術と経営と両方ができる人間な

んてそうはいない。 

地域の強みを持った人物と、それを外に発信する力のあ

る人物を出会いの場をいかに設定するかが重要だという

ことを示唆しているのではないだろうか。この点につい

ても今後の検討課題としたい。 
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地方からのバリューチェーン革新 -ダイレクトマーケティングの可能性- 
岩永洋平（法政大学大学院） 

Keyword：通信販売・ダイレクトマーケティング・地域ブランド・六次産業化 
 

01. 地方からの二次産品は市場で成長しうるか 
地方からの二次産品を全国に届けようとする事業者は

ナショナルブランド・プライベートブランドとの競合に直
面する。認知・資本・マーケティング力・供給力など事業
リソースにおとる地方の商品が、大手量販やコンビニの定
番として定着するのは容易ではない。まずは市場導入が図
れるか、間断なく商品をブラッシュアップできるか、試買
にとどまることなく顧客をつなぎとめられるか、成長を望
む地方商品の困難は尽きない。 

小売との取引口座がない地方の中小企業、また流通との
垂直競合による収益低下に悩む企業にとって、EC やテレ
ビ・新聞などメディアを使ったダイレクトマーケティング
（ 1は、全国の商圏に販路を拡大できる可能性をもたらす。
実際に地方企業が通信販売によって成長した事例（ 2は多
い。しかし地域産品・地域ブランドの事例分析は多数見ら
れるが、ダイレクトマーケティング・通信販売にフォーカ
スした研究は管見の限り見られない。 

地方中小企業が通信販売事業に取り組むことで、企業活
動の何が変わるのか。またその事業の成長は、地域にどの
ような影響をもたらすのか。地方からの商品の販売に通
販・ダイレクトマーケティングを適用しようとする事業者、
支援する自治体にとって、これらを知るのは有意義である
と考える。 

02. 事例研究の対象・方法 
本事例研究の対象は地方からのバリューチェーンの革

新を成功させつつある三陸・釜市の水産加工会社・小野食
品の「三陸おのや」事業に設定する。同社については中村

（2010,2016）による研究があり、困難に向かう経営主体の
アントレプレナーシップを中心に分析がなされた。（ 3 

ここでは通信販売による地方中小企業の事業成長につ
いてバリューチェーンの分析を通じて分析する。さらに同
社の個別収益事業の成長による地域産業基盤に対する波
及効果を、仮想市場評価による地域ブランドの価格プレミ
アム測定によって明らかにする。 

03. 販売方式のイノベーションへ 
小野食品は家業の水産加工業を継いだ小野昭雄が 1988

年に設立。外食企業や量販店、ホテルの朝食などに供給す
る調理済み焼き魚・煮魚の生産を主たる事業としていた。 

2000 年ごろから中国からの加工品輸入の増加とともに、
商社・流通の価格要求も厳しくなる。重なる値下げ要請に
利益率は低下していく。三陸の水産業全体が同様の困難に
直面するなか、小野は自社の商品自体については素材原

料・調理・無添加の特性など輸入品よりも優れているとい
う自信がある。自社の商品の品質を評価してもらったうえ
で、他よりもやや高くとも買ってくれる消費者と直接につ
ながりたいと考えるようになる。 

表 03-1 小野食品企業概要 
企業 小野食品
本社 岩手県釜石市
社長 小野昭男
商品 三陸産を中心とした魚加工そうざい
推定事業規模 20億円(2016)  
 
そこで自社ブランド商品を設定し、消費者への直販を試

みる。地元釜石で特設の売り場を設定する直販会を複数回
実施したところ、回を重ねるにつれて客数も購買数も伸び
ていく。自社商品への自信を深めるとともに、消費者の評
価と直接に相対する手応えを感じる。これを受けて小野は
通信販売による全国レベルへの販路拡大を模索し始める。 

中小機構・自治体の設定した学習機会などで知り合えた
地域外の複数の専門家から示唆を受けつつ下記のような
通信販売のビジネスモデルを策定した。 

表 03-2 小野食品通信販売事業フレーム 
事業ブランド 「三陸おのや」
提供意思 魚そうざいをいつでも簡単に食べてほしい
事業領域規定 三陸釜石から旬のお魚料理を毎月お届け
販売方式 初回からの定期お届け
パッケージング 冷凍・個包装・月替りのアソートセット
想定顧客 高齢者層
媒体 全国紙・地方紙新聞15段(全頁)
価格 4種8食セット2,800円・8種16食セット4,700円  
商品設計にあたり、いくつかの既存事業が参照されたが、

結果的には類例のない商品-売り方が開発された。 
商品は、湯せんで温めて食べる冷凍魚そうざいの月替わ

りアソートセット。販売方式は初回注文から定期購入を条
件として顧客を獲得する定期前提の仕組みとした。また
個々のメニューを消費者が選択できない”お任せ”の組み
合わせセットを発送する。 

消費者にはセットするメニューの選択・自由なタイミン
グでの発注の裁量を与えられていないが、受発注・商品選
択の取引費用を軽減するメリットがある。また一般的な定
期お届けの頒布会は半年・一年の必須購買期間が設定され
ているが、三陸おのやでは購入者の申し出によっていつで
も停止できる。事業構造としては、在庫負担と商品のピッ
キング・オペレーションコストが軽減される。その一方、
届けた商品自体とサービスが消費者に評価されるかどう
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か、購買が続く平均期間によって採算が決することになる。 
このビジネスデルの開発には、直売会の顧客のひとりの

注文の事例、遠隔地に住む母親あてに魚そうざい取り合わ
せセットを内容お任せで定期的に届けているケースがヒ
ントになった。また高齢者世帯も含めて進行している魚離
れを憂慮する小野の、ふだんの食事に健康的な魚メニュー
を取り入れてほしいという思いを反映したものである。 

2009 年に新聞媒体での通販を開始、採算性をさぐる試
行錯誤期を経て、2010 年春には小野食品の通販事業は成
長軌道にのった。 

04. 通信販売の事業特性 
ここで同社が採用した通信販売の事業特性を基本的な

採算構造から把握しておく。 

表 04-1 通信販売事業の基本採算構造：筆者作成 
■個人客単位媒体投資採算点評価
CPO ≦ 目標回収期間LTV×粗利率
　CPO=新規顧客獲得媒体費用　/　獲得顧客数
　LTV=期間累積客単価=受注単価 × 期間受注回数
■事業収益計算
年間収益=  (既存顧客年客単価×既存顧客数) 
              +(新規顧客年客単価×新規顧客数)

 

このように把握される採算・収益構造からはふたつの通
信販売の事業特性が導かれる。 

ひとつめは、採算をはかる中間事業指標・KPI に由来す
る。通信販売は広告媒体（テレビ・新聞・ネット広告など）
への投資により新規顧客を獲得する。一人あたりの新規顧
客獲得媒体費CPO（Cost Per Order）は広告の効率を評価し、
即時・定量的に、かつ直接に採算にかかわる指標として算
出できる。また、期間累積客単価のLTV はCPO よりも遅
延するもののやはり定量的に把握される。いずれも事業開
始後には相当に予測可能な事業指標である。一般的な企業
の広告活動は、投資に対する収益の不確定性と測定の困難
さ・遅延の問題を抱えている。しかし通信販売事業におい
ては利用するKPI の特性からその問題が起こりにくい。こ
れは資本力に乏しい中小企業が投資判断を行う、また事業
運営のPDCAを回すうえで有利な条件になる。 

第二は顧客との取引関係の特性になる。通常の場合CPO
は、初回の受注単価を大きく上回ることが想定されている。
つまり一回かぎりの取引ではまったく利益が出ない。そこ
で通販事業ではLTV（Life Time Value）の創出、すなわち
反復購買による利益の確保、顧客との継続的な取引関係の
確立が事業採算の要件になる。 

05. 三陸おのやのコミュニケーション特性 
三陸おのや事業は、以下のような二つのコミュニケー

ション領域をもつ。非人的媒体によるレスポンス広告と、
コールセンター・DM など人的媒体による双方向の顧客継
続のためのコミュニケーションである。（ 4その特徴を店頭

販売のナショナルブランドとの比較で把握する。 

表 05-1 二つのコミュニケーション領域：筆者作成 
「三陸おのや」 cf.ナショナルブランド

媒体 レスポンス広告-非人的 双方向媒体-人的 マス広告-非人的
主目的 新規顧客獲得 顧客継続 認知・理解・販売促進

acquisition retention
KPI CPO LTV 認知率・検索数ほか

顧客あたり獲得費用 期間累積客単価 (配荷等POSデータ)
提供情報 商品情報 提供者情報・顧客情報 商品情報

地域・商品ブランド 商品情報・評価 企業・商品ブランド
メディア テレビスポットCM 挨拶状・返信ハガキ テレビスポットCM

新聞・チラシ・WEB コンタクトセンター 他マス媒体・POP等  

05-1.コントロールされた大量のレスポンス広告 
レスポンス広告は一般的なナショナルブランドのマス

広告と同様に新聞広告・テレビCM・ネット広告などを利
用する。店販事業のコミュニケーション予算は一般的に、
年次・四半期の売上・利益目標に対する割当制で決定され
る。これに対し通販事業の三陸おのやでは、投入は CPO
の指標でコントロールされる。個々の施策が目標の CPO
の基準に到達する限り投資は拡大され、基準に達しないの
であれば縮小するよう機動的に運用される。 

レスポンス広告の投入量にも特徴がある。日本通信販売
協会（2015）のデータでは、通販企業の広告投入費の売上
対比は20%、上場920 社平均の5 倍近くの水準である。三
陸おのやの場合も、テレビCM を利用したメディアミクス
と全国紙のカラー全面広告の効率が良かったために、年商
10 億円程度の地方中小企業としてはあまり例のない規模
のコミュニケーション量を投入する。これにより、その場
では商品を買わない人にも三陸おのやのコミュニケー
ションが多数回にわたって到達する。 

05-2.地域エレメントの多用 
コミュニケーションで地域エレメントを多用する点も

同社の特徴である。地域ブランドは、地方の知られていな
い企業が全国に販路を拡大する際に商品への信頼性を付
与する役割をもつ。「三陸」ブランドは世界三大漁場のひ
とつ、国内の有力な海産物の産地として周知されている。
地域名とそれによって連想される認知要素を借りれば、こ
の地域ブランドのもつ信頼感・品質感の印象を価値シグナ
ルとして自社の水産加工品に付与できる。 

まず同社の通販事業の屋号「三陸おのや」には地域名が
組み込まれている。またレスポンス広告の表現でも、地図
の表示・リアス式海岸の写真・魚市場の水揚げの風景動
画・サンマのイラストなどを利用している。これにより消
費者に商品の購入・評価の前から、あの三陸から直接に届
けられる商品であれば東京の大手水産会社のものとは違
う、希少なものであると認識せしめる。地域ブランドの恩
恵を得て同社の事業は成立している。 

05-3.人格的な双方向コミュニケーション 
同社の顧客に商品とともに毎月届けられる一色刷り・
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A5 サイズのリーフレットの書き出しは、「店主の小野で
す。」という名乗りで始められる。続くトピックは、季節
の魚について・顧客との対話の報告・生産者訪問・地域の
祭りについてなど。顧客に対するいわば”手紙”のような形
式をとる。加えて「商品やサービスに関してお気づきがあ
りましたら」と同封のハガキでの返信をうながす。顧客か
ら毎月とどく商品・サービスへの評価情報・時季の便りな
ど数百通のハガキに対しては、従業員が手分けして全数に
返信がなされる。電話やメールによる問い合わせには、工
場に併設された社内のコールセンター担当が応じる。 

マス媒体による店販商品の脱人格的な一方向の情報伝
達ではなく、ここでは人格的な双方向のコミュニケーショ
ンがなされる。それだけに、小野食品の経営者・企業の組
織文化の個性が反映される。取引の継続に向けて手段的に
設定された交流ながら、商品と代金の交換にとどまらない
消費者と三陸おのやの関係がしだいに深まっていく。 

06. バリューチェーンの革新 
小野食品も含めた一般的な水産加工品の流通と、通信販

売の三陸おのやのサプライチェーンの違いを示す。 

図 06-1二つのサプライチェーン形態：筆者作成 
＜一般的な水産加工品流通＞ 
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M. Porter（1985）のバリューチェーンのモデル図は、
Margin を先端とする右向き矢印の開いた形状だが、三陸お
のやの場合は顧客の反復購買・双方向コミュニケーション
が組み込まれた循環のフローとなっている。 

この構造により、スポット的な市場調査によらず経常的
に商品・サービスへの顧客の評価がもたらされる。商品を
評価せず返信もしない顧客からも、利用中止連絡の重要な
情報が得られる。中止理由の聞き取りもなされる。フィー
ドバックされた情報をたよりに、製造・商品開発・受注・
配送の各担当部門、さらに川上の生産者は商品・サービス
の提供価値のいっそうの向上に取り組む。店販商品と比較
して安価なわけではない同社商品の価格に見合う提供品
質を維持できる。 

また、このサイクルにおける反復購買率（顧客減衰率）

は相当に安定的に推移するため、数か月先までの需要量が
簡易な計算で精度高く予測可能となる。これは供給が不安
定な水産原料・素材の調達-供給に関して、小野食品・生
産者の双方にとってキャッシュフロー・品質・価格の安定
の恩恵をもたらす要因となる。 

さらに今月届けた商品への感謝・評価・クレームなどの
顧客の”生の声”は製造部門も含めた従業員に届き、前述の
ように従業員自身による返信がなされる。この過程を動因
として、切り身に切る・商品をピッキングするなどの従業
員の日々の作業は、単に給与を得るための作業ではない、
顧客家庭のそれぞれの食卓に乗る料理をつくる・届ける労
働としての意味を見出されることになる。おのずと工程改
善への意欲は高まる。 

このように三陸おのやの事業プロセスに組み込まれた
価値を創造する循環系は、新規顧客獲得活動で得られた顧
客を繰り入れながら、反復購買促進のマーケティングのみ
ならず商品開発・製造・調達活動・人材資源管理に寄与し
て消費者のLife Time Value を持続的に形成する、Margin を
生み続ける仕組みとなった。 

07. 消費者-供給者の互恵関係の露頭 
通販の需要増に対応するため、小野食品は事業所・生産

ラインを追加する。岩手県大槌町の新事業所では、顧客対
応コールセンターを拡充、製造・オペレータのスタッフ
30 人を新規に雇用する計画。顧客の需要に応えるため「で
きるだけ早く稼動したい」と引渡しを一ヶ月前倒しして
2011 年の2 月25 日に開所式は実施された。港に面した事
業所で町長らの来賓を前に小野は、自社の事業と地域水産
業のこれからの構想を説明した。 

3 月11 日、東日本大震災が発生。釜石の小野食品も津波
の直撃を受ける。大槌町では町長を含む1,277 名の死者・
行方不明者が犠牲になった。同社が2.7 億円を投じた新事
業所・コールセンターも、一度も商品を出荷することなく
ガレキの山となった。津波にさらわれた街、電気や道路の
ライフラインも途絶して事業再開の見通しは立たない。失
意に沈む小野のもとに電子メールが届く。 
「地震の災害お見舞い申し上げます。もうお魚を戴けな

いかと心配でたまりません。どうぞご無事でと祈っており
ます。」「おのやさんに頂いたカレンダーを見ながら、美味
しいお魚をいつまでも待ってます。」「操業が再開されたら
必ず注文します。返信は要りません。応援しています。」 

これらの全国の顧客からのメールは小野たちに、事業と
地域の復興への意思を喚起させる。まもなく顧客から救援
物資・支援金が届き始める。“10 年分の先払い”が振り込ま
れる。復旧ボランティアとして訪れてくる。 

残った生産ラインを復旧させ、潮を浴びたパソコンに
残っていた顧客リストも復活した。三ヵ月後の同年6 月に
商品のお届けを再開すると、放射線汚染の風評被害がある
なか、ほとんどの顧客は再開に応じた。 

121



 

4 
 

双方向コミュニケーション・循環するバリューチェーン
で形成された人的関係の実質は、三陸おのやの危機に際し
て顧客側からの支援として現出した。これらを受けて現在、
同社の通販事業は成長を続けている。 

08. 地域ブランドの価格プレミアム形成への貢献 
三陸おのや事業は、前述のように地域ブランドの信頼

感・品質感の印象を価値シグナルとして利用し、その恩恵
を受けている。では同社の事業は公共財である地域ブラン
ドを利用するだけで、その形成に貢献しないのか。 

村山（2007）は地域ブランドは「自ずと形成されるもの
であって、人為的に作れるものではない」、作ろうとする
なら非現実的な原資が必要となるであろうことから、産品
ブランドから傘の地域ブランドを作ることは困難である
と述べた。小林（2016）などは公的機関の投資限界から、
自治体主導の地域ブランド形成の難しさを指摘する。 

活発なマーケティング活動をおこなう同社の収益活動
が地域ブランド「三陸」の強化・形成に寄与しているかど
うかを、CVM・仮想市場評価による価格プレミアム効果
の測定によって確認する。 

ここでは「さば味噌煮パック一切れ」の量販店PB の一
般的な価格を提示し、ＮＢ商品と「三陸産」への支払い意
思額を自由記入する方法をとった。三陸おのやの認知者と
非認知者のそれぞれが、三陸産さば味噌煮に値づけた平均
価格の違いを比較すれば三陸おのやの「三陸」への価格プ
レミアム形成寄与の有無、程度が判明する。 

PB 商品 185 円に対して「三陸産」ブランドを付与する
とＮＢ201 円よりも高く平均216 円に値付けられ、その価
格プレミアム効果は PB 価格比 117%であった。三陸おの
やの認知者は三陸産を 224 円、同 121%に評価しており、
三陸産を非認知者よりも高い値段で買う。 

表 08-1三陸産さば味噌煮・価格プレミアム:筆者作成 
「さばの味噌煮」一切れ評価

提示PB価格 ¥185 100%
NB評価価格：「Ｎ社」 ¥201 109%
「三陸産」さばの味噌煮平均評価価格 ¥216 117%
「三陸おのや」非認知者(88.8%) ¥215 116%
「三陸おのや」認知者(11.2%) ¥224 121%
t検定による非認知者×認知者の両側有意確率 0.00  

サンプル:全国30-69歳男女「さば味噌煮を買う可能性がある」8,139名 

2017年7月・インターネットパネル調査 

三陸おのやを知る11.7%にとって三陸の地域ブランドは、
PB の1.2 倍の価値に見込まれた。三陸おのやのマーケティ
ング活動は地域ブランドの価値の向上に貢献している。自
社の収益を得るだけでなく、三陸沿岸部の事業者が共通で
利用できる地域の産業基盤を形成する役割をも果たして
いる。 

09. 考察・今後の展開 
本稿のケーススタディから得られた地方中小企業の通

販事業の作用連関は次の図のように示される。 
小野食品の例では通販事業は、企業と顧客をつないで持

続的に価値を生む循環的バリューチェーンを構成した。ま
た事業は地域ブランドを利用するだけではなく、価格プレ
ミアム向上などの波及効果をもたらした。 

図 09-1地方中小企業の通販取組みの作用連関：筆者作成 
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消費者と直接につながる通販事業で地方中小企業が全
国の市場で成長できる可能性がある、地域の公共的な産業
基盤をも強化できる側面があることが明らかになった。 

他事例も含めたＮＢと地域ブランドの評価価値の比較、
地域ブランドエクイティの内容を構成するブランド知識
への波及効果などは、別稿で分析をおこなう。また地域へ
の波及効果は産業集積論の視点からも把握していく。 

 
                                                           
 

（ 1 福岡県を中心に年商計 2800 億円規模の通販事業の集積があり、
他に静岡・京都・岡山・香川などに同様の集中がみられる。 

（ 2 米ダイレクトマーケティング協会は「ダイレクトマーケティ
ングは一つまたはそれ以上の広告メディアを用いて、あらゆる
場所で測定可能な反応や取引を達成できるマーケティングシス
テム」と定義している。 

（ 3 当事例研究は小野の詳細な業歴記述・ヒアリング、同社の事
業開発・運営に外部から関与した筆者の経験などにもとづく。 

（ 4 人的/非人的の媒体区分はKotler & Keller(2006)による。 
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双方向コミュニケーション・循環するバリューチェーン
で形成された人的関係の実質は、三陸おのやの危機に際し
て顧客側からの支援として現出した。これらを受けて現在、
同社の通販事業は成長を続けている。 

08. 地域ブランドの価格プレミアム形成への貢献 
三陸おのや事業は、前述のように地域ブランドの信頼

感・品質感の印象を価値シグナルとして利用し、その恩恵
を受けている。では同社の事業は公共財である地域ブラン
ドを利用するだけで、その形成に貢献しないのか。 

村山（2007）は地域ブランドは「自ずと形成されるもの
であって、人為的に作れるものではない」、作ろうとする
なら非現実的な原資が必要となるであろうことから、産品
ブランドから傘の地域ブランドを作ることは困難である
と述べた。小林（2016）などは公的機関の投資限界から、
自治体主導の地域ブランド形成の難しさを指摘する。 

活発なマーケティング活動をおこなう同社の収益活動
が地域ブランド「三陸」の強化・形成に寄与しているかど
うかを、CVM・仮想市場評価による価格プレミアム効果
の測定によって確認する。 

ここでは「さば味噌煮パック一切れ」の量販店PB の一
般的な価格を提示し、ＮＢ商品と「三陸産」への支払い意
思額を自由記入する方法をとった。三陸おのやの認知者と
非認知者のそれぞれが、三陸産さば味噌煮に値づけた平均
価格の違いを比較すれば三陸おのやの「三陸」への価格プ
レミアム形成寄与の有無、程度が判明する。 

PB 商品 185 円に対して「三陸産」ブランドを付与する
とＮＢ201 円よりも高く平均216 円に値付けられ、その価
格プレミアム効果は PB 価格比 117%であった。三陸おの
やの認知者は三陸産を 224 円、同 121%に評価しており、
三陸産を非認知者よりも高い値段で買う。 

表 08-1三陸産さば味噌煮・価格プレミアム:筆者作成 
「さばの味噌煮」一切れ評価

提示PB価格 ¥185 100%
NB評価価格：「Ｎ社」 ¥201 109%
「三陸産」さばの味噌煮平均評価価格 ¥216 117%
「三陸おのや」非認知者(88.8%) ¥215 116%
「三陸おのや」認知者(11.2%) ¥224 121%
t検定による非認知者×認知者の両側有意確率 0.00  

サンプル:全国30-69歳男女「さば味噌煮を買う可能性がある」8,139 名 

2017年7月・インターネットパネル調査 

三陸おのやを知る11.7%にとって三陸の地域ブランドは、
PB の1.2 倍の価値に見込まれた。三陸おのやのマーケティ
ング活動は地域ブランドの価値の向上に貢献している。自
社の収益を得るだけでなく、三陸沿岸部の事業者が共通で
利用できる地域の産業基盤を形成する役割をも果たして
いる。 

09. 考察・今後の展開 
本稿のケーススタディから得られた地方中小企業の通

販事業の作用連関は次の図のように示される。 
小野食品の例では通販事業は、企業と顧客をつないで持

続的に価値を生む循環的バリューチェーンを構成した。ま
た事業は地域ブランドを利用するだけではなく、価格プレ
ミアム向上などの波及効果をもたらした。 

図 09-1地方中小企業の通販取組みの作用連関：筆者作成 

顧
客
と
の
人
格
的
な

双
方
向
交
流

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の

経
常
的
な
改
良

提
供
者-

顧
客
の

互
恵
関
係
の
成
立

地
域
ブ
ラ
ン
ド
知
識

の
形
成
貢
献

原
料
・
素
材
の

安
定
的
調
達-

供
給

顧
客
と
の
継
続
的

取
引
の
必
要
性

KPI

特
性
に
よ
る

PDCA

と
投
資
判
断

レ
ス
ポ
ン
ス
広
告
の

大
量
投
入

類
例
の
な
い
商
品
・

販
売
方
式
の
開
発

従
業
員
の
意
欲
向
上

生
産
工
程
の
改
善

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の

価
格
プ
レ
ミ
ア
ム
形
成

地
域
外
専
門
家
と
の

協
力
関
係

循
環
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
特
性

意
図
せ
ざ
る
波
及
効
果

商
品
・
ブ
ラ
ン
ド
開
発

通
信
販
売
の
事
業
特
性

信
頼
形
成
・
差
別
化
へ

地
域
ブ
ラ
ン
ド
利
用

経
営
者
の
地
域
・

社
会
貢
献
へ
の
意
思

経
営
者
の
ア
ン
ト
レ

プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ

継
続
的
取
引
に
よ
る

LTV

の
持
続
的
生
成

 

消費者と直接につながる通販事業で地方中小企業が全
国の市場で成長できる可能性がある、地域の公共的な産業
基盤をも強化できる側面があることが明らかになった。 

他事例も含めたＮＢと地域ブランドの評価価値の比較、
地域ブランドエクイティの内容を構成するブランド知識
への波及効果などは、別稿で分析をおこなう。また地域へ
の波及効果は産業集積論の視点からも把握していく。 

 
                                                           
 

（ 1 福岡県を中心に年商計 2800 億円規模の通販事業の集積があり、
他に静岡・京都・岡山・香川などに同様の集中がみられる。 

（ 2 米ダイレクトマーケティング協会は「ダイレクトマーケティ
ングは一つまたはそれ以上の広告メディアを用いて、あらゆる
場所で測定可能な反応や取引を達成できるマーケティングシス
テム」と定義している。 

（ 3 当事例研究は小野の詳細な業歴記述・ヒアリング、同社の事
業開発・運営に外部から関与した筆者の経験などにもとづく。 

（ 4 人的/非人的の媒体区分はKotler & Keller(2006)による。 
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地域における果実酒製造の課題と展望－山元町のいちごワイン開発の事例から－ 

高力美由紀（宮城大学） 

Keyword： 6次産業化、商品開発戦略 

 

【研究目的と背景】 
2011年の東日本大震災以前、宮城県における果樹・野菜
生産において、「いちご」生産量は約 20％を占めていた
（2008年度）。県南の亘理町で栽培が始まったとされてお
り、亘理郡山元町・亘理町は「いちご」の主要産地として

オリジナル品種である「もういっこ」をはじめ、とちおと

め、紅ほっぺなどの品種が生産され、県で唯一のワイナリ

ーも開設されていた。 
東日本大震災後、被災した4名のいちご生産者が農業経
営基盤強化資金や復興ファンド（ミュージックセキュリテ

ィーズ）から資金を調達し農業法人「山元いちご農園株式

会社（以下、山元いちご農園）」を設立した。 
山元いちご農園も、他の被災地企業同様に震災前の市場

を取り戻す困難さに直面していたが、従来の市場を取り戻

すことにのみ注力するのではなく、震災前のいちご生産な

らびに観光農園に加えて、「ワイナリー建設」と自社でのワ

イン製造を目指した。以前から委託製造による「いちごワ

イン」（甘未果実酒）の製造は行っていたものの、自社で醸

造免許をとり本格的なフルーツワイン製造を試みたのには、

同社の社長、岩佐隆氏の震災復興に向けての強い想いがあ

る。いちごワインを復興のシンボルとしてとらえ、新市場

にチャレンジする新事業の創出によって、自社ひいては地

域に若い「人」が集まり「人」が育つ場としたいと考えた

のである。ワイナリー建設にあたっては、当然ながら多く

の人がワインを手に語らいあう場を創出するということも、

地域の「賑わい」の創出を念頭においていた。 
そして、岩佐社長は若い人材を育てるという想いどおり、

ワイン醸造から商品開発、販売に関して、新卒で入社して

きた女性 4名をメインのメンバーとして抜擢しつつ、市場
調査やデザインを担当する企業、販売にかかわる流通企業、

県の技術支援担当者、そして大学の醸造研究者等がかかわ

る「山元いちごワインプロジェクト」の結成を 2015年 11
月から検討し、2016年4月より本格的に稼働させた。 
本研究は、この山元いちご農園の製造販売する「果実酒」

「甘未果実酒」の商品開発とワイナリー運営に関するプロ

ジェクトの一環として取り組むこととなった宮城県富県チ

ャレンジ応援基金事業「山元の果樹を活かした新しい地域

飲料商品の開発」研究において、事例研究をとおして国産

フルーツワインの商品戦略、販売戦略ならびにワイナリー

事業について検討し、その展望と課題を整理したものであ

る。 

【研究方法】 

 本研究では、①山元いちご農園が新事業のなかで主とし

て取り組む「フルールワイン」製造、とくにシードルを中

心とした生産者（タムラファーム、KIMORI、増毛フルー
ツワイナリー等）、②北海道、長野、山形等のワイナリー（同

上ならびにおたるワインギャラリー、八剣山ワイナリー、

小布施ワイナリー、ヴィラデスト、高畠ワイナリー等）、③

ワイン等販売者（新宿伊勢丹、La Vinee、東京ステーショ
ンホテル）にそれぞれヒアリング調査あるいは視察調査を

実施し、商品開発ならびに販路、ワイナリー運営について

の現状と課題を明らかにすることを試みた。 

【調査・研究結果】 

１． 日本ワインの関心の高まり 
酒税課税実績（国産分）によると、2017年度の果実酒の
課税数量は112,653kl、対前年比102.5％であるものの、移
出数量は 113,396kl、対前年比 94.4％となっている。製造
や販売の伸びが極めて大きいというわけではないものの、

製造業者数の伸びや、国内外における「日本ワイン」への

関心の高まりなどからみても果実酒市場のポテンシャルに

ついては否定できない。また、2016年 11月に国税庁課税
部酒税課が発表した「国内製造ワインの概況（平成 27 年
度調査分）」によれば、2016年 3月末で国内のぶどうを原
料とした果実酒を製造した（2015年において果実酒製造お
よび移出の実績がある）ワイナリーの数は261者（280場）
となっている。新規免許場数は、2015年は34となってお
り、前年の17の2倍という数であった。 
山元いちご農園は、果実酒製造について、将来的にはい

わゆる「ぶどう」を原料とする「ワイン」の製造を行いた

いとしながらも、当面は「いちご」や「りんご」などを原

料とする、いわゆる「フルーツワイン」の製造を主とした。

いちごワイン製造については、国内ではほとんど例がなく、

同じ山元町のいちご生産者が同じく震災後に設立した農業

法人株式会社GRA（以下GRA）による「ミガキイチゴ」
ブランドのスパークリングワイン「ミガキイチゴ・ムスー」

が先行した成功事例の一つとして考えられる。ただし、
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GRAは自社で醸造場は持たず委託製造を行っており、山元
いちご農園は同じ地域で同様の商品を取り扱うにあたって、

自社で生産したいちごを原料とし、自社で醸造するという

点にこだわり、そこに差別化を見出そうと考えていた。 
２． 「シードル」製造の事例 
「いちごワイン」の商品開発にあたっては、ベンチマー

クをどのように置くかが重要であったが、ぶどう以外の果

実を使った「フルーツワイン」というカテゴリーのなかで、

日本では主流となっているりんごを原料とする「シードル」

製造に焦点をあてることとした。「シードル」も「果実酒」

の一種であり、弘前や花巻などで「ワイン・シードル特区」

を受けるなど生産者も徐々に増加している分野である。 
本研究では、シードル特区の一つである、弘前市にヒア

リングを行うとともに、シードルの製造・販売企業である

株式会社百姓堂本舗運営による「弘前シードル工房kimori
（以下Kimori）」と「タムラファーム株式会社（以下タム
ラファーム）」、そしてりんご栽培の最北の地と言われてい

る北海道の増毛町でシードルを製造・販売している有限会

社ホリタック運営の「増毛フルーツワイナリー」を訪問し、

話を伺った。 
弘前市は2014年（平成26年）に弘前市全域を対象とし
た「弘前ハウスワイン・シードル特区」として、「農家が育

てた果実を使って、新しい農産物加工品ともいうべき果実

酒の製造、提供、及び販売が可能になる。この自家製果実

酒及び地域特産物を活用した果実酒によるＰＲと、これま

で取り組んできた、グリーンツーリズムの推進との相乗効

果により、都市住民との地域間交流を促進し地元農産物の

消費拡大を図る」（同市ホームページより）こと、具体的に

は主としてりんごを原料とするシードルの製造販売等を推

進してきた。2012年（平成24年）10月にフランスのブー
ブロン・アン・ノージュ村とシードル製造技術支援協定を

締結し、2013年（平成 25年）5月には弘前シードル研究
会が設立され、現在も活動は続いている。Kimoriもタムラ
ファームもこの研究会のメンバーであり、それぞれ弘前の

シードル製造販売の代表的企業でもあるが、Kimoriとタム
ラファームのシードル製造販売の戦略は大きく異なる。 

Kimoriでは2014年からシードルの製造を始めたが、代
表取締役の高橋哲史氏がシードルの構想を持ったのは、

2008年だったという。家庭の事情もあって東京から故郷の
弘前に戻り、りんご農家を継いだ高橋氏は、りんご生産が

想像以上に難しく、大変な手作業の積み重ねであることを

知る。とくに枝の剪定には素人同然の彼は何度も失敗を繰

り返した。しかし何年か失敗を繰り返したのち、「何かうま

くいった」ときに、木がふわっと、穏やかになっておいし

いりんごをつけ始めるようになる。以来、高橋社長はりん

ご生産の面白さ、やりがいを感じつつ、後継者がなく廃業

していく周囲をみながら、弘前における「りんご生産」の

行く末を案じていた。りんご生産をやめる人たちはりんご

を作ることが好きで好きでしようがない、でも年をとって

力尽きてやめていく。ところが、地元の人々は、まだこん

なにりんごがあるじゃないか、日本一の産地がなくなるは

ずがないといった漠然としたイメージを持っている。廃業

する農家をみても、りんご農家はきつくて台風がくれば被

害があって安くて割が合わないからしかたない、といった

見方が少なからずある。弘前はりんごの町だが、生産者と

そうでない人の見えない溝があると高橋社長は感じていた。   
2008年、何度も雹が降り、りんご農家は大きな打撃を受
け、穴に埋められていくりんごを見て、今こそ何かしなけ

ればならないのではないか、りんごが地元の人にとって遠

い存在ではいけない、畑の中に人が集まれる場所を作る必

要がある。そう考えたときに、人が集まるところにはやは

りお酒があったら楽しいではないか、りんご畑の中でりん

ご農家が造るりんごのお酒を、りんごの木下で飲む、そう

いうコンセプトが立ち上がった。 
Kimoriのシードルは基本「ドライ」と「スイート」の二
種類で各々750mlと375mlのビンがある。「炭酸を充填せ
ず、タンクを密閉して二次発酵させることにより、発酵時

に発生する炭酸をそのまま果汁に溶け込ませる自然な製

法」を採用しているため、製造には時間がかかる。高橋社

長は、りんご畑の中の農作業の小屋のなかでこっそり造っ

ているお酒というイメージで、「加工品」というよりは「農

産物としての酒」というコンセプトでありポジションなの

だという。「無ろ過製法」でどぶろくのように濁りがあり、

そしてロットごとに味が違う。同じふじりんごを使ってい

ても秋に仕込むのと春に仕込むのでは味が違うのである。 
タムラファームでは、その味わいの違いが、そのままシ

ードルの種類となって商品化されている。ノンアルコール

商品やりんごのワインも含めて、少量多品種の商品ライン

アップとなっており、製法も Kimori とは異なり、クリア
なシードルを造る。ボトルやラベルのデザインを公募し話

題を創出したり、シードルに関しての日本市場はまだまだ

開拓の余地があると考える同社は、都心の展示会に積極的

に参加したり、積極的な営業による販路拡大に力を入れる。 
アイテムを絞り、販路も絞る Kimori とアイテムを多く
持ち、販路を拡大していくタムラファームと、この二社は

商品ラインアップやチャネル戦略では、ある意味対照的で
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GRAは自社で醸造場は持たず委託製造を行っており、山元
いちご農園は同じ地域で同様の商品を取り扱うにあたって、

自社で生産したいちごを原料とし、自社で醸造するという

点にこだわり、そこに差別化を見出そうと考えていた。 
２． 「シードル」製造の事例 
「いちごワイン」の商品開発にあたっては、ベンチマー

クをどのように置くかが重要であったが、ぶどう以外の果

実を使った「フルーツワイン」というカテゴリーのなかで、

日本では主流となっているりんごを原料とする「シードル」

製造に焦点をあてることとした。「シードル」も「果実酒」

の一種であり、弘前や花巻などで「ワイン・シードル特区」

を受けるなど生産者も徐々に増加している分野である。 
本研究では、シードル特区の一つである、弘前市にヒア

リングを行うとともに、シードルの製造・販売企業である

株式会社百姓堂本舗運営による「弘前シードル工房kimori
（以下Kimori）」と「タムラファーム株式会社（以下タム
ラファーム）」、そしてりんご栽培の最北の地と言われてい

る北海道の増毛町でシードルを製造・販売している有限会

社ホリタック運営の「増毛フルーツワイナリー」を訪問し、

話を伺った。 
弘前市は2014年（平成26年）に弘前市全域を対象とし
た「弘前ハウスワイン・シードル特区」として、「農家が育

てた果実を使って、新しい農産物加工品ともいうべき果実

酒の製造、提供、及び販売が可能になる。この自家製果実

酒及び地域特産物を活用した果実酒によるＰＲと、これま

で取り組んできた、グリーンツーリズムの推進との相乗効

果により、都市住民との地域間交流を促進し地元農産物の

消費拡大を図る」（同市ホームページより）こと、具体的に

は主としてりんごを原料とするシードルの製造販売等を推

進してきた。2012年（平成24年）10月にフランスのブー
ブロン・アン・ノージュ村とシードル製造技術支援協定を

締結し、2013年（平成 25年）5月には弘前シードル研究
会が設立され、現在も活動は続いている。Kimoriもタムラ
ファームもこの研究会のメンバーであり、それぞれ弘前の

シードル製造販売の代表的企業でもあるが、Kimoriとタム
ラファームのシードル製造販売の戦略は大きく異なる。 

Kimoriでは2014年からシードルの製造を始めたが、代
表取締役の高橋哲史氏がシードルの構想を持ったのは、

2008年だったという。家庭の事情もあって東京から故郷の
弘前に戻り、りんご農家を継いだ高橋氏は、りんご生産が

想像以上に難しく、大変な手作業の積み重ねであることを

知る。とくに枝の剪定には素人同然の彼は何度も失敗を繰

り返した。しかし何年か失敗を繰り返したのち、「何かうま

くいった」ときに、木がふわっと、穏やかになっておいし

いりんごをつけ始めるようになる。以来、高橋社長はりん

ご生産の面白さ、やりがいを感じつつ、後継者がなく廃業

していく周囲をみながら、弘前における「りんご生産」の

行く末を案じていた。りんご生産をやめる人たちはりんご

を作ることが好きで好きでしようがない、でも年をとって

力尽きてやめていく。ところが、地元の人々は、まだこん

なにりんごがあるじゃないか、日本一の産地がなくなるは

ずがないといった漠然としたイメージを持っている。廃業

する農家をみても、りんご農家はきつくて台風がくれば被

害があって安くて割が合わないからしかたない、といった

見方が少なからずある。弘前はりんごの町だが、生産者と

そうでない人の見えない溝があると高橋社長は感じていた。   
2008年、何度も雹が降り、りんご農家は大きな打撃を受
け、穴に埋められていくりんごを見て、今こそ何かしなけ

ればならないのではないか、りんごが地元の人にとって遠

い存在ではいけない、畑の中に人が集まれる場所を作る必

要がある。そう考えたときに、人が集まるところにはやは

りお酒があったら楽しいではないか、りんご畑の中でりん

ご農家が造るりんごのお酒を、りんごの木下で飲む、そう

いうコンセプトが立ち上がった。 
Kimoriのシードルは基本「ドライ」と「スイート」の二
種類で各々750mlと375mlのビンがある。「炭酸を充填せ
ず、タンクを密閉して二次発酵させることにより、発酵時

に発生する炭酸をそのまま果汁に溶け込ませる自然な製

法」を採用しているため、製造には時間がかかる。高橋社

長は、りんご畑の中の農作業の小屋のなかでこっそり造っ

ているお酒というイメージで、「加工品」というよりは「農

産物としての酒」というコンセプトでありポジションなの

だという。「無ろ過製法」でどぶろくのように濁りがあり、

そしてロットごとに味が違う。同じふじりんごを使ってい

ても秋に仕込むのと春に仕込むのでは味が違うのである。 
タムラファームでは、その味わいの違いが、そのままシ

ードルの種類となって商品化されている。ノンアルコール

商品やりんごのワインも含めて、少量多品種の商品ライン

アップとなっており、製法も Kimori とは異なり、クリア
なシードルを造る。ボトルやラベルのデザインを公募し話

題を創出したり、シードルに関しての日本市場はまだまだ

開拓の余地があると考える同社は、都心の展示会に積極的

に参加したり、積極的な営業による販路拡大に力を入れる。 
アイテムを絞り、販路も絞る Kimori とアイテムを多く
持ち、販路を拡大していくタムラファームと、この二社は

商品ラインアップやチャネル戦略では、ある意味対照的で

ある。しかしながら、共通して見られたのは、基本は「り

んご生産」が本業としてあること、フルーツワイン製造は

農業生産の延長上にあるということであった。 
「増毛フルーツワイナリー」の代表者である堀井拓哉氏

は学生時代カナダに留学し、夏休みに遊びにいったケロウ

ナで訪れたりんご農家の裕福さに衝撃を受ける。日本の農

家と異なり、生産したりんごは全部自分たちで使い切る、6
次産業化に当たり前に取り組んでいた。もともとワイン好

きだった堀井氏は将来ぶどうのワインを造りたい、という

想いがあった。しかし、増毛は100年以上続く日本最北の
りんごの産地であり、先祖代々のりんご園でシードルを造

ることはストーリー性もあると考えたという。2003年に会
社を設立したものの、シードル製造という前例が無く、醸

造免許を取るのに数年を費やし、2008年から製造・販売を
開始した。 
増毛フルーツワイナリーでは、りんごを原料とする「増

毛シードル」、洋ナシを原料とする「増毛ポワール」、そし

てりんごを原料とし氷結濃縮させたデザートワイン「増毛

シードル・ポム・スクレ」の3カテゴリーのフルーツワイ
ンを製造・販売している。「増毛シードル」は天然発酵であ

り発酵期間によってアルコール度数が変わる。度数によっ

て「辛口」（アルコール度数6.5％）、「中口」（同4.5％）、「甘
口」（同3.5％）の3種類が造られる。 
「増毛シードル」には 2008 年製造の「増毛シードル

0001」から始まり、すべてシリアルナンバーがつけられて
いる。2017年8月現在では「増毛シードル0055～0057」
が販売されている。各々りんごのブレンド具合が異なり、

それによって味わいも異なるからである。 
チャネルはワイナリーでの販売とホームページからのネ

ット販売、そして限られた取扱小売店と飲食店である。テ

レビでの取材等も基本は受けない。基本、夫婦二人で営ん

でいることもあり、営業や宣伝活動に割く時間はない。ホ

ームページはある。「欲しいと思う人が必ず見つけてくれる

はず」と考え、現在商品を卸している飲食店や小売店もま

ず先方が発見し商品を顧客として味わい、取引が開始され

る、という流れだという。特産品といった扱いも断った。

何かに頼って販売するのではなく、「増毛フルーツワイン」

の「増毛シードル」として販売することにこだわる。カナ

ダでもフランスでもなく、日本の「シードル」の味を目指

す。シードル製造の面白さは何かという問いに、堀井氏は

「見ず知らずの人がこれ、すごく美味しいねと言って飲ん

でくれていること」であり、「単純に人が喜んでくれるもの

を造る」ことであるという答えが返ってきた。堀井氏はワ

イナリー建設やシードル製造に関して、補助金や銀行から

の借り入れ等での資金調達は一切行っていないという。そ

れゆえに、自由な製造や販売が可能であると述べる。 
特産品としてのポジションは断っても、増毛のりんご、

洋ナシといった果物の生産に対する想いは揺るがない。ワ

イナリーに「増毛」を冠したのも、この地の名を知らしめ

たいという想いがあったのだという。 
３． 流通側からみた「フルーツワイン」 
ワインを取り扱う小売等流通側からみた「フルーツワイ

ン」の可能性や課題について、本研究では、大手百貨店の

バイヤーならびにワイン専門店の店長、そして日本ワイン

をリストに入れているフレンチレストランのソムリエにヒ

アリングを行った。 
百貨店のバイヤーによれば、日本のアルコール市場で唯

一成長の基調にあると考えられるのが「ワイン」であると

いう。また、レストランでの消費も増えており、日本人の

食生活においてワインが身近なものとなってきていると考

えている。市場をけん引しているのは、コンビニエンスス

トア等量販であり、価格帯も低めのニューワールドのワイ

ンであるが、同百貨店グループでの売上の6割以上はフラ
ンスやイタリアの銘柄ワインであり、業態によって求めら

れるワインの銘柄は大きく異なる。その中で、近年注目さ

れているのは「国産ワイン」で、10％程度の割合を占める
までになってきており、百貨店においても成長カテゴリー

の一つとしてとらえている。とはいえ、フルーツワインの

市場は大きくない。シードルも販売してはいるが、やはり

ニーズは少ない。 
低価格のワインで満足している消費者もいるが、もっと

ワインを知りたい、楽しみたいという消費者も増えている。

そういう意味で二極化しているとも言えるという。もっと

ワインを楽しみたいという消費者には、〇〇産のワインで

す、というよりも、「パッション」というカテゴリーのワイ

ンです、といった方がインパクトがあり興味を持ってもら

える。従来の形ではない提案の仕方が求められている。 
いちごワインに関しても、その商品一つで価値を伝える

のではなく、例えば山元町、あるいはもっと大きく宮城県

という枠組みでもよい、地域というフィルターを通して価

値を伝えるのか、あるいは土地の料理や有名な料理人など

とのコラボレーションを通して新しい価値を生み出す等の

工夫が必要であると考えられている。 
ボトルデザインやラベルも「伝える」うえでは重要なポ

イントになる。この点についてはワイン専門店でも同様の

意見があった。先に見た「ワイン初心者」にとって、いわ
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ゆる「ジャケ買い」は大いにありうる。視覚的にそのワイ

ンの個性を伝えることは重要である。 
とはいえ、ワイン専門店においては「いちごワイン」の

取り扱いはかなり難しい。「いちご」は風味を楽しむもので

あって、発酵させると風味が変化する。濃縮してリキュー

ルとしたほうが風味を楽しめる商品になるのではないか、

ということであった。増毛フルーツワイナリーや小布施ワ

イナリーでも果物を使ったリキュール製造を試みている。

こうしたトレンドの可能性はある。国産ワインを積極的に

提供しているフランスレストランでは、いま求められてい

るのは世界基準の「ワイン」でありつつ、個性があり希少

性のある「ワイン」で、フルーツワインの取り扱いは非常

に難しいという厳しい意見であった。 
【考察・今後の課題】 

生産者、そして流通業者のヒアリングから、導き出され

たいちごワインの商品開発ならびにワイナリー運営に関す

る視点は次のように整理されると考えられる。 
一つには、当然ながら年ごとに、あるいは樽ごとに品質

や味が変わる。一般的な工業製品とは異なり、その都度の

商品の特性や個性を表明し、活かしていかなければならな

い。二つには、昨今では「氷結・濃縮」が好まれているこ

とである。うまみの凝縮によって「果物らしさ」を打ち出

すことが差異化の条件となっている。原料の使用量が多い

ことで高価格でありながらリーズナブルであると感じさせ

ることができるのである。三つには、ボトルやラベルデザ

インの個性、容量と価格バランスの重要性である。シード

ルのサイズは飲みやすさと価格のバランスから基本は

330ml～500mlと容量は小さめである。 
流通・販売に関しては、少量でこだわる生産だからこそ

「地元」での販売とネット販売とチャネルを限定するのか、

大量生産をめざし全国あるいはグローバル指向をもち、営

業に力を入れプロモーションも積極的に行っていくのか、

当たり前ながら、生産規模とスタイルに関しての選択は重

要である。 
ワイナリーに関しては、小規模ながらも展示や試飲、陳

列販売等を行い「観光客向け」を意識したワイナリー、大

規模で観光バスによる来訪を前提とし、ワインの量も豊富

なワイナリー、小規模ではあるがレストランの併設や雑貨

販売などによる付加価値を持つワイナリーなど「観光客」

誘致をはっきりと目指しているワイナリーが主流である。  
しかしながら、他方で増毛フルーツワイナリーや小布施

ワイナリーのように隠れ家的なワイナリーの存在があり、

「わざわざ訪れてくれる」という来訪者を大切にし、宣伝

は極力行わないという個性的で魅力的なワイナリーの価値

は小さくない。 
山元いちご農園のワイナリーは 2016年 10月に完成し、

JR東日本常磐線運転再開を記念して 12月 10日より 3種
類のいちごワイン、「苺香（いちかおり）」（果実酒、アルコ

ール度6％、720ml）、「愛苺（まないちご）」（甘未果実酒、
同 12％、720ml）、「苺夢（べりーむ）」（甘未果実酒、同
12％、500ml）の発売を開始した。同社のワイン製造・販
売とワイナリー運営は始まったばかりであり、販路開拓や

運営強化は今後の課題である。調査研究結果からも分かる

ように、製品の「ポジション」を明確にし、流通戦略の「選

択」を行う必要がある。 
図1（左）．         

発売された「いちごワイン」 
（左から、「愛苺」、「苺夢」、「苺

香」） 
図2（下） 
完成したワイナリー 

 
 
 
 
 
ワインブームを一過性とみるかどうかは別としても、生

産者の増加や市場の拡がりは淘汰を促進することには違い

がない。また、ワインは「農業生産」の延長にあり、その

「サステナビリティ」、すなわちワイン製造やワイナリーの

経営が「自律」し、安定させるためには多くの課題が残さ

れていると考えられる。国産果実酒市場における国内外で

の「差異化」をどのように図り、地域に点在する「日本ワ

イン」という一つのカテゴリーを発展させていくためにど

のような視点や取り組みが必要とされるのかを検討してい

くことが次の研究課題になると考えられる。 
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大阪の酒復活のビジネスモデル:外注を利用した酒造業の復活と地域活性化 

   橋本行史・西野宏太郎（関西大学ガバナンス研究科） 

Keyword：地域活性化、酒造業、ビジネスモデル 

 

【問題・背景】 
 日本酒（以下、酒という）の消費量は、食生活の変

化や人口減少等の影響を受けて年々低下し、酒造業の

廃業が続いている。そのような中で、特定名称酒と呼

ばれる良質の酒の製造量は少しずつではあるが増加

している。また、海外での日本食ブームを受けて酒の

輸出量も増えている。インバウンドの外国人観光客が

酒を土産品に買うことも多い。日本各地で行われてき

た酒造りは一つの産業に留まらず、地域固有の文化で

もある。グローバル化と人口減少によって地方の活力

が失われつつある今、経済と文化の両面から伝統産業

である酒造業の復活が期待されている。その一方で、

酒造りは古くから各地で行われた歴史を持つが故に、

復活のあり方も一様ではない。 

【先行研究と研究目的】 

 酒蔵ツーリズムやインバウンドの増加から、観光拠

点としての酒蔵や、地元産の米の使用や手間暇を要す

る伝統的な製法による酒造りが、ジャーナリスティッ

クな話題として取り上げあげられることは多い。その

一方で、酒の復活を地域活性化に結びつけて学術的に

研究したものは少ない①。 

 そんな中、橋本・西野(2015)は、酒造業を地域資源

として捉え、大阪周辺部の酒蔵の事例研究から、大都

市近郊の中小酒造メーカーの生き残り戦略を商品・市

場の多角化、M&A、ブランド化、縮小均衡策として示

した。引続く同（2016、2017)では、大阪の酒復活を

テーマとし、大阪中心部の酒造りを歴史資料から検証

した。その結果、酒造業に不可欠な酒米、水、蔵人の

3 要素において、隣接する灘や伏見に優位性を欠く大

阪中心部の酒造りは、フルラインの品揃えを行う大手

メーカーや、伝統的な酒造りに回帰する周辺部の中小

メーカーとも異なるアプローチによるべきことを指

摘し、これまでの消費性向から大阪中心部の酒は大阪

の大衆文化に合致した酒であることを示唆した。本研

究は先の研究を引き継ぎ、酒造りと地域活性化と結び

付けて、一連の研究において残された大阪中心部の酒

復活のための具体的な戦略を研究する。 

【研究フレームワーク】  

本研究では、最近経営学で注目されている経営戦略

論としてのビジネルモデル、ビジネスシステムあるい

は事業システム(以下、ビジネスモデルという)を分析

ツールとして、大阪中心部における酒造業の復活にア

プローチする。ビジネスモデルは、IT による製品の

コモディティ化が進み、品質や価格だけでは競争優位

が得られにくくなり、事業の仕組みに収益の源泉を求

めようとする考え方である②。味や香りが問われる酒

も、純粋種維持のための酵母菌や糀菌の一元管理、高

級酒の原料米における山田錦の寡占化、水の科学的な

成分管理が進み、メーカー間の製法に大きな差異が消

え、品質の差異が減少していることから、ビジネスモ

デルを検討する余地がある。 

日本酒級別制度によって銘柄が問われなかった時

代は、流通・小売が力を持っていたが、級別制度の廃

止によって銘柄が消費者の選択基準となると、メーカ

ーと流通・小売の力関係が逆転した。山野久幸氏(大

阪府酒造組合理事長・山野酒造社長)は、「かつては

卸・小売りの顔を見て商売をしていたが、今日では、

消費者の顔を見るようになった」という。有名銘柄を

持たない中小酒造業者が伝統的な酒造りへの回帰に

よって差別化を志向することは必然でもある。これに

対して大阪中心部では、酒造りの条件で劣るため、伝

統的な酒造りに回帰しても競争優位を維持しにくい。 

そんな環境下、業種や市場の違いはあるものの、資

金・原材料・流通のいずれにおいても同業大手に劣る

にもかかわらず、小企業からスタートして世界的な大

企業に発展したユニクロや ZARA の SPA(製造小売り)

のビジネスモデルは酒造業の復活に示唆を与える③。

これらの企業は、いずれも商品の全部あるいは大部分

を外注してコストダウンを図る一方で、小売りと製造

を連結させて、売れ筋の的確な把握と厳しい商品開

発・品質管理によって、低価格・高品質、低価格・フ

ァッション性を両立させ、高収益を実現している。 
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 SPA（製造小売り）の要は、製造の外注にあるが、

実は酒造業には外注の古い歴史がある。酒造業が免許

業種であったことから、業者間で酒を融通する「桶売

り」「桶買い」などの桶取引は、明治以前の江戸時代

からすでに存在していた。1960年代に、「桶売り」「桶

買い」は再び盛んになるが、その経緯を見てみよう。 

 酒造株制度は明治に入ると失効するが、それに代わ

るものとして新たに酒造免許制度が設けられた。1918

年の米騒動を受けて 1922 年に合成酒が開発され、第

二大戦末期の 1944 年には、米の不足に対応するため

に酒にアルコールを添加する「三倍醸造酒」が製造さ

れるようになったが、戦後、低価格酒の需要増に対応

するためにアルコール添加が普及し、低品質の酒も横

行した。その後、高度成長期を迎える 1960 年代、積

極的な PR によって売り上げを伸ばした灘・伏見の大

手酒造業者のシェア寡占化が進み、不足する原酒を地

方の中小酒造メーカーから調達するための桶取引が

進むこととなった。桶取引の拡大は、地方の酒造メー

カーに一定品質の酒造り技術を伝える一方で、大手酒

造メーカーの下での下請け化を促した。この過程で、

中小酒造メーカーの酒は、大手酒造からの技術導入や

大手酒造の酒に味や品質を近づける工夫をするが、同

時に独自性を失い、酒質の均質化が進んだ④。 

 その後、酒の需要が減退期に入ると、大手酒造メー

カーは桶取引を止め、それまでに構築してきた銘柄を

ブランドとした経営にシフトするが、大手との桶取引

に依存しきた中小酒造メーカーは転廃業を余儀なく

される。今日、桶取引自体は、別の様相を見せている。

酒造りの近代化によって四季蔵による大量生産体制

を確立した大手酒造メーカーは、自社ブランドによる

販売で余った酒を地酒ブームによって酒不足に陥る

地方の中小酒造メーカーに「桶売り」するという逆転

現象が生まれている。 

 これまで桶取引は、マイナスイメージで語られるこ

とが多かったが、地域活性化の視点から酒造りの復活

を図る上で、必要・有効なビジネスモデルではなかろ

うか。本研究は、酒造業の桶取引の慣行を SPA（製造

小売り）の視点で捉え直して、地域活性化を目的とす

る酒造りを復活させるための戦略として検討する。 

【研究方法・研究内容】 

1. 研究方法 

 研究方法として、大都市において酒造免許取得に至

る本格的な酒造りを復活させた大阪府堺市での酒造

りについて関連する 3 事例を、関係者へのヒアリング

を中心にして分析する。また、そのうちの 1 事例に極

めて類似する方法で新たな酒造りが始められた徳島

県上勝町の事例を付加的に分析する。 

2. 研究内容 

堺市では、かつて酒造業が市の基幹産業で、1868

年から 1914 年までの約 50年間、市内製造業の中で年

間生産高第 1 位の地位にあった。最盛期の 1880 年に

は 95 社あったとされる酒造業者が、1943 年には 18

社にまで減少し、それも戦時統制で「堺酒造(株)」１

社に統合されるが、空襲により酒蔵はほとんど焼失し

た。戦後、「新泉酒造(株)」として再出発するが、1966

年に灘の酒造メーカーと合併し、1970 年に灘の「百

万両新泉（株）」となって、堺市での酒造は途絶えた⑤。 

(1)銘柄「夢衆」の誕生 

 河内長野市で銘酒「天野酒」の製造に関わっていた

西條裕三氏が、体調を壊したことを機に、小中学校期

を過ごした堺に居を構えることになり、堺の友人を中

心として堺で酒造業を復活させようという機運が高

まる。2005 年、当人を創業者として「(有)さかい銘

醸」が設立され、酒造への取組が始まった。事業の立

ち上げには堺の人々からの寄付が生かされた。堺では

酒造免許がないので、奈良県葛城市の「梅乃宿（株）」

の設備を使って、堺の人々の夢という意味を持つ銘柄

「夢衆」を製造販売することになった。 

(2)銘柄「千利休」の誕生 

 「夢衆」誕生の後、堺で自社蔵を持ちたいという創

業者の強い希望の下、酒造免許を堺に移すことのでき

る醸造家を全国で探した結果、芦屋の「泉勇之介商店」

を説得し、合意に漕ぎつけた。2015 年、芦屋と堺の

税務署の理解も得て酒造免許を取得し、「堺泉酒造

（有）」と会社名を改名して、市内の閉館した料亭の

１階(50～60 坪)を借りて、自社製造の酒蔵として再

スタートすることとなった⑥。自社蔵で製造した酒は

好評で初年度の 5千本は完売した。自社の蔵人は酒造

メーカーに派遣して技術を学ばせていたが、材料とす

る酒造好適米「山田錦」の入手や流通・販売は、創業
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 SPA（製造小売り）の要は、製造の外注にあるが、
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者の人脈に負う割合が多い。新たに作られた自社蔵の

銘柄名には、堺にゆかりが深い茶人「千利休」の名称

が使われた。2017 年、醸造スペースが絶対的に不足
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つての酒造業の中心であった現在地に工場を移転す

ることができた。新しい蔵では年間 5万本の出荷を見

込むが、「年間 20kℓ から 30kℓ までの間で製造を行う

が、将来は生産効率の観点から 60kℓ まで拡大したい」

「火入れした酒を半年間寝かして置くためのスペー

スが欲しい」「伊藤忠商事の協力を得て大規模な商品

展示会などに参加して卸に販路を開拓できることが

大きい」と将来の規模拡大への意欲が語られる⑦。蔵

での店売りはなされず、販売も市内に限られていたが

販路も拡大している。 

(3)銘柄「金の鳩」の復活 

堺市には、もう一つの酒の復活ストーリーがある。

ローマ在住の堺の酒造家「益田酒造」（後に「益阪酒

造（合資）」）の子息が中心人物の一人となって、東京

の「小澤酒造(株)」に委託して往時のブランド「金の

鳩」名称の酒を復活させている。ローマ法皇への献上

や堺ゆかりの神社への奉納などによって、メディアで

は堺の酒復活として取り上げられたが、実際に堺で酒

の製造や販売を行っているわけではない。 

(4)徳島県上勝町の新たな酒造り 

 立地面において堺市とは対照的で、過疎が進む山間

部の徳島県上勝町では、地元の工務店（株）高鉾建設

が、棚田維持と経済活性化を目的にして酒造りに取り

組んだ事例も大阪中心部の酒の復活の参考となる。上

勝町には棚田 100選に選ばれた美しい「上勝樫原の棚

田」があるにもかかわらず、後継者不足と低採算から

耕作放棄の危機に瀕している。そこで棚田を維持する

手段として酒造りに注目し、工務店内に米作事業部と

酒販事業部を作って棚田で米を栽培するとともに、収

穫した米とともに山から湧き出る清水を採取してタ

ンクローリーで里の歴史ある酒蔵に運んで製造を委

託し、全量を引き取って棚田で作った貴重な米と湧き

水を使った上勝ブランドの酒「上勝」と「上勝の棚田

米と湧き水と負けん気でこっしゃえた純米吟醸原酒」

を創り上げた。工務店内の販売所で店売りするほか、

町内の宿泊施設等での販売、ネット販売がなされてい

る。 

【分析結果・考察】 

 大都市中心部にあっても、酒造業の復活は産業の面

だけでなく、文化の復活でもあって、地域活性化との

関わりは大きい。しかし、近年の酒の需要減退を受け

て、地方での酒造りは年々減少している。低温管理さ

れた大量生産体制の実現、販売店の多様化、低価格品

の普及、消費量の減少、人手不足という酒を取り巻く

環境変化を考慮すると、地方の中小酒造メーカーが

灘・伏見を始めとする大手酒造メーカーと同様の酒造

りを行うことは難しく、伝統的な酒造りへの回帰によ

る大手酒造メーカーとの差別化によって生き残りを

図るしか道は残されていないようにも見える。実際、

「獺祭」のように、入念なブランド管理による差別化

によって、自社蔵の銘柄の付加価値を高め、大手を上

回る成長を遂げるメーカーも現れている。 

 しかし、大都市中心部では用地難に加えて、酒造り

の優位性を欠く関係から、伝統的な酒造りを行うこと

も難しい。そんな中、本研究の事例研究によって、大

都市中心部でも SPA（製造小売り）を取り入れて、途

絶えた酒造りの復活、あるいは全く新たな酒造りを始

める方法の一部が明らかにされた。第一は、地域内に

蔵を設けて、自社蔵で酒を製造して販売する方法（以

下、自社蔵製造型）である⑧。堺市の「千利休」(（有）

堺泉酒造)がその例である。第二は、酒米、水などの

原料を地域資源として地域外の酒造メーカーに提供

して、製造委託・全量引取によって、ブランドを管理

する方法（以下、原料提供・製造委託・ブランド管理

型）である。上勝町の酒造りがその例である。第三は、

地域にゆかりのあるブランドを復活・新設して製造委

託・全量引取によって、ブランドを管理する方法（以

下、製造委託・ブランド管理型）である。堺市の「夢

衆」（（有）さかい銘醸）での酒造りがその例であり、

同じく「金の鳩」(東京の小澤酒造(株)が製造、販売)

の復活もこれに近い。 

 地域と酒の結びつきの強い順に並べると、自社蔵製

造型、原料提供・製造委託・ブランド管理型、製造委

託・ブランド管理型の順になる。 

地域活性化を目的とする酒造りとは、経済面と文化
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面の双方において、地域と密接な関りを持つ酒を復活

させることである。地域内での経済循環を考えると自

社蔵製造型が優れていることは言うまでもないが、新

たな酒造免許の取得が事実上不可能なこと、および投

資・製造コストを考えると実現は容易でない。余所か

ら持ってきた酒でも、自然・歴史・人物といったその

地に根付いたものと深い関係が生まれるならば、地域

の酒と言えるのではないか。 

そうすると、地域の酒を造り出す方法は一つではな

くて、いろいろな方法がある。必ずしも自社蔵製造型

にこだわる必要はなく、ベストは言えないが他の地域

に製造委託してもよい。重要なことは、地域に根付い

たものとの間にどのような関係を築くかにかかって

いる。 
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が多い。 
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③ ユニクロ、ZARA 等の研究は多いが、最近のものと

して新田(2008)を参照。 

④二宮(2016)は、「1960 年代、灘・伏見への桶売に依

存する中小酒造業者は、販路開拓のための営業やマー

ケティング活動を行わなくなった」そして、二宮

(2016)は、1960 年代以降に増加した桶取引がもたら

した影響を「清酒は均質化・同質化し、桶取引はスポ

ットの市場取引によって行われ、次第に供給過剰が常

態化した。桶取引に依存した酒造業者は経営不振に陥

ることになった」という。 

⑤資料間に見られる酒造業者数のバラツキは、実際の

酒造と免許とのズレによるものと思料される。 

⑥酒造免許の新規発行は事実上、不可能とされる。以

前に灘に発行例が一例あるが、実質的には免許を分割

した例とされる(2017 年 7 月 27 日、本社内で行われ

たインタビューに対する創業者西條裕三氏の談)。免

許を得るためには、廃業を考えている酒造メーカーを

移すしか方法がない。既存の免許地と新たな製造地の

税務署が異なる場所は、税務署毎に免許が発行される

関係から、双方の税務署間の理解が前提となる。 

⑦2017年 7月 27日、西條裕三氏。 

⑧国内の酒造メーカーにおける一般的な酒造方法で

ある。酒の消費趣向において酒米産地の拘りはそう強

くない。原材料となる水は地域内で調達するが、米は

地域内調達にあまり拘らない。特定名称酒を造る場合

は、米は有名な酒造好適米を地域外から購入すること

が多い。 

 

 協働と変化による土佐酒ブランドを守る仕組み 

氏名 仙頭真穂（損保ジャパン日本興亜）、〇大石さやか（高知工科大学）、那須清吾（高知工科大学） 

Keyword： ブランドマネジメント、知的財産、清酒、土佐酒、 

 

【問題・目的・背景】 
本稿は高知県の土佐酒ブランドを維持する仕組みに関する

事例研究である。高知県では、高知県工業技術センターの

働きにより、県内全ての蔵の情報の共有化がされており、

これは他県にはない仕組みのため「高知方式」と呼ばれて

いる。本研究では高知方式とこの仕組みがどのようにして

維持されているのかを明らかにする。 

海外でのブームもあるが、清酒の消費量数・製成数量、酒

類全体に占めるシェアは低下しており、清酒を取り巻く環

境は変化している。その清酒市場は全国的なブランドを持

つ大規模清酒製造業者とその他の地方清酒製造業者に大別

できる。なかでも後者の地方清酒製造業者が大部分を占め

ているため、清酒業界の活性化のためには地方清酒製造業

者の商品開発、ブランド戦略などのマネジメントは必要不

可欠である。高知県の地方清酒製造業者に着目し、高知県

工業技術センターと恊働した土佐酒ブランドの維持の仕組

みを明らかにすることが、地方清酒製造業の活性化に繋が

るのではないかと考える。 

 

図表１ 知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産 

    分類イメージ図 経済産業省より引用 

 

【研究方法・研究内容】 

本研究では、酒造りに関する基本的な事柄を調査し、既

に得られている知見について確認するとともに、高知県

工業技術センターの清酒担当の上東治彦氏と、高知県内

の蔵元（５社）の代表へのヒアリング調査を行う。この

ヒアリング調査を通して、高知方式の仕組みを明らかに

するとともに、その仕組みを維持している要因の分析を

行う。特に、他県では見られない知的財産の共有と行政

による酵母マネジメントなど、製品開発とブランド維持

の仕組みを記述的推論でモデル化する。 
 
【研究・調査･分析結果】 

（１）「土佐酒」の特徴とその維持 

土佐酒の特徴とは、淡麗辛口で、酸味があり雑味が少な

いキレイな味である。大きな特徴である辛口は、高知の

食文化に起因する。高知県は海、山、川など自然に恵ま

れているため食材が新鮮で豊富。そのため、高知県の食

文化は基本的に味付けがシンプルなものが多く、辛口の

酒と相性が良い。また、そういった歴史の流れがあるた

め、土佐の酒として販売する際、甘口などでは結果的に

売れないことが多いということも要因である。酸味があ

り雑味が少ないキレイな味というのは、後述するが、高

知方式による成果であるとの見方が出来る。高知県内の

酒蔵は土佐酒のもつ特徴を含むベースを維持しつつ、蔵

ごとの変化やこだわりにより蔵ごとの特徴を生み出して

いる。 

代表的な銘柄については、消費者はこの酒はこういう酒

だというイメージもあり、気温、米の出来具合、麹の仕

込みなど不確定な要素が多い中で杜氏の技術によって同

じ商品の生産を維持している。しかし、そういった従来

のものとは別に少量生産で新商品を造っている蔵もあり、

消費者は新しい商品を楽しむことができる。 

 

（２）清酒造り 

清酒造りの工程では、杜氏の技術は必要不可欠だが、酵

母、水、原料米の選定、麹の仕込みなど、いくつかの工

程がある。 

明治39年(1906年)１月に設立された日本醸造協会は、醸

造協会雑誌の発行や、きょうかい酵母の頒布（有料）、全

国品評会の開催（明治 40年～昭和 13年、清酒、白酒、

味醂、焼酎、醤油）、酒造講習会の開催などを行う協会で

ある。協会設立以前である明治以前における酒造りは品

質が安定していませんでした。明治以前における日本酒

造りは、麹と水を合わせる過程において空気中に自然に
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存在する酵母を取り込むことや、蔵に住みついた酵母に

頼っていたためである。協会設立後、明治44年に全国新

酒鑑評会を開催するようになってからはそこで高い評価

を得た酵母を採取し、純粋培養して蔵元へ頒布するよう

になったため、現在では酵母による品質の不安定は解消

されている。 

 

図表２ 清酒造りの工程 筆者作成 

 

（３）高知県工業技術センターによる取り組み 

昭和60年頃、日本全国の清酒は辛口傾向にあった。その

ため、県外に土佐酒を売り込むには淡麗辛口だけでは高

知県外には売れない。そのため、「土佐地酒としての個性

化、差別化をはかる」として1987（昭和62）年から工業

技術センター（当時の名称は高知県工業試験場）が技術

支援を開始した。当時は普通酒が中心であり、吟醸酒の

生産量が増加しつつあった。工業技術センターの技術支

援は大別して４点ある。県独自の酒米の開発、高知吟醸

酵母の開発、醸造技術支援、室戸海洋深層水を使用した

酒類の開発である。 

図表３ 高知方式のモデル化 筆者作成 

以前は吟醸酒用の酒米は県外産が多かった。そのため、

高知県産の酒造好適米の安定生産を実現するために品種

開発を行っている。土佐錦(H8 年)、吟の夢(H10 年)、風

鳴子(H13年)などが開発され、生産に使用されている。県

産の酒造好適米が少なかった以前に比べると酒米は増加

しているが、安定生産の面などでまだ課題は多いように

思われる。 

きょうかい酵母、酒造会社が独自に持っている酵母もあ

るが、高知県外不出の高知吟醸酵母の開発による差別化

が必要であるとし、工業技術センターの上東治彦氏が開

発。40~50種類の酵母を高知県内の蔵に提供している。 

 県内酒造場の麹、もろみ、製成酒の分析と厳しい審査

会を行うなどの取り組みを行う。酒造期の技術支援につ

いては後述する。 

 

（４）工業技術センター酒造期の技術支援 

 工業技術センターの酒造期の技術支援は４つある。高

知酵母の配布、原料米の分析、麹の分析、モロミの分析

である。 

〇高知酵母の配布 

前述した高知吟醸酵母をスラントで配布する。スラント

とは、試験管の中に寒天で固めた培地の表面に微生物を

増殖させたもので、微生物を保存するのに使われる形で

ある。 

〇原料米の分析 

原料米の分析は、県内全酒米農家のサンプルを分析する

ものである。分析の内容としては、白米の粒度の分布、

消化性、タンパク含量である。これにより、産地ごとの

品質確認が出来る。 

〇麹の分析 

県内酒造場の吟醸麹を消化試験法で年間 400 点分析し、

麹の強弱の判定などを行う。これはもろみの進め方など

の参考になる。麹が弱すぎる場合は酵素で補い、強すぎ

る場合は早めの追い水をするなどの対処が必要となる。

麹の造り方によって酒造業者の味の個性が生まれる。 

〇もろみの分析 

仕込みが始まると、全ての酒造業者の全ての樽から毎週

月曜日にもろみを採集し、発酵が順調に進んでいるかど

うか分析する。これは年間で600〜700点のサンプルとな

る。グルコース、ピルビン酸、酵母生存率、香気成分な

どの値が出る。グルコースはもろみの溶けと酵母の発酵

力のバランス、酵母生存率では酵母のアルコール耐性な

どを見る。 

〇「高知方式」最大の特徴である情報の共有化 

もろみと麹のサンプリングは毎週月曜日に工業技術セン

ターの清酒担当者が蔵をまわって採集を行い、データ分

析が終わり次第、各酒造会社へ FAX 送付する。この際、
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存在する酵母を取り込むことや、蔵に住みついた酵母に

頼っていたためである。協会設立後、明治44年に全国新

酒鑑評会を開催するようになってからはそこで高い評価

を得た酵母を採取し、純粋培養して蔵元へ頒布するよう

になったため、現在では酵母による品質の不安定は解消

されている。 
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酵母の開発、醸造技術支援、室戸海洋深層水を使用した

酒類の開発である。 
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以前は吟醸酒用の酒米は県外産が多かった。そのため、

高知県産の酒造好適米の安定生産を実現するために品種

開発を行っている。土佐錦(H8 年)、吟の夢(H10 年)、風

鳴子(H13年)などが開発され、生産に使用されている。県

産の酒造好適米が少なかった以前に比べると酒米は増加

しているが、安定生産の面などでまだ課題は多いように

思われる。 

きょうかい酵母、酒造会社が独自に持っている酵母もあ

るが、高知県外不出の高知吟醸酵母の開発による差別化

が必要であるとし、工業技術センターの上東治彦氏が開

発。40~50種類の酵母を高知県内の蔵に提供している。 

 県内酒造場の麹、もろみ、製成酒の分析と厳しい審査

会を行うなどの取り組みを行う。酒造期の技術支援につ

いては後述する。 

 

（４）工業技術センター酒造期の技術支援 

 工業技術センターの酒造期の技術支援は４つある。高

知酵母の配布、原料米の分析、麹の分析、モロミの分析

である。 

〇高知酵母の配布 

前述した高知吟醸酵母をスラントで配布する。スラント

とは、試験管の中に寒天で固めた培地の表面に微生物を

増殖させたもので、微生物を保存するのに使われる形で

ある。 

〇原料米の分析 

原料米の分析は、県内全酒米農家のサンプルを分析する

ものである。分析の内容としては、白米の粒度の分布、

消化性、タンパク含量である。これにより、産地ごとの

品質確認が出来る。 

〇麹の分析 

県内酒造場の吟醸麹を消化試験法で年間 400 点分析し、

麹の強弱の判定などを行う。これはもろみの進め方など

の参考になる。麹が弱すぎる場合は酵素で補い、強すぎ

る場合は早めの追い水をするなどの対処が必要となる。

麹の造り方によって酒造業者の味の個性が生まれる。 

〇もろみの分析 

仕込みが始まると、全ての酒造業者の全ての樽から毎週

月曜日にもろみを採集し、発酵が順調に進んでいるかど

うか分析する。これは年間で600〜700点のサンプルとな

る。グルコース、ピルビン酸、酵母生存率、香気成分な

どの値が出る。グルコースはもろみの溶けと酵母の発酵

力のバランス、酵母生存率では酵母のアルコール耐性な

どを見る。 

〇「高知方式」最大の特徴である情報の共有化 

もろみと麹のサンプリングは毎週月曜日に工業技術セン

ターの清酒担当者が蔵をまわって採集を行い、データ分

析が終わり次第、各酒造会社へ FAX 送付する。この際、

データには県内の全ての酒造会社の数値も記載されてお

り、自社だけでなく他社の仕込みの情報も把握できる。

これにはいくつかのメリットがある。大規模清酒製造業

者が少ない高知県では、小さな蔵が大きな蔵の造りを参

考に出来るということ。県内の全ての蔵の情報が共有さ

れているため、成功事例、失敗事例も公表することで短

期間に大量のデータが蓄積され、学ぶことが出来るとい

うこと。自らの蔵の数値が他の蔵と大きく乖離した場合

には早期に対処することが可能であるため、酒造りの失

敗を未然に防ぐことが出来るということ。また、各酒造

会社が自社でもろみや麹の分析を行うことには費用もか

かるため、コストの面でもメリットがある。こういった

現在の情報の共有化が徹底された高知方式が生まれた背

景には工業技術センターの上東氏の功績がある。工業技

術センターがもろみや麹の分析を始めたのは20年ほど前。

当時の工業技術センターの清酒担当は上東治彦氏１人の

み。当初は、蔵の代表者がサンプルを工業技術センター

に持参し、上東氏が分析し蔵に個別に分析結果を報告し

ており、情報の共有はされていなかった。また、現在で

は各蔵は FAX で送付された数値を確認し自社で対処をす

るが、開始した当時は、分析の結果が数値として出ても、

蔵の方は情報を数値でみることに不慣れ。そのため、悪

い数値が出たときは説明をして、対処してほしいと電話

することが多かった。そして、数値で把握することに慣

れてくると蔵から、他の蔵の造り、大きな蔵の数値を参

考にしたい、勉強したいという声が出てきたため、１社

ずつ許可を貰い、公開していき、現在のような形となっ

た。本来であれば企業秘密であると考えてしまいがちだ

が、驚くことに高知県の場合は情報共有には積極的であ

った。そしてこの情報共有と分析の成果として酸味があ

り雑味が少ないキレイな味があると考えられる。 

 

（５）新商品開発のサイクル 

高知吟醸酵母は毎年夏の新酒の仕込みの前に新酵母の講

習会を行う。県内の酒造会社を集めた場で、新酵母を使

用した試飲も用意して新酵母の紹介を行っている。その

酵母のなかに使用したい酵母がある蔵元は新酵母に挑戦

する。工業技術センターは全ての蔵に酵母の紹介をする

が、まれに個別に酵母をすすめる場合もある。たとえば、

同じ味、香りの酵母で酵母のアルコール耐性が高くなっ

たものなどがあげられる。しかし、基本的には酵母は蔵

が選定する。ヒアリング調査では、新酵母に積極的な蔵

と、新しいものではなく、データを吟味し実績のあるも

のを選択する蔵とがあり、酵母や原材料については蔵の

方針が分かれている。そして酒造りを開始すると、酒造

期の技術支援として１週間ごとのサンプル分析などで品

質管理を行う。１年の酒造りが終わり、酵母は好評であ

れば翌年にも使用される。本稿では高知方式に着目して

いるため、高知吟醸酵母を使用した商品開発に関する記

述が多いが、商品開発としては火入れの回数を変える、

新酵母でなくても既存のきょうかい酵母と実績のある酵

母をブレンドするなど、清酒の商品開発は多岐にわたる。

また、高知の統一ブランドとして宇宙育ちの酵母を使用

した土佐宇宙酒の開発なども商品開発の事例の１つとし

てあげられる。 

〇 疑問と仮定 

これまで、高知方式について明らかにしてきた。次に、

工業技術センターとの連携など高知独自の仕組みはどう

して維持できているのかを分析する。私は、高知県の蔵

元は「土佐酒」というくくりのなかで蔵の個性を出して

おり、土佐酒ブランド全体の魅力を向上させるという同

じ目標があるために情報共有などにも抵抗が無いのでは

ないかという仮説を立てた。この仮説を蔵元へのヒアリ

ング調査によって検証する。 

 

図表４ 商品開発のサイクルモデル 筆者作成 

 

（６）蔵元へのヒアリング調査と分析 

本研究では、５社の代表にヒアリング調査を行ったが、

共通している事柄が４点ある。第一に上東氏への信頼で

ある。現在では工業技術センターの清酒担当者は2、3人

いるが、やはり長期間関わり続けており、信頼は厚い。

第二に飲んで楽しいお酒を造るということである。多く

の蔵では各蔵の代表的な銘柄とは別に少量生産で新商品

に挑戦している。これは何本か造るなかの１本か 2 本は

新しい酵母を使うようにするなどである。そして新しい

酵母を県内の複数の蔵が使用することで酵母の失敗例や

133



成功例などのデータも蓄積していく。第三に土佐酒の特

徴である淡麗辛口などを維持していることである。いく

つかの蔵では、以前、甘口に近いお酒を販売したことも

あったそうだが、あまり売れなかった。消費者が土佐酒

に求めているのは淡麗辛口で高知の食文化に合うお酒で

あるということである。最後に、情報共有に対する意識

である。大きな蔵の造りを参考に出来る、数値として自

社のレベルを認識し向上させられる。また、情報共有に

は抵抗が無かったという。 

 

【考察・今後の展開】 

（１）高知方式を維持出来ている理由 

高知県の蔵元は「土佐酒」というくくりのなかで蔵の個

性を出しており、土佐酒ブランド全体の魅力を向上させ

るという同じ目標があるために情報共有などにも抵抗が

無いのではないかという仮説通り、蔵元へのヒアリング

調査より土佐酒は酒蔵郡としてのブランドを維持してい

ることが分かった。また、高知方式が維持できている理

由として情報共有、酵母、変化の３点についても整理す

る。（図表５参照） 

〇情報共有（データ分析を含む） 

情報共有については、酒造会社が自社で蔵のもろみや麹

のデータを解析するにはコストもかかるため、工業技術

センターが見てくれることによるメリットは大きい。こ

の仕組みが出来る以前は、小規模清酒製造業者はデータ

分析の機器を所持していないことが多いため、データの

解析は年に数回行う程度。現在のように酒造りのために

分析し１週間毎に数値を把握できることは画期的な仕組

みである。他の蔵のデータをみて、自社のレベルや数値

を認識し、多くのことを短期間で学べることも魅力的で

ある。また、企業秘密という点では、数値としてみても

同じ酒を造ることはまず出来ないため、問題ないと応え

る酒造会社が多かった。また、きょうかい酵母などもあ

り、清酒業界全体の特徴として他業種に比べてもともと

オープンであるとも考えられる。 

〇酵母 

酵母は高知県吟醸酵母だけでなく、きょうかい酵母もあ

ったため、酵母が持つ知的財産としての価値の比率がも

ともと低い。酵母よりも麹、原材料、工程などの酒造り

のプロセスが重要である。 

〇変化 

 高知県内の酒蔵は土佐酒のもつ淡麗辛口などの特徴を

含むベースを維持しつつ、蔵ごとの変化やこだわりによ

り蔵ごとの特徴としている。つまり、酒蔵郡としてのブ

ランドである。また、飲んで楽しいお酒を造るというこ

とから、各蔵の代表的な銘柄だけでなく少量生産で新商

品に挑戦している蔵も多い。そして新しい酵母を県内の

複数の蔵が使用することで酵母の失敗例や成功例などの

データも蓄積していく。 

情報共有

変化酵母

高知方式（土佐酒方式）が維持できている理由

自分の蔵のデータ解析の
コストがかからない。
他の蔵のデータを見て
商品開発など参考にできる。

協会酵母があり、酵母が持つ
知的財産としての価値が低い。
酵母よりも麹、原材料、工程など
酒造りのプロセスが重要！

その他要因

上東治彦氏という
中心的な人物が
長期間にわたって
関わっていること。

土佐酒のもつ特徴などの基本
＋

蔵ごとの変化＝蔵の酒

飲んで楽しいお酒を造る。
各蔵の代表的な銘柄とは別に
新商品に挑戦している。

 

図表５ 高知方式の成立メカニズム 

 

（２）考察 

 土佐酒ブランドを維持する高知方式を支える要因は２

つに大別できる。土佐酒であることと、蔵元のセンター

の技術支援への姿勢である。土佐酒は酒蔵郡としてのブ

ランドの維持をしているということ。蔵元のセンターの

技術支援への姿勢という点では、情報共有に積極的であ

ることや、少量生産で新酵母を使用した新商品開発、酵

母の知的財産としての価値の比率が低いこと、コスト面

などの要因が含まれる。本稿では、高知方式に着目し、

地方清酒製造業のブランドのあり方とそれらを維持する

要因を解明した。清酒製造業者の推移（図-4）を見ても

わかるように、日本全国の酒蔵は減少している。そのな

かで、本研究で着目した高知方式のやり方は、地方清酒

製造業者が今後、地域に残すための仕組みとして有効で

あるといえるのではないだろうか。 
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成功例などのデータも蓄積していく。第三に土佐酒の特

徴である淡麗辛口などを維持していることである。いく

つかの蔵では、以前、甘口に近いお酒を販売したことも

あったそうだが、あまり売れなかった。消費者が土佐酒

に求めているのは淡麗辛口で高知の食文化に合うお酒で

あるということである。最後に、情報共有に対する意識

である。大きな蔵の造りを参考に出来る、数値として自

社のレベルを認識し向上させられる。また、情報共有に

は抵抗が無かったという。 

 

【考察・今後の展開】 

（１）高知方式を維持出来ている理由 

高知県の蔵元は「土佐酒」というくくりのなかで蔵の個

性を出しており、土佐酒ブランド全体の魅力を向上させ

るという同じ目標があるために情報共有などにも抵抗が

無いのではないかという仮説通り、蔵元へのヒアリング

調査より土佐酒は酒蔵郡としてのブランドを維持してい

ることが分かった。また、高知方式が維持できている理

由として情報共有、酵母、変化の３点についても整理す

る。（図表５参照） 

〇情報共有（データ分析を含む） 

情報共有については、酒造会社が自社で蔵のもろみや麹

のデータを解析するにはコストもかかるため、工業技術

センターが見てくれることによるメリットは大きい。こ

の仕組みが出来る以前は、小規模清酒製造業者はデータ

分析の機器を所持していないことが多いため、データの

解析は年に数回行う程度。現在のように酒造りのために

分析し１週間毎に数値を把握できることは画期的な仕組

みである。他の蔵のデータをみて、自社のレベルや数値

を認識し、多くのことを短期間で学べることも魅力的で

ある。また、企業秘密という点では、数値としてみても

同じ酒を造ることはまず出来ないため、問題ないと応え

る酒造会社が多かった。また、きょうかい酵母などもあ

り、清酒業界全体の特徴として他業種に比べてもともと

オープンであるとも考えられる。 

〇酵母 

酵母は高知県吟醸酵母だけでなく、きょうかい酵母もあ

ったため、酵母が持つ知的財産としての価値の比率がも

ともと低い。酵母よりも麹、原材料、工程などの酒造り

のプロセスが重要である。 

〇変化 

 高知県内の酒蔵は土佐酒のもつ淡麗辛口などの特徴を

含むベースを維持しつつ、蔵ごとの変化やこだわりによ

り蔵ごとの特徴としている。つまり、酒蔵郡としてのブ

ランドである。また、飲んで楽しいお酒を造るというこ

とから、各蔵の代表的な銘柄だけでなく少量生産で新商

品に挑戦している蔵も多い。そして新しい酵母を県内の

複数の蔵が使用することで酵母の失敗例や成功例などの

データも蓄積していく。 

情報共有

変化酵母

高知方式（土佐酒方式）が維持できている理由

自分の蔵のデータ解析の
コストがかからない。
他の蔵のデータを見て
商品開発など参考にできる。

協会酵母があり、酵母が持つ
知的財産としての価値が低い。
酵母よりも麹、原材料、工程など
酒造りのプロセスが重要！

その他要因

上東治彦氏という
中心的な人物が
長期間にわたって
関わっていること。

土佐酒のもつ特徴などの基本
＋

蔵ごとの変化＝蔵の酒

飲んで楽しいお酒を造る。
各蔵の代表的な銘柄とは別に
新商品に挑戦している。

 

図表５ 高知方式の成立メカニズム 

 

（２）考察 

 土佐酒ブランドを維持する高知方式を支える要因は２

つに大別できる。土佐酒であることと、蔵元のセンター

の技術支援への姿勢である。土佐酒は酒蔵郡としてのブ

ランドの維持をしているということ。蔵元のセンターの

技術支援への姿勢という点では、情報共有に積極的であ

ることや、少量生産で新酵母を使用した新商品開発、酵

母の知的財産としての価値の比率が低いこと、コスト面

などの要因が含まれる。本稿では、高知方式に着目し、

地方清酒製造業のブランドのあり方とそれらを維持する

要因を解明した。清酒製造業者の推移（図-4）を見ても

わかるように、日本全国の酒蔵は減少している。そのな

かで、本研究で着目した高知方式のやり方は、地方清酒

製造業者が今後、地域に残すための仕組みとして有効で

あるといえるのではないだろうか。 

 

【引用・参考文献】 

[1]「伝統は革新の連続である! 地方からの清酒復権」 四国
銀行『経営情報』第 140 号、2014 年 9 月号  

[2]「高知の酒造り」高知県工業技術センター 上東治彦氏 
[3]「高知県吟醸酵母のご紹介」高知県工業技術センター 
[4]「販売（消費）数量累年比較」統計資料 国税庁 
[5]日本醸造協会HP http://www.jozo.or.jp/ 
[6]「二十歳からの日本酒BOOK」日本酒造組合中央会 
[7]高木酒造株式会社 http://www.toyonoume.com 
[8] 司牡丹酒造株式会社 http://www.tsukasabotan.co.jp 
[10]有限会社仙頭酒造場 http://www.sentoshuzo.com 
[11]有限会社濱川商店 http://www.bijofu.jp 
[12]日本名門酒会 http://www.meimonshu.jp 

ロシア市場における「青森県産食品」の受容性分析 －ヨーロッパロシアと極東ロシアの差異－ 

数納祥平（株式会社マクロミル） 

Keyword：地域経済の活性化、海外輸出、消費者行動の理解 

 

【本稿の目的】 

地域経済活性化の方法論は数多くあるが、最も望ましい

方法の1つは、地域の優れた商品・サービスを、地域外（県

外あるいは海外）へ提供することにより、外貨を地域に落

とすことである。そして、そのような産業を、地域の産学

官が連携して支え拡大する体制を構築していくことである。 

本研究は、そのような視点に立った上で、「青森県産食品」

をロシアに輸出することを目的として行われた、市場調査

の結果から得られた諸発見を報告するものである。 

 

【背景】 

マーケティングの教科書でもしばしば言及されるように

（1）、商品・サービスの継続的な販売においては、「そこに

住む消費者に寄り添い、消費者ニーズを深く理解する」こ

とが肝要となる。しかし、研究対象が国境を越えてしまう

と、その難しさは格段に跳ね上がる。経済・政治・文化面

等で様々な差異があり、日本人では想像や共感ができない

ような要素が、消費者行動を左右することがあるからであ

る（2）。 

本研究では、このような問題点を解決するSTEPの一部と

して、過去 2度にわたりインターネット調査を実施した。

それらの調査結果から、過去の報告では、日本産食品のロ

シア市場におけるポジショニング（「高価格で高品質」「健

康的でナチュラル」「安全・安心」な商品として差別化され

ていた）や、今後とるべきマーケティング戦略（一例とし

て、「日本独自の味」で評価されている醸造商品を、「有機

栽培」「農薬が少ない」などの安全イメージをアピール点と

して訴求し、高品質・高価格戦略をとるべきと示唆）につ

いて言及がなされた。その一部は、2015年の地域活性学会

の研究大会（京都橘大学）でも報告された（3）。今回は、そ

れらの過去調査から浮かび上がってきた仮説に対する追加

報告となる。 

 

【本稿における仮説】 

本稿における仮説は、「青森県産食品に対する態度に、ロ

シア国内で地域差はあるのか？」である。 

過去の報告では、基本的には、ロシア全体を対象に分析

してきた。しかしながら、ロシアは多様で広大な国であり、

本来は1つの市場としてくくれるものではあるまい。 

ロシア連邦の全人口は 1.4憶人であるが、ロシア連邦は

スウェーデンやイギリスのような先進国的人口構造を有し

ていない。1990年代の社会経済的変革の時に発生した大混

乱が人口構造に多大な影響を与えたからである。一つには、

高齢の男性が少ない。つまり「お婆さんは生き残っている

が、お爺さんが非常に少ない」のである。さらに、人口集

積でいえば、モスクワのあるヨーロッパロシアに 1億人以

上が住み、極東ロシアにはわずかに 600万人が住むだけで

ある。その西と東の間に広大なシベリアロシアが、膨大な

地下資源とともに横たわっている。このような特徴をもつ

人口構造が母集団となる。 

このような広大な国土を持つロシア連邦に対して、本稿

においては、特に地理的な区分に着目した。具体的には、

ヨーロッパ大陸の一部である「ヨーロッパロシア」と、ア

ジア大陸の一部であり、地理的にも青森に近い「極東ロシ

ア」では、日本産食品に対する態度にも差異があるであろ

うという仮説を検証した。 

 

【データ収集の方法】 

調査方法 

 データは、インターネットを通じたアンケート調査に

よって収集された。数ある調査手法から、インターネッ

ト調査を選択した理由は、①広大な国土を持つロシア各

地から、比較的に低コストでサンプルを確保できる点、

②ロシア人のインターネット調査に対する回答精度が、

例えば中国でインターネット調査をした際の回答データ

などと比べて非常に高い点、などである。 

 

標本集団（サンプル）と選択基準 

過去に実施された2回に調査のうち、1回目の調査の対

象は、広くロシア全域の消費者を対象とした。 

一方、2回目の調査では、日本産食品へのより具体的な

評価を明らかにするという観点から、日本産食品を購入

する可能性が高い人に限定された。具体的には、日本産

食品への購買意向を示した人で、中流層以上にあたる世

帯月収25,000ル－ブル以上である人に限定をした。 

また、国際貿易研究の一部として実施されたという理
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由のゆえに、2つの調査ともに、対象地域および性年代構

成は可能な限り均等にすることを目指して回収された。

そのように回収することで、各対象者の差異を比較的に

検討することが可能になるからである。 

 

回収サンプルの構成（n=343） 

1回目の調査においては247人の回答データを収集。内

訳はTable1-1の通り。見事なほどにほぼ均等なサンプル

が回収された。 

2 回目の調査においては、前述の条件に該当する 343

人の回答データを収集。内訳は Table1-2の通り。事前の

回収見込みの低さから、「ヨーロッパロシア」と「シベリ

ア」はひとくくりにして回収された。結果、「ヨーロッパ

ロシア・シベリア」では、性年代でほぼ均等なサンプル

が回収された。「極東エリア」についても、性年代構成比

は均等回収までは至らなかったものの、単独で 120 サン

プルの確保に成功した。このような、細かい回収サンプ

ル数のコントロールは、インターネット調査ならではの

利便性であろう。 

Table1-1. 　1回目調査のサンプルの内訳（n=247）
20代 30代 40代 50代以上 合計

男性
女性
男性
女性
男性
女性

Table1-2.　2回目調査のサンプルの内訳（n=343）
18-29歳 30-39歳 40-49歳 50歳以上 合計

男性
女性
男性
女性

シベリア

極東ロシア

合計

合計

ヨーロッパロシア
・シベリア

極東ロシア

ヨーロッパロシア

 

 

【データ分析から明らかになったこと】 

 以下では、調査結果より明らかになった 4 点について

要旨を叙述する。 

 

日本産食品の購入頻度に、地域差はあるのか？ 

まず、ロシア人消費者の外国産食品の購入頻度を分析

した。Table2は、「月1回以上購入する外国産食品」の結

果である。ロシア全体でみると、最もよく購入されてい

るのは中国産であり、日本産は 4番目にとどまっている。

（※1回目調査で聴取した主要 6か国での分析結果） 

但し、地域によってその構成は大きく異なることが分

かった。ヨーロッパロシアにおいては、中国産よりも、

ドイツ産やフランス産の方がより頻繁に購入されており、

日本産を含むアジア産食品群の購入頻度は概して低めと 

Table2. ロシアでの外国産食品の購入度＜月1回以上＞　※1回目調査より

中国の食

糧品

韓国の食

糧品

ドイツの食

糧品

日本国の

食糧品

フランスの

食糧品

アメリカ合

衆国の食

糧品
n=
(247) 55.1 37.2 36.4 32.4 26.3 21.9

ヨーロッパロシア (82) 34.1 15.9 43.9 18.3 35.4 19.5

シベリア (81) 50.6 33.3 42.0 33.3 23.5 18.5

極東ロシア (84) 79.8 61.9 23.8 45.2 20.2 27.4

ロシア全体

エリア別

55.1

37.2
36.4 32.4

26.3
21.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%
ロシア全体

ヨーロッパロシア

シベリア

極東ロシア

[比率の差]

全体 +10 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 +5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -10 ﾎﾟｲﾝﾄ

 

なっている。 

一方、極東ロシアにおいてはその逆であり、中国産、

韓国産などアジア産食品がより頻繁に購入されている。

日本産も 3 番手に入る。これは、地理的にもより近くに

位置しているアジアの方が流通コストが低く、流通しや

すいという点が影響していることは想像に難くない（4）。  

日本産食品の販売促進という視点から言えば、すでに

商品がより浸透（流通）している極東ロシアの方が、ヨ

ーロッパロシアよりも、日本産食品の購買におけるハー

ドルは低いということは言えそうである。 

 

日本産食品の購入意向に、地域差はあるのか？ 

次いで、ロシア人消費者が購入したい外国産食品につ

いてTable3にまとめた。ロシア全体でみると、人気が高

いのは、ドイツ産、フランス産、日本産の 3 つである。

つづくアメリカ産、韓国産、中国産とは購入意向に大き

な差異が見られる。 

但し、ここでも地域差は大きくなっている。ヨーロッ

パロシアにおいては、欧州産の評価がより高めであり、

日本産も評価は高いものの、ドイツ産、フランス産と比

べるとやや劣勢となる。一方、極東ロシアにおいては、

日本産の評価は逆に高くなり、ドイツ産、フランス産と 

Table3. ロシアでの外国産食品の購入意向 ＜意向あり計＞　※1回目調査より

ドイツの食

糧品

フランスの

食糧品

日本国の

食糧品

韓国の食

糧品

アメリカ合

衆国の食

糧品

中国の食

糧品

n=
(247) 81.4 72.1 71.3 47.4 38.1 25.9

ヨーロッパロシア (82) 86.6 80.5 61.0 35.4 41.5 24.4

シベリア (81) 80.2 71.6 66.7 39.5 25.9 22.2

極東ロシア (84) 77.4 64.3 85.7 66.7 46.4 31.0

ロシア全体

エリア別

81.4

72.1 71.3

47.4

38.1

25.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%
ロシア全体

ヨーロッパロシア

シベリア

極東ロシア

[比率の差]

全体 +10 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 +5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -10 ﾎﾟｲﾝﾄ
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由のゆえに、2つの調査ともに、対象地域および性年代構

成は可能な限り均等にすることを目指して回収された。

そのように回収することで、各対象者の差異を比較的に

検討することが可能になるからである。 

 

回収サンプルの構成（n=343） 

1回目の調査においては247人の回答データを収集。内

訳はTable1-1の通り。見事なほどにほぼ均等なサンプル

が回収された。 

2 回目の調査においては、前述の条件に該当する 343

人の回答データを収集。内訳は Table1-2の通り。事前の

回収見込みの低さから、「ヨーロッパロシア」と「シベリ

ア」はひとくくりにして回収された。結果、「ヨーロッパ

ロシア・シベリア」では、性年代でほぼ均等なサンプル

が回収された。「極東エリア」についても、性年代構成比

は均等回収までは至らなかったものの、単独で 120 サン

プルの確保に成功した。このような、細かい回収サンプ

ル数のコントロールは、インターネット調査ならではの

利便性であろう。 

Table1-1. 　1回目調査のサンプルの内訳（n=247）
20代 30代 40代 50代以上 合計

男性
女性
男性
女性
男性
女性

Table1-2.　2回目調査のサンプルの内訳（n=343）
18-29歳 30-39歳 40-49歳 50歳以上 合計

男性
女性
男性
女性

シベリア

極東ロシア

合計

合計

ヨーロッパロシア
・シベリア

極東ロシア

ヨーロッパロシア

 

 

【データ分析から明らかになったこと】 

 以下では、調査結果より明らかになった 4 点について

要旨を叙述する。 

 

日本産食品の購入頻度に、地域差はあるのか？ 

まず、ロシア人消費者の外国産食品の購入頻度を分析

した。Table2は、「月1回以上購入する外国産食品」の結

果である。ロシア全体でみると、最もよく購入されてい

るのは中国産であり、日本産は 4番目にとどまっている。

（※1回目調査で聴取した主要 6か国での分析結果） 

但し、地域によってその構成は大きく異なることが分

かった。ヨーロッパロシアにおいては、中国産よりも、

ドイツ産やフランス産の方がより頻繁に購入されており、

日本産を含むアジア産食品群の購入頻度は概して低めと 

Table2. ロシアでの外国産食品の購入度＜月1回以上＞　※1回目調査より

中国の食

糧品

韓国の食

糧品

ドイツの食

糧品

日本国の

食糧品

フランスの

食糧品

アメリカ合

衆国の食

糧品
n=
(247) 55.1 37.2 36.4 32.4 26.3 21.9

ヨーロッパロシア (82) 34.1 15.9 43.9 18.3 35.4 19.5

シベリア (81) 50.6 33.3 42.0 33.3 23.5 18.5

極東ロシア (84) 79.8 61.9 23.8 45.2 20.2 27.4

ロシア全体

エリア別

55.1

37.2
36.4 32.4

26.3
21.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%
ロシア全体

ヨーロッパロシア

シベリア

極東ロシア

[比率の差]

全体 +10 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 +5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -10 ﾎﾟｲﾝﾄ

 

なっている。 

一方、極東ロシアにおいてはその逆であり、中国産、

韓国産などアジア産食品がより頻繁に購入されている。

日本産も 3 番手に入る。これは、地理的にもより近くに

位置しているアジアの方が流通コストが低く、流通しや

すいという点が影響していることは想像に難くない（4）。  

日本産食品の販売促進という視点から言えば、すでに

商品がより浸透（流通）している極東ロシアの方が、ヨ

ーロッパロシアよりも、日本産食品の購買におけるハー

ドルは低いということは言えそうである。 

 

日本産食品の購入意向に、地域差はあるのか？ 

次いで、ロシア人消費者が購入したい外国産食品につ

いてTable3にまとめた。ロシア全体でみると、人気が高

いのは、ドイツ産、フランス産、日本産の 3 つである。

つづくアメリカ産、韓国産、中国産とは購入意向に大き

な差異が見られる。 

但し、ここでも地域差は大きくなっている。ヨーロッ

パロシアにおいては、欧州産の評価がより高めであり、

日本産も評価は高いものの、ドイツ産、フランス産と比

べるとやや劣勢となる。一方、極東ロシアにおいては、

日本産の評価は逆に高くなり、ドイツ産、フランス産と 

Table3. ロシアでの外国産食品の購入意向 ＜意向あり計＞　※1回目調査より

ドイツの食

糧品

フランスの

食糧品

日本国の

食糧品

韓国の食

糧品

アメリカ合

衆国の食

糧品

中国の食

糧品

n=
(247) 81.4 72.1 71.3 47.4 38.1 25.9

ヨーロッパロシア (82) 86.6 80.5 61.0 35.4 41.5 24.4

シベリア (81) 80.2 71.6 66.7 39.5 25.9 22.2

極東ロシア (84) 77.4 64.3 85.7 66.7 46.4 31.0

ロシア全体

エリア別

81.4

72.1 71.3

47.4

38.1

25.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%
ロシア全体

ヨーロッパロシア

シベリア

極東ロシア

[比率の差]

全体 +10 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 +5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -10 ﾎﾟｲﾝﾄ

 

比べても明確に優位となる。日本産食品の輸入促進とい

う視点で言えば、明らかに、ヨーロッパロシアよりも極

東ロシアの方が容易であると思われる。 

 

日本産食品の競合相手に、地域差はあるのか？ 

 次いで、「日本産食品の競合国はどこになるのか？」と

いう視点で、2回目の調査（日本産食品を購入する可能性

の高い人が対象）の結果を見てみる。 

Table4-1. ロシアでの外国産食品の購入度　※2回目調査より

n= (%)

月1以上

購入計

(TOP3)

(343) 58.9

(343) 55.7

(343) 55.4

(343) 49.6

(343) 45.8

(343) 45.8

(343) 45.2

(343) 43.4

(343) 40.8

中國

ベラルーシ

ウクライナ

ドイツ

イタリア

日本

韓国

フランス

アメリカ

25.1

20.7

14.9

8.7

7.6

8.5

11.1

4.1

6.4

14.3

19.2

20.1

20.1

15.5

13.4

10.8

16.3

14.9

19.5

15.7

20.4

20.7

22.7

23.9

23.3

23.0

19.5

7.9

10.5

9.0

17.5

18.1

14.3

16.0

15.7

16.9

12.0

10.2

12.5

11.4

13.7

18.1

13.7

17.2

12.8

10.8

12.0

10.8

9.9

8.7

11.7

11.1

9.6

13.1

7.6

4.7

7.0

5.8

6.4

4.7

5.2

7.0

7.9

2.9

7.0

5.2

5.8

7.3

5.5

8.7

7.0

8.5

ほぼ毎週 2～3週間に1回程度

1ヶ月に1回程度 2～3ヶ月に1回程度

4～6ヶ月に1回程度 最近半年間の購買はないが、過去に購買したことがある

市場で見かけたことはあるが、購買したことはない 市場で見かけたことが無い

 

Table4-1は、ロシア人消費者の外国産食品の購入頻度

である。最もよく購入されているのは中国産である。こ

れは、その価格の安さから諸外国でみられる光景であり、

驚くに当たらないであろう。 

ここで注目したいのは、ベラルーシ産およびウクライ

ナ産が、中国産に次いで購入頻度が高い点である。ベラ

ルーシ産とウクライナ産は、官製マクロデータなどを参

照して主要国だけに絞って聴取した、1回目調査では呈示

されなかった。しかし、1回目調査の自由回答を分析した

ところ、ロシア人消費者の回答から「ベラルーシ」「ウク

ライナ」というワードが一定数出現したため、2回目の調

査では呈示して聴取したものである。すると、中国産に

次いでよく購入しているという驚きの結果となった。 

旧ソ連領であるベラルーシおよびウクライナからの輸

入食品は、今もロシア人消費者に強く好まれており、ロ

シア全体でみると、多くの食品にとって強力な競合とな

りうることがうかがえる結果となった。 

しかし、Table4-2で地域差を見ると、その様相は大き

く異なる。まず、ヨーロッパロシアにおいては、ベラル

ーシ産およびウクライナ産が中国産を上回り、非常に高

頻度で購入される食品となっている。一方、極東ロシア

においては、よく購入される食品は中国産、韓国産、日

本産の３つであり、中国産に次いで高頻度であったベラ

ルーシ産とウクライナ産の購入は限定的となった。 

 つまり、ベラルーシ産やウクライナ産は、ロシア市場

全体においては、非常に大きなウエイトを占める商品で

はあるが、地域を極東ロシアに限定した場合には、日本

産の主な競合は、あくまで中国産、韓国産であり、ベラ

ルーシ産・ウクライナ産ではないということが分かる。 

 

ロシア人消費者の購入時重視点に、地域差はあるのか？ 

 ロシア人消費者たちは、外国産食品を購入する際に、

どのような点を重視しているのであろうか？ 2 回目の

調査においては、その点をかなり細かに聴取した。

Table5-1はその結果である。 

これを見ると、ロシア人消費者は、（食品である以上「お

いしいこと」は当然として）「価格」よりも、「有害物質

の恐れがない」「放射能の恐れがない」「遺伝子組み換え

でない」「添加物が少ない」「農薬が少ない」など、食品

の安全面をより重視していることがわかる。 

Table5-2は、これを地域別に分析したものである。こ

れをみると、極東ロシアの人々は、ヨーロッパロシアお

よびシベリアに比べ、「おいしいこと」以外のスコアが全

体的にやや低く、外国産食品に対する目が、比較的に厳

しくない可能性は示唆される。但し、「味」と「安全」を 

n= (%)

重視する

計

(TOP2)

(343) 96.5
(343) 87.8
(343) 83.7
(343) 81.3
(343) 85.4
(343) 79.3
(343) 79.9
(343) 89.2
(343) 89.8
(343) 81.6
(343) 84.3
(343) 67.9
(343) 79.0
(343) 75.5
(343) 59.2
(343) 65.6
(343) 51.0
(343) 48.7
(343) 49.0
(343) 53.4
(343) 48.4
(343) 58.3
(343) 68.3

おいしいこと

有害物質（重金属など）の恐れが無い

放射能の恐れが無い

遺伝子組み換えで無い

添加物が少ない

農薬が少ない

子ども・孫の成長によい

見た目がよい

価格が手頃

高級品である

香り

有機栽培されている

好きな国の食品である

産地・ブランド

脂肪分が少ない

栄養価が高い

糖分が少ない

カロリーが少ない

塩分が少ない

量が多い

Table5-1. 外国産食品を購入する際の重視点　※2回目の調査より

調理済みである

パッケージデザイン

その他

74.6
63.0
61.5

56.9
54.5

51.3
48.4

42.0
40.2
38.8

35.0
32.4
31.5

27.7
25.9
25.4

22.2
21.6

19.8
16.3

12.2
11.7

43.9

21.9
24.8

22.2
24.5
30.9

28.0
31.5
47.2
49.6

42.9
49.3

35.6
47.5

47.8
33.2

40.2
28.9

27.1
29.2
37.0

36.2
46.6

24.4

6.7
6.7

9.3
8.5

11.4
9.0

5.8
4.4

11.7
10.2

18.7
10.8

10.5
11.7

13.7
14.3

14.3
14.9

21.0
22.2

13.1
17.1

3.8
5.8
7.0

4.7
6.7

7.6
4.1
5.0

5.0
5.5

10.8
7.3

11.7
21.9

17.2
25.9

25.1
26.8

21.9
22.4
23.0

3.8
2.3

2.6
3.5

2.6
2.9
2.3

7.3
3.5

8.7
12.0

9.3
3.8

7.0
5.5

14.6

重視する やや重視する どちらともいえない あまり重視しない 重視しない

「品質面」の項目

「安全面」の項目

「健康面」の項目

その他の項目

Table4-2. ロシアでの外国産食品の購入度＜月1回以上＞　※2回目調査より

中國 ベラルー

シ

ウクライ

ナ

ドイツ イタリア 日本 韓国 フランス アメリカ

※色づけの基準は「月1以上購入計(TOP3) 全体」の全体n=
(343) 58.9 55.7 55.4 49.6 45.8 45.8 45.2 43.4 40.8

ヨーロッパロシア (159) 44.7 74.2 64.2 59.1 58.5 37.1 32.7 53.5 37.1
シベリア (51) 49.0 51.0 64.7 66.7 54.9 43.1 41.2 58.8 52.9
極東ロシア (120) 85.8 33.3 41.7 29.2 25.0 60.0 65.8 22.5 40.0

ロシア全体

エリア別

58.9 55.7 55.4
49.6

45.8 45.8 45.2 43.4 40.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

[比率の差]

全体 +10 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 +5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -5 ﾎﾟｲﾝﾄ

全体 -10 ﾎﾟｲﾝﾄ
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より重視している点は同じであり、外国産食品に対する

態度に大きな差異はないと言えそうである。 

 むしろ注目すべきは、ロシア人消費者が持つ「食の安

全面」への強いニーズと、ロシア人消費が抱いている日

本産食品への「健康的でナチュラル」「安心・安全」とい

うイメージが似通っているという点であろう（5）。このよ

うな日本産食品の特徴は、低価格・低品質なイメージが

付帯している中国産・韓国産とは一線を画すものであり、

ロシア市場における日本産食品の大きな強みと言える。

今後のマーケティング戦略を考える上でも、重要なポイ

ントになるであろう。 

 

【考察と課題】 

 データ分析の結果より、日本産食品への態度には明確

な地域差が認められた。そして、日本産食品の輸出促進

に向けては、以下３つの理由で、ヨーロッパロシアより

も、極東ロシアがより有望な地域となると思われる。 

① 現段階での日本産食品の浸透度（購入される頻度）

および需要性（購入したい度合い）がともに高く、

今後も購買が促進されやすいと考えられる点。 

② ロシア人消費者は、外国産食品に対して「食の安全

面」へのニーズが高く、それは、ロシア人消費者た

ちが日本産食品に抱いている「健康・ナチュラル」「安

全・安心」イメージとも似通っている点。 

③ 極東ロシアにおいて主な競合相手となる中国産・韓

国産は、ロシア人消費者たちに低品質・低価格イメ

ージを抱かれており、②のイメージを抱かれている

日本産食品はこれらとの差別化が比較的に容易であ

る点。 

 

 今後の課題についても言及しよう。過去2回の調査は、

あまりに未知であったロシア人消費者の消費行動を、大

まかに捉えるためのものであり、多分に概括的なものに

留まっている点は否めないであろう。今後より具体的な

マーケティング施策を考える上では、ロシア人消費者の

理解をさらに深めることが望まれる。そのためのアプロ

ーチの中には、こういったインターネット調査に加え、

ロシアでの現地調査や、有用なビジネスパートナー探し

なども含まれるであろう。 

 

データの留意点 

 最後に、本研究の分析結果の蓋然性を制限する点に言

及する。それは、サンプルの代表性についてである。イ

ンターネット・リサーチという手法をとっているがゆえ

に、対象者は所謂「ネット住民」に限定される。また、

サンプル数は 247と 343と必ずしも多くない。ゆえに、

今回の対象サンプルが果たしてどれだけ「真の全人口」

を反映しているのかについては、留意されるべきであろ

う。 

 

【参考・引用文献】 

（1）この点については、例えば、アメリカの大学で最も

広く使用されているマーケティングのテキストの

１つである、P.Peter & J. C. Olson（2001）, Consumer 

Behavior and Marketing Strategy, New York: 

McGraw-Hill Irwinにおいても、その序章で言及が

されている。 

（2）国境を越えてのマーケティングの難しさについては、
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の新たな成長への枠組み』（国元書房、2003年）およ

び Philip R. Cateora, Mary C. Gilly, & John L. 

Graham(2009). International Marketing Fourteenth 

Edition. New York:McGraw-Hill Irwinを参照。 

（3）数納祥平（2015）『ロシア市場における「青森県産

食品」のマーケティングミックスを考える－２回目

の市場調査から得られた諸発見-』地域活性学会研

究大会論文集、第7巻、p175-178。 

（4）流通コストの説明要因は地理的な近さだけではなく、
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より重視している点は同じであり、外国産食品に対する

態度に大きな差異はないと言えそうである。 
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今後のマーケティング戦略を考える上でも、重要なポイ
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および需要性（購入したい度合い）がともに高く、

今後も購買が促進されやすいと考えられる点。 

② ロシア人消費者は、外国産食品に対して「食の安全

面」へのニーズが高く、それは、ロシア人消費者た

ちが日本産食品に抱いている「健康・ナチュラル」「安

全・安心」イメージとも似通っている点。 

③ 極東ロシアにおいて主な競合相手となる中国産・韓

国産は、ロシア人消費者たちに低品質・低価格イメ

ージを抱かれており、②のイメージを抱かれている

日本産食品はこれらとの差別化が比較的に容易であ

る点。 

 

 今後の課題についても言及しよう。過去2回の調査は、

あまりに未知であったロシア人消費者の消費行動を、大

まかに捉えるためのものであり、多分に概括的なものに

留まっている点は否めないであろう。今後より具体的な

マーケティング施策を考える上では、ロシア人消費者の

理解をさらに深めることが望まれる。そのためのアプロ

ーチの中には、こういったインターネット調査に加え、

ロシアでの現地調査や、有用なビジネスパートナー探し

なども含まれるであろう。 

 

データの留意点 

 最後に、本研究の分析結果の蓋然性を制限する点に言

及する。それは、サンプルの代表性についてである。イ

ンターネット・リサーチという手法をとっているがゆえ

に、対象者は所謂「ネット住民」に限定される。また、

サンプル数は 247と 343と必ずしも多くない。ゆえに、

今回の対象サンプルが果たしてどれだけ「真の全人口」

を反映しているのかについては、留意されるべきであろ

う。 
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地域ものづくり企業地域ものづくり企業地域ものづくり企業地域ものづくり企業連携組織と会津大学の連携組織と会津大学の連携組織と会津大学の連携組織と会津大学の連携連携連携連携事例事例事例事例    
石橋史朗（会津大学） 

Keyword： 地域貢献・産学官連携・課題解決・人材育成 
 
【問題・目的・背景】 
１．会津産業ネットワークフォーラム (ANF) 
会津産業ネットワークフォーラム(ANF)は、会津地域の

製造業を核とした企業連携組織であり、会員企業の相互
連携と地域振興を目的に、2008年に創設された。2017年
3月末時点での参加企業数は72社に上り、企業間の情報
共有、各種イベントやセミナーの開催、人材育成支援な
ど、多様な取組みを推進している。地元の公立大学であ
る会津大学では、ANF との協業を探る中で、2010 年から
具体的な連携活動を展開している。 
ここでは地方大学における地域貢献の 1 つの形態とし

て、ANFと会津大学との現時点までの連携の取組みについ
て紹介する。また、このような地元企業と大学との産学
連携における課題と、本取組みの中で工夫した点などに
ついても述べる。 
 

【研究方法・研究内容】 
２．ANFと会津大学の連携の流れ 
 ANF と会津大学の連携活動がスタートしてから 7 年余
りになるが、当初から現在に至るまで、その連携の形態
はさまざまに変化してきた。また連携形態の見直しにあ
たっては、より良い連携の実現に向けて、節目ごとに議
論も行われてきた。ここでは、産学連携の発端から現在
の活動に至るまでの経緯を振り返ってみる。 
 
２．１ モーニングサロン 
 ANF と会津大学との最初の連携の取組みとして、「モー
ニングサロン」が2010年4月からスタートした。これは
ANF会員企業のニーズと、会津大学が有するシーズの相互
理解とマッチングを目的としたもので、朝 7 時半から朝
食を食べながら、和やかな雰囲気の中で情報交換が行わ
れた。また一部の会は、イブニングサロンの形で開催さ
れ、ANF会員企業と大学との交流の場としての役割も果た
した。出席者は ANF 会員企業の経営者や幹部と会津大学
の教員合わせて30～40名前後で、回ごとに具体的なテー
マを選定し、企業側からの技術紹介や近況報告、大学か
らの研究紹介などが行われた。 
 

（表１）モーニングサロン開催一覧 
回 開催月日 参加 内容＆トピック 
1 2010年 

4月20日 
34名 オープニング・ANF事業及び会津大

学の紹介・趣旨や目的の共有 
2 5月18日 33名 テーマ提案 (1)エンジニアリング

事業に関する連携 (2)道路台帳の
手書き図面のデータ変換ソフト 

3 6月15日 33名 会津大学生と西会津町共同企画ハ
ンバーガーの紹介 

4 7月21日 46名 大学の産学連携講演・演題「会津大
学における産学連携」・初のイブニ
ングサロンの開催 

5 9月16日  19名 事務局のみの参加によるフリート
ーク・意見交換会 

6 10月26日 32名 エンジニアリング事業進捗報告 
(1)都会向け車載移動型ペット焼却
炉開発の提案 (2)半導体関連産業
における技術ニーズ情報の提案 

7 12月16日 33名 企業から技術紹介 (1)マイクロシ
リコンボール製造テスト装置 (2)
水耕栽培プラント (3)特殊アトマ
イズ装置 (4)バリ取り省人化装置 

8 2011年 
2月17日 

26名 大学研究シーズ紹介：「群移動ロボ
ットと屋外作業への応用」→大学と
企業数社の連携によるプロトタイ
プ製作へ発展 

9 6月 9日 46名 放射線モニタリングデータ自動送
信装置開発の紹介（福島市の企業と
会津の企業が連携開発） 

10 8月23日 43名 第2回イブニングサロンの開催・企
業の自然エネルギー取組み紹介・ミ
ニ講演「ANF成長プロセスへの提言」 

11 10月19日 19名 改造電気自動車の現状と課題説明・ 
改造電気自動車の見学 

12 12月20日 39名 「水田除草ロボット」開発の中間報
告・会津工業高等学校「悪路捜索ロ
ボット」開発計画説明 

13 2012年 
2月23日 

37名 会津大学復興支援センター構想の
紹介・ミニ講演「東北地域における
自動車産業集積の行方と地域への
提言」 

14 6月13日 35名 大学研究シーズ紹介 (1)ダイハー
ドセンサネットワーク (2)ZigBee
ネットワーク応用事例・会員企業か
ら中国での販路開拓事業紹介 

15 10月31日 31名 大学研究シーズ紹介 (1)夢護シス
テムによる個人別日常健康管理 

16 2013年 
3月1日 

24名 大学研究シーズ紹介 (1)マジック
リング (2)スマホ・タブレット PC
の医療福祉分野への応用例 

17 10月18日 31名 会津大学と企業による「水田除草ロ
ボット」開発の中間報告 
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ら解決の糸口を見出す試みを繰り返していった。

月
参加者があった。開始当初は、各社からの参加者もやや
堅苦しい雰囲気の中でグループディスカッションを進め
ていた。しかし回を重ねるにつれて、各社の現場が抱え
る課題の共通点が見つかったり、同世代の中堅社員なら
ではの悩みが共有できたりして、次第に議論も円滑に進
むようになっていった。
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（表２）技術者の集い開催一覧
回 開催月日
1 2013年 

12月2日

2 2014年 
1月17日

3 2月20日

4 3月13日

5 4月18日

6 5月29日

7 6月20日

8 7月30日

9 8月27日

10 9月24日

11 10月29

12 11月25

13 12月19

14 2015年 
1月23日

15 2月19日

16 3月26日

ら解決の糸口を見出す試みを繰り返していった。
本取組みは（表2）に示すように、
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る課題の共通点が見つかったり、同世代の中堅社員なら
ではの悩みが共有できたりして、次第に議論も円滑に進
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（表２）技術者の集い開催一覧
開催月日 参加 

 
日 

13名 開催にあたっての趣旨説明・各社
の現状課題の抽出・課題マップの
作成とカテゴリ分類

 
日 

10名 グループワーク形式での課題設定
と「なぜなぜ分析」の実施

日 10名 グループワーク形式での各社課題
の情報共有

日 10名 金属加工業の工場見学による現場
課題の実地確認・設備改良活動に
関する現場視察と意見交換

日 7名 工場見学の結果についてのフィー
ドバック・抽出した現場の課題に
ついての深掘り

日 6名 グループワーク形式での現場課題
に関する意見交換

日 7名 金型加工業の工場見学による現場
課題の実地確認・不良率低減に向
けての取組みの現場視察

日 11名 工場見学の結果についてのフィー
ドバック・課題深掘り

日 8名 製造業の工場見学による現場課題
の実地確認

日 7名 工場見学の結果についてのフィー
ドバック・現場の見える化による
５

29日 5名 今までの議論の振り返りと今後の
進め方についての議論

25日 6名 工場見学において他企業から受け
た改善提案の実施状況とその成果
についての報告

19日 5名 金属加工業の工場見学による現場
課題の実地確認・改善活動の取組
み状況の視察

 
日 

5名 工場見学の結果についてのフィー
ドバック・金属加工における技術
課題について相互議論

日 3名 前回の技術課題に関して、技術指
導を受けるべく福島県ハイテクプ
ラザを訪問

日 5名 福島県ハイテクプラザ訪問のフィ
ードバック・エンジニアリング企
業の工場見学・５

ら解決の糸口を見出す試みを繰り返していった。
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２．３ 専門家による技術検討会 
 2015年度には、他大学から機械工学科の教授を招聘し、
製造工程における加工・計測に関する講義をお願いする
とともに、会員企業の現場視察と課題解決に取組むこと
とした。精密加工にはそれに対応した標準化された計測
技術が重要であることを講義形式で学ぶとともに、各社
が抱えている加工精密化に関する具体的な課題に関して、
計 6 回の会合の中で対策の検討を進めた。加工製造業が
多い ANF 会員企業にとって、かなり専門的な視点からの
指導が受けられる良い機会となった。 
 2016年度は、会員企業にとってより共通的なテーマで
ある品質を取上げ、従来型の品質管理から、最新のマネ
ジメント手法までを、外部講師を招聘して学んだ。各回
は、招聘講師からの講義とグループ演習の形で進められ、
16名の参加者により午後半日の4回のコースとして実施
された。内容的にはQC手法や統計的工程管理から始まり、
論理的思考法や多変数解析手法などの最新トレンドまで、
広範囲なテーマをカバーするものであった。現場の中堅
社員にとって、意識改革を含めて役に立つ貴重な教訓が
得られたという感想が多かった。 
 
【研究・調査・分析結果】 
３．産学連携のための方策 
上記のように、ANFと会津大学との連携の取組みは、目

的と形態は変えつつも、地域における地道な活動として
継続している。当初、ANF会員企業と大学との間でのニー
ズとシーズのマッチングの機会としてスタートした「モ
ーニングサロン」であったが、その後、地元企業の課題
解決の場としての「技術者の集い」となり、参加者も会
社幹部から現場の中堅社員へと変わった。さらに課題解
決のための専門知識を獲得する場として、外部講師を招
聘してのワークショップ形式へと変貌を遂げている。 
 
３．１ 取組みのテーマ設定 
もともと ANF 会員企業は、ものづくり関連企業が多数

を占めるが、その業種は切削加工、組立て、電子部品な
どさまざまであり、業務に直接関わる課題となると千差
万別である。そのため連携の取組みを進めるにあたって
は、できるだけ共通的なテーマを抽出すると同時に、内
容に関して一定レベルの確保も必要となる。より多くの
参加者が、自らの課題として捉えることができ、同時に
スキル向上にもなるようなテーマ選定が重要となる。こ
のような理由もあり、「技術者の集い」のテーマも、当初

は共通的な課題抽出から始まり、その後、機械加工や品
質といった特定テーマの専門家によるワークショップ形
式へと形態を変えていった。 
 
３．２ 連携活動の環境設定 
また普段、業務多忙な経営者や若手社員が、時間的に

も無理なく参加できることは非常に重要である。「モーニ
ングサロン」では、参加者が企業の経営者や幹部であっ
たため、就業時間前の朝7 時半から 9 時という時間帯で
の開催とした。一方、「技術者の集い」では、若手中堅社
員が主たる参加であったため、就業時間の終わり近くの
夕方4 時や5 時頃からの開始とし、できるだけ業務に支
障なく参加できるようにした。専門講師によるワークシ
ョップでは、講師と出席者の都合を合わせるため、開催
回数を絞りつつも、1回あたりの開催は午後の数時間とす
るなど、参加者の便宜を図った時間設定とした。 
 
３．３ 情報共有と企業秘密 
企業連携組織である ANF の１つの取組みとして、情報

共有による相互支援があるが、一方で業務秘密の壁も存
在している。「技術者の集い」においては、現場の課題解
決のために工場見学を複数回行ったが、その際にも完全
には技術公開できない部分もあった。そのため、各企業
の意向を尊重しつつ、最大限有効な活動が展開できるよ
う、事前の調整も重要な作業となった。 
 

【考察・今後の展開】 
４．今後の連携継続に向けて 
ANF と会津大学の連携活動がスタートして７年余りに

なるが、その間、連携形態は変化しつつ現在に至ってい
る。取組みを進めていく中で、ANF会員企業に対して大学
の最新技術情報を提供するとともに、専門家の招聘によ
って、製造業に特化した専門技術の習得も行うことがで
きた。また大学側の視点からは、前述のような産学連携
の取組みにおける様々なノウハウ等も習得することがで
きた。近年では、IoTやAIなど、最先端の情報処理技術
に対する製造業からの期待も大きく、今後このような分
野でのさらなる連携に繋げていきたいと考える。 
最後に、今回紹介した活動を推進して頂いている ANF

事務局、並びに会員企業の皆様に厚くお礼申し上げます。 
 

【引用・参考文献】会津産業ネットワークフォーラム 
（ANF）ホームページ http://www.anf.aizu.or.jp/ 
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衣料クリーニングビジネスの日中比較研究 

于莉莉、兒玉直樹、高澤由美、小野浩幸（山形大学） 

Keyword：クリーニングビジネス・日中比較・ICTビジネスモデル 

 

【問題・背景】 
未来投資戦略2017ではソサエティ5.0が掲げられ、生産

性の向上と豊かな社会生活が展望されている。欧米諸国と

比較した日本産業の労働生産性の低さは以前より指摘され

ており、特に高齢化と人口減少がいち早く進行する地方に

おいて焦眉の課題となっている。 

生活サービス産業の一つである日本の衣料クリーニング

業界では、生産性という点では、フランチャイズ化が進み、

大量処理が可能な工場と多くの取次店によって構成される

高効率の経営モデルが全国に広まっている。しかし、自宅

で洗える衣料の普及や家庭洗濯技術の向上により、衣料ク

リーニング市場は縮小しつつある。そのまま放置すれば斜

陽産業化してしまう新たな局面にあるといえる。衣料クリ

ーニング業は、地域密着型ビジネスモデルであるだけに、

特に地方圏において深刻な状況にある。 

一方、中国の経済成長の継続は、21世紀に入って一部の

富裕層の所得増にとどまらず、国民全体の所得の底上げを

もたらしている。中流階級層がますます多くなり、国民の

消費水準が向上している。中流階級層の増加、消費水準の

底上げによりサービス業の成長が著しい。2016年サービス

業のGDP成長率は7.8％で、全体 GDPの 6.7％の成長率より

大きく他の産業の成長をも上回っている。サービス業の

GDP比率が 50％を超えている。 

中国政府は国内産業構造調整政策として生活サービス業

の増強を打ち出している。衣料クリーニング業界もこの風

に乗って激増してきた。国家統計局のデータでは 4年間で

約 2倍と拡大している。 

このことは、単に中国の衣料クリーニング市場が拡大し

ているというだけで説明できないところがある。中国国内

のインターネットの急速な進展によりサービス業界に大き

な変化が生じている。インターネットやソーシャルメディ

アの活用による新たな ICTビジネスとして急成長しつつあ

る点が注目される。 

これらのことから、日中のビジネスモデルの比較検証に

より、日本と中国の双方のサービス業の今後の変化につい

て有益な知見が得られる可能性がある。 

【研究目的】 
本研究では生活サービス業の一つである衣料クリーニン

グビジネスを取り上げ、日中のビジネスモデル変化の比較

を行う。 
本研究の目的は三つある。 
1．発展モデルの比較から双方の発展傾向の違いを明ら
かにする。 

2．今後の中国クリーニング業界における経営モデル進
歩の方向を考察し有効な提案をする。 

3．中国の新しいビジネスモデルを参照し、日本市場の
発展戦略に有効な提案をする。 

 

【本研究における視点】 
 ポーター等が提唱するように、本研究ではプロダクト・

ライフサイクル理論が、クリーニング業界のような特定の

業界においても適用しうるとするスタンスに立つ。この視

点からは、図 1に示すように、成長著しい中国市場は成長

期に、日本市場は成熟期後期か衰退期初期にあると仮定さ

れる。ポーターによれば、各期によってフォーカスすべき

戦略が異なるとしている。例えば、成長期であれば中心と

なる全体戦略はマーケティングであり、成熟期であれば価

格競争か顧客セグメンテーションであるとしている[1]。 
 

 
図１.プロダクト・ライフサイクル理論と日中市場の位置 

（筆者ら作成） 

 そこで、本研究では仮説として以下の視点に立って調査

を進めることとした。 
１．成熟期の戦略では、顧客をセグメントすることが重

要とされるが、日本の現状では、それが十分にできて
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いるかどうか。 
２．成長期の戦略では広告と流通が重要とされるが、中

国では何が取り組まれているか。 
３．日本と中国のクリーニング業界の比較から、双方に

とって、何らかの発展のヒントを得ることができるの

ではないか。 
 

【研究方法・研究内容】 
 研究は次のステップで進めた。 
（ⅰ）中国と日本の現状に関する文献等の調査 
（ⅱ）日本の地方圏で展開されている代表的なクリーニ

ング企業に対する調査 
（ⅲ）中国の新興クリーニングサービス業に対する現地

調査 
（ⅳ）インターネットを使った事例調査 
（ⅴ）日中のクリーニング業界の比較を行い、発展モデ

ルの違いと、洗濯コストと関連する各種指標から双方

の運営モデルの整理 
 

【日本のクリーニング業界の状況】 

１．ビジネスモデルの変遷 
ドライクリーニングは日本に 1900 年代に伝わられてき

た。当時、クリーニング技術は職人の仕事として伝わられ

た。1960年代後半、大量処理可能な洗濯機が開発された。
工場の近くに受付のみを行う取次店をたくさん作る方

法が考案されて全国に普及した。この後、従来からの個人

業者と大手工場が大別されるようになった。個人業者は技

術には秀でていても、当時の一般市民は安く、早いクリー

ニング店を選ぶ傾向にあった。大手業者は高い生産性を武

器に価格を安く設定し、徐々に組合系個人業者の市場を奪

い発展して行った。1990年代には委託型の取次店から直営
店の時代となり、また、大型スーパーマーケットに取次店

をテナント出店するようになった[2]。 
 
２．需要の減少 
図２に示すように、クリーニング一般施設所や取次店が

年々減少している。業界競争の激化が厳しくなっている。

衣料クリーニング業界は、地域人口の減少と衣料技術（ノ

ンアイロン衣料の増加）、家庭洗濯技術（洗濯機及び洗剤）

の発達に伴う市場の縮小、競争激化による価格の引き下げ

で深刻な状況に置かれているとされる。[3] 

図2.全国1世帯当りクリーニング代年間支出額（日本） 
（総務省統計局「家計調査報告」のデータをもとに筆者ら作成） 

 
３．会社の経営主体 
表１に示すように、売り上げが５％以上減少している経

営主体の中で個人経営が一番多い。売り上げ５％以上増加

している経営主体の中では株式会社が一番多い[4]。小規模
ほど売り上げ降下が大きいと考えられる。 

 
表１ 経営主体別・前年度売上別施設数の構成割合（単位：％） 

 
日本政策金融公庫「クリーニングに関する消費者意識と経営実態調査」より 

 
４．大規模な会社の主流経営モデル 
大規模な会社の主流経営モデルの特徴は運営部門、工場

及び取次店の3本柱により構成されることである。大量処
理が可能な工場があり、受付のみの取次店と直営店がフラ

ンチャイズ加盟店の形で運営されている。 

 
図3．大規模な会社の主流経営モデル 

（調査結果に基づき筆者ら作成） 

 

【中国のクリーニング業界の状況】 
中国商務部「中国洗濯業界発展報告」によれば、ドライ

クリーニングは中国に 1950 年代に伝えられてきたといわ
れている。当時多数の企業は国営企業であった。1980年代
政府の改革開放の政策により、ドライクリーニングが全国
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いるかどうか。 
２．成長期の戦略では広告と流通が重要とされるが、中

国では何が取り組まれているか。 
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図3．大規模な会社の主流経営モデル 

（調査結果に基づき筆者ら作成） 

 

【中国のクリーニング業界の状況】 
中国商務部「中国洗濯業界発展報告」によれば、ドライ

クリーニングは中国に 1950 年代に伝えられてきたといわ
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に普及した。1990年代末、ブランドチェーン店の形で個人
経営のクリーニング施設所が急速に発展されていた。 
一方で、消費者保護関連政策が未整備で、規制の強制力

も脆弱な段階にとどまっている。特に、地域ごとにクリー

ニングの取り扱いが異なっている。サービス業として、日

本のクリーニング業界より従業者のプロ意識が足りていな

いとされる。[5][6] 
 
２．業界の急成長 
中国の「国家経済社会開発のため第十二次五年間の国家

計画（2011-2015）」[7] が発効され、この４年間でクリー
ニング業界の発展が注目されている。クリーニング業者数

は毎年７％台の増加で推移している。[5] 
 
３．大規模な会社の主流経営モデル 
 会社の経営形態として、フランチャイズチェーン店経

営モデルが主流となっている。チェーン店が全体の約半数

に成長している。他方で自営業形態はわずか４年間で約半

数近くまで減少している。一方、中央工場も増加している

が各店舗内に洗濯設備が設置されも、小規模な事業者が一

般的である。中国のトップ 10 の大規模なクリーニング会
社の中で、多数の会社はフランチャイズチェーンによる小

規模施設所を拡大している。[6] 
これらのことから、図 4に示すような加盟者が会社から
設備を購入し、店の中で洗濯するが、中国における現在の

主流となる経営モデルであると理解することができる。 

 

図4．大規模な会社の主流経営モデル 

（調査結果に基づき筆者ら作成） 

 
【新たなビジネスモデルの台頭】 
１．日本クリーニング業サービスの多様化 
（ⅰ）メニューの多様化 
業界内の競争の激化が進むなか、品質向上と付加価値の

追求が求められている。日本のクリーニング業界は多種多

様なサービスが展開される傾向にある。例えば、汗抜き加

工、はっ水加工、花粉防止加工、折り目加工、シミ抜き、

修繕サービス、保管サービス、宅配・集配サービスなどが

提供されている。 
 
（ⅱ）サービスに対する消費者意識 
日本政策金融公庫「クリーニングに関する消費者意識と

経営実態調査」[4]によれば、加工サービス及びしみ抜き・
修繕を利用していない消費者は全体の約 6割を占める。保
管サービスを利用していない消費者は全体の９割以上であ

る。集配・宅配サービスを利用していない消費者は不便を

感じていない。 

 
図5．クリーニングに対する消費者意識 

（日本政策金融公庫調査より抜粋） 

 
また、同調査によれば、性別・年齢によりクリーニング

店を選ぶ視点が異なることが指摘されている。例えば、性

別・年代別傾向をみると 20 代男性は集配や宅配サービス
が充実している店を選ぶ傾向がある。20 代・30 代女性は
割引サービスを実施している店を選ぶ傾向がある。60代以
上は店内での待ち時間が短い店を選ぶ傾向がある。40代以
上の女性は店員の接客態度がよい店を選ぶ傾向がある。 
以上のことから、成熟期後期である日本のクリーニング

業界は一律のサービスに終始し、顧客セグメントができて

いない可能性があると推察される。 
 
２．中国の「020」経営モデルの台頭 
（ⅰ）「020」経営モデル 

020 (オー・ツー・オー：Online to Offline)とは、ネット
店舗やソーシャルメディアなどの「Online」側と、実際の
店舗を示す「Offline」側の購買活動が相互に連携・融合し
合う仕組みのことを指す。 
このビジネスのコア技術はオンライン支払である。オン

ライン支払の実現は中国国民の消費方式を変えてきた。現

在、多くの中国人は「Alipay」・「Wechat」を使って買い物
する。これらは誰でも普通の銀行カードあればスマートフ
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ォンで簡単に使えるため、急速に普及している。「中国イン

ターネット情報センター」[8] によると、2016年 12月ま
で、中国の携帯ネットユーザーは6.95億人、成長率は３年
連続で10％を超えた。携帯電話を使って支払いユーザーの
規模は急速に成長し、4.69億人に達した。 

特徴としてはマーケティング施策の効果測定がしやすい

ことが挙げられる。また、顧客にとって便利で情報を収集

することができる。 
（ⅱ）クリーニング業界の「020」ビジネス会社 
 2013 年に業界初のオンラインサービスを提供する会社 e
袋洗が開業した。追随するように 2015 年から多くの大手
業者がオンラインサービスをやり始めるようになった。 
同時に、中央工場化を加速している業者もあるが、自らは

クリーニング機を持たず外注に頼る一方で、専らオンライ

ンシステム構築に注力する会社もある。 

中国商務部報告によれば、2015年時点でのオンラインク
リーニング売上高は業界全体売上高のわずか8%に過ぎな
い。しかし、インタビュー調査した中国のＢ社では、2016
年3月からネット販売を開始し、売り上げの10％から28％
がネットによる売り上げで推移している。オンラインサー

ビスが売り上げに貢献しているということであった。（図

６）。多くのフランチャイズクリーニング会社は、初期投資

費用が大きい、市場規模に対する処理能力のバランスが難

しい、優秀な店長が少ない、店舗のレンタル料金が高いな

どの困難に直面しているとされる。したがって、今後オン

ラインシステムを制する事業者が、業界に大きな影響を与

えることが予想される。（B社インタビュー結果から） 

 
図６．大規模な会社の主流経営モデル 

（インタビュー結果に基づき筆者ら作成） 

【結論】 
 日本と中国の衣料クリーニング業界の比較することによ

り、以下のことを明らかにした。 
１．日本は中央工場による効率を追求した経営モデルとし

て発展した。しかし、市場が縮小傾向にあり、サービス

の多様化で差別化を図ろうとしている。顧客セグメント

が不十分で差別化が機能していないことが推測される。 
２．中国では、フランチャイズチェーンとして小規模店舗

を中心として発展してきた。市場が急拡大する成長期に

あることから、中央工場化のような効率性を重視した日

本のモデルが今後参考となると考えられる。 
３．中国では O2O ビジネスとして、オンラインサービス
を取り入れた経営モデルが新興している。この点で中国モ

デルは日本企業にとって参考とすべきものがある。 
 
【考察・今後の展開】 
 日本と中国のクリーニング業の比較調査を通して、現在

の中国と、日本の 90 年代の業態が両方ともチェーン店展
開で急速な発展を遂げている点で類似していることがわか

った。しかし、現在では中国の方がインターネットによる

ビジネスモデル導入や完全自動洗濯工場の導入による大規

模化のスピードが速い。 
一方で、厳しい競争に直面している日本企業はサービス

の向上と顧客満足度を高めることで生き残りをかける方

向で戦略の舵を切っている。例えば、クリーニングの原点

である「洗い出し」を行うことやメニューを豊富にするな

ど様々なサービスを提供していることがわかった。 
 今後は、双方のサービス業の今後の変化について有益な

知見を探すことで双方に対しての提言を行いたい。 
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【問題・目的・背景】 
本研究は、地域活性化において持続可能な経済活動と参

加者個人の内発的な活力が重要であることに着目し、筆

者らが開発したワークショップ形式の協創型ビジネスゲ

ーム「人を幸せにするおカネを感じるワークシップ」 

(Yasui et al. 2017, 江上 2017) を拡張し、参加者の内

発的な地域活性化分析手法として提案し、その有効性を

定量的に検証することを目的としている。さらに本ワー

クショップモデルが、参加者個人の主観的幸福度の向上

を定量的に示し、幸福に資する地域活性化のための体験

型学習、および行動支援のひとつのモデルの可能性を示

すことを明らかにする。地域活性化のためには、地域に

おける持続的経済活動が重要であることはもちろんであ

るが、さらに地域活動に参加する地域住民個人の内発的

な活力が地域活性化の大きな原動力として近年注目され

ている (前野マドカら2014) 。 

また一方で、現代の経済活動の根幹をなすのは、市場経

済の中核的役割を果たす通貨の流通であるが、地域経済

においては、市場経済へ参加する者の動機づけに関して、

二つの対立的な貨幣観が存在する。利潤最大化及び感謝

最大化の貨幣観である (保井 2016)。地域経済において

は、この二つの貨幣観の対立が地域住民の内発的活力に

及ぼす葛藤や不安が大きな問題となっている。 

筆者らはこれまでに、このような地域経済における二つ

の対立的貨幣観がもたらす相克を踏まえ、また西部

(2013)、影山 (2015)、並びに内山 (2015) など、地域金

融及び地域通貨が地域住民の行動及びふるまいに及ぼす

影響を分析する最近の先行研究群を踏まえ、感謝最大化

の貨幣観を象徴する通貨「エミー (Emmy) 」、並びに利潤

最大化の貨幣観を象徴する通貨「ゼニー (Zeny) 」に整

理することを提案した (保井 2016) (表 1)。そして、二

つの異なる貨幣観に基づき形成される地域の社会システ

ムをワークショップ形式で仮想市場空間上に形成し、参

加者にその違いを体感させ、市場原理に関する直感の気

づきを支援する協創型ビジネスゲームおよびワークショ

ップモデルである「人を幸せにするおカネを創るワーク

ショップ」を開発した(保井 2016, Yasui et al 2017)。

本研究では、協創型ビジネスゲームの体験を通じた参加

者の内発的な活力を、参加者個人の主観的幸福度の向上

に基づき、定量的に示す。 

表１ 現代市場経済における２つの貨幣観と象徴する通貨の緒元 

 

【研究方法・研究内容】 

まず、筆者らが開発した協創型ビジネスゲーム「人を

幸せにするおカネを創るワークショップ」の概要を紹介

する。本ゲームで参加者は、①利潤最大化の通貨(Zeny)

が流通するZeny商店街のセッションと、②感謝最大化の

通貨(Emmy)が流通するEmmy商店街のセッション、の二つ

の仮想商店街で商品づくりと店舗経営ゲームに参加する。

この仮想商店街では、各店が力を合わせて商品（桃太郎

プレート）の完成品を生産する街と仮想されている。Zeny

及び Emmy、並びに桃太郎プレート商品について実際に使

用したものを図1として示す。 

図１ Zeny および Emmy ならびに商品（桃太郎プレート）完成サンプル 

 ゲームの動機づけやルール等のフォーマットは表2の

とおりである。ZenyセッションとEmmyセッションの間で
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異なるのは参加者の行動の動機づけであり、Zenyセッシ

ョンでは、自店の利潤が最大化すべく行動するように動

機づけられる。Emmyセッションでは、商店街全体が持続

的で感謝のつながりが最大化すべく行動するように動機

づけられる。 

表2 協創型ビジネスゲームのフォーマット 

実際のワークショップの模様を図2として示す。 

図2 ワークショップの模様（出所: 筆者ら撮影) 

（左： 2016年9月9日 東京・大手町、右：2017年5月13日 熊本市） 

本研究では、この協創型ビジネスゲームを用いたワー

クショップを東京と非東京(東京以外)における実証フィ

ールドに適用し、参加者の内発的な活力を、近年明らか

となった幸福学の知見に基づき、幸福の4因子モデル (佐

伯ら 2012, 前野 2013, 前野マドカら 2014) をはじめと

する主観的幸福度を計測するアンケートによる定量的検

証を用いて評価を行った。幸福の 4 因子モデルとは、前

野らが日本人 1,500 人の主観的幸福度を因子分析した結

果特定された 4因子であり、第 1因子：自己実現と成長

（目標を達成したり、目指すべき目標を持ち学習・成長

していること）、第2因子：つながりと感謝（多様な他者

とのつながりを持ち、他人に感謝する傾向、他人に親切

にする傾向が強いこと）、第3因子：まえむきと楽観（ポ

ジティブ・前向きに物事を捉え細かいことを気にしない

傾向が強いこと）、第4因子：独立とマイペース（自分の

考えが明確で人の目を気にしない傾向が強いこと）から

構成される。また、この 4 因子を満たしている傾向を幸

福タイプと呼び、4ビットの2進数で表現する。たとえば、

4 つの因子すべてを満たしている傾向のタイプは、1111

の幸福タイプと呼ぶ。本研究では、ワークショップ参加

者から得られた主観的幸福度アンケート結果を母集団と

し、幸福の 4 因子のそれぞれの値が、母集団の平均値よ

りも高い場合に1, 低い場合に0と定義した。例えば1100

タイプは、幸福の 4因子モデルの第 1因子と第 2因子が

平均値よりも高く，第 3因子と第 4因子が平均値未満の

タイプである。平均値は，ワークショップの最初（Zeny

セッション前）に行ったアンケート結果を用いて参加者

数の平均から求めた。また、主観的幸福度の定量的検証

については、幸福の 4 因子アンケートのみならず、同時

に、中長期的な主観的幸福度の評価に使用される Diener

の人生満足尺度 (Satisfaction With Life Scale: SWLS, 

Diener et al. 1985) 、および参加者のポジティブ感情

及びネガティブ感情の推移を把握する日本版 PANAS (佐

藤・安田 2001) を用いて、Zenyセッション前と Emmyセ

ッション後に計測した。 

 

【研究・調査･分析結果】 

本研究の実証分析では、2016年 5月から2017年6月に

かけて、東京と非東京での開催を含め計 8 回 (うち東京

都 3回、非東京5回(札幌市、秋田市、隠岐郡海士町、福

岡市、並びに熊本市)）にわたり、総計 207名の参加者を

得て本ワークショップモデルを適用、実施した。ワーク

ショップの開催日や場所、参加者の属性等を表3に示す。 

表3 ワークショップの参加日時・場所並びに参加者の属性等 

まず、ワークショップ参加者（全体、東京、非東京）に

対して、ワークショップ前後の主観的幸福度の変化につ

いてt検定を行ったものを表4に示す。 
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表4 定量的検証の結果1（Zenyセッション前/Emmyセッション後） 

（全体：n=207、東京:n=92, 非東京:n=115） 

 いずれもワークショップの実施により、幸福4因子のう

ち第３因子の向上、DienerのSWLSの向上、日本版PANAS

によるポジティブ感情の向上並びにネガティブ感情の減

退が、5%以下の有意水準で有意となった。さらに東京で

は上記に加え、幸福4因子のうち、第一因子の向上が10%

有意水準、第 4因子の向上が 1%有意水準で、それぞれ有

意となった。これは、保井らが先行して本ワークショッ

プモデルの有効性を報告した内容(保井 2016, Yasui et 

al. 2017)と同等であり、参加者の幸福度の向上に寄与す

る結果となった。 

次に、全体、および東京、非東京での参加者の幸福タイ

プの比率について図3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 参加者の幸福タイプ割合(全体：n=207、東京:n=92, 非東京:n=115） 

全体では、1111タイプという４因子を平均以上すべて

持つ者が 29%、0000タイプという４因子を平均未満しか

すべて持たない者が23%と割合が多かった。他方で，1000

タイプという第 1因子だけ平均以上の者が 11%、1011タ

イプという第2因子だけ平均未満の者が7%、1100タイプ

という第 1因子と第 2因子は平均以上だが第3因子と第

4因子が平均未満の者が 5%と、その他のパターンがおお

むね1-3%の割合にとどまる中で、やや多くの割合を占め

た。また、東京/非東京別にみると、東京では、0000 タ

イプ 17%、1111タイプ 38%、非東京は0000タイプ 27%、

1111タイプ 21%であった。本ワークショップの参加者は、

貨幣観の背後にある規範等に関心がある者と推定され、

その中では、東京の方が 4因子ともにバランスのとれた

幸福タイプが傾向的に多いと考えられる。また非東京で

1000という自己実現因子だけ平均以上の者（例えば、が

むしゃらに何とかやってきて自分の実現力への自信はあ

るが、周りとの関係を必ずしもうまく結べず、将来に悲

観的で、まわりと自分を比べてしまう傾向の性格類型を

想起）が13%(東京 では 8%)と相対的に多いのが際立つ。 

さらに、東京並びに非東京の代表的な 4 つの幸福タイ

プ(東京：0000, 1000, 1100, 1111、非東京：0000, 1000, 

1011, 1111)に対して、ワークショップ前後の幸福指標の

変化のt検定を行ったものを表 5、表6にそれぞれ示す。 

表5 定量的検証の結果2(東京での幸福タイプ別) 

（0000:n=16, 1000:n=7, 1100:n=8, 1111:n=35） 

表6 定量的検証の結果3(非東京での幸福タイプ別) 

（0000:n=31, 1000:n=15, 1011:n=9, 1111:n=24） 

東京では表 5に示すように、0000タイプでは、第 1因

子の向上(5%有意水準)、第 3 因子の向上(5%有意水準)、

第 4因子の向上(5%有意水準)、4因子全体の向上(1%有意

水準)、Dienerの SWLSの向上(5%有意水準)、日本版PANAS

によるネガティブ感情の減退(5%有意水準)が見られた。

1000 タイプでは、第 3 因子の向上(10%有意水準)、第 4

因子の向上(5%有意水準)、Dienerの SWLSの向上(5%有意

水準)、日本版 PANAS によるポジティブ感情の向上(5%有

意水準)とネガティブ感情の減退(5%有意水準)が見られ

た。1100 タイプでは、第 4 因子の向上(1%有意水準)、4

因子全体の向上(10%有意水準)、DienerのSWLSの向上(5%
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有意水準)、日本版PANASによるポジティブ感情の向上(1%

有意水準)が見られた。1111タイプでは，Dienerの SWLS

の向上(1%有意水準)、日本版 PANAS によるポジティブ感

情の向上(5%有意水準)とネガティブ感情の減退(1%有意

水準)が見られた。 

非東京では表 6に示すように、0000タイプでは、第 1

因子の向上(5%有意水準)、第3因子の向上(10%有意水準)、

第 4 因子の向上(5%有意水準)、4 因子全体の向上(10%有

意水準)、Diener の SWLS の向上(5%有意水準)、日本版

PANAS によるポジティブ感情の向上(1%有意水準)が見ら

れた。1000 タイプでは，第 1 因子の減退(5%有意水準)、

日本版 PANASによるポジティブ感情の向上(1%有意水準)

が見られた。1011タイプでは，有意な変化は見られなか

った。1111タイプでは，Dienerの SWLSの向上(5%有意水

準)、日本版PANASによるポジティブ感情の向上(10%有意

水準)とネガティブ感情の減退(10%有意水準)が見られた。 

 

【考察・今後の展開】 

このように本研究により、地域活性化において持続可

能な経済活動と参加者個人の内発的な活力が重要である

ことに着目した協創型ビジネスゲーム「人を幸せにする

おカネを感じるワークシップ」を、参加者の内発的な地

域活性化分析手法として提案し、参加者の内発的活力の

向上をもたらすこと、並びにモデルの有効性を示した。 

貨幣観について参加者に深く感じさせるワークショッ

プ、すなわち２つの対立的貨幣観による協創型ビジネス

ゲームの体験により、参加者は、すべて幸福 4因子が人

並み未満の0000タイプについて，幸福度向上の効果が際

立った。また，1000タイプについては，東京では各項目

におおむね向上効果が見られたのに対し，非東京では自

己実現の減退と顕著なポジティブ感情の向上がセットに

なって現れた。これは非東京の地域経済において，自己

実現のみを満たしつつ活動を行ってきた者（1000 タイ

プ)と、非東京に多いすべて4因子に自信がない者(0000

タイプ)がともに貨幣観を対照で感じるワークショップ

に参加し、前者は自己実現の減退をともないつつ、とも

にポジティブ感情を向上させる効果があることを含意し

ている可能性がある。 

今後の研究課題としては、本ワークショップの定性的

データをエスノグラフィ及び質的データ分析等によりま

とめ、協創型ビジネスゲームを通して参加者が２つの対

立する貨幣観の背後にある規範の違いを強く意識できる

体験デザインとしてさらに改善していきたい。そして、

二つの貨幣観が引き起こす地域経済の課題の多様性に着

目し、本ワークショップモデルをさらに多くの地域コミ

ュニティに適用し、参加者の内発的な活動の側面と経済

活動的な側面とを総合的に分析し、さらなる仮説と実証

につなげていきたい。  
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有意水準)、日本版PANASによるポジティブ感情の向上(1%

有意水準)が見られた。1111タイプでは，Dienerの SWLS

の向上(1%有意水準)、日本版 PANAS によるポジティブ感

情の向上(5%有意水準)とネガティブ感情の減退(1%有意

水準)が見られた。 

非東京では表 6に示すように、0000タイプでは、第 1

因子の向上(5%有意水準)、第3因子の向上(10%有意水準)、

第 4 因子の向上(5%有意水準)、4 因子全体の向上(10%有

意水準)、Diener の SWLS の向上(5%有意水準)、日本版

PANAS によるポジティブ感情の向上(1%有意水準)が見ら

れた。1000 タイプでは，第 1 因子の減退(5%有意水準)、

日本版 PANASによるポジティブ感情の向上(1%有意水準)

が見られた。1011タイプでは，有意な変化は見られなか

った。1111タイプでは，Dienerの SWLSの向上(5%有意水

準)、日本版PANASによるポジティブ感情の向上(10%有意

水準)とネガティブ感情の減退(10%有意水準)が見られた。 

 

【考察・今後の展開】 

このように本研究により、地域活性化において持続可

能な経済活動と参加者個人の内発的な活力が重要である

ことに着目した協創型ビジネスゲーム「人を幸せにする

おカネを感じるワークシップ」を、参加者の内発的な地

域活性化分析手法として提案し、参加者の内発的活力の

向上をもたらすこと、並びにモデルの有効性を示した。 

貨幣観について参加者に深く感じさせるワークショッ

プ、すなわち２つの対立的貨幣観による協創型ビジネス

ゲームの体験により、参加者は、すべて幸福 4因子が人

並み未満の0000タイプについて，幸福度向上の効果が際

立った。また，1000タイプについては，東京では各項目

におおむね向上効果が見られたのに対し，非東京では自

己実現の減退と顕著なポジティブ感情の向上がセットに

なって現れた。これは非東京の地域経済において，自己

実現のみを満たしつつ活動を行ってきた者（1000 タイ

プ)と、非東京に多いすべて4因子に自信がない者(0000

タイプ)がともに貨幣観を対照で感じるワークショップ

に参加し、前者は自己実現の減退をともないつつ、とも

にポジティブ感情を向上させる効果があることを含意し

ている可能性がある。 

今後の研究課題としては、本ワークショップの定性的

データをエスノグラフィ及び質的データ分析等によりま

とめ、協創型ビジネスゲームを通して参加者が２つの対

立する貨幣観の背後にある規範の違いを強く意識できる

体験デザインとしてさらに改善していきたい。そして、

二つの貨幣観が引き起こす地域経済の課題の多様性に着

目し、本ワークショップモデルをさらに多くの地域コミ

ュニティに適用し、参加者の内発的な活動の側面と経済

活動的な側面とを総合的に分析し、さらなる仮説と実証

につなげていきたい。  
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 地域と大学が連携した地域づくり～香川大学直島地域活性化プロジェクトを事例として～ 

古川 尚幸（香川大学） 

Keyword： 地域づくり、大学生、学生主体、カフェ運営、観光ボランティアガイド、自主財源 

 

【問題・目的・背景】 
現在、日本が抱える大きな課題の一つとして、人口減少

社会への対応をあげることができる。特に、離島や中山間

地では、人口減少による過疎化が喫緊の問題であり、地域

活性化に向けた対応策が求められている。しかし、視点を

変えれば、現在の離島や中山間地における過疎化の問題は、

これから日本の各地域が必ず通らねばならない課題であり、

現在各地で取り組まれている離島や中山間地における地域

活性化の取り組みは、必ずやこれからの日本の各地域が取

り組む地域活性化策の先行事例となり得る。 

 他方、大学が置かれた現状に目を転じると、国立大学改

革プランのなかで、文部科学省から各大学の機能性強化の

方向性として示された国立大学の在り方のひとつにもある

ように、地域のニーズに応じた人材育成の拠点や地域社会

のシンクタンクとして様々な課題を解決する地域活性化機

関など、国立大学は「地域活性化の中核的拠点」として、

その役割が期待されている。 

 本報告では、地域づくりに向けた大学の取り組みのひと

つとして、学生が主体となった地域活性化プロジェクトに

ついて、香川大学直島地域活性化プロジェクト（以下、直

島プロジェクトと略）を事例として、その現状と課題、成

功のためのポイントについて述べる。 

【研究方法・研究内容】 

近年、直島（香川県直島町）は、「芸術・文化の島」、「環

境の島」として、日本国内はもとより海外からも再び注目

を浴びている。この直島は、地中美術館をはじめとする芸

術的要素、本村地区の町並みなどの歴史的要素、女文楽な

どの文化的要素、直島エコタウン事業を代表とする環境的

要素など、様々な要素からなる特有の地域資源に恵まれ、

昨今、瀬戸内国際芸術祭の開催などにより、直島への注目

はさらに高まっている。 

本報告の対象となる直島プロジェクトは、2005年 10月に

この直島において、香川大学経済学部古川研究室の学生有

志が設立したプロジェクトである。 

直島プロジェクトでは、2006年 8月から直島の本村地区

において、学生が主体となり、地元自治体や企業、地元住

民の協力を得ながら、カフェの運営を中心に、現在に至る

まで、様々な地域活動を展開している。 

 直島プロジェクトでは、一連の活動を通じて、以下の3

点を活動の目標としている。 

①現場を体験することで、理論と実践の融合を図る 

②現場を体験することで、人間力の向上を図る 

③香川大学として、地域に貢献する 

【研究・調査･分析結果】 

 直島プロジェクトでは、学生が主体となり、以下の活

動に取り組んでいる。 

①カフェ運営 

2006年 8月から環境に配慮したカフェの運営を行って

きた。開店から51,847名（2017年6月 4日現在）のお客

さまを迎えることができた。 

②様々な地域活動への参加 

 地元住民団体「うぃ・らぶ・なおしま」と共同で、子

どもを対象とした自然観察会「なおしま自然探検隊」等、

様々なイベントを開催してきた。 

③観光ボランティアガイドの実施 

 NPO直島町観光協会と協力して、観光ボランティアガイ

ドやロゲイニング開催などを実施してきた。 

【考察・今後の展開】 

これらの直島プロジェクトの地域活動を通じて、学生

プロジェクトが成功するためのポイントとして、以下の2

点をあげることができる。 

①学生が主体となった活動であること 

②自ら財源を稼げるプロジェクトであること 

 この2点については、直島プロジェクトに限らず、様々

な学生プロジェクトにおいて重要なポイントである。ま

た、各地で取り組まれている地域づくりにおいても成功

のカギを握る重要なポイントである。 

【引用・参考文献】 

古川尚幸「瀬戸内海島嶼部における地域活性化〜直島（香

川県香川郡直島町）を事例として〜」『香川大学経済論叢』

第 83巻12号,2010年 9月,89-98頁 
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千葉県山武市地域の木材資源の有効利用と住民参加型ワークショップによる地域再考 

〜高校生の協働による地域資源再考のワークショップの実施〜 
○森田直之* 川端康正** エデラ・ロビンソン*** 足立真理子**: 

（*東京都立科学技術高等学校 **株式会社エックス都市研究所 ***山武の森再生協議会） 

Keyword：サンブスギ 地域資源 地域再考 

 

【研究背景】 

 千葉県東部に位置する山武市（図 1参照）では、江戸時

代より挿し木在来品種であるサンブスギが二段林（図 2参

照）と呼ばれる造林法によって生産されてきた。 

 

図 1 研究対象地山武市の位置（山武市HPより転載） 

 

 
図 2 サンブスギ二段林による造林法 

  

 現在、サンブスギの85％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3参照）。 

 

図 3 病木の断面（左）、サンブスギ林（右） 

 

 さらに、日本は、国土面積の約70％を森林が占める森林

大国であるが、第二次世界大戦後、戦後復興を目的とした

木材需要が高まったことにより日本各地で植林が行なわれ

た。しかし、戦後復興を目的とした木材需要を鑑みて、外

国からの木材輸入が進んだ。また、高度経済成長期に鉄骨、

鉄筋コンクリート造（RC 造）の建物が普及したこともあ

り、国内の木材需要そのものが低下している傾向にある。

すでに確立された安価な外国産材の輸入ルートは、日本の

林業に大きな影響を与え、その状況は、年々深刻化してい

る。確かに、国内林業は衰退傾向にあるが、2010年 10月

施行の公共建築物木材利用促進法により、国産材自給率は

約 30％まで回復してきている（図4参照）。 

 

 
図 4 日本の国産木材の自給率の推移 

 

 しかし、日本の社会構造の変化に伴う林業の取り巻く状

況は大都市近郊という地理的条件にも関わらず、千葉県で

も課題となっている。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。しかし、コスト面から間伐が為されても林

地残材として丸太が残されているのが現状である。その林

地残材から非赤枯性溝腐病の原因であるチャアナタケモド

キの胞子が放出されるため、非赤枯性溝腐病が拡大すると

いう悪循環を招いている。つまり、感染を防ぐためには、

病木の処理と林地残材の処理および適切な森林管理が重要

となる。これまで病木処理として燃料用チップ加工やペレ

ットストーブ用の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。本研究では課題となっている林地

残材の処理として、地域材として見直し、林地残材に価値

を与え、処理を促すための仕組みづくりを試みた。 

 本研究は東京都立多摩科学技術高等学校 1）における「課

題研究」を中心に高校生、大学、一般社団法人、行政の協

152



千葉県山武市地域の木材資源の有効利用と住民参加型ワークショップによる地域再考 

〜高校生の協働による地域資源再考のワークショップの実施〜 
○森田直之* 川端康正** エデラ・ロビンソン*** 足立真理子**: 

（*東京都立科学技術高等学校 **株式会社エックス都市研究所 ***山武の森再生協議会） 

Keyword：サンブスギ 地域資源 地域再考 

 

【研究背景】 
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図 1 研究対象地山武市の位置（山武市HPより転載） 

 

 
図 2 サンブスギ二段林による造林法 
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図 3 病木の断面（左）、サンブスギ林（右） 
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を与え、処理を促すための仕組みづくりを試みた。 

 本研究は東京都立多摩科学技術高等学校 1）における「課

題研究」を中心に高校生、大学、一般社団法人、行政の協

働による地域資源の再考というテーマで取り組んだ。 

 

【研究方法】 

 高校の「課題研究」の一貫として行った山武のフィール

ドワークの際、林業家から「サンブスギはピンクに染まる」

という逸話を高校生たちは聞いた。しかし、ピンクに染め

る方法を誰も知らないということから、ピンクに染まる杉

は地域材の付加価値を与えることができるのではないかと

考え、ピンクに染める方法の検討を開始した。昨年までに

病木および未利用材（林地残材）であるサンブスギを用い

て染色しピンクに染めた布でサッシェを制作することを目

的に（図5参照）、染色試験を重ねた結果、一般普及できる

方法で布をピンクに染めることができた。 

 

 
図 5 作成した試作品 

 

 また、高校生たちは染め物に使ったあとのサンブスギチ

ップを木質バイオマスとしてガス化させ可燃性ガスを取り

出すことに成功している。さらに、残渣となる炭をコスメ

ティックメーカーとして人気のある株式会社ラッシュ・ジ

ャパンに使用できないかと持ちかけるに至った。これらは、

すべて病木を使用しており、価値がないとされる病木に付

加価値を見出し、病木処理のロードマップを作成した。こ

れは山武市にとっても重要なテーマとなりうることを投げ

かけた（図6参照）。 

 

 

図 6 病木処理のロードマップ 

サンブスギによる染色 

 「サンブスギはピンクに染まる」というのは逸話として

伝承されている。しかし、この染色方法は確立されていな

い。本研究の中心である住民参加型ワークショップは、こ

の「ピンクに染まる」をテーマに行った。「ピンクに染まる」

杉というのは、住民にも非常にわかりやすい付加価値であ

り、また、それが病木処理であるというのは、地域資源の

再考につながると考えたためである。そのため山武市内に

おいて住民参加型ワークショップとして、染め物ワークシ

ョップを開催することによって、地域材であるサンブスギ

の魅力を知らせて地域材に興味を持ってもらうことを目的

に行うこととした。 

 材料には林地残材として放置されているサンブスギを使

い、布をピンクに染めることによって目的が達成されると

考えた。これを契機として、平成29年 3月下旬に一般社団

法人山武の森再生協議会の協力を得て、サンブ市内にある

山武の森中央会館を会場にして住民参加型ワークショップ

を開催するに至った。 

 

【研究実施方法】 

 住民参加型ワークショップは平成29年3月下旬に開催

した。開催までのスケジュールを表1に示す。 

 

表 1 住民参加型ワークショップのスケジュール 

時期 内容 

平成29年 1月下旬 企画立案 

平成29年 2月上旬 実施打ち合わせ 

平成29年 2月下旬 住民への告知 

平成29年 3月下旬 第 1回W・S開催 

平成29年 4月下旬 第 2回W・S開催 

 

 企画から告知まで時間は限られていたが、高校生たち

は大学受験が終っている者もいたため、時間的余裕のあ

る生徒が中心となり、告知のためのチラシなどを作成し、

作成したチラシ（図 8 参照）を山武の森再生協議会のみ

なさんによって配布してもらうようにした。 
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図 7 高校生を講師にしたワークショップ 

 

 

図 8 告知のためのチラシ 

  

 告知から実施まで数週であったが告知を知った住民の

方など数名が参加するに至った（図7参照）。 

  

サンブスギによる染色 

 高校生が確立したサンブスギによる染色方法は以下の

通りである。草木染めなどで使用されることが多い媒染

剤などは使用せず、サンブスギと水のみで染めることが

出来ることが好評であった。 

 

［染色方法］ 

材料：水1L、サンブスギ200g、布（綿布） 

Step1 サンブスギチップと水を鍋にいれ弱～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。 

 

【研究結果】 

 本研究で行った住民参加型ワークショップにより山武

地区の住民はサンブスギがピンクに染めることを初めて

知った様子でかなり盛り上がりをみせた（図9参照）。ま

た、講師が高校生ということもあり大変好評を得ること

ができた。地域活性化における「よそ者・若者・ばか者」

というキーワードを実感した。 

 

 
図 9 ワークショップで染めた布 

 

【考察・今後の展開】 

 本研究は、高等学校で展開される「課題研究」におい

て研究テーマとして設定されたプロジェクトとして行わ

れたものを中心として学校から外に出て、実際にワーク

ショップを開催するまでに至ったが、本研究の重要性は

高等学校における研究活動が実社会と連携したという点

である。スーパーサイエンスハイスクール 2）等で行われ

る研究活動の多くは学内で完結することが多く、社会に

波及し、実際に研究活動が社会においてどのような位置

づけになるのかの検証までは行われていない。 

 本研究は生徒たちの研究が、社会に受け入れられ、染

色方法を教わった住民が自らワークショップを下位際す

ようになったことは教育目的として、目的を達成してい

ると考えられる。本校では、アクティブ・ラーニングと

呼ばれる以前から「課題研究」を展開してきたが、地域

活性化をテーマにした研究活動としてカリキュラム開発

を行ってきた。カリキュラム開発にあたり、地域活性化

を教材として捉えることが出来るのか検討してきたが、

本研究から地域活性化は高等学校において重要なテーマ

の１つであり、本格的に教材として展開させるのが良い

のではないかと考えている。本校では大学、行政、一般
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高等学校における研究活動が実社会と連携したという点

である。スーパーサイエンスハイスクール 2）等で行われ

る研究活動の多くは学内で完結することが多く、社会に
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色方法を教わった住民が自らワークショップを下位際す

ようになったことは教育目的として、目的を達成してい

ると考えられる。本校では、アクティブ・ラーニングと

呼ばれる以前から「課題研究」を展開してきたが、地域

活性化をテーマにした研究活動としてカリキュラム開発

を行ってきた。カリキュラム開発にあたり、地域活性化

を教材として捉えることが出来るのか検討してきたが、

本研究から地域活性化は高等学校において重要なテーマ

の１つであり、本格的に教材として展開させるのが良い

のではないかと考えている。本校では大学、行政、一般

社団法人の協力体制が得られたため、このような結果に

至ったが、本研究がモデルとなり多くの高等学校でも地

域活性化がテーマとなることを期待する。 

 著者は平成29年4月より勤務校が転勤になったが、す

でに勤務校でもサンブスギに興味を持つ生徒が数名いる。

そのため、東京都立多摩科学技術高等学校および現在の

勤務校である東京都立科学技術高等学校の共同プロジェ

クトとして、今後展開していきたいと考えている。 
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［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 

 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。 

のカリキュラムは以下の通りである（図10参照）。 

 

 
図 10 カリキュラムチャート 

 

（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。 
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地域コミュニティにおける「域学連携」の可能性

○酒巻 由佳（日野市）・須賀 由紀子（実践女子大学）

Keyword： インクルーシブ社会 地域コミュニティ 域学連携

【問題・目的・背景】

日本の地域コミュニティの原型は、神社を核とした地縁

団体による組織であり（広井2009）、「高齢者の見守り」

「地域で子育て」等の福祉的要素、祭りや工芸などの伝統

文化等の維持、まちづくり、治安維持等の公共課題の解決

等は、地縁団体の目的というよりも副産物であった。その

副産物が失われるのに伴って、地縁団体の存在の重要性が

謳われ始めた。

排他的性格や働き方の変化により、地縁団体による組織

は、少子高齢化、人口移動に対応できず、実際、町内会・

自治会の加入率はどこの自治体も減少傾向にある。

1 地域コミュニティの多様化

そこで、近年は地縁団体だけでなく、地域性のあるアソ

シエーションを含めて「地域コミュニティ」と捉える潮流

にある。

図1 コミュニティの分類

出典：総務省HP「地域コミュニティの現状と問題」

（ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/communit

y/pdf/070207_1_sa.pdf）

しかし、単に捉え方を変えただけでは、地域コミュニテ

ィは変わらない。地縁団体とアソシエーションの垣根を越

え、前述の副産物をもつ地域コミュニティを機能させてい

くためには、コミュニティ自身に「創造性」が重要であり、

それを含んだ地域コミュニティは、地域社会が抱える諸課

題を副次的に解決しうるのではないか。このような問題意

識を背景に、本研究では、「創造性」をもつ地域コミュニ

ティをいかに作り出すかへの示唆を得ることを目的として、

「域学連携」の可能性を検証した。

2 創造性をもつ地域コミュニティとは

本稿でいう創造性をもつ地域コミュニティは、以下の

条件を満たすものとする。

(1)行政への要望型でなく、主体的に課題を発見し、その

解決に向けて、自分たちで動こうとする。

(2)地域の自然や伝統、文化など、地域固有の価値を再発

見し、活かしていく中で生活の充足を得ようとする。

(3)結束型に固執せず、橋渡し型で、排他的でなく、緩や

かなつながりを拡げていく。

【研究方法・研究内容】

本研究は、東京都日野市で取り組まれた地域政策の取

り組みを対象に、以下の二つのアプローチを用いた。

（1）参与観察：「日野市アクションプラン」（＝図1に

おける地縁団体と「地域性のあるアソシエーション」に

よって構成された新しいタイプの地域活動）に、実践女

子大学学生が参画することによる、地域コミュニティの

変革プロセスを観察した。

（2）域学連携の在り方に関する考察：（1）を踏まえ、

地域コミュニティの一つの組織としての変革プロセスを

分析し、今後の域学連携の意義と可能性を検討する。本

研究では、その分析視座として「レヴィンの変革モデル」

を援用した。

1 域学連携とは

「域学連携」とは、「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」と定義される（総務省）。

本研究の学生は生活科学部に所属している女子大学生

である。日頃から、よりよい暮らしとその受け皿となる

社会づくりへの学修を行っており、少子高齢社会の暮ら

しを地域で支える自立型地域社会づくりへの問題意識を

持つ、若い「生活者」である。この属性を活かしたとこ

ろに、今回の「域学連携」の特徴がある。
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地域課題としては、以下のものが抽出された。
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（2）自治会の情報が伝わらない（加入率低い）

（3）高齢者の引きこもり

（4）商店の活性化

この地域課題を解決するべく解決策を考える「アクシ

ョンプラン実行委員会」（以下、実行委員会）を募集し、

参加者の中から有志の市民を集めた。

上記の課題を解決するべく、アクションプランでは主

に（1）の新旧住民の交流に着目し、まちの魅力を発見・

発信するための「まち歩き」を実行した。

検討から実行までのプロセスは以下のとおりである。

表1 二中地区アクションプラン実施過程

内容 実行日

①

プラン検討

平成27年10月8日

② 平成27年11月6日

③ 平成27年11月20日

④ まち歩きの有効性を検証

⇒プラン決定

平成27年12月13日

⑤ 平成27年12月20日

⑥
実行方法検討

実行委員会

平成28年4月14日

⑦ 平成28年5月29日

⑧ 平成28年6月7日

⑨ 地域懇談会

7コース作成
平成28年6月18日

⑩

まち歩き（7回実施）

平成28年7月30日

⑪ 平成28年8月7日

⑫ 平成28年8月28日

⑬ 平成28年9月11日

⑭ 平成28年10月20日

⑮ 平成28年10月26日

⑯ 平成28年10月29日

⑰ まち歩き結果

共有会の開催

平成28年11月8日

⑱ 平成28年11月20日

⑲

地域の魅力をマップ化

平成28年12月26日

⑳ 平成29年1月12日

㉑ 平成29年1月25日

㉒ 地域懇談会

市内に発信
平成29年6月3日

学
生
参
与
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㉓
マップを使った

まち歩きツアーの実施

[全9回]

平成29年6月～

平成30年1月（予定）

㉕
まち歩きで見つけた

地域の魅力写真展開催
平成30年3月（予定）

図3 まち歩きの様子

図4 マップを市民とに作る学生・作成したマップ

4 レヴィンの変革モデル

3.1で列挙した二中地区アクションプラン実施過程を、

伝統的な組織変革モデルである「レヴィンモデル」を援

用して分析を行う。

レヴィンモデルとは、組織変革過程を「解凍

（Unfreezing）」「変革（Moving）」「再凍結（Freezing）」

と3段階プロセスモデルを指す。

表2 レヴィン変革モデル

① 解凍 意識改革による変化への準備

② 移動 新しい行動基準や考え方の導入、学習

③ 再凍結 変化を浸透・習慣化

① 解凍

従来からの日常行動、システム、伝統等に慣れた組織

の構成員に対して新たな変化の必要性を理解させる。つ

まり、均衡状態を崩し、従来からのやり方に決別をさせ、

新たな変化に向けての準備をさせる段階のことである。

解凍には、推進力（現状から離れた方向に行動させる力）

が補強された場合、抑止力（現状の均衡を維持しようと

する力）が減圧された場合に起こり得ると考えられてい

る。

② 変革

組織の構成員に対して、新しい行動基準や考え方を学

習させる段階のことである。

③ 再凍結

導入した新しい変化を組織に定着化・慣習化する段階

のことである。再凍結においては、新しい行動基準や考

え方を定着させるために、絶えず新しい行動や考え方を

強化、奨励する環境を作ることなどが重要と考えられて

いる。

以上の組織変革モデルを援用し、二中地区アクション

プランの変革プロセスを分析する。

【研究・調査･分析結果】

以下のプロセスが抽出された。

表3 二中地区アクションプラン 変革プロセス

プロセス 期間

※表1に対応

観察結果

学

生

参

与

前

①～⑧
行政主体で課題解決をすべき

という要望型であった。

学

生

参

与

後

解凍
⑨～⑯

主にまちを一緒に歩くという

共同作業を行うことで、地域が

学生一人ひとりをパーソナル

に仲間として受け入れた。

移動
⑰～㉑

学生が自主的にマップを作成

したことにより、課題解決とい

うよりも「楽しむ」「魅せる」

という新しい価値観が加わっ

た。

再凍結
㉒

新しい価値観を受け入れ、次の

意思決定を共に行うことで、新

しい価値観が定着した。

学生が参与する前の組織は、自らが所属する団体の立

場を守ることに終始するケースが多く、行政等に解決策

を求める要望型であり、「マイナスをゼロに戻す」とい

うことに視点が向いていた。

そこに、学生の参画があった。最初は「お客様扱い」、

もしくは「よそ者扱い」であり、学生の影響力はこの時

点では確認されない。しかし、その後、参画を継続的に

進め、まち歩きをする等のイベントや作業を共にするこ

とにより、地域が学生を「学生」という一括りでなく、

学生一人ひとりをパーソナルに「仲間」と認識する瞬間

が生まれ、地域コミュニティ構成員の意識が変わった。

学生の意見にも耳を傾けるだけでなく、次第に自分たち

の暮らしを楽しもうという、「ゼロをプラスにしていく」

文化的議論が生まれ、それによる行動が起こった。そし
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もしくは「よそ者扱い」であり、学生の影響力はこの時

点では確認されない。しかし、その後、参画を継続的に

進め、まち歩きをする等のイベントや作業を共にするこ

とにより、地域が学生を「学生」という一括りでなく、

学生一人ひとりをパーソナルに「仲間」と認識する瞬間

が生まれ、地域コミュニティ構成員の意識が変わった。

学生の意見にも耳を傾けるだけでなく、次第に自分たち

の暮らしを楽しもうという、「ゼロをプラスにしていく」

文化的議論が生まれ、それによる行動が起こった。そし

て、その行動によって、その地域の福祉的機能が高まり、

地域が抱える諸課題を解決することにつながった。

結果として、地域での受け入れが課題となっていた障

がい者就労支援施設が、自治会に加入し、地域との融和

が図れる結果につながり、地縁団体の強化もされた。

以上のことから、創造性をもつコミュニティの3つの

要件「(1)行政への要望型でなく、主体的に課題を発見し、

その解決に向けて、自分たちで動こうとする。(2)地域の

自然や伝統、文化など、地域固有の価値を再発見し、活

かしていく中で生活の充足を得ようとする。(3)結束型に

固執せず、橋渡し型で、排他的でなく、緩やかなつなが

りを拡げていく。」を満たし、要望型コミュニティから

創造性をもつコミュニティへの変化が見られた。地域の

人々が主体的有機的につながりあい、何かを生み出そう

とする創造の力が働いた。そうした中で、互酬性と相互

信頼が自然に育まれ、地域社会を支えるソーシャルキャ

ピタルが向上した。

【考察・今後の展開】

域学連携を実施し、変革プロセスを経た上で以下のこ

とが考察された。

1 地域コミュニティに必要なことは意識改革ではない

レヴィンの変革プロセスのスタートは、意識改革であ

るのに対して、地域コミュニティの変革プロセスは、意

識改革がスタートでなく、「学生が輪の中に入る」こと

であった。この時点では、意識改革が起こっているわけ

でないが、学生が入ることによって知らず知らずに再凍

結の段階で構成員の中の意識改革が起こっている。

行政が意識改革をしようと躍起になって啓発活動を行

っていくよりも、学生がとにかく輪の中に入ること自体

が変革につながる。

その理由は、地域コミュニティが「アソシエーション

であり、アソシエーションでない」性格を持つというこ

とにあるのではないか。

「アクションプラン実行委員会」は、地域課題を解決

しようという「目的」をもって集まっているアソシエー

ションである。しかし、実際には、地域活動にかかわる

多くの人は、目的を達成しようという意識ではなく、単

純に人との関わりが楽しいから活動している。

この「アソシエーションであり、アソシエーションで

ない」曖昧な二面性を認識することが変革には重要と考

えられる。

レヴィンの変革プロセスのような構造は、会社や義務

が発生する団体では、そのプロセスのように進むと思わ

れるが、地域活動に義務はない。その中で、意識改革と

言われても、煙たがれる一方なのである。

2 なぜ域学連携が地域を変えるか

曖昧な二面性を維持しながら、創造的コミュニティに

変革させていくのに、なぜ「学生」が有効に働くのであ

ろうか。これについては、広井（2001）の「三世代モデ

ル」の説明が有効であろう。広井によれば、「学生」は

「後期子ども」世代であるという。その特徴は、生活の

ために必要な「働（産）」をその本質とする「大人」の

一歩手前で、「生活者」としての意識を持ちつつ、「遊」

を享受できる、ということにある。「生活」とは、本来

創造性が発揮される場であるが、「働（産）」に手いっ

ぱいになると新しい発想はなかなか生まれない。それに

対して、学生には、「生活を遊ぶ」ゆとり（幅）がある。

その結果、ルーチン化・固定概念化した「大人」の「真

面目」な生活へ、新鮮な視点や再認識すべき生活価値を、

純粋に提示することができるのである。「大人」もまた、

生活者の一員としての学生の思いや指摘に刺激を受けて、

ともによりよいものを目指そうとする文化的・創造的な

コミュニティへと組織が変革していく。

このように、「学生が地域の活動に継続して参画し、

互いに楽しみ、育て合い、成果を出す」ということは、

地域を変え、地域の新しい文化を生みだす可能性がある。

地域の活動をともに育て合う関係の中で、関わる人々が

創造力を発揮して育ちあう、その関係こそ域学連携が目

指す「学びのコミュニティ」ではないだろうか。地域の

暮らしや文化には、人々の創造力を引き出す力がある。

そのことの価値への共感をいかにはかるかという視点か

らの域学連携の推進が必要と考える。

【参考文献】

・広井良典，2001，『ケア学』，医学書院

・広井良典，2009，『コミュニティを問い直す』，筑摩

書房

・クルト・レヴィン，1956，『社会科学における場の理

論』，誠信書房

・総務省HP「地域コミュニティの現状と問題」

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/commun

ity/pdf/070207_1_sa.pdf）アクセス日：2017年8月6

日

・総務省 HP「「域学連携」地域づくり活動」

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c

-gyousei/ikigakurenkei.html）アクセス日：2017年8

月6日

159



地方大学の起業家育成プログラムを通じての新たな地域創生への試み                                

中島厚秀(崇城大学) 

Keyword： 地域創生、起業家教育、イノベーション 

 

１． わが国における起業家育成教育の課題 

地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服するた

めには、将来に夢や希望が持てるような魅力あふれる地方

を創生し、地方への人の流れをつくることが重要である。

現在、地方では多くの若者が大都市圏で就職しており、貴

重な人材の流出が深刻な地域課題となっている。 

特に、地方における起業数の低迷・減少は、経済活性化

の大きな阻害要因となっており、それらの課題を解決する

ため、経済産業省が設置した「ベンチャー企業の創出・成

長に関する研究会」の最終報告書では、起業家育成のため

の実効力ある大学教育プログラムの開発、提供が求められ

ている。 

一方で、高橋(2013)は、「わが国でより必要とされている

のは、起業態度に働きかける起業家教育である」とし、挑

戦しようとする意志力を醸成するための教育の重要性を指

摘している。川名(2014)も「イノベーションの担い手」や

「リスクに果敢に挑戦する」といった目指すべき起業家像

が、常人には手の届かない「偉大な存在」として描かれ過

ぎてきたことを、日本の若者が起業に関心を示さない要因

として挙げている。このような指摘は、わが国の起業家教

育が緒についたばかりであり、指導方法研究、教材開発、

起業家育成の評価方法など、起業家教育のあるべき姿の現

状と課題を端的に表している。 

 

２．崇城大学起業家育成プログラム            

崇城大学(熊本市)では、新たな起業家育成プログラムを

導入し、実践的な起業家教育を行うことにより、地域創生

の核となる人材を輩出し、地域に貢献することを目指して

いる。 

次世代の起業家に必要な、「情報を主体的に収集・分析し

活用する洞察力」、「新たな価値を生み出す力」、「他者と共

同創造するコミュニケーション力」など実践的なコンピテ

ンシーを備えた人材育成には、ドイツのバウハウスの手法

の援用が効果的だと考えられる。 

バウハウス は 1919年にドイツのワイマールに設立され

た、工芸・写真・デザインなどを含む美術と建築に関する

総合的な教育を行い、20世紀におけるモダンデザインの普

及と、新たな創造教育において大きな成果をあげた学校で

あり、スタンフォード大学 d・スクール等の源流とも言え

る教育機関である。バウハウスの教育プログラムの特徴は、

①造形や材料の実験的な体験および造形と構成の基礎学習

を通して新入生の既成概念からの解放、②造形と構成の基

礎学習、手工作技術の修得を通じた創作活動、③具体的な

建築空間活動に参加する建築教育課程、という 3段階の教

育により、造形芸術の「知識、技術の融合」と「理論と実

践の統合」、「社会と接合した教育の展開」を目指した点に

ある。 

筆者は、バウハウスの教育プログラムを今日的に援用し、

学部レベルにおいて 3段階のラーニング・ステージを設定

した新たな起業家育成プログラムを開発、その効果につい

て実証的検証を行っている。 

 この教育プログラムは、デジタル化技術、インターネッ

トの一般への普及さらにはスマートデバイスの進化がスマ

ート社会を実現しつつある現在、起業家教育において、産

業構造によって支配され誘導される人材ではなく、人間と

技術との新たな関係性を中心視し、新しい価値を創出し、

共同創造するイノベーション人材の育成を意図したもので

ある。 

 具体的には、以下の(1)～(3)のプログラムを有機的に連

携させることにより、従来の経営知識の習得と起業家や成

功企業の事例研究を軸にした教育の課題であった、創造的

なイノベーション生成プロセスを重視し、新たな価値創出

の場の創造を目指すものである。 

 

(1) アロウズラーニング(arouse leaning：潜在意志の覚醒 

学習) 

崇城大学では、1年次に「ベンチャー起業論Ⅰ、Ⅱ」、2

年次に「イノベーション論」を選択必修科目として配置

している。 

「ベンチャー起業論Ⅰ」は、バウハウスの①「新入生の

既成概念からの解放」を意図したものであり、「関心・興

味・好奇心」が、学生の学習意欲やスキル向上にとって

最も重要な要因であり、行動変革の原動力であることに

着目した科目である。興味深い様々な起業家の挑戦や最

新のトピック等を紹介することにより、学生が起業やイ

ノベーションを身近なものとして捉え、眠れる関心・興
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携させることにより、従来の経営知識の習得と起業家や成

功企業の事例研究を軸にした教育の課題であった、創造的

なイノベーション生成プロセスを重視し、新たな価値創出

の場の創造を目指すものである。 

 

(1) アロウズラーニング(arouse leaning：潜在意志の覚醒 

学習) 

崇城大学では、1年次に「ベンチャー起業論Ⅰ、Ⅱ」、2

年次に「イノベーション論」を選択必修科目として配置

している。 

「ベンチャー起業論Ⅰ」は、バウハウスの①「新入生の

既成概念からの解放」を意図したものであり、「関心・興

味・好奇心」が、学生の学習意欲やスキル向上にとって

最も重要な要因であり、行動変革の原動力であることに

着目した科目である。興味深い様々な起業家の挑戦や最

新のトピック等を紹介することにより、学生が起業やイ

ノベーションを身近なものとして捉え、眠れる関心・興

味・好奇心を覚醒させることが主な狙いである。 

「ベンチャー起業論Ⅱ」では、起業に必要な、事業計画、

資金調達、財務諸表など経営全般の基礎を学び、それら

の知識を活用したビジネスプラン作成のためのフレーム

ワークを習得し、さらにチームでビジネスプランを作成

する。バウハウスの②「基礎学習と技術の習得のための

創作活動」プロセスに該当する科目として配置されてい

る。 

「イノベーション論」は、バウハウスの③「具体的な建

築空間活動に参加する」前段階としての、イノベーショ

ン創出のためのより高度な統合的知識「デザイン思考＝

問題解決のための思考法」の基礎を、演習によって修得

するために設けられた科目である。 

 

(2) エボークラーニング(evoke learning:想起学習) 

エボークラーニングは、バウハウスの②「知識・技

術の習得のための創作活動」を意図し、(1)ではカバー

できない、イノベーション・スキルの定着・向上を目

的とした「実践的な共同学習」プロセスである。      

起業の可能性を人生の選択肢の中に入れることなく、

本学に入学してくる学生が大半であるが、1年生の前期

に(1)の「ベンチャー起業論Ⅰ」を受講した学生の約10%

が、実際に「起業の可能性」に着目するようになる。

さらに、学生で起業するために必要なことやビジネス

の発想方法、起業に関する情報やノウハウを積極的に

学びたいという姿勢を示すようになる。それらの学生

の受け皿として、「起業部」が2014年に創設された(2017

年度の起業部員数50名)。 

起業部の学内における活動拠点として、プレゼンテ

ーションルーム、メディアデザインスペース、ライブ

ラリーを併設したコワーキングスペース(SOJO スター

トアップラボ)を整備している。メディアデザインスペ

ースでは、アイデアをかたちにするプロセスで必要な、

デジタル表現スキル(デザイン、映像編集、HP制作、CG

制作、VRコンテンツなど)を習得するため、最新のハイ

スペックなPCおよびソフトウェアを使いこなすための

プログラムが用意されている。 

起業部の部員は、起業プランごとにチームビルディ

ングしたユニットで起業を目指す。応用生命科学科と

情報学科の学生が新しいコミュニケーションデバイス

の開発に取り組んだり、デザイン学科と機械工学科の

学生が新しいモビリティの開発に取り組んだり、学部、

学科の壁を越え、学生同士相互に触発されながら、共

同創造し、具体的に起業のための、ビジネスプランの

作成と試作品の開発に取り組む。 
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 (3) プロボークラーニング(provoke learning:挑戦学 

習) 

    バウハウスの③「具体的な建築空間活動に参加する」

を意図した明確な目標設定は、学習効果を高める有力

な手法の 1 つである。そこで、学生を対象とするビジ

ネスプランコンテスト等への積極的参加を促すととも

に、産学官連携による西日本最大規模の「崇城大学ビ

ジネスプランコンテスト」を開催し、発表の場を提供
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学・通勤する若者を対象とするオープン・コンペティ

ションに移行した。2016年 12月に開催した第3回大会

には、78 チームの応募があり、2 次審査を通過した 8

チームがファイナリストに選出され、優秀チームには

起業資金として賞金 50万円、準優勝 10万円等が授与

された。 

また、「社会と接合した教育の展開」を図るために、

実現性の高いビジネスプランについて、熊本県「ワサ

モンのまちづくり推進事業」を活用した試作品の開発

や、サイバーエージェントクラウドファンディング

MAKUAKEと提携し、起業部の学生が、クラウドファンデ

ィングによる資金調達で、商品の開発、販売を行うと

いった、起業へ向けての実践的教育にも取り組んでい

る。 
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３. 起業家育成プログラム受講学生に対する社会的評価 

   

(1)ビジネスプランコンテスト 

昨年度は、地方創生をテーマにした「焼酎粕を利用し

た光合成細菌の培養キットの開発・販売事業」、「豆乳と

熊本県産フルーツを組み合わせたアイスクリームの開

発・販売」、農業をテーマにした「人工受粉デバイス

Pollenaの開発・販売」などが全国各地のビジネスプラ

ンコンテストで、高い評価を受けた。地域の課題を具体

的にビジネスとして解決し、その地域で起業する若者へ

の関心の高さを示す結果となった。 

昨年度の主なビジネスプランコンテストでの成績は、

NEDO TCPプログラム2016優秀賞、第 3回九州未来アワー

ド大賞、UVGP2016 アントレプレナーシップ賞、第3回崇

城大学ビジネスプランコンテスト優勝、準優勝、平成 28

年度起業化甲子園審査委員特別賞、第13回キャンパスベ

ンチャーグランプリ全国大会 文部科学大臣賞、テクノ

ロジー部門大賞(2016年度)等であった。 

 

(2)地元企業の課題解決 

  県内企業が抱える課題を大学生が調査研究し、その 

解決方法を提案する熊本県主催「くまもと課題解決プロ

ジェクト」において、熊本電気鉄道の課題に取り組み、

審査員特別賞を受賞。熊本電気鉄道の利用者を増やす課

題に取り組み、熊本電気鉄道のすべての駅を調査し、各

駅を拠点とした新たな地域コミュニティーとネットワ

ークの創生を目指したプランを提示し、「企業価値を高

める柔軟なプラン」との評価を審査員、関係者から受け

た。 

 

４. 実現した学生企画の開発、商品化例 

 

(1) 米焼酎リキュールの商品化プロセス 

① 2名の学生が、「ベンチャー起業論」の講義受け、地

元にビジネスで貢献したいといった潜在的な意志が

覚醒、起業部に入部。 

 ② 担当教員、外部講師等から、事業計画、マーケッテ

ィング、ファイナンスに関する知識を習得。 

③ チームでアイデアを練り、熊本県産の果物と「球磨

焼酎」を使用した、新たなフルーツデザート酒の商

品化を企画。球磨焼酎は 500 年の歴史を持ち、熊本

県の南部・球磨地方で製造されている。世界の 3 地

域にしか認められていない産地指定銘柄である球磨

焼酎のリ・ブランディングに挑戦したものである。 

④ 焼酎蔵と新商品に関する製造の交渉を行う。 

⑤ 商品販売に必要な酒類販売免許を取得。 

⑥ ビジネスプランコンテストに出場、獲得した賞金及

び熊本県「ワサモンのまちづくり推進事業」の試作

品開発支援金をもとに試作品、パッケーデザインの

開発を行う。新商品の名称は「ごくりくま」、テイス

トは 4 種(いくり・ヨーグルト・梅・バンペイユ)あ

り、飲み比べが出来る飲みきりサイズ(180ml) 、 

(図 1)。4蔵元が1種類ずつの製造を行うことになっ

た。 

 ⑦ クラウドファンディングを活用して約155万円を資

金調達、商品化にこぎつける。現在(2017年 8月)も

MAKUAKEストア他で販売中である。 

      

 
図 1「ごくりくま」 

 

(2) その他の開発、商品化例 

 ① 焼酎粕を利用した光合成細菌培養キット開発。 

   一般に、光合成細菌は「高価」であるという課題 

がある。2名の学生チームが、焼酎粕を培地とした 

光合成細菌製造に成功。焼酎粕の処理コストがかかる 

蔵元の負担を削減し、かつ従来よりも安価に光合成細 

菌提供し、農水畜産業をさらに発展させていく道を拓 

いた。 

研究の途上で、実際に養殖クルマエビへ応用した結 

果、エビの疾患に顕著な効果を示すことが分かった。

これらは研究段階であるものの、平成 30年までに新

規光合成細菌の探索、大量培養、養殖エビへの応用を

確立させていく。同時にベトナムの商社・貿易企業と

協力し、地元養殖企業への販売を展開していく予定で

ある。ベトナムでの実績を基にインド・インドネシア

とアジアへ展開し、国際進出を視野に入れながら、将

来はクルマエビ養殖以外の単価の高い魚種へも販売

を拡大していく計画。熊本県「ワサモンのまちづくり
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とアジアへ展開し、国際進出を視野に入れながら、将

来はクルマエビ養殖以外の単価の高い魚種へも販売

を拡大していく計画。熊本県「ワサモンのまちづくり

推進事業」の試作品開発支援に採択され、ベトナム、

タイのエビの養殖の現地調査を実施した。現在は、後

述の SOJOスタートアップラボ株式会社の事業部とし

て、起業の準備中である。 

   

② 豆乳をベースに熊本県産フルーツを使用したアイ 

スクリームの商品化 

熊本県合志市で豆腐屋を営む父を持つ学生が、家業 

の新たな展開という視野から新商品の企画に取り組ん

だものである。熊本県「ワサモンのまちづくり推進事

業」の試作品開発支援に採択された資金をもとに、試

作品、パッケーデザインの開発が実現した。その後、

クラウドファンディングを活用して約50万円を資金調

達し、商品化を行った。現在は、インチ―ネット販売、

リアル店舗での販売を計画している。 

 

５. 学生起業のためのファンド設立 

より実践的な起業家教育システムを構築するため、シ

ード・アクセラレーター・プログラムを整備した、SOJO

スタートアップラボ株式会社を設立(2017 年 4 月 資本

金 1億円 崇城大学 100 % 出資)。日本で最も先駆的な、

学生を対象としたビジネスシーズへの投資と、起業実務

サポートからなるプログラムを展開。シード・アクセラ

レーター・プログラムとは、米国シリコンバレー発祥の

起業家育成プログラムで、2010年頃より、世界的に普及

している。Yコンビネーター(米国)や500スタートアップ

ス(米国)が有名。このプログラムの特徴は、半年程度の

徹底した起業家教育を行い、その修了生には 500 万円程

の起業資金を提供するとともに、起業後も販路開拓や資

金調達を起業家の伴走者となって支援していくものであ

る。崇城大学起業家育成プログラムの各プロジェクト(学

生+教員、起業部の学生、OB+現役学生)を、SOJOスタート

アップラボ株式会社の事業部として位置づけ、事業を育

成し、軌道に乗った段階で、事業部を株式会社化する。

その際には、SOJO Ventures 株式会社、外部の VC、金融

機関、事業会社などから出資を募る (図 2)。現在、1 社

に投資、1社を事業部化して起業の準備中。学生が起業(卒

業)後も崇城大学と連携し熊本を活性化していく。 

 

 

図 2 崇城大学ファンドのスキーム 

 

６. 今後の展開 

政府は日本再興戦略の中でわが国の開業率を 10％台へ

倍増する目標を掲げている。既存のビジネスの枠を超え

て新たな事業や産業を生み出す上で大学生を中心にした

若者の起業への期待は大きい。特に、地方創生に取り組

むにあたって、各地域の大学を中心に若者の起業家教育

を行い、未来を担う人材を育成するとともに、新しい産

業を地域で創出し、雇用を創出するための新たな枠組み

による起業環境のモデル創出を実践展開する予定である。 
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過疎集落再生過程での住民の自律的活動とリーダーシップのあり方－伊座利集落を通じてー 

床桜英二（徳島文理大学） 

 

Keyword： 高齢化率半減、伊座利ウエイ、シェアド・リーダーシップ 

 

【問題・目的・背景】 
人口減少・東京一極集中は、地方に多くの限界集落を生

み出している。特に、徳島県は過疎化の進展が格段のスピ

ードで進み、様々な課題が顕在化している課題先進県で

ある。過疎集落において65歳以上の高齢者が半数以上を

占める集落の割合は、2015年時点で、全国が約21％対し、

徳島県は約43％、実に全国の2倍という状況にある1。 

過疎化に伴う「むらの空洞化」は、集落の人々に「もは

や、この家もこのむらも自分の『代』まで」という気持ち

にさせ、地域再生の意欲や地域への誇りを奪う「心の空洞

化」まで引き起こしている。心の空洞化は、過疎の集落を

限界集落、消滅集落の途へと着実に推し進めているのだ。 

こうした中、児童数減少による学校廃校を阻止するた

め、住民が立ち上がり、県内外からの人の呼び込みなどに

より、持続可能なむらづくりに成功している集落がある。

徳島県美波町の伊座利（いざり）集落だ。表1とおり、人

口は 100 名前後で推移しているが、通常では考えられな

い高齢化率半減という現象が現れている。2000年には同

水準であった近隣の漁村・阿部（あぶ）集落が大幅な人口

減少と 50％超の高齢化率となっているのと対照的である。 

 

表 1 徳島県美波町人口動態 

 2000年 2005年 2010年 2015年 

美波町   人口（人） 

    高齢化率(％) 

9,307 

32.2 

8,276 

36.7 

7,765 

41.1 

7,092 

45.2 

伊座利集落 人口（人） 

高齢化率（％） 

87 

39.1 

116 

24.1 

94 

22.3 

91 

17.6 

阿部集落  人口（人） 

高齢化率(％) 

336 

39.3 

294 

44.2 

244 

52.0 

204 

54.9 

(出典)総務省「2015年国勢調査」を基に筆者作成 

 

伊座利集落は、「ないことを嘆く」のではなく、「あるこ

とに磨きをかける」を基本に、住民が自発的、内発的に地

                                                   
1 国土交通省及び徳島県調査による。 
2 伊座利の未来を考える推進協議会（2015）「なにもないけど、なにか

域再生活動を進めていった、ある種のソーシャル・イノベ

ーションである。なぜ伊座利集落はこのことを実現でき

たのかを、集落再生活動の始動時まで遡り、組織化のプロ

セスやリーダーシップのあり方などに焦点をあて分析す

ることが本稿の目的である。 

 

【研究方法・研究内容】 

 伊座利集落の再生は、住民全員を構成員とする「伊座利

の未来を考える推進協議会」（以下「協議会」）が中核とな

っている。協議会のリーダー的存在の住民のほか、フォロ

ワーに対しインタビューを実施した。また、地区外関係者

や町行政関係者に対してもインタビューを実施し、異な

る視点からの検証で、伊座利集落再生の本質に迫った。な

お、インタビューは2015年から2017年にかけて実施し
た。対象者によっては複数回実施していることから、脚注

に記したインタビューの実施日は直近のものに限定した。 
 

【研究・調査･分析結果】 

⑴伊座利集落とは 

伊座利集落は、徳島市から車で 70分程度の県南部に位

置する一漁村集落である。東は海に面し、それ以外の三方

を険しい山々に囲まれ、小さな川を挟んでわずかにひら

けた狭隘な平地部に約100人の住民が生活を営んでいる。 

主な産業は、沿岸漁獲資源を対象にした漁業だ。一定の

資金力と労働力を前提とする定置網（大敷網）漁法が存続

している数少ない地域である。この漁法は、漁港の整備以

前は、浜からの船の出し入れなどについて、漁師以外の多

くの住民も関わる漁業形態であったと言われており、こ

のことが住民参加の組織文化を醸成したとの意見もある。 

 

⑵「伊座利の未来を考える推進協議会」の発足 

1950年の伊座利の人口は 457人であったが、その後の

過疎化により、1995年には97人となる2。伊座利校3の生

徒数も減少し、学校閉鎖の危機的状況に追い込まれた。 

がある！孤立的小規模集落の挑戦～伊座利地区の活動概要」による。 
3 伊座利小学校・由岐中学校伊座利分校を住民は「伊座利校」と呼ぶ。 
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過疎集落再生過程での住民の自律的活動とリーダーシップのあり方－伊座利集落を通じてー 

床桜英二（徳島文理大学） 

 

Keyword： 高齢化率半減、伊座利ウエイ、シェアド・リーダーシップ 

 

【問題・目的・背景】 
人口減少・東京一極集中は、地方に多くの限界集落を生

み出している。特に、徳島県は過疎化の進展が格段のスピ

ードで進み、様々な課題が顕在化している課題先進県で

ある。過疎集落において65歳以上の高齢者が半数以上を

占める集落の割合は、2015年時点で、全国が約21％対し、

徳島県は約43％、実に全国の2倍という状況にある1。 

過疎化に伴う「むらの空洞化」は、集落の人々に「もは

や、この家もこのむらも自分の『代』まで」という気持ち

にさせ、地域再生の意欲や地域への誇りを奪う「心の空洞

化」まで引き起こしている。心の空洞化は、過疎の集落を

限界集落、消滅集落の途へと着実に推し進めているのだ。 

こうした中、児童数減少による学校廃校を阻止するた

め、住民が立ち上がり、県内外からの人の呼び込みなどに

より、持続可能なむらづくりに成功している集落がある。

徳島県美波町の伊座利（いざり）集落だ。表1とおり、人

口は 100 名前後で推移しているが、通常では考えられな

い高齢化率半減という現象が現れている。2000年には同

水準であった近隣の漁村・阿部（あぶ）集落が大幅な人口

減少と 50％超の高齢化率となっているのと対照的である。 

 

表 1 徳島県美波町人口動態 

 2000年 2005年 2010年 2015年 

美波町   人口（人） 

    高齢化率(％) 

9,307 

32.2 

8,276 

36.7 

7,765 

41.1 

7,092 

45.2 

伊座利集落 人口（人） 

高齢化率（％） 

87 

39.1 

116 

24.1 

94 

22.3 

91 

17.6 

阿部集落  人口（人） 

高齢化率(％) 

336 

39.3 

294 

44.2 

244 

52.0 

204 

54.9 

(出典)総務省「2015年国勢調査」を基に筆者作成 

 

伊座利集落は、「ないことを嘆く」のではなく、「あるこ
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域再生活動を進めていった、ある種のソーシャル・イノベ

ーションである。なぜ伊座利集落はこのことを実現でき

たのかを、集落再生活動の始動時まで遡り、組織化のプロ

セスやリーダーシップのあり方などに焦点をあて分析す

ることが本稿の目的である。 

 

【研究方法・研究内容】 

 伊座利集落の再生は、住民全員を構成員とする「伊座利

の未来を考える推進協議会」（以下「協議会」）が中核とな

っている。協議会のリーダー的存在の住民のほか、フォロ

ワーに対しインタビューを実施した。また、地区外関係者

や町行政関係者に対してもインタビューを実施し、異な

る視点からの検証で、伊座利集落再生の本質に迫った。な

お、インタビューは2015年から2017年にかけて実施し
た。対象者によっては複数回実施していることから、脚注

に記したインタビューの実施日は直近のものに限定した。 
 

【研究・調査･分析結果】 

⑴伊座利集落とは 

伊座利集落は、徳島市から車で 70分程度の県南部に位

置する一漁村集落である。東は海に面し、それ以外の三方

を険しい山々に囲まれ、小さな川を挟んでわずかにひら

けた狭隘な平地部に約100人の住民が生活を営んでいる。 

主な産業は、沿岸漁獲資源を対象にした漁業だ。一定の

資金力と労働力を前提とする定置網（大敷網）漁法が存続

している数少ない地域である。この漁法は、漁港の整備以

前は、浜からの船の出し入れなどについて、漁師以外の多

くの住民も関わる漁業形態であったと言われており、こ

のことが住民参加の組織文化を醸成したとの意見もある。 

 

⑵「伊座利の未来を考える推進協議会」の発足 

1950年の伊座利の人口は 457人であったが、その後の

過疎化により、1995年には97人となる2。伊座利校3の生

徒数も減少し、学校閉鎖の危機的状況に追い込まれた。 

がある！孤立的小規模集落の挑戦～伊座利地区の活動概要」による。 
3 伊座利小学校・由岐中学校伊座利分校を住民は「伊座利校」と呼ぶ。 

学校がなくなれば地域の存続はないとの危機感から、

５０歳前後の同世代の地域住民数人が連日集まり、時に

は喧嘩腰になりながら議論を重ねた。しかし、漁師や建設

業者中心のメンバーには、何とかしなければならないと

の熱い思いはあったが、具体的なプランにまとめ上げる

知識や経験を持つ者はいなかった。自分たちなりにまと

めた、都市部の子供を受け入れる漁村留学制度導入の提

案や学校存続の要望を由岐町4に対して行ったが、町から

の反応はなく、時間のみが過ぎていったのである。 

チェーンの外れたペダルを踏むような状況に変化をも

たらしたのは、2人の人物の活動への参画からであった。 

1人は教員・賀川隆博5である。1998年 4月、人事異動

により家族とともに伊座利に移り住んだ。勤務先は、阿部

集落にあった由岐中学校阿部分校であったが、住民によ

る伊座利校存続の活動に心を動かされ、一住民の立場で

活動に参画した。賀川は、「当時、議論は熱心にするが、

出口が見つからない状態であった。『どうせ滅ぶなら、や

ってから滅ぼう』と呼びかけ、皆の覚悟が定まったように

思う。」と述べている。“よそ者視点”を持つ人物だから

こそできる貴重な後押しである。 

もう 1人は元公務員・草野裕作6である。当時、草野は

由岐町職員として様々な地域づくりの業務に従事してい

たが、伊座利出身ということもあり、賀川に少し遅れ、活

動に参画するようになった。「住民全員参加」を基本コン

セプトした協議会設立の立役者である。伊座利の強み、弱

みを客観的に評価し、行政依存ではなく行政活用による

新たな地域再生策を今も提案し続けている。 

教育システムに通じた賀川、行政システムを熟知した

草野の 2 人は、住民の熱い思いを実効性の高い施策にま

とめ上げる重要な役割を果たしたのである。住民主体に

よる地域再生には、住民の熱い思いを整理し、具体的な施

策として取りまとめる人材が不可欠なのである。新たな

戦力も加わり、行政（町）に依存する外発的な地域再生手

法を転換し、住民主体による内発的な地域再生活動を行

うことを決断し、実行に移した。その具体的なアクション

が、1999年 1月に実施した「おいでよ海の学校へ」であ

る。これは県内外の子供たちを対象にした一日留学体験

イベントであり、大敷網漁やクルージングを親子で楽し

んでもらい、最終的には、家族とともに伊座利校への転校

の動機づけを目的にしたものであり、現在も続いている。 

                                                   
4 日和佐町との合併により現在は美波町。 
5 現・阿波市立柿原小学校長。インタビュー2017.6.14実施。 
6 現・伊座利漁協組合長。協議会の事務局長的役割を担う。インタビュ

このイベントの成功を踏まえ、住民による自主的・創造

的な地域づくりを本格化することが不可欠との考えから、

子供からお年寄りまで全住民で構成する協議会を、2000

年 4月に発足させた7。この協議会の特長は住民全員参加

ということである。このことに関し、草野裕作は、地域再

生活動の失敗の原因を探ったとき、一部の住民だけで組

織を作り、リーダーを決めることにあるとし、全員参加に

強く拘ったと述べている。そして、住民参加が義務的なも

のにならないように心をくだき、楽しみながら活動を続

けることの重要性も指摘している。息の長い地域再生活

動を行うには、過度の規則化・義務化はマイナスになると

判断したからだ。以上の、伊座利の地域再生活動の始動時

における組織化のプロセスをまとめたものが表2である。 

 

表 2 地域再生の始動時における組織化のプロセス 

Step1 危機意識の共有と共通目標の設定 

・同世代（50歳前後）の仲間が集まり毎晩議論 

・「学校の灯を消すな！」を共通目標に設定 

Step2 思いをまとめ町に提案するが“梨の礫” 

・行政依存による解決、すなわち外発的な地域 

再生手法には限界があることを痛感 

Step3 教育と行政の仕組みに通暁した人物の参画 

 ・実現可能なプランにまとめ住民主体で果敢に実行 

Step4 小さな成功体験の積み重ね 

・一日漁村留学体験「おいでよ海の学校」の成功 

Step5 内発的、持続的な地域再生のための組織化 

・住民全員参加による「伊座利の未来を考える推進

協議会」の創設 

Step6 「伊座利ウエイ」の定着と情報発信 

・共通の価値観や行動規範を「伊座利のみんなが守

っている８箇条」として明文化 

・人と情報の交流拠点「伊座利 café」を開設し住民

が責任経営 

（出典）インタビューに基づき筆者作成 

 

⑶「伊座利ウエイ」とは 

協議会は、独自の移住受け入れシステムの整備、地域の

特長を生かした交流イベントの開催、地域資源活用型ス

モールビジネスの立ち上げなど、様々な地域再生活動を

企画、実施している。その活動を通じて住民自らが学習し、

ー2017.6.3実施。 
7 現在は、坂口進（定置網漁船運営会社社長・船長）が会長に就任。

2017.6.4定置網漁に同行取材。 
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大切に守っている共通の価値観や行動の規範が、次に示

す「伊座利のみんなが守っていること 8 箇条」（以下「8

箇条」）である8。それは、①違いを認め合うこと、②動く

こと、③自分たちで考え実行すること、④普段着であるこ

と、⑤住民が楽しむこと、⑥子どもも大人も、みんなが対

等であること、⑦活動を義務づけないこと、⑧グチをいわ

ないこと、の8項目である。富田一利9は、「8箇条は、住

民が大切だと考え、行動に移していることを草野裕作が

文章化したもの」と指摘している。つまり、住民が義務的

に「守るべき8箇条」でなく、住民が自主的に「守ってい

る 8箇条」なのである。この 8箇条を整理すると、①人

は多様であり対等であること、②住民自らが決め、果敢に

行動に移し、結果を受けとめること、③各人が自主的にそ

れぞれの役割を果たすこと、の 3点に集約できる。 

このように伊座利集落の住民が、「学校の灯りを消す

な！」を合言葉に危機意識を共有し、住民の水平的で柔軟

な結合と、自律的で分権的な行動を大切にしながら、失敗

からも学びつつ創り上げてきた地域再生の理念や仕組み

を、「伊座利ウエイ」と定義する。 

美波町長の影治信良10は、「祖先から引き継いできた反

骨精神をもとに、住民全員が各々の役割を果たすことで

地域として生き残ってきた。個人的な好き嫌いよりも、能

力の最大動員に重きを置くことで、新たなことに挑戦す

る革新的な活動だ。」と述べ、「地域として頑張るので、こ

れだけは行政として応援してほしいとの姿勢は、町とし

ても有り難い。」とも語っている。伊座利ウエイは、伝統

と革新が融合した、行政活用による内発的、自律的な取組

というのが行政責任者から見た評価である。 

 

⑷「チーム伊座利」と創造する力 

絵本作家・梅田俊作11は、伊座利の人々による学校閉鎖

の危機を乗り越える活動に感動し、絵本「漁り火海の学校」

を出版した。住民による真剣な活動は、京都府生まれの、

伊座利とは無縁であった 1 人の作家の心を動かし、優れ

た作品を創り上げたのである。 

新聞記者・門田誠12もまた、伊座利の持つ魅力に引きこ

まれた人物である。便利さとはほど遠い伊座利に、全国か

ら家族ぐるみの移住が相次いでいることへの素朴な疑問

から取材活動を始めた13。移住者の目線、地域の目線双方

                                                   
8 伊座利の未来を考える推進協議会作成のパンフレット「いざり人」。 
9 建設会社経営者で漁師。元・町教育委員。協議会の実行委員長。イン
タビュー2017.6.15実施。 
10 現在3期目。インタビュー2017.6.2実施。 
 

から伊座利の人々の暮らしや活動を、2004年 5月から 9

回に及ぶ特集記事としてまとめ、人々の注目を集めた。 

住民の熱い思いによる地域再生活動は、物語性をもつ

ために人を惹きつけ、絵本や特集記事となって多くの

人々に感動を与える。感動を継続的に創り出すことこそ

が、地域再生を一過性に終わらせないための条件となる。 

100人足らずの住民で構成する協議会は、いわば「チー

ム伊座利」である。チーム伊座利が、感動を創造し続ける

力の源泉は伊座利ウエイだ。それはチーム内で、違いを認

め合うことや、義務化しないことなどの組織文化に行き

着く。そして、このような組織文化を形成し、維持するに

はリーダーシップのあり方が重要な鍵を握るのである。 

 

⑷伊座利ウエイとリーダーシップ 

地域コミュニティは人々のゆるやかな連結体であり、

企業のように、権限によって人々を一定の方向に導く仕

組みは存在しない。それだけに、人々を共通の目標のも

と、自主的に地域再生活動に巻き込み、一定の成果を上

げるには、権限に代わる「何か」が必要である。それが

伊座利集落においては、伊座利ウエイとそれを有効に機

能させているリーダーシップである。インタビューを通

じて得られたのは、伊座利では複数のリーダーが相互に

役割分担をし、必要な時に必要なリーダーシップを発揮

しているということだ。リーダーシップ論研究において

シェアド・リーダーシップ（Shared Leadership）と呼ば

れているリーダーシップが存在するのである。 

地域再生の成功事例では、1 人の傑出したリーダー、

いわゆるカリスマ・リーダーが重要な役割を担うケース

が取り上げられることが多い。しかし、伊座利集落には

そうしたカリスマ・リーダーはいない。複数のリーダー

たちがそれぞれの得意分野で問題提起をし、本音での議

論を通じて共通目標の設定を行い、率先行動とフォロワ

ー支援により目標達成を図ろうとしているのだ。 

日向野幹也（2016）は、権限によらないリーダーシッ

プには、①目標設定（共有）②率先垂範③同僚支援の 3

要素が必要であり、この種のリーダーシップは複数の者

によって発揮されやすいことから、結果としてシェアド・

リーダーシップになりやすい、と述べている。伊座利ウ

エイを有効に機能させるリーダーシップには、これら３

11 日本絵本大賞受賞作品「しらんぷり」など多数の著作。インタビュー
2016.10.5実施。 
12 現・徳島新聞社記者。インタビュー2017.6.22実施。 
13 現在、全住民の60％が移住者。 
 

166



大切に守っている共通の価値観や行動の規範が、次に示

す「伊座利のみんなが守っていること 8 箇条」（以下「8
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つの要素が含まれていることは前述のとおりである。 

また、協議会の会長、坂口進は「会長は組織の一番下

にいて皆を支える存在」と言っている。通常は、ピラミ

ッド型組織の頂点に位置するのがリーダーだ14。「逆ピラ

ミッド型組織の一番下に位置するのがリーダー」との見

解は、伊座利ウエイを考える上で重要なポイントである。

なぜなら、企業組織のような権限をもたない地域コミュ

ニティにおいて、住民を巻き込み、地域再生に一定の成

果をあげるためには、フォロワーの思いを汲み取り、下

支えすることで信頼を得て、共通目標達成のため、とも

に行動するリーダーシップが重要であるからだ。フォロ

ワーを下支えし、奉仕することで目標を達成するリーダ
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以上から、サーバント・リーダーとしての素養を持つ複

数のリーダーが、相互に役割分担をし、必要な時に必要な

リーダーシップを発揮する、ある種のシェアド・リーダー

シップが伊座利において存在するのである。これは、図１

のとおり公式権限のないリーダーシップだが、住民の相

互信頼に裏打ちされた力強いリーダーシップである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 伊座利におけるリーダーシップ 

（出典）インタビューに基づき筆者作成 

 

【考察・今後の展開】 

危機的状況を住民主体で克服した伊座利集落について、

活動の始動時まで遡り、組織化のプロセスやリーダーシ

ップのあり方などに焦点をあて分析をしてきた。組織化

プロセスでは、危機意識の共有から始まり、住民全員参加

の協議会づくりを経て、共通の価値観・行動規範の定着ま

                                                   
14 アメリカの百貨店・NORDSTROMは逆ピラミッド型組織として有名。 
15 創造的企業の代表格、Pixar Animation Studiosが大切に守る組織文

でを 6 段階に整理した。この組織化プロセスを通じて、

住民自ら創り上げてきた地域再生の理念や仕組みを伊座

利ウエイと定義した。伊座利ウエイは伝統と革新が融合

したもので、創造する力の源泉であることを明らかにし

た。さらに、住民を下支えする複数のサーバント・リーダ

ーが、相互に役割分担を行い、リーダーシップを発揮する、

シェアド・リーダーシップが存在することも示した。 

以上の議論を踏まえ、本稿では次のような結論に達し

た。①地域再生は、住民の内発的、自律的活動が鍵を握る

が、持続可能な活動であるためには、核となる「地域なら

では理念や仕組み」（地域ウエイ）が必要であること。②

地域ウエイは、伝統的な地域運営手法の上に立って、革新

的な組織運営手法を取り入れ、両者を融合させることで

生まれること。③地域ウエイを有効に機能させ続けるた

めには、適切なリーダーシップが不可欠であること。 

今後の第 1の課題は、伊座利での結論が他の過疎地域

にも適用可能であるかどうかの検証である。換言すれば、

伊座利モデルは汎用性のある地域再生モデルとして再構

築しうるのかということだ。第 2の課題は、創造的な組

織文化を形成、維持している企業におけるリーダーシッ

プの特長を分析し、地域再生に資するリーダーシップ強

化の参考とすることである。創造力を引き出し維持する

仕組みは、地域コミュニティと企業という異なる組織体

においても共通点が見られると考えるからだ15。 

「地域は小さくても、みんなの故郷を愛する気持ちは

1番。何としても存続させなければならない。」との人々

の思いを、伊座利小6年の生徒が作文に書いた16。この思

いは過疎化に悩む地域に共通したものだ。今後とも、内

発的、自律的な地域再生活動に着目し、人々の愛してや

まない故郷が未来に繋がるよう研究を深めていきたい。 

 

【引用・参考文献】 
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化には、伊座利の８箇条との共通点が見られる。 
16 2000年文部科学大臣奨励賞「伊座利の灯よ永遠に！」（賀川彩乃作） 

  ★持続可能な地域づくり 

  ★学校の灯りを消すな！ 

 

共通目標 

  フォロワー 

 リーダー 

《リーダーシップの３つの特長》 

①奉仕型②共有型③権限によらない 
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過疎地域に作られた高速道路起終点と地域活性化に関する研究 

○浅野英一（摂南大学）・石田裕貴（摂南大学大学院） 

過疎地域・高速道路・ストロー効果 

 

【問題・目的・背景】 

課題先進国「日本」を象徴している課題は、都市への

人口流出と人口減少が進んだ地域を指す「過疎地」、人口

の 65歳以上の高齢者が50％以上を占める「限界集落」で

ある。和歌山県西牟婁郡すさみ町には39の集落のうち半

分近い 18が限界集落である。総務省統計局が 2016年 10

月26日に公表した国勢調査結果によると4,127人で、「将

来推計人口(2013年 3月推計)」は 2040年には 42.8％減

少し、約 2,400人となり、平均年齢は、61.0歳となる。

すさみ町は地勢的に太平洋の黒潮暖流の影響を受け温暖

な地域で、戦後はレタス等の野菜や花卉栽培が盛んに行

われていたが1955年から徐々に人口が減少し、農林水産

業が衰退し、地域の経済力が低下した。農業の経営規模

は、小規模零細が多く、生産性は低く高齢者や女性の労

働力の割合が高い。少子・高齢化に伴う人口減少が、消

費活動の衰退と産業を担う労働力人口の減少を招き、地

域経済の縮小と地域の活力が低下した。地域経済の縮小

と地域の活力低下が、さらなる少子・高齢化を招くとい

った負のスパイラル（悪循環の連鎖）を生んでいる。こ

ういった状況下、2015年 9月にすさみ町内に近畿自動車

道紀勢線（図-１）が延伸し「すさみ IC」と「すさみ南

IC」が開通（南紀田辺 IC～すさみ南 IC間の約 38kmは無

料区間）した。また、開通に合わせ、「すさみ南IC」出入

り口付近に「道の駅すさみ」が新設にされた。また、え

びとカニの水族館とガソリンスタンドが隣接して新設さ

れた。 

過疎地域に無料区間の高速道路が開通し、インターチ

ェンジが建設されたことで広域交通の利便性向上に伴い、

物流等の産業機能の立地ポテンシャルの向上が期待され

る。しかし、その反面、都会から地方部に人が来るので

はなく、地方部から都会に人が「転出・通う」ことで、

地域の商店や企業の存続意義が失われる現象が発生する

可能性が高い。南紀白浜 IC～すさみ南 IC 開通後の国道

42号の交通量は大きく減少しており、国道42号沿線では、

ストロー効果による空洞化が発生している。近い将来に

紀勢線がすさみ南ICから串本町まで延伸されることにな

っており（図-2）、新しい区間延伸により経済規模や観光

規模大きな串本町に求心力が移り、すさみ町は単なる高

速道路の通過点になり、人・モノ・金が流出して「スト

ロー効果」によってすさみ町全体が空洞化する可能性が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 紀伊半島の近畿自動車道紀勢線 

（出典：国土交通省近畿地方整備局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 すさみ串本道路計画 
（出典：紀南河川国道事務所） 

 

1980年代に日本経済が高度成長期に入り地方の停滞と

大都市への一極集中問題がクローズアップされるにつれ、

ストロー効果という言葉が一般的に使われるようになっ

た。その後、ストロー効果が実際に発生しているという

現象そのものではなく、発生するのではないかという予

測や推測する研究が進み、因子や条件などから発生メカ
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（出典：紀南河川国道事務所） 

 

1980年代に日本経済が高度成長期に入り地方の停滞と
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スパイラルにある過疎地域に高速道路の起終点が開通し

たことで地域活性化の起爆剤になるかを調査研究した。 
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図-3 駐車場の時間別利用状況調査 

（筆者撮影） 

 

【研究・調査･分析結果】 

紀勢線「南紀白浜 IC～すさみ南 IC」が開通する以前

（2013 年 5 月）に収集したデータ、開通後の 2016 年 3

月と 5 月に収集したデータを比較しストロー効果の影響

を検証した。その結果「南紀白浜IC～すさみ南IC」間は

無料区間であり、それまで主に使用されていた国道42号

の利用者が大きく減少していることが判明した。この現

象から推測できることは、近い将来に紀勢線がすさみ南

ICから串本IC（仮称）まで延伸されると、経済規模や観

光規模の大きな串本町に求心力が移り、すさみ町は単な

る高速道路の通過点になり、人・モノ・金が流出して地

域が空洞化する可能性が考えられる。地域経済分析シス

テム（リーサス）から得たデータによると産業・地域経

済循環・農林水産業・観光・人口・消費などから、串本

町の地域ブランドや求心力がすさみ町より、はるかに高

いことがわかった。すさみ町内で発生するストロー効果

という視点でとらえると、紀勢線南紀白浜 IC～すさみ南

IC 開通後の国道 42 号沿線の交通量は確実に減少してい

る。それを検証するため、平松交差点と道の駅すさみ前

交差点で交通量分析した結果を可視化した（図-４）。道

の駅すさみ前交差点の串本方面上下線では紀勢線利用が

約 9,100 台に対し、平松交差点の串本方面上下線では国

道 42号利用が約2,400台であり、紀勢線利用率は国道42

号に比べ3倍になっている。この利用率から、国道42号

に代わる紀勢線「南紀白浜IC～すさみ南IC」間は、スト

ロー効果による空洞化を発生させている原因の１つと考
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えられることが判明した。道の駅すさみ前交差点から、

道の駅すさみの駐車場に出入りした車の数から駐車場の

受け入れキャパシティーは 1日延べで 1,800台であるこ

とが判明し、来場者がピークを迎える午前10時からメイ

ン駐車場が満車になりはじめ、最大ピーク時の正午には、

完全満車となり来場者数が頭打ちになっている。駐車場

が満車の場合、来場者は次の目的地に向かうか、車列で

待機するかの選択となる。こういった状態が慢性的に続

くと来場者の心理状態は「不満」となり、最終的に客足

が離れることになり「駐車スペースが少ない」というイ

メージが定着する。道の駅すさみに始めて訪れる来場者

が抱くイメージが将来への展開となることから、駐車場

の整備については早急の対策が必要である。すさみICが

国道42号につながっている平松交差点は、すさみ町の中

心街を通過していることから、平松交差点での交通量は、

域内交通量の分類と考えら、ストロー効果は発生してい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-４ 国道42号の道の駅前と平松交差点交通量 

（出典：道の駅による地域活性化とストロー効果対策 

摂南大学地域総合研究所報 第 2号 2017年3月） 

 

2009 年に行われた国土交通省道路交通センサスによる

と、国道 42号串本町・すさみ町線の交通量は昼間 12時

間自動車類交通量の上下合計台数は2894台である。2016

年 3月では道の駅前交差点の交通量は上下合計台数 9100

台であり約3倍増加している。 

「南紀白浜 IC～すさみ南 IC」開通により、すさみ町で

最大のイベントである「イブ王国建国祭」来場者の増加

が期待されたことから来場者調査を行った。イブ王国建

国祭は36年間連続で開催されており、知名度も高い。開

通前の2013年に八木らの調査チームがイノブータン王国

建国祭の来場者調査を実施しており、本調査で得た結果

と比較した結果 2,500 名の減少していた。すさみ町最大

の観光イベントに加え、紀勢線の開通もあって、来場者

は大幅に増加すること予想され、将来展望への試金石と

期待されたが、入場者数は約 30％減少していた（図-5）。

この現象が連続的に続くかどうか未知数であるが、指標

として重要であることから、今後ともデータ収集が必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図‐5 イブ王国建国祭の来場者比較 

（出典：道の駅による地域活性化とストロー効果対策 

摂南大学地域総合研究所報 第 2号 2017年3月） 

 

2016 年 3 月に「道の駅すさみ」の駐車場と 2016 年 5

月の「イブ王国建国祭」の駐車場で車ナンバープレート

調査を行い、来場者がどの地域から来ているかを調査し

た。この調査で来訪者の出発地域を明らかにすることが

可能になり、ストロー効果が発生する原因究明について、

より細部を踏まえた考察を行うことが可能となった。 

 

【考察・今後の展開】 

過疎地域を活性化させるため交通インフラ整備は、有

効な手段である。集客力の大きな 2 か所の観光地域を無

料の高速道路で結び、過疎地域活性化のため中山間地域

の過疎地域にインターチェンジを建設するという「夢の

ような計画を実現させた」ケースがすさみ町の事例であ

る。その他、すさみ町には①JR特急が停車する駅がある、

②温泉がある、③風光明媚な海や山がある、④マリンス

ポーツができる港がある、⑤ホテル・旅館・民宿がある、

⑥ブランド産品がある、⑦道の駅があるなど、観光地に
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図‐5 イブ王国建国祭の来場者比較 

（出典：道の駅による地域活性化とストロー効果対策 

摂南大学地域総合研究所報 第 2号 2017年3月） 

 

2016 年 3 月に「道の駅すさみ」の駐車場と 2016 年 5

月の「イブ王国建国祭」の駐車場で車ナンバープレート

調査を行い、来場者がどの地域から来ているかを調査し
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可能になり、ストロー効果が発生する原因究明について、
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【考察・今後の展開】 

過疎地域を活性化させるため交通インフラ整備は、有

効な手段である。集客力の大きな 2 か所の観光地域を無

料の高速道路で結び、過疎地域活性化のため中山間地域

の過疎地域にインターチェンジを建設するという「夢の

ような計画を実現させた」ケースがすさみ町の事例であ

る。その他、すさみ町には①JR特急が停車する駅がある、

②温泉がある、③風光明媚な海や山がある、④マリンス

ポーツができる港がある、⑤ホテル・旅館・民宿がある、

⑥ブランド産品がある、⑦道の駅があるなど、観光地に

必須な項目を揃えている。自治体も観光振興に力を入れ、

都会の大学と包括協定を結び年間 500 名（延べ人数）ほ

どの若者が、過疎地域活性プログラムを実施している。

JRの駅もない、高速道路もない、温泉・山・海もない他

の過疎地域に比較すると、すさみ町は非常に恵まれた環

境になったものの、他の過疎地域と同様に急激な少子高

齢化による過疎化スパイラルに引き込まれおり、現状を

維持することができない状況に陥っている。 

企業の誘致や事業の拡大を行い、地域経済を循環させ

雇用創出をしなければ生活関連サービスの低下が起こる。

生活関連サービスは、小売・飲食・娯楽・医療機関等で

あり、住民が日常生活を送るために必要なもので、これ

らは一定の人口規模の上に成り立ち、町の財政を支える。

少子高齢化と人口減少に伴い、利用や消費が減少すると、

人口規模にあわせてサービス施設等を含めた産業が維持

できなくなる。現在、すさみ町の人口 4,500 人を下回っ

ており、このまま加速度的に人口が減少すると、最低限

必要な生活関連サービスが維持できず、近隣市町へ買い

物や娯楽を求めることになり町外へヒト・モノ・カネな

どの流出が増加し、更なる空洞化に発展する。 

「南紀白浜IC～すさみ南IC」は通行料金が無料の高速

道路と 2 か所のインターチェンジがあり、終点のすさみ

南 IC出入口には道の駅が建設された。紀勢線の延伸によ

り紀勢線の利用頻度が高まったが、その反動を受けて国

道 42号の交通量は大幅に減少した。紀勢線は、自動車専

用道路という構造から、利便性が高く、遠方からの利用

者が増加するなど、国道42号とは異なった人の流れが構

築されたと考えられる。紀勢線終点のすさみ南IC出口に

ある「道の駅すさみ」は、経済や観光、交流といった点

ですさみ町の中心的な役割を果たすことで、「新しいヒト

の流れ」に対し、積極的にアピールできる環境になり、

新しいヒトの流れを取り込むことが可能となった。近い

将来、終点が新設される串本ICに移動すると、将来的な

ヒトの流れがどのように変化するのかは未知数である。

現在は、高速道路起終点という立地条件を最大限活用し

ているが、地理的な環境に依存してしまうとストロー効

果に対応しきれなくなることが考えられる。その一つの

例が、「イブ王国建国祭」来場者数に現れている。紀勢線

が開通に伴い来場者は大幅に増加すると予想され、将来

展望への試金石と期待されたが、入場者数は約 30％減少

した。今後は、ヒトの流れや立地を活用しつつ、ストロ

ー効果に備えて、「道の駅すさみ」と地域が連携した取り

組みが重要となってくる。地域経済の拠点として、地域

経済を循環させるには、地域資源を有効活用し、人を引

き付ける魅力を高める「地域ブランド力」が継続的な発

展のために必要である。 

地域ブランド力は、各地域に対して消費者が魅力を感

じ、評価したものであり、地域が自慢する素晴らしい資

源があったとしても、消費者が「魅力的だ」と思わなけ

れば「ブランド」としては評価されず、地域イメージの

向上や地域活性化にはつながらない。地域ブランド力の

向上は、地域にある様々な資源を消費者視点で「魅力的」

なものに仕上げ、居住や観光、商品購入などの消費者行

動に結びつけることが必要である。 

 紀勢線の終点がすさみ南ICである期間内に、すさみ町

のブランド力を上げるため、観光業だけの枠組みでとら

えるのではなく、食文化、農林水産業など、全産業を動

員した新たな観光推進が必要である。地域活性化に求

められているのは、全国どこでもできるような「汎

用性」ではなく、ここでしかできないという「ブラ

ンド差別化」である。地域を訪れる人、道の駅を利

用する人に対して特別な感覚を抱かせ、他の商品に比べ

積極的に購入したいと思うようなものを用意するには、

時間と労力を必要である。これは、単に巨額の投資をし

ても一朝一夕にブランドにつながらず、維持し続けるこ

とは難しい。従って、地域を一つの集客舞台として考え、

インバウンド型の観光まちづくりを行い、今後の地域経

済を発展させていくために、新たな産業の担い手の創出、

地域資源を活用したものづくり、産業の多角化など、第

１次産業だけによらない経済発展を進めていかなければ

ならない。 
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無人駅舎の地域利活用に見る、これからの時代における“公共” 

 

鈴木 健大（香川大学） 

Keyword： 無人駅、連携、地域づくり 

 

【問題・目的・背景】 

四国旅客鉄道（JR四国）における一日当たりの平均通

過人員（輸送密度）は、1989（平成元）年度と 2016（平

成 28）年度とを比較すると、6,513人から 4,692人へと

28％減少した※１。管内における 259駅（臨時駅2駅含む）

の内、無人駅はその内の 80％、208駅にのぼる※２。国土

交通省四国運輸局による推計では、2040年度の JR四国利

用者数は2015（平成27）年度に比べ、全9路線の内、ほ

ぼ全ての路線において2～3割減少するとされる※３。少子

高齢化・人口減少が止まらない地方において、鉄道とい

った公共交通の維持は、課題の一つである。 

地方分権・地方創生が叫ばれ続けている中、地方では

市民協働による公共の担い手の創生の模索が続いている。

内閣官房における「地域の課題解決のための地域運営組

織に関する有識者会議」は、2016（平成28）年12月、地

域運営組織の量的拡大・質的向上を打ち出した。 

四国 4 県では、無人駅舎を地域住民が主体となって維

持管理し、鉄道事業を支える取組が広がり始めている。

そして、無人駅舎が地域づくりの拠点になりつつある。 

本研究では、人口減少が急速に進行する四国において、

無人駅舎を地域住民が維持管理し、さらに地域づくりに

活かしている事例を整理し、香川県観音寺市における無

人駅JR豊浜駅における実践活動を通じて、無人駅舎の地

域利活用について必要な視点を考察すると共に、これか

らの時代における公共のあり方について考察する。 

 

【研究方法・研究内容】 

本研究は、まず、四国4県において地域住民がJRの無 

人駅舎を維持管理し、地域づくりに活用している6駅（屋 

島［香川県］、大歩危、阿波加茂、地蔵橋［徳島県］、菊 

 

 

 

 

 

 

 

 

間、下灘［愛媛県］）、自治体が JRの無人駅舎を維持管理

し、地域づくりに活用している 2駅（西佐川、斗賀野［高

知県］）を先行事例として 2015（平成 27）年～2017（平

成 29）年にかけてヒアリング調査し、2015（平成27）年

度から実施している無人駅JR豊浜駅（香川県観音寺市）

における実践活動を通じたアクションリサーチの手法に

基づき行う。 

 

【先行研究から見る無人駅舎の地域利活用の課題】 

佐竹ら［佐竹・姥蒲：2009］※４によると、JR東日本管

内（仙台・秋田・盛岡支社）における無人駅舎の自治体

や地域住民による維持管理・利用については、駅舎の治

安維持や鉄道利用者の利便性向だけでなく、地域コミュ

ニティの形成に対しても効果があるとしている。しかし、

その効果を発揮するにはコスト負担や住民参加の促進が

課題であると指摘している。また、山下ら［山下・山崎：

2010］※５によると、JR西日本管内における無人駅舎でま

ちづくりを展開している事例では、地元住民が自主的に

運営している事例が多かったことを指摘している。 

本論では、JR四国管内における無人駅の地域利活用が

継続的に行われている要因として、その主体や運営方法

についてヒアリング調査を通じて明らかにする。 

 

【先行事例調査】 

まず、地域住民がJRの無人駅舎を維持管理し、地域づ

くりに活用している6駅について特徴を整理する。 

(1)活動主体について 

 地蔵橋駅では、駅前町内会が単独で駅舎の利活用に取

り組んでいたが、他の 5 駅については既存の地域活動団

体が連携し、もしくは、それらと新たに地域住民も交え

て複合体の組織を作り駅舎の利活用に取り組んでいた。 

(2)駅舎利活用のきっかけ・経緯について 

 屋島駅と菊間駅では、駅が無人化になる際にJRから地

域へ駅舎管理について投げかけがあった。一方、大歩危

駅、阿波加茂駅、地蔵橋駅では、無人化に際し、地域か

ら JRへ駅舎の貸借についてJRへ要望を行っている。 

(3)駅舎の貸借形態について 

 下灘駅では駅舎を地域が貸借していなかったが、他の5【図表1】先行事例調査を行った無人駅の位置図 
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 地蔵橋駅では、駅前町内会が単独で駅舎の利活用に取

り組んでいたが、他の 5 駅については既存の地域活動団

体が連携し、もしくは、それらと新たに地域住民も交え

て複合体の組織を作り駅舎の利活用に取り組んでいた。 
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域へ駅舎管理について投げかけがあった。一方、大歩危

駅、阿波加茂駅、地蔵橋駅では、無人化に際し、地域か

ら JRへ駅舎の貸借についてJRへ要望を行っている。 

(3)駅舎の貸借形態について 

 下灘駅では駅舎を地域が貸借していなかったが、他の5
【図表1】先行事例調査を行った無人駅の位置図 

駅については地域活動拠点の場所として駅舎の一部のス

ペースを地域がJR四国から無償貸借していた。 

(4)駅舎維持管理・鉄道事業補助について 

 下灘駅を除く 5 駅では、無償貸借の契約条件として貸

借しているスペースのほかに、待合室やトイレ等の清掃

を定期的に行っている。駅舎の清掃のほか、屋島駅や阿

波加茂駅では、地域住民自らが制作した座布団をベンチ

に置いたり、待合室に生け花を飾ったりするなどもして

いる。大歩危駅では、他の無人駅にも一輪挿しを飾花す

る取組を行っている。大歩危駅、地蔵橋駅では、駅舎だ

けでなく駅周辺の一斉美化活動を行ったり、下灘駅では

駅周辺の花壇の植栽・手入れを行ったりしている。 

（5）初期段階における駅舎改修費用 

 駅舎の一部を借り受けて地域の活動拠点にするために、

屋島駅等 5 駅では自治体予算や助成金を得て事務室やト

イレの改修を行っていた。中でも大歩危駅や菊間駅では、

助成金を得て資材を購入し、工事は地域住民が行うこと

でコスト削減を図っていた。一方、地蔵橋駅では、改修

に必要な費用は全て地域住民からの寄付で賄っていた。 

(6)駅舎維持管理以外の活動内容 

 これら 6 駅については、駅舎の利活用内容についてそ

の主だった性格から大きく「観光型」と「地域課題解決

型」とに大別できる。「観光型」の駅は、屋島駅、大歩 

危駅、下灘駅である。いずれも駅の背後に、全国的に名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の知られる観光地や風光明媚な景勝地を構える。そのた

め、屋島駅や大歩危駅では駅舎内に観光案内や休憩のス

ペースのほか、レンタサイクル、大型ロッカー、案内モ

ニターを設置するなどして観光客の便宜を図っている。 

「地域課題解決型」の駅は、阿波加茂駅、地蔵橋駅、

菊間駅である。駅舎を拠点に自治活動や新たなコミュニ

ティづくり、地域課題解決を目指した活動を行っている。

例えば、菊間駅では、高齢者のサロン活動、コミュニテ

ィ FMのスタジオ設置、駅前市の開催等を、阿波加茂駅で

は自治会会合やベビーマッサージ教室等を行っている。 

 なお、「観光型」の駅ではいずれも観光に関する取組だ

けでなく、地域住民を対象にした「地域課題解決型」の

取組も並行して行っている。屋島駅では地域住民の作品

発表のギャラリーの設置やクリスマスイベントの開催、

大歩危駅では桜の植樹や地元掲示板の設置等行っている。 

(7)運営方法と費用 

 6駅では、いずれも活動を継続的に行うため、自治体に

頼らない予算確保、もしくは極力支出を抑えた運営を行

っている。予算収入の性格から、次の 3 タイプに大別が

できる。 

 一つ目は「会費型」であり、地蔵橋駅と菊間駅では、

会員からの会費を主な収入の柱にして運営をしている。

二つ目は「会費型＋受託型」であり、屋島駅と阿波加茂 

駅では、会費収入のほかにJR四国から清掃業務を受託す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図表4】JR四国管内無人駅における地域利活用の状況（その1） 

【図表2】JR大歩危駅における駅
前一斉清掃活動 

【図表3】JR阿波加茂駅内「さく
らひろば」 

※国土交通省国土政策局GIS、2015年、『国土数値情報駅別乗降客数データ』 

 

駅名 屋島（高徳線） 大歩危（土讃線） 阿波加茂（徳島線） 地蔵橋（牟岐線）
所在地 香川県高松市 徳島県三好市 徳島県東みよし町 徳島県徳島市

乗降客数※ 1,200 208 478 584

地域活動団体の複合体 地域活動団体の複合体 地域活動団体の複合体 地元町内会

・JR屋島駅盛り上げ隊（周辺自治会、
元気YASHIMAをつくろう会、コミュニ
ティセンター、鉄道OB有志）
・古高松地区コミュニティ協議会

・大歩危駅活性化協議会
（一日一個ごみをひろおう会、市観光
協会、市職員、市義会議員等約40名）
※キッチン会議

・自治会協議会
（駅周辺の5自治会）

・地蔵橋駅前町内会

駅舎利活用の
きっかけ・経緯

・平成19年、JR四国から地域へ提案 ・平成22年、地域からJR四国へ提案 ・平成22年、地域からJR四国へ提案 ・平成25年、地域からJR四国へ提案

駅舎の貸借形
態について

・JRから無償で貸借 ・JRから無償で貸借 ・JRから無償で貸借 ・JRから無償で貸借

・待合室やホーム、トイレの清掃
・乗車券類の販売

・待合室やトイレの清掃
・待合室やトイレの清掃
・乗車券類の販売

・貸借スペースのみ清掃

・ベンチ座布団の制作や生け花
・善意の傘の設置

・待合室やトイレの改修整備（H22）、
ロッカーの設置
・年数回の大歩危駅周辺清掃活動
・花一輪運動
・ノートの設置

・ベンチ座布団の制作や生け花
・待合室の清掃や生け花（近隣住民
による好意）
・駅周辺美化活動

・市の助成に応募
・県、市の助成に応募
・協議会も費用負担

・自治体予算 ・地域住民の寄付

・駅長室を観光案内スペースに、
KIOSK跡をギャラリーに改修する費用
・観光案内パンフレット作成費用

・駅舎の待合室、トイレを改修
・店舗入居跡をコミュニティスペース
「さくらひろば」に改修する費用

・事務室跡を「地蔵橋ふれあいステー
ション」に改修する費用

観光型 観光型 地域課題解決型 地域課題解決型

・屋島観光案内（専用スペース設置）
・レンタサイクル
・ギャラリー
・駅前広場でのイベント
・古井戸改修

・100本の桜の植樹
・「大歩危祖谷じもと板」の設置
・一駅一輪運動
・妖怪トロッコ、妖怪まつり
・市による観光案内所設置（H27）
・和室改修、モニター設置（H28）

・駅舎内「さくらひろば」の運営（会合、
高齢者のカラオケ、ベビーマッサージ、
ネイル教室等）
・駅前広場における「さくらまつり」の
実施
・レンタサイクル

・自治会会合
・雑草生け花教室
・オカリナ教室
・祭りの練習や準備
・卓球　等

会費型＋受託型 収入支出なし 会費型＋受託型 会費型

・会員から年会費を徴収
・清掃業務をJR四国から受託
・乗車券と定期券販売の売上から手
数料収入有

・必要なものは持ち寄って運営

・自治会加入の家と、それ以外の会員
から月会費を徴収
・清掃業務をJR四国から受託
・乗車券と定期券販売の売上から手
数料収入有
・町から人件費とさくら祭り経費を助成

・自治会加入している住民と、それ以
外の会員から月会費を徴収

効果・発見

・駅舎にホームレスがいなくなった。
・買い物途中にある地域の「サロン」、
地域の「たまり場」、そんな場が必要
だと気づいた。
・駅に行くと誰かいる。楽しい。
・人生のスタミナ活力源になっている。

・構えて会議をするより、（キッチン会
議で）自然体の方がいい意見が出る。
・何かを始めると、びっくりすることが
起こる・できる。
・こういった活動を続けていると、人間
関係がよくなる。
・自分が楽しむことが大事。

・かつては不良のたまり場だった。
・営利目的で活動するとうまくいかなく
なる。
・無理をせず、緩く続けるのが大事。
・小さな団体が利用するのに向いてい
る。

・住民の寄付で集会所ができた。
・駅が地域の誇り・中心になっている。

課題
・若い世代の後継者の育成
・地域のさらなる参加
・ハード面よりソフト面の充実

・若い世代のUターンと後継者確保 ・観光客の待合場所にすること
・さらなるスペースの活用
・駐車場不足

活動主体

駅舎維持管理・
鉄道事業補助

初期段階にお
ける駅舎改修
費用

駅舎維持管理
以外の
活動内容

運営方法と費用
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るとともに、乗車券と定期券販売から手数料を得、これ

らを活動の経費に充てている。三つ目は「収入支出なし

型」であり、大歩危駅と下灘駅では、恒常的に予算収入

を得ておらず、必要な際には地域住民それぞれが物や労

力の資源を持ち出し合い、費用のかからない範囲で活動

を行っている。 

(8)効果・発見 

 無人駅舎を地域住民が維持管理・利活用にすることに

なった効果として次の点が見られる。一点目は、駅の無

人化後も駅舎の美化・防犯・利便性の継続につながって

いる点だ。二点目は、駅舎が新たな地域活動の拠点、地

域課題解決の拠点として機能していることである。三点

目は、地域住民にとって駅が地域の中心・地域住民の誇

りであり続けるとともに、地域住民にとって活動を通じ 

た喜びや新たな発見の中から、やりがいや生きがいが生

まれ、駅が心の拠り所になっていることである。 

(9)課題 

 課題としては、施設面では菊間駅からはトイレの整備

が、また、地蔵橋駅からは駅に人が集まることになった

ことから駐車場の確保が挙げられた。施設面以外では、

後継者や担い手の確保について屋島駅や菊間駅から挙げ

られた。 

次に、自治体がJRの無人駅舎を維持管理し、地域づく 

りに活用している西佐川駅、斗賀野駅について特徴を述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

べる。両駅とも JRが駅舎取り壊しを予定していた際に、 

佐川町が自治体予算で駅舎を買い取って改修をし、維持 

管理を行っている。西佐川駅では観光協議会事務所が入

居しているが、斗賀野駅ではスペースを整備しつつもま

だ具体的な利用があまりない。町としては、両駅共、地

域住民が利用してくれることを望んでいた。 

 

【JR豊浜駅における試み】 

豊浜駅における無人駅舎の利活用の試みは、香川大学

「地（知）の拠点整備事業（COC事業）」として2015（平

成 27）年度から開始した。 

豊浜駅は、観音寺市豊浜町姫浜にある予讃線の駅であ

り、2010（平成22）年10月から無人駅となった。かつて

は一部の特急列車が停車したが、現在はほぼ１時間に１

本、上り下りの各駅停車の電車がそれぞれ停車するのみ

である。駅舎内の KIOSK も無人化と同時に撤退した。構

内には約 200本のつつじが植えられ、毎年 5月の連休に

「豊浜駅つつじ祭り」が開催されている。 

 2015（平成 27）年度、屋島駅や大歩危駅の先行事例を

参考にし、地元自治会、地元活動団体と駅舎のあり方に

ついて話し合いを行い、駅舎内でかつて KIOSK が入居し

ていた約 8 ㎡のスペースを皆で大掃除を行って香川大学

が中心となった利活用の試みを開始した。豊浜駅は「観

光型」の駅ではないことから、地域の子どもたちを対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図表5】JR四国管内無人駅における地域利活用の状況（その2） 

【図表6】JR菊間駅内「ふれあい
ステーションきくま」とコミュニ
ティFMスタジオ（奥） 

【図表7】JR下灘駅における観光
列車の送迎と地域住民手作りの
鉢植え・花壇 

※国土交通省国土政策局GIS、2015年、『国土数値情報駅別乗降客数データ』 

 

駅名 菊間（予讃線） 下灘（予讃線） 西佐川・斗賀野（土讃線） 豊浜（予讃線）
所在地 愛媛県今治市 愛媛県伊予市 高知県佐川町 香川県観音寺市

乗降客数※ 466 64 598（西佐川）・306（斗賀野） 580

地域活動団体の複合体 地域活動団体の連携 佐川町 大学

・ふれあいステーションきくま（婦人会
など約10団体と約20名の個人会員）

・日喰老人会
・地域おこし協力隊

・佐川町役場 ・地元自治会や地域活動団体の協力

駅舎利活用の
きっかけ・経緯

・平成22年、JR四国から地域へ提案
・映画やポスターに登場し、インター
ネットが普及し始めた平成12年頃から
観光客が増え出したこと。

・平成27年、JRから駅舎取り壊しの話
があったこと。

・大学授業（COC事業）として実施

駅舎の貸借形
態について

・JRから無償で貸借 ・貸借スペースなし ・JRから駅舎を町が譲り受ける ・市とJRによる有償の賃貸借契約

・待合室やホーム、トイレの清掃 ・待合室やトイレの清掃（市が委託） ・町がシルバー人材センターへ委託 ・賃貸スペースを使用時に清掃。

-
・駅舎内の生け花
・駅舎周辺の植栽や鉢植え
・ノートの設置

- -

・各助成に応募 ・自治体予算 ・自治体予算 ・自治体予算

・店舗入居跡をコミュニティスペース
「ふれあいステーションきくま」に改修
する費用

・トイレ改修 ・事務室やトイレ改修 ・店舗入居跡の壁面美化

地域課題解決型 観光型 - 地域課題解決型
・地域交流ふれあいサロン（週1回）
・コミュニティFMスタジオの設置と生放
送（週1回）
・駅市フリーマーケット（盛況になり過
ぎて一時中断後、再開）
・キッズカフェ
・松山大学と連携した観光マップ作成

・植栽や鉢植えの手入れ
・演劇やウクレレショー
・観光列車の送迎
・フォトコンテスト
・子どもたちや愛媛大との連携

（西佐川駅）
・仁淀ブルー観光協議会事務所
・コミュニティスペース
（斗賀野駅）
・コミュニティスペースに改修後、利用
内容は未決定

・寺子屋・子どもたちの居場所づくり
・高齢者の立ち寄り場

会費型 収入支出なし 自治体予算 自治体からの補助

・法人会員と個人会員から年会費を
徴収

・種のプレゼント応募やクラウドファン
ディングなどを活用
・感謝状の推薦を行い、地域住民の
やる気を引き出す

- -

効果・発見
・駅に様々な思い出を持っている。こ
こから多くの住民が旅立っていった。
・無理をしないこと。

・命令だと嫌になる。好きなこと同士で
仲間になれば、大きなことができる。
・駅がきれいになって、汚す人がいなく
なった。

・駅はまちの中心であり、税金を投入
してでもまちの中心を守る。駅に人が
いることの意味は大きい。

・ゴミの投棄、掲示物の破損等がなく
なった。
・活動内容は支持され、遠方から参加
者が集まって継続している。

課題

・担い手不足。サロンの回数を増やす
ことの要望があるが、実現できない。
・トイレが狭く、汚い。汲み取り式で、和
式。

- ・ソフト面の充実化
・地域住民の自主・自立的な関わりと
広範な連携
・設備面の整備（空調、水道）

活動主体

駅舎維持管理・
鉄道事業補助

初期段階にお
ける駅舎改修
費用

駅舎維持管理
以外の
活動内容

運営方法と費用
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るとともに、乗車券と定期券販売から手数料を得、これ
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型」であり、大歩危駅と下灘駅では、恒常的に予算収入

を得ておらず、必要な際には地域住民それぞれが物や労

力の資源を持ち出し合い、費用のかからない範囲で活動

を行っている。 

(8)効果・発見 

 無人駅舎を地域住民が維持管理・利活用にすることに

なった効果として次の点が見られる。一点目は、駅の無
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た喜びや新たな発見の中から、やりがいや生きがいが生

まれ、駅が心の拠り所になっていることである。 
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 課題としては、施設面では菊間駅からはトイレの整備

が、また、地蔵橋駅からは駅に人が集まることになった

ことから駐車場の確保が挙げられた。施設面以外では、

後継者や担い手の確保について屋島駅や菊間駅から挙げ

られた。 

次に、自治体がJRの無人駅舎を維持管理し、地域づく 

りに活用している西佐川駅、斗賀野駅について特徴を述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

べる。両駅とも JRが駅舎取り壊しを予定していた際に、 

佐川町が自治体予算で駅舎を買い取って改修をし、維持 

管理を行っている。西佐川駅では観光協議会事務所が入

居しているが、斗賀野駅ではスペースを整備しつつもま

だ具体的な利用があまりない。町としては、両駅共、地

域住民が利用してくれることを望んでいた。 

 

【JR豊浜駅における試み】 

豊浜駅における無人駅舎の利活用の試みは、香川大学

「地（知）の拠点整備事業（COC事業）」として2015（平

成 27）年度から開始した。 

豊浜駅は、観音寺市豊浜町姫浜にある予讃線の駅であ

り、2010（平成22）年10月から無人駅となった。かつて

は一部の特急列車が停車したが、現在はほぼ１時間に１

本、上り下りの各駅停車の電車がそれぞれ停車するのみ

である。駅舎内の KIOSK も無人化と同時に撤退した。構

内には約 200本のつつじが植えられ、毎年 5月の連休に

「豊浜駅つつじ祭り」が開催されている。 
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参考にし、地元自治会、地元活動団体と駅舎のあり方に

ついて話し合いを行い、駅舎内でかつて KIOSK が入居し

ていた約 8 ㎡のスペースを皆で大掃除を行って香川大学

が中心となった利活用の試みを開始した。豊浜駅は「観

光型」の駅ではないことから、地域の子どもたちを対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図表5】JR四国管内無人駅における地域利活用の状況（その2） 

【図表6】JR菊間駅内「ふれあい
ステーションきくま」とコミュニ
ティFMスタジオ（奥） 

【図表7】JR下灘駅における観光
列車の送迎と地域住民手作りの
鉢植え・花壇 

※国土交通省国土政策局GIS、2015年、『国土数値情報駅別乗降客数データ』 
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・命令だと嫌になる。好きなこと同士で
仲間になれば、大きなことができる。
・駅がきれいになって、汚す人がいなく
なった。
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・トイレが狭く、汚い。汲み取り式で、和
式。

- ・ソフト面の充実化
・地域住民の自主・自立的な関わりと
広範な連携
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にしたコミュニティづくり、地域の高齢者が外出するき

っかけとなるような、立ち寄りカフェの試みを行い、現

在まで継続している。このスペースは、JR豊浜駅の所在

地「姫浜」にちなんで、「ひめかふぇ」と名付けられた。 

 「ひめかふぇ」はこれまで年 10回ほど、絵本の読み聞

かせや宿題教室等を行い、最近では評判を聞きつけ地区

の子どもたちだけでなく、隣駅の観音寺中心地区からも

子どもたちが通い始めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究・調査･分析結果】 

 無人駅を地域が継続的に維持管理し、地域づくりに活

かしている 6 駅からは、次の視点を共通して見ることが

できる。一点目は、地域住民が連携して取組の主体とな

っていることである。一人の強いリーダーが先導するの

ではなく、既存の地域活動団体の複合体として、もしく

はそれらが連携し合って、地域住民による自発的・自主

的な取組となっていることである。二点目は、地域住民

が JRから駅舎を無償で貸与を受けるのと引き換えに、地

域住民が日常における駅舎の清掃や乗車券類の販売を行

って、双方がメリットを享受していることである。三点

目は、地域住民が駅舎の維持管理だけでなく、駅舎を地

域の観光や地域課題解決の拠点として活用していること

である。駅舎が新たに地域内外の交流の場、コミュニテ

ィ形成の場として機能していることである。四点目は、

地域住民の会費負担の範囲で、もしくは費用負担を極力

かけない範囲で活動を行っていることである。五点目は、

地域住民が無理なく、楽しみを感じながら駅舎での取組

に関わり、地域住民の生きがいや誇りにつながっている

点である。そして、これらの無人駅では取組を始める際

に、先行している無人駅を訪ねてその運営について調査

し、学び合っていた。 

 以上の先行事例に共通して見られる視点を豊浜駅にお

ける試みに照らし合わせてみると、三点目の地域課題解

決に類する取組内容については地域の支持を集められて
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る西佐川駅、斗賀野駅では、これらの視点は組み入れら

れておらず、地域住民による利活用が始まっていない。 

 

【考察・今後の展開】 

 四国の無人駅におけるこれら地域住民による取組は、

JRと市民のこれまでの「サービスの提供者」-「サービス

の受益者」といった関係から、お互いがメリットを享受

しながら支え合う関係へと変化しているものと捉えるこ

とができる。鉄道事業を公の事業と捉えるならば、それ

は、これまで行政が主だって担ってきた“公共”につい

て、これからの時代におけるその担い手の関係性を示唆

しているともいえるのではないだろうか。 

 市民が「緩やかに」「連携」し、地域や社会が求めてい

る機能を「小さく」「複数」展開し、「無理なく」「時々」

を積み重ねていくこれらの視点は、昨年度、筆者が本学

会において提示した“商店街における空き店舗の開き方”

に共通するものでもある。 

そしてこれらの視点は、今後少子高齢化が急速に進む

地域社会において、市民が“公共”との関係性を捉え直

し、行政と市民とが共に“公共”を担い合い、持続的な
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地域住民が連携して無人駅舎に新たな機能と価値を生
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を提示していると考えられるのである。 

 

【引用・参考文献】 

※1 四国旅客鉄道株式会社、『区間別平均通過人員（輸

送密度）および平均旅客運輸収入（平成28年度）』 

※2 四国旅客鉄道株式会社、2013年、『資本整備審議会

道路分科会国土幹線道路分科会説明資料』 

※3 朝日新聞、2017年 6月1日報道 

※4 佐竹智之・姥蒲道生、2009年、『無人駅の住民利用 

と管理に関する効果と課題』、日本建築学会東北支 

部研究報告会 

※5 山下香織・山崎寿一、2010年、『無人駅活用による 

まちづくりの展開と地域コミュニティ』、日本建築

学会近畿支部研究発表会 

【図表8】JR豊浜駅における「ひめかふぇ」の試み 
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Keyword： 廃校利用、都市農村交流、地域活性化、道の駅、小さな拠点、外部人材活用、雇用創造 

 

【問題・目的・背景】 
少子高齢化の進展に伴い、小中学校の廃校が進み、その

施設の有効活用が求められている。文部科学省によれば[1]、

図１のように小中学校の児童生徒数は第二次ベビーブーム

世代が在籍した昭和 50～60 年頃を境に減少に転じ少子化

が進んでいる。これに伴い、平成 14年度から平成 27年度

の 14年間に廃校となった公立小・中・高等学校等の数は、

図２のように年平均 486.5校、期間合計 6,811校に達し、

そのうち66％、4,489校を小学校が占めている。 

小学校は、地域の祭り等さまざまな地域活動が行われる

「地域に開かれた施設」「地域コミュニティの拠点」であり、

廃校となることで地域から子どもの声が消え、住民の喪失

感が蔓延し、地区住民の人口減少に拍車がかかるリスクが

ある。西岡らは[2]、地域住民のつながりを提供する場であ

った小学校が廃校になると、緩やかに進行していた人口減

少が子育て世代などを中心に急激に進行するとしている。 

 

図１ 小中学校数・児童生徒数の推移 

 

図２ 公立学校の年度別廃校発生数推移 

出所：文部科学省 

  

一方、国は、小学校区など複数の集落が集まる地域にお

ける「小さな拠点」づくりを通じ、地域の再生を目指す取

組みを推進している[3]。廃校となった小学校においても、

その地域的価値を再確認し、廃校施設を新たなコミュニテ

ィの核として再生を図るとともに、地域経済の活性化につ

なげるモデルケースが求められている。 

 

【研究方法・研究内容】 

本研究では、近年の廃校利活用事例のうち、平成 27 年

12月に開業し年間 58万人の交流を生んでいる千葉県鋸南

町の都市交流施設・道の駅保田小学校を事例として取り上

げ、その検討プロセスについて調査し、廃校となった小学

校を地域活性化拠点としていかに統合的に再生するか、そ

の手法について考察する。 

同施設を対象としたのは、3つの理由がある。1つ目は、

都市交流施設・道の駅保田小学校という名称から明らかな

ように、「都市農村交流」という「開かれた施設」を目指し

た、小学校の地域的価値を意識した廃校活用事例となって

いることである。2 つ目は「小学校」と名の付く全国初の

道の駅として、地域経済活性化の拠点となっていることで

ある。3つ目は、鋸南町の高齢化率は 44.0％と国の高齢化

率 26.7％と比べて高く、今後高齢化が進む地域における廃

校活用の事例として参考になると考えたからである。 

調査は、同町の同施設に関する公募型プロポーザル資料

等およびインタビュー調査により行った。 

 

【研究・調査･分析結果】 

1．鋸南町の概要 

鋸南町は、千葉県房総半島の南西、鋸山の南に位置して

おり、昭和34年に勝山町と保田町が合併してできた自治体

である。東西10.75km、南北7.3km、総面積45.19k㎡、2017

年 4月現在の人口は8,308人、高齢化率は44.0％。年平均

気温は 18 度と温暖な海洋性気候であり、町の主産業は農

業・水産業と観光業である。農業では、食用菜花と花卉栽

培が盛んで、特に水仙は「日本三大水仙産地」となってい
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業・水産業と観光業である。農業では、食用菜花と花卉栽

培が盛んで、特に水仙は「日本三大水仙産地」となってい

る。また、「日本一の桜の里」を目指し、町内に約 1 万 6

千本の桜が植樹されている。交通面は、ＪＲ内房線、国道

127号、館山自動車道が南北に走りＪＲ2駅、インターチェ

ンジが 2つある。東京方面からは東京湾アクアライン経由

で車で約1時間20分である。平成の大合併の折、隣接する

南房総市は 7町村合併により発足したが、鋸南町は自主自

立を選択している。スローガンは「住んでよし、働いてよ

し、訪れてよし、三ツ星のふるさと鋸南」。高齢化により農

業・漁業分野を中心に後継者不足が進展していること、館

山自動車道の開通により日帰り観光客は増加したものの宿

泊業が衰退していること、などが課題となっている。 

 

図３ 鋸南町の位置 

 

2. 事業の背景 

安田によると[4]、鋸南町は自主自立選択直後から、公共

施設の統廃合の協議を開始した。特に教育施設の再編計画

に関しては、出生数が平成 25年に 27人にまで落ち込んだ

こともあり、町内に3校あった小学校を平成26年 3月まで

に 1校に集約する計画を立てている。学校の統廃合は教育

環境維持のため必要不可欠だが、学校の相次ぐ消滅による

地域活力減退への危機感は高く、同町では平成26年 3月廃

校の町立保田小学校を地方創生の拠点として再生する「鋸

南町都市交流施設整備事業」を平成24年に開始している。 

町立保田小学校は館山自動車道鋸南保田 ICから約 200m

千葉県道34号鴨川保田線に面した立地である。敷地（校地）

は 14,353㎡で、敷地南側に校庭、北側にＬ字型２階建ての

本校舎が配置されており、本校舎の延床面積は約 2,089㎡

で構造は鉄筋コンクリート（RC）造。本校舎は1967年（昭

和 42年）に竣工し、竣工以来築 47年が経過しているが、

2003年（平成 15年）に耐震補強工事と大規模な改装工事

が行われている。校舎南東側に、竣工以来築38年が経過し

た延床面積約800㎡、鉄骨（S)造の体育館がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 町立保田小学校の敷地概要 

出所：H24都市交流施設基本調査報告書＜概要版＞ 

 

3.事業の概要 

（1）検討プロセス 

地域活性化の手法につき、国は多様な施策を打ち出して

いる。例えば、内閣府は「小さな拠点づくりと地域運営組

織の組成」による地域の再生を、農林水産省は「都市と農

村の交流の推進」を、国土交通省は「道の駅」を経済の好

循環を地方に行き渡らせる成長戦略の強力なツールと位置

づけ、厚生労働省は雇用情勢の厳しい地域における「地域

関係者の創意工夫を活かした雇用創出の取組み」を奨励す

るなどである。地域はこれら施策を統合的に実践し、活性

化に結び付ける必要がある。 

鋸南町の場合、廃校施設を地域活性化拠点として整備す

るにあたり、官・民・官民連携それぞれの組織が役割分担

をしながら拠点整備と組織の進化・発展を推進している。

拠点整備に直結した主な事業は 3つあり、１つ目は官主導

の「鋸南町都市交流施設整備事業」でハード・ソフト両面

の拠点整備を推進している。2 つ目は地域住民による「都

市農村・共生対流総合対策交付金事業」で、地域資源を活

かした体験プログラム開発や地域の担い手発掘を推進して

いる。3つ目は官民連携の「実践型地域雇用創造事業」で、
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地域人材の育成と地域資源を活かした特産品や旅行商品の

開発を通じた雇用創造を行っている。 

（2）施設の概要 

平成 27年 12月に開業した同施設の延べ面積は 3487㎡。

校庭を転用した 142台の駐車場、産直市場、飲食・物販店

舗、宿泊室、入浴施設、ギャラリー、音楽室、家庭科室、

情報ラウンジ、子ども広場、イベント広場、まちの縁側、

里の原っぱで構成され、重点道の駅候補にも選定されてい

る。古谷らによれば[5]、「小学校らしさを残しつつ地域と都

市を結ぶ拠点となる新しい要素を埋め込んだ」設計となっ

ている。例えば、校舎外観のままでは訪問客が足を踏み入

れづらいと考え、旧校舎に沿ってサンルームのような空間

を増築して親しみやすさを演出すると同時に、非常時には

来場者の避難所として活用できる。施設内には学校の備品

であった平均台や木製机や校章がそのまま残され、懐かし

い学校の面影を残した改修となっている。開業後は、文化

祭やビックマルシェなどの交流イベントが開催されている。 

平成 27年 12月の開業から１年間で 58万人の来場、売
上6億円を実現し、出荷組合員を含め町内の約200事業者
が参加し、施設内で 50 人程度の雇用を実現している。閉
じた廃校を、開かれた交流施設に転用させ地域活性化を実

現したモデルケースといえる。 

図6 都市交流施設・道の駅保田小学校 
出所：鋸南町、http://hotasho.jp/ 

（3）鋸南町都市交流施設整備事業の特徴（官主導） 

平成 24年度から平成 28年度まで、農林水産省の農山漁

村活性化プロジェクト交付金を活用し、官主導で推進され

た基幹事業で、事業内容は、基本調査、実施計画、出荷組

合立上げ、運営・テナント事業者募集、基本設計、実施設

計、施工、加工所整備、ＰＲ事業と多岐にわたり、ハード

整備と直結するソフト整備の事業を統合的に実施している。 

特徴の 1つは、閉校の 2年前から検討が開始されている

ことである。斎尾は[6]、施設の未利用期間が長引くと、建

物の老朽化や地域住民の離散が進むなどの要因により、廃

校の有効活用がされにくくなるとしている。同施設の場合、

廃校前より活用検討が開始され、平成26年3月の廃校後約

1年半で新たな拠点としての開業を実現している。   

特徴の 2つ目は、地域住民にも都市住民に対しても「開

かれた施設」を目指している点である。権[7]は、戦後の学

校統廃合および廃校の歴史の整理を通じて、現代の廃校活

用はハコモノの利活用がクローズアップされる第３段階に

あり、「閉じ」た後の廃校を地域に「開かれた」施設として

利活用することに大きな関心が向けられているとしている。

文部科学省の廃校施設等活用状況実態調査[1]によれば、平

成 28年5月 1日現在、施設が現存する廃校5,943校のうち

4,198 校がさまざまな用途に活用されているが、体験交流

施設等「地域に開かれた」利活用事例は239施設（5.7％）

にとどまっており、廃校を「開かれた」施設として転用す

ることの難しさが推察される。 

特徴の 3つ目は、外部専門家を積極活用する姿勢と行政

担当者の固定化である。安田によれば[4]、廃校活用は誰も

が夢を抱けるプロジェクトで、廃校活用を考えつづけ、積

極的に専門知識を外部に求める姿勢を維持し、人材を探し

続けることで、人が人を呼ぶ好循環を生み出すことができ

たという。また、行政側に、民間企業での勤務経験がある

職員を事業期間を通じて配置しており、外部人材と行政の

間や、施策間の連携をとる役割を一貫して果たしている。 

 

図 7 都市交流施設・道の駅保田小学校の特徴[4] 
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地域人材の育成と地域資源を活かした特産品や旅行商品の

開発を通じた雇用創造を行っている。 

（2）施設の概要 

平成 27年 12月に開業した同施設の延べ面積は 3487㎡。

校庭を転用した 142台の駐車場、産直市場、飲食・物販店

舗、宿泊室、入浴施設、ギャラリー、音楽室、家庭科室、

情報ラウンジ、子ども広場、イベント広場、まちの縁側、

里の原っぱで構成され、重点道の駅候補にも選定されてい

る。古谷らによれば[5]、「小学校らしさを残しつつ地域と都

市を結ぶ拠点となる新しい要素を埋め込んだ」設計となっ

ている。例えば、校舎外観のままでは訪問客が足を踏み入

れづらいと考え、旧校舎に沿ってサンルームのような空間

を増築して親しみやすさを演出すると同時に、非常時には

来場者の避難所として活用できる。施設内には学校の備品

であった平均台や木製机や校章がそのまま残され、懐かし

い学校の面影を残した改修となっている。開業後は、文化
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平成 27年 12月の開業から１年間で 58万人の来場、売
上6億円を実現し、出荷組合員を含め町内の約200事業者
が参加し、施設内で 50 人程度の雇用を実現している。閉
じた廃校を、開かれた交流施設に転用させ地域活性化を実

現したモデルケースといえる。 

図6 都市交流施設・道の駅保田小学校 
出所：鋸南町、http://hotasho.jp/ 

（3）鋸南町都市交流施設整備事業の特徴（官主導） 

平成 24年度から平成 28年度まで、農林水産省の農山漁

村活性化プロジェクト交付金を活用し、官主導で推進され

た基幹事業で、事業内容は、基本調査、実施計画、出荷組

合立上げ、運営・テナント事業者募集、基本設計、実施設
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特徴の 2つ目は、地域住民にも都市住民に対しても「開

かれた施設」を目指している点である。権[7]は、戦後の学

校統廃合および廃校の歴史の整理を通じて、現代の廃校活

用はハコモノの利活用がクローズアップされる第３段階に

あり、「閉じ」た後の廃校を地域に「開かれた」施設として

利活用することに大きな関心が向けられているとしている。

文部科学省の廃校施設等活用状況実態調査[1]によれば、平

成 28年5月 1日現在、施設が現存する廃校5,943校のうち

4,198 校がさまざまな用途に活用されているが、体験交流

施設等「地域に開かれた」利活用事例は239施設（5.7％）

にとどまっており、廃校を「開かれた」施設として転用す

ることの難しさが推察される。 

特徴の 3つ目は、外部専門家を積極活用する姿勢と行政

担当者の固定化である。安田によれば[4]、廃校活用は誰も

が夢を抱けるプロジェクトで、廃校活用を考えつづけ、積

極的に専門知識を外部に求める姿勢を維持し、人材を探し

続けることで、人が人を呼ぶ好循環を生み出すことができ

たという。また、行政側に、民間企業での勤務経験がある

職員を事業期間を通じて配置しており、外部人材と行政の

間や、施策間の連携をとる役割を一貫して果たしている。 

 

図 7 都市交流施設・道の駅保田小学校の特徴[4] 

（4）都市農村共生・対流総合対策事業の特徴（民主導） 

 平成26年 4月、新しい拠点を活用した新たな交流の機会

づくりと地域の担い手発掘を目的に、町内有志による地域

活性化団体「ようこそ鋸南プロジェクト」が発足。都市農

村共生・対流総合対策交付金を活用し、国際交流、ポール

ウォーキング、首都圏学生と協働での体験プログラムの開

発等を推進している。平成 26年度から平成 28年度の実績

は、交流人口が目標3,830人に対して12,610人、町民のべ

参加者が目標615人に対して2,789人となっている。 

その特徴は、「新しい交流機会をつくり、町内の多様な既

存団体とゆるやかに連携する」手法にある。例えば鋸南町

で初めての国際交流を企画実行し、新たな交流の担い手を

発掘したり、首都圏学生が町内に入り込み既存団体と一緒

に活動することで町内のネットワークを拡大している。新

たな交流機会による新たな連携の場は、地域住民にとって

は新たなメンバーが集う場として、よそ者や若者にとって

は地域に関わる入り口としての役割を果たしている。 

（5）実践型地域雇用創造事業の特徴（官民連携） 

都市交流施設・道の駅保田小学校の開業年である平成27

年度から平成29年度に実施している事業である。地方創生

の新しい拠点と地域資源を活用し、農業・漁業分野の商品

開発や、温暖な気候と大消費地に近い立地を生かした交流

プログラム開発を推進し、雇用創出と人材育成を目指して

いる。具体的には、地域の特産品である菜花を活用した商

品開発や、桜を活用した草木染め体験旅行商品開発等を行

っている。平成28年度の実績は、アウトプット（セミナー

等の参加者数）が目標40社101人に対して、実績70社 163

人、アウトカム（創業や就業者の数）が目標54人に対して

55人となっており、新しい拠点を活用した雇用創造に貢献

している。 

その特徴は、都市交流施設・道の駅保田小学校開業を地

域における産業振興及び雇用創造の重要な機会ととらえ、

開業前から 6次産業化や人材育成に取り組み、高齢者を含

む潜在的な地域内求職者に「生涯現役での活躍」を積極的

に働きかけ、20歳代から 70歳代までの幅広い年齢層の就

労に結びつけている点にある。 

 

【考察・今後の展開】 

 以上の調査より、都市交流施設・道の駅保田小学校は

廃校小学校の地域的価値を再確認し、地域活性化の拠点

として再生させたモデルケースの一つであると考える。 

鋸南町で廃校を利用した地域活性化を実現できた要因

としては 3 つある。第一に、開かれた廃校利用という難

度の高い目標を実現するため、拠点整備と組織づくりな

どの施策を統合的に実施したことにある。第二に、外部

から多様な専門人材を招聘し、かつ地域にパイプ役を配

置することで、地域内外横断的な人材集積を実現できた

ことにある。第三に、廃校利用という、誰もが共感でき

る、これからも全国各地で必要とされる目標実現に向け、

多様な専門人材が意見を交わすことで、新たな観点や発

想を学び合う学際的な知的魅力が高まったことにある。 

順調なスタートをきった同施設ではあるが、地域の日

常生活に不可欠な「小さな拠点」のポジションを獲得し、

持続的経営が成立していくためには、コミュニティース

ペースや役場機能や診療所機能の併設、コミュニティバ

スなどによる交通手段の確保など、更なる機能強化が必

要であろう。また、都市農村交流拠点としても、都市住

民と協働でのプログラム開発や人のつながり強化、滞在

時間の延長など、都市住民ニーズをふまえつつ地域特性

にあった、たゆまぬ持続的進化が必要であろう。10年 20

年単位で、その成果の推移を見ていく必要がある。 

これから、さらに少子高齢化が進展し、全国各地で廃

校小学校の利活用が必要となる。高齢化率が 40％ともな

れば、今回の事例のように、広大な敷地をもつ、町中の、

耐震改修済の廃校小学校も増えていくだろう。小学校の

地域的価値を再確認し、地域の実態にあった「開かれた

廃校利用」の事例をさらに研究し、廃校小学校を地域活

性化の「小さな拠点」として生まれ変わらせる手法の一

般化をすることが今後の課題である。 
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中山間地域における旧小学校区領域のコミュニティ評価に関する考察 

永野萌（島根大学生物資源科学部）・保永展利（島根大学） 

Keyword：旧小学校区 住民認識 コミュニティ評価 

 

１．背景と目的 
近年、中山間地域では、過疎化、高齢化、市町村合併に

より、これまで行政が担ってきた公的なサービスを地域で

担うことが求められており、そのためにもコミュニティを

基礎にした地域の発展方策を検討することが不可欠となっ

てきている。現在各地で設立されている広域自治組織単位

での新しいコミュニティのあり方を模索していくためにも、

住民の地域内の活性化要素に対する認識を理解・評価し、

活性化に向けた目的設定などを行うことが重要になってい

ると言えよう。 

地域コミュニティの評価に関する研究としては、栗原・

霜浦（2006）、劉・千賀（2006）、山崎・鷲見・長尾（2015）

高木（2016）、大田（2015）などの研究があげられる。栗原・

霜浦は千葉県松戸市と干潟町を対象にし、2015年に行った

アンケート調査結果をもとに、都市と農村のコミュニティ

の満足度が農村地域であることや高齢者であり、地域活動

への参加頻度が高いほど高い評価につながっていることを

定量的に明らかにしている。劉・千賀は長野県小川村、伊

南村の住民を対象にし、2002年、2003年に行ったアンケー

ト調査結果をもとに主成分分析を行い、コミュニティの推

進力とコミュニティの基礎力を抽出している。また、それ

をもとに両村の類型化を試みている。山崎・鷲見・長尾は、

新潟県小千谷市民を対象に、地域ブランド資産に対する認

識と人間関係や社会参加の程度が関係していることを定量

的に明らかにしている。高木は長崎県対馬市を対象に2015

年から 2016 年にかけて行ったアンケート調査をもとに定

住継続意向と住民環境評価、地域への愛着などとの関係に

ついて定量的に考察している。その結果、一般住民の定住

継続意向は住環境と愛着の双方に影響を受ける一方、小中

学生は愛着のみが重要であること、一般住民、小中学生と

もに地域の祭りと地域愛着との関係がみられることなどを

明らかにしている。 

このように、住民の地域コミュニティに対する評価の研

究は存在するものの、過疎化が進み小学校が廃校となった

旧小学校区領域の実態やそのような旧小学校領域内におけ

る住民の生活満足度や地域活力や地域ブランドに対する認

識との関係、その集落間での差異について明らかにした研

究は少ない。これらを明らかにすることは、今後の中山間

地域の旧小学校区単位でのポテンシャルを踏まえた活性化

方策を検討する上で重要であると考える。 

そこで、本研究では、中山間地域の旧小学校区で広域的

自治活動を展開している地域を対象として、そこでの住民

の地域ブランドの水準、コミュニティ力、住民満足度との

関係について明らかにすることを目的とする。 

以下、第2節では本研究の枠組み、調査方法について説

明する。第3節では分析の結果と結果に基づいた考察を行

う。第4節では、本研究のまとめと今後の課題について整

理する。 

 

２. 研究方法 

2.1 研究の概念的枠組み（仮説） 

 本研究の枠組みを図1に示した。本研究では以下の3つ

の仮説を設定した。 

仮説①：中山間地域の自治力の基礎となる「地域ブランド

の水準」および「コミュニティ力」は、既存研究より「歴

史文化資産」「経済インフラ資産」「食文化資産」「コミュ

ニティ資産」「自然資産」、「コミュニティの基礎力」「コ

ミュニティの促進力」の7因子に分かれると考えられる

が、中山間地域の旧小学校区を考えた場合、既存研究と

は異なる少数の因子で説明できる。 

仮説②：中山間地域では近年、旧小学校区などの領域で、

広域的自治組織による取り組みが進められているが、旧

小学校区内の各集落にいる人材や取り組みの差から、集

落間や大字間の地域ブランド水準には違いがある。 

仮説③：地域ブランドの水準とコミュニティ力によって住

民の満足度は異なる。 
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図1 分析枠組み 
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2.2 対象地域の概要 

本研究では、島根県旧谷村（現在、飯南町谷地区）を調

査対象とした。 

表1は谷地区の年表を示したものである。谷の歴史を年

表で見ると、1875年に旧谷小学校が開校、2005年3月に閉

校した。閉校後、校舎の活用について検討が重ねられ、2009

年度国交省の事業により改修工事が着工し、翌年4月に交

流拠点施設「谷笑楽校」として開校された。谷笑楽校は2011

年度に「過疎地域自立活性化優良事例表彰」の総務大臣賞

を受賞し、全国から視察が訪れている。 

 自治に関しては、昭和40年代後半に急激な過疎が始まっ

たことから、過疎対策委員会ができ、1981年には谷地区全

戸加入で谷振興会が発足した。その後、旧谷小学校が閉校

する前年の 2004 年に改組し谷自治振興会が立ち上げられ

た。 

表1 谷地区の年表 
年号 谷の歴史 小学校 自治振興会

明治8年（1875年） 旧谷小学校開校

明治9年（1876年）
島根県邑智郡畑田村・井戸
谷村・塩谷村

明治22年（1889年） 島根県邑智郡谷村

明治28年（1895年） 島根県飯石郡赤名町

明治32年（1899年） 島根県飯石郡赤来町

昭和3年（1928年） 現校舎　新築

昭和40年代 過疎対策委員会

昭和56年（1981年） 谷振興会

平成16年（2004年） 谷自治振興会

平成17年（2005年）1月 島根県飯石郡飯南町

3月 旧谷小学校閉校

平成21年（2009年）
国交省の事業により
改修工事着工

平成22年（2010年） 谷笑楽校開校  

 

図2は、谷村の成立と集落と大字の関係を示したもので

ある。明治の合併に伴って谷村が誕生しており、現在3つ

の大字(塩谷、井戸谷、畑田)、6つの集落(塩谷上・下、井

戸谷上・下、程原、畑田)から構成される。 

 

谷村

大字 集落地区

塩谷

市町村

畑田

井戸谷飯南町

畑田

程原

井戸谷下

井戸谷上

塩谷下

塩谷上

 

図2 旧谷村における集落と大字の関係 

注：島根県「島根県の地名鑑」をもとに作成。 

 

 表2は旧谷村における集落の状況を示している。表をみ

ると、飯南町の南西部にある谷地区は85世帯、人口およそ

214人、高齢化率は47.2％である。(2015年国勢調査) 

表2 旧谷村における集落の概況 
大字 畑田

集落 塩谷上 塩谷下 井戸谷上 井戸谷下 程原 畑田

人口 76 214

男 41 105

女 35 109

世帯数 23 85

販売農家数 8 10 5 4 5 8 40

合計

80 58

36 28

44 30

31 31

塩谷 井戸谷

 

注：総務省「国勢調査」（2015年）、農林水産省「農林業センサス」

（2015年）の農業集落データをもとに作成。 

 

2.3 調査項目 

表3は本調査の質問項目と回答形式を示したものである。

本研究では、山崎・鷲見・長尾（2015）、劉・千賀（2006）

などを参考に調査項目を検討し、予備調査から不必要な項

目を除いて谷地区の実態に即した質問項目を設定した。 

 

表3 質問項目と回答形式 

項目 回答形式

居住する集落 選択

性別・年代 選択

同居人数 選択

同居していない家族人数 記述

農地面積 記述

住民間交流度 5段階評価

自治会参加度 5段階評価

愛着や誇り 5段階評価

若年層の活動の認識 5段階評価

リーダーの存在 5段階評価

住民の企画実行力 5段階評価

歴史的ストーリーの存在 5段階評価

伝統芸能の存在 5段階評価

伝統文化保存の積極性 5段階評価

産業の存在 5段階評価

特産品の存在 5段階評価

郷土料理の存在 5段階評価

世代を超えた交流 5段階評価

住民間交流の場の存在 5段階評価

美しい農村風景 5段階評価

生活満足度 5段階評価

自治会活動満足度 5段階評価

自治振興会活動満足度 5段階評価

自治振興会の活動や方針について 自由記述

生活状況

コミュニ
ティ指標

地域ブラン
ド指標

満足度
など

 

 

性別、年齢、居住集落、同居人数などのフェイス項目、

そのほかの質問項目として、大きく「コミュニティ指標」

「地域ブランド指標」「住民満足度」というように分類し

て質問項目を設定した。「コミュニティ指標」には住民間

の交流や自治会への参加度など現状の面から、「地域ブラ

ンド指標」には、地域の資産や資源について歴史文化資

産、経済インフラ資産、食文化資産、コミュニティ資産、

自然資産から一部抜粋し対象地域に合う指標を選定した。

「住民満足度」には現在の生活満足度や自治振興会活動

への満足度などを質問項目として設定した。 
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2.4 調査方法 

谷地区の住民への調査は、2017年7月に予備調査を行

った上で、2016年8月に谷自治振興会から各自治会長に

依頼した。その後各集落の世帯へ配布してもらい、同年9

月に各集落に訪問し、調査票の回収と聞き取りを行う方

式で実施した。前述した各集落への訪問回収の結果、68

サンプルを回収することができた。 

 

３．分析結果と考察 

3.1 地域ブランド資産に関する住民認識 

 前述した「地域ブランド資産」「コミュニティ力」の指

標を用いて因子分析を行った結果を表4に示した。 

因子分析は、バリマックス回転と因子の解釈可能性に

より6因子を抽出した注1)。因子負荷量は0.4以上を解釈

として採用した。 

 

表4 住民認識の構造（因子分析結果） 
因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 因子５ 因子６

1
あなたは、日常生活で住民間の交流
（近所付き合い、話し合いなど）を頻繁
に行っている。

0.801 0.055 0.173 0.123 0.047 -0.125

2
あなたは自治会の行事に積極的に参
加している。

0.848 0.17 0.097 0.002 0.006 0.007

3
あなたは、自分の集落に対して愛着や
誇りを持っている。

0.754 0.15 0.067 0.152 0.108 0.114

4
あなたの集落の若年層（20～40代）
は、集落の活性化に関心を持って積
極的に活動している。

0.338 0.692 0.169 0.266 0.025 0.022

5
あなたの集落には、集落活性化のた
めに熱心に活躍しているリーダーがい
る。

0.092 0.167 0.126 0.091 0.966 0.046

6
あなたの集落は、住民主体で集落独
自の行事を企画、実行できるような力
を持っている。

0.259 0.654 0.214 0.313 0.36 0.061

7 歴史上有名なストーリーがあると思う。 0.316 0.047 0.574 0.245 0.036 0.221

8
地域に受け継がれている独自の芸
術、伝統芸能があると思う。

0.089 0.351 0.628 0.19 0.071 0.216

9
伝統文化の保存に積極的であると思
う。

0.178 0.322 0.67 0.288 0.206 -0.016

10
経済・商業の中心となる産業があり、
集落の活性化に貢献していると思う。

0.121 0.182 0.249 0.755 0.06 0.192

11
集落固有の特産品（農産物、畜産物、
酒など）があると思う。

0.133 0.329 0.182 0.648 0.095 0.05

12 伝統的な郷土料理があると思う。 0.101 0.36 0.447 0.537 0.039 0.168

13 世代を超えた交流があると思う。 0.015 0.584 0.492 0.15 0.058 0.168

14
住民同士が交流できる場があると思
う。

0.104 0.613 0.301 0.388 0.191 0.213

15 美しい農村風景があると思う。 -0.035 0.159 0.256 0.221 0.052 0.923

2.313 2.23 2.001 1.894 1.182 1.124

0.154 0.149 0.133 0.126 0.079 0.075

0.154 0.303 0.436 0.563 0.641 0.716

固有値

寄与率

累積寄与率  

 

因子1は、住民間交流度、自治会参加度、愛着や誇り

といった変数との相関が高く「コミュニティの自発的力」

と判断される。因子2は、若年層の活動の認識、住民の

企画実行能力、世代を超えた交流などが含まれたため「コ

ミュニティ発展の基礎力」と捉える。因子3は、伝統芸

能の存在、伝統文化保存の積極性などが高く「歴史文化

資産」と解釈する。因子4では産業、特産品、郷土料理

の存在が含まれ「経済インフラ資産」と「食文化資産」

が一つにまとめられ、「経済インフラ・食文化資産」と捉

える。因子5はリーダーの存在との相関が高く、「コミュ

ニティ発展の推進力」と捉える。因子6は、美しい農村

風景という変数が高いことから「自然資産」への認識を

表す因子であると判断した。 

 

3.2 住民認識の類型化 

 本研究で得られた因子得点をもとに、クラスター分析

によって住民層を類型化した。クラスター分析には階層

クラスター分析を採用し、ウォード法によりクラスタリ

ングした上で、距離の変化などを加味して 5 つに分類し

た。表 5 は住民認識の類型と特徴をクロス集計したもの

である。各クラスターにおける因子の平均得点および「大

字」「集落」「性別」「年齢」から各クラスターの特徴につ

いてまとめた。 

 

表5 住民認識の類型と特徴（クラスター分析結果） 

クラスター1 クラスター2 クラスター3 クラスター4 クラスター5

因子1 0.529 -0.704 0.033 0.027 -0.601

因子2 -0.117 0.075 0.380 -0.440 -2.102

因子3 -0.102 0.373 0.196 -0.705 -1.233

因子4 0.680 0.681 -0.348 -0.582 -1.339

因子5 -0.058 0.242 0.175 -2.557 1.423

因子6 0.632 -1.157 0.131 -0.409 -0.010

人数 17 11 31 5 4

大字

　塩谷 52.9 36.4 29.0 0.0 0.0

　井戸谷 41.2 54.5 29.0 60.0 100.0

　畑田 5.9 9.1 41.9 40.0 0.0

集落

　塩谷上 23.5 36.4 16.1 0.0 0.0

　塩谷下 29.4 0.0 12.9 0.0 0.0

　井戸谷上 17.6 27.3 16.1 20.0 25.0

　井戸谷下 11.8 27.3 12.9 0.0 0.0

　程原 11.8 0.0 0.0 40.0 75.0

　畑田 5.9 9.1 41.9 40.0 0.0

性別

　男性 58.8 63.6 61.3 60.0 25.0

　女性 29.4 36.4 32.3 40.0 50.0

　不詳 11.8 0.0 6.5 0.0 25.0

年齢

　40代以下 11.8 9.1 6.5 20.0 0.0

　50代 11.8 0.0 19.4 20.0 0.0

　60代 23.5 27.3 35.5 0.0 0.0

　70代 11.8 18.2 12.9 40.0 0.0

　80代 41.2 45.5 25.8 20.0 100.0  
 

クラスター1は、経済インフラ・食文化資産への関心や

認識が高い住民グループであり、大字単位では塩谷が半

数を占め集落では塩谷下で約 3 割、性別でみると男性が

約6割を占めており年齢は80代が高い。クラスター2は、

コミュニティの自発的力、自然資産への関心が薄い住民

グループであり大字単位では井戸谷が半数を占め、集落

では塩谷上が高い。性別は男性が 6 割弱を占めここでも

80 代が高い。クラスター3 は、目に見えるような経済的

要因より地域のコミュニティ発展の自発的力や他の資産

への認識がある住民グループである。このクラスターは
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各クラスターの中でも所属する住民が一番多く畑田が占

める割合が高く、集落単位でも同様であった。性別でみ

ると男性が6割を占め、60代の住民の割合が高い。クラ

スター4は、地域の歴史や積極的な地域づくり人材、リー

ダーの存在への認識が高くこれは井戸谷が占める割合が

高く、塩谷では 0 である。集落単位でみると程原と畑田

が4割ずつで計8割を占めている。性別は男性の割合が

高く、70 代の住民の割合が高い。クラスター5 は、コミ

ュニティ力は弱いが、積極的な地域づくり人材への関心

が高くコミュニティ発展の推進力が大きい住民グループ

である。このクラスターは所属する住民が少なく、井戸

谷のみに存在する。集落単位でみると程原で 7 割強を占

め、性別は女性が半数であり、全てが80代以上である。 

 

3.3 住民満足度との関係 

 表 6 は住民の生活満足度、自治会に対する満足度、谷

自治振興会に対する満足度について、各クラスターの割

合を表に示したものである。 

 

表6 クラスター別の住民満足度 

クラスター1 クラスター2 クラスター3 クラスター4 クラスター5

満足 17.6 9.1 9.7 0.0 25.0

やや満足 58.8 27.3 51.6 60.0 25.0

どちらでもない 17.6 27.3 29.0 0.0 25.0

やや不満 5.9 0.0 6.5 20.0 0.0

不満 0.0 18.2 3.2 0.0 0.0

満足 11.8 27.3 9.7 20.0 75.0

やや満足 64.7 27.3 51.6 20.0 0.0

どちらでもない 17.6 27.3 32.3 40.0 0.0

やや不満 5.9 9.1 3.2 0.0 0.0

不満 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0

満足 17.6 18.2 12.9 0.0 50.0

やや満足 64.7 45.5 48.4 40.0 0.0

どちらでもない 11.8 18.2 29.0 40.0 25.0

やや不満 5.9 18.2 3.2 0.0 0.0

不満 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0

生
活

自
治
会

谷
自
治

振
興
会

 

   

クラスター1では、全ての満足度でやや満足の割合が高

く、不満に感じている住民はほとんどいない。クラスタ

ー2では、おおむね満足しているがクラスター1に比べる

と不満を感じている住民の割合が高い。クラスター3では、

クラスター1 と同じく全ての満足度でやや満足の割合が

高い。しかし、このクラスターの住民は生活、谷自治振

興会へ不満を感じている住民が他クラスターより比較的

多い。クラスター4では、生活満足度でやや満足が高く、

自治会に対してはどちらでもないと感じている割合が高

い。谷自治振興会については、やや満足とどちらでもな

いが同率である。クラスター5では、生活満足度、自治会

に対する満足度は概ね満足してる傾向が見られた。 

４．まとめと今後の課題 

本研究では地域ブランドの水準、コミュニティ力、住

民満足度の観点から旧小学校区領域の住民認識について

明らかにした。その結果、住民の地域ブランド資産に関

する認識は、おおよそ 6 因子で説明できた。仮説とは異

なりコミュニティ力が2つから3つの因子となる等の既

存研究との違いも確認された。さらに、谷地区の住民グ

ループを5つに分類した。それら5つのグループでは、

大字、集落間、男女間、年齢で特徴が見られる。満足度

はおおむね満足しているものの、クラスター2では比較的

不満を感じている住民が多い。これは特定の集落でコミ

ュニティの自発性が低く自治会等への参加率が低いこと

から生きがいややりがいを感じていないことと関係があ

ると示唆される。 
今後は、集落間、個人間での認識を違い、問題点を明

確にして、自治振興会としての地域活性化の方向性を住

民に提示することが課題である。 
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 長野県小布施町における空家課題の解決と地域活性化手法の実験的検証 

勝亦達夫（信州大学キャリア教育・サポートセンター） 

Keyword： 空家活用、協働、住民活動 

 

【問題・目的・背景】 
 長野県小布施町は、江戸時代には六斎市が開かれる市場

町として発展し、近年は、特産品の栗や葛飾北斎の肉筆画、

町並修景事業、オープンガーデンによる花のまちづくりな

どの独創的なまちづくりを継続的に展開し、現在も協働と

交流のまちづくり続けている。しかしながら、まちづくり

の先進的な小布施町であっても、日本中が抱える地域課題

がある。町の主産業である農業の後継者不足、若者の働く

場所の確保、高齢化率の上昇、そして空家の増加である。 

 平成26年 4月～8月の調査で、住宅地図や踏査から使わ

れていない建物を把握した所と、町内には少なくとも 172

軒の未利用の住宅が存在していた 1。空家と言っても近所に

住む所有者が管理をしている場合もあるので、空家の定義

は様々だが、これだけ使っていない場所があると言える。 

 小布施町の不動産情報を見てもこうした空き物件が必ず

しも賃貸として出ているわけではない。また、売りたいが

利益に見合わないなどの理由で出てこないと不動産事業者

も話していた。個別にコンタクトが取れる所有者に話を聞

くと、「子供がいずれ帰ってきた時住む」、あるいは「自分

で手を入れてまで貸そうとは思わない」という声が聞かれ

た。また、所有者が高齢のため施設等に行き、空いてしま

ったという話もある。 

 平成 27 年度の国勢調査によれば、小布施町の世帯数は

3,528戸、空家率は 4.7％であった。平成 25年度の空家率

の全国平均は13.5％、長野県は 19.8％であることから、小

布施町は低い水準であるといえる 2。しかし、住民票がそこ

にあり実は住んでいないという内在的な空家は、把握がさ

れにくく倒壊の危険や家が傷むなどの問題が顕在化してき

た時には、改修費が膨大になり利用が難しいということを、

調査の中で度々経験をしてきた。特に古民家は地域の伝統

的な建築様式を残し景観的にも重要な建築が多いが、空家

となっている状態から使えるようにして残すことは、ます

ます難しくなってきている。この課題を解決し地域活性に

つなげ、既存の社会ストックである空家を使い若い世代が

思い思いの家に住めるよう、本研究では、空家となってい

る住宅を賃貸のまま活用したモデル＝「空家活用モデル」

を構築し、地域活性の一助となる仕組みを構築することを

目的としている。 

【研究方法・研究内容】 

本論では、平成 26～28 年の間に行った事例について、

空家活用の手法の実験的検証を行った。その手法とは図 1
のようなモデルである。 

 

図１ 空家活用モデルにおける改修費 

賃貸物件の場合、建物の使用者（借主）が改修する場合

は、賃借料（家賃）と改修費がかかる。さらに改修期間中

は別の場所に住む必要があり、その間の家賃がさらに上乗

せされる（②）。借家での改修は、所有者（貸主）が認めな

いこともあり、大規模な改修の場合には使用者が買い取っ

てから改修するのが小布施町でも一般的であった（①）。貸

主は改修後の所有関係が不明確になることを嫌い、借主は

自己財産にならないので投資したくないということもある。 
そこで今回は、家の貸主と借主の関係を構築することで、

賃借契約を結びながら改修費と家賃を相殺するという賃借

モデル＝「空家活用モデル」（③）を提案し、実際に改修を

おこない仕組みの有効性を検証した。改修を借主が負担す

るという条件で借り受け、家財の片付けやリフォームを行

う 3。その代わりに、一定期間は家賃を免除にしてもらうか

安価に設定することで、工事費と家賃を相殺することで利

活用が可能になる、あるいは地域活性が図れるか 2つの事

例で実践し確認をした。  

【研究・調査･分析結果】 
小布施町飯田地区の住宅の事例 
一つめの事例は、小布施町飯田地区の 10 年ほど空き家

になっていた築45年の住宅である。所有者は、隣接する敷

地に新居を建てたため空家となった。宅内に荷物があり、

貸すこともなく10年が経過した。そこで、借主負担で片づ

けることと改修を行うことを交渉し、5 年間の賃貸契約を

結んだ。契約にあたっては、宅地建物取引主任者の資格を

持つ町内事業者に仲介してもらい「賃貸契約書」を結んだ。

この際家賃を 6万円に設定した。これは、改修費と契約期

間に関係し、6万円×12か月×5年＝360万円としこれを

① 

② 

③ 
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 長野県小布施町における空家課題の解決と地域活性化手法の実験的検証 
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図１ 空家活用モデルにおける改修費 

賃貸物件の場合、建物の使用者（借主）が改修する場合

は、賃借料（家賃）と改修費がかかる。さらに改修期間中

は別の場所に住む必要があり、その間の家賃がさらに上乗

せされる（②）。借家での改修は、所有者（貸主）が認めな

いこともあり、大規模な改修の場合には使用者が買い取っ

てから改修するのが小布施町でも一般的であった（①）。貸

主は改修後の所有関係が不明確になることを嫌い、借主は

自己財産にならないので投資したくないということもある。 
そこで今回は、家の貸主と借主の関係を構築することで、

賃借契約を結びながら改修費と家賃を相殺するという賃借

モデル＝「空家活用モデル」（③）を提案し、実際に改修を

おこない仕組みの有効性を検証した。改修を借主が負担す

るという条件で借り受け、家財の片付けやリフォームを行

う 3。その代わりに、一定期間は家賃を免除にしてもらうか

安価に設定することで、工事費と家賃を相殺することで利

活用が可能になる、あるいは地域活性が図れるか 2つの事

例で実践し確認をした。  

【研究・調査･分析結果】 
小布施町飯田地区の住宅の事例 
一つめの事例は、小布施町飯田地区の 10 年ほど空き家

になっていた築45年の住宅である。所有者は、隣接する敷

地に新居を建てたため空家となった。宅内に荷物があり、

貸すこともなく10年が経過した。そこで、借主負担で片づ

けることと改修を行うことを交渉し、5 年間の賃貸契約を

結んだ。契約にあたっては、宅地建物取引主任者の資格を

持つ町内事業者に仲介してもらい「賃貸契約書」を結んだ。

この際家賃を 6万円に設定した。これは、改修費と契約期

間に関係し、6万円×12か月×5年＝360万円としこれを

① 

② 

③ 

改修費の予算とした。すべてを自分で改修することは難し

いため、水回りや大工工事などは町内の工務店に発注した。

空家改修では、途中で直したい箇所や直すべき箇所が次々

に出てくるため、借主がどこまで行うかを設定しておく必

要がある。借主の希望する範囲での改修が可能である一方

で、建物の将来的な維持管理、利用において必要な部分の

改修をどこまで行うかを貸主と随時打ち合わせすることが

大事であった。5 年後の使用方法をいくつか想定し、着手

することが必要となった。例としては、5 年後退居し別の

人に貸す、子供が帰ってきて使うなど貸主の将来の希望も

踏まえて検討を行った。 
 図 2は、建物の改修前と改修後の図面である。風呂、ト

イレ、台所は、継続して使用することが難しいため、すべ

て新規のものに入れ替えている。また、柱や壁など構造上

重要な部分には手を加えず、建築確認等が生じないような

範囲での改修とした。居間の天井を抜き吹き抜けの空間に

し、欄間を無くすことで在来住宅の圧迫感を解消し、古い

ながらも開放感のある間取りに変更した。また、開口部の

建具を機密性の高い断熱サッシにすることで、冬季には－

10 度近くまで下がる長野の冬に対応し現代の暮らしに合

うよう暖房効率を上げた。 
使用者、所有者の満足度 
工事費の圧縮のために、地域に来ていた大学生に参加し

てもらい。床板張りや壁塗りなど、手間をかければ自分た

ちできる部分をワークショップで行った。これにより、多

少の不具合がありながらも、自分で施工したことでの納得

感が得られ、近隣の住民も珍しがって訪ねてくれる。また、

所有者も長年課題となっていた荷物が片付き、思い出もあ

った家が活用されたことを喜んでいた。地域に若い世代が

流入したことを歓迎し、家の貸主・借主の関係だけでなく

住み始めてからも地域住民としての交流が続いている。 
小布施町横町の店舗事例 
二つめの事例は、小布施町横町にある築100年になる元

洋裁店の店舗兼住宅を、女性団体の活動拠点として改修し

た事例である。こちらも裏に所有者は新築で家を建てたこ

とで住まなくなり15年以上空家となっていた。。少なくと

も明治期に建築された建物で、瓦葺の屋根と大壁造の土壁

で、この地域での伝統的な材料や工法の特徴を残している。

昭和の時代は店舗として使われていて、内部は度々改装さ

れた痕跡がある。15年前には階段の位置も変えるなどして

 

図2 小布施町飯田地区の住宅の改修例 
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2 階を住宅として利用していたこともあった。しかし調査

に入った際、風呂・便所・台所は老朽化して使うことはで

きなかった。借主である女性団体は、平成26年に「obuse 
ever green」という団体を設立し、町内の女性が中心とな

って年1回のフリーマーケットを主催している。平成28年

度 4月に団体の運営と情報発信をしていくための拠点とし

て空家を借りたいという相談を受け、一緒に物件交渉をす

ることからスタートした。 
先の飯田地区の事例と同じく、空家改修モデルを提案し、

改修費を借主が負担する代わりに、一定期間、奔券でも 5
年間低額な家賃にしてもらえるよう交渉した。 
改修箇所は図 3のとおりである。もともと店舗部分だっ

た土間をそのまま展示・多目的スペースとして活用し、雨

漏りをして屋根が落ちてしまった増築部分の畳の部屋（Ａ）

を解体し中庭テラスとした。南側の部屋は将来的に厨房に

できるよう準備をし、2 階を各種教室や仕事場として使え

るよう板張りに改装した。全体的な建具は現状のままとし、

水回りも第一段階では便所を水洗にして新規に入れ替えた。 
女性だけでは大工作業は難しいため、町内の若手大工に

協力してもらい実施した。その際、先の事例と同じように、

床板張や壁塗りや家具類の塗装を借主で行うことで、自分

たちの場所であるという意識を高めた。また、DIYワーク

ショップとして企画することで、近隣への周知を図るきっ

かけとなり、本来の活動へ関心が高まるなど良い影響を与

えることとなった。 

 
図4 ワークショップのチラシ 

賃貸契約書について 

２つの改修事業において結んだ賃貸契約書では、空家活

用モデルならではの文言を追記している。以下は、賃貸契

約書の抜粋である。 

 
図3 小布施町横町の住宅兼店舗の改修例 
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（明渡しおよび造作の撤去） 
第15条  

乙は本契約が終了した場合、甲の承諾を得ておこなった造作は現状の
状態にて甲に明渡すことを甲は承諾済である。 
２.乙は、本物件の明渡しにあたって必要費・立退料・移転料・営業権・

補償料・その他名目の如何にかかわらず、甲に対し金品その他の請求
を一切しないものとする。 
３.乙は、本契約が終了した場合、乙が本物件および敷地内に設置した

造作物・設備・看板等を乙の費用で撤去するものとする。ただし、甲
が残置を承認したものについては、乙はその所有権を放棄することに
よって撤去の義務を免れることができ、甲は任意に使用・収益・処分

できるものとする。 
４.乙が前項に違反した場合、甲は乙が残置物の所有権を放棄したも
のとみなし、任意に使用・収益・処分できるものとし、乙はこれにつ

いて一切異議を述べないものとする。 
５.乙は、借地借家法第３３条の造作買取請求権を放棄し、甲に対して
行使しないものとする。 

（定めのない事項） 
第 16 条 この契約に定められていない事項については、当事者は関
係法規並びに不動産取引の慣習に従い、誠意をもって協議のうえ善処

するものとする。 
 

所有者と使用者が別であることから、造作物の所有、そ

の工事費の請求権の放棄、そして、原状回復なしでの明け

渡しを契約時に確認することとしている。しかし、これら

の取り決めも、貸主と借主の協議と、信頼関係から成り立

つものであり、特に事前の協議が重要となる。仲介にあた

っては町内の宅地建物取引主任資格を持つ業者に入っても

らい、お互いに現状の状態を理解して改修に着工すること

を確認した。 
使用者、所有者の満足度 
写真１は、オープニングの際の様子である。拠点の名前

は、場所を意味する「トポス」と名付け、定期的にイベン

ト開催している。 

  
写真1 トポスオープニングイベントの様子（平成29年1月14日） 
 
かつては誰も寄り付かず、窓が割れて危ないので近づい

てはいけないと注意されてしまうような建物だった場所が、

女性が語らい、子供達が集う場所に生まれ変わった。毎週

様々な教室や会議室しても活用され、自治会の方からも所

有者に対して感謝の言葉が届けられることもあったという。

良い循環が生まれつつあり、それも所有者が短期的な利益

を求めず、自分でやりきれない部分をやりたい考える借主

に託したことによって、この変化が起きたと言える。 
この団体が主催するエバーグリーンマーケットは、年 1

回であったものが平成29年度から毎月開催のイベント「え

ばぐり市」に展開し、ますます活性化している。拠点を運

営することでそこに人が寄り、新たな出展者を募る機会と

なって交流の循環が生み出されている。 
【考察・今後の展開】 

2 つの事例を通して、空家活用モデルの展開で実感した

ことは以下の4つである。 
① 貸主と借主が「一定期間、貸主が利益を放棄し借主が

負担を負う」ことで、今まで手つかずであった空家が

地域の中で活用されるきっかけとなる。貸主にとって

の利益と借主にとっての負担をできるだけ近づけるこ

とが重要となる。 
② 賃貸契約をして改修をする際、借主は「老朽化してい

る原状を受け入れ」、貸主は「原状回復なしで明け渡し」

をすることを、協議をしてお互いに同意の上、第三者

の仲介のもと、着工することが推奨される。 
③ 建物の使用目的や期間、担い手が明確であることで空

家活用が成される。行政による住民活動の支援と理解

ある業者の協力によって、空家利用は大きく進展する

と考えられる。 
④ 施工を参加型にすることで、費用面においても周知に

おいても有効であり、関わった人達の中で場所や建築、

そこから始まる活動への愛着に繋がり、それが地域の

活性において重要である。 
今後の展開 
これら改修後の建築の展開としては、工事費を相殺後そ

のまま賃貸契約を継続し貸主に家賃収益が生じるか、子供

が帰ってくる際には使う。あるいは賃貸物件として不動産

屋に仲介を依頼し、一般的な賃貸物件として利用すること

などが考えられる。本研究では、これらの事例が増えてい

く経過を追っていく。さらに空家の地域課題は、人口減少

や高齢化など伴にエリア（面）で解決すべき課題と捉えて

いる。今後は開かれた建築や土地を核として、エリアとし

て人口構造が変化し、課題解決と地域活性を図るような、

まとまりのある住宅群モデルの検証まで検討している。 
 
【引用・参考文献】 
1．住宅地図をもとに、水道や電気の使用状況や近所のヒアリングから、空

家となっているかの踏査を行った。この時、すべての建物について所有者や
管理者の所在確認は未だ行っていない。 
2. 総務省統計局の統計データ『平成25年住宅・土地統計調査』より 
3. 家賃相殺モデルについては、国土交通省住宅局住宅総合整備課（2014.3）
『個人住宅の賃貸活用ガイドブック』に「借主負担DIY型」として住宅管
理と賃貸活用の方法が紹介されている。 
 
謝辞 改修の実施に当たっては、小布施町移住コーディネーター 中田翔
太氏、小布施町地域おこし協力隊 小津野勝也氏、obuse evergreen 代表 

竹内淳子氏に多大な協力を頂いたことに感謝したい。 
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地球温暖化はどのように地域の問題なのか：長野県高森町の市田柿の事例研究

白井信雄（法政大学）

： 地球温暖化（気候変動）、適応策、社会転換、長野県高森町、市田柿

【研究の背景】 
従来、日本の地球温暖化政策は、温室効果ガスの削減（緩

和策）に重点があったが、地球温暖化の悪影響が顕在化す

る中で適応策の実装化が進みつつある。環境省の「第四次

環境基本計画」（ 年）に記述されたように、「緩和策を

最大限に実施したとしても気候変動の進行は不可避であ

り」、緩和策の最大限の実行に加えて、安全・安心の確保と

いう観点から適応策の導入が必要だと認識されてきた。

年 月には「気候変動の影響への適応計画」が閣議

決定となり、適応策が公式に位置づけられてきた。

適応策は、地球温暖化の影響が地域状況に応じて異なる

ことから、地方自治体が主体となって適応策を検討し、実

践を進めることが望まれる。しかし、地方自治体における

適応策の検討は既存の気候災害対策の位置づけ直しや方針

レベルの検討に留まっており、個別の問題構造を明らかに

したうえでの具体的な検討は十分ではない。

そこで、本研究では、長野県高森町の市田柿（干柿）に

着目し、地域における地球温暖化の影響の問題構造を明ら

かにし、実態に応じた適応策のあり方を検討する。

市田柿は、高森町の市田という地区が発祥で、現在では

南信州（飯田・下伊那地方）の特産品である。全国の干柿

出荷量 のうち市田柿は （ ）を占める（

年度）。南信州には、天竜川の河岸段丘地帯と、南部の山間

急傾斜地帯から成り、気候は全般的に温暖な地域である。

天竜川沿いの河岸段丘地帯に発生する朝霧が質の良いし柿

の生産に適しているとされる。

年に、地域ブランドに認定（ 年）（特許庁の地

域団体商標登録制度）、 年に地理的表示 保護制度

に登録された。高森町では、町全体の発展を担う産品とし

て、 年に高森町市田柿振興計画を策定しているが、こ

れは地球温暖化の影響を懸念し、工場乾燥の導入等を検討

するものであった。

市田柿は、小ぶりで高糖度、早熟であり、干柿となると

あめ色（サーモンピンク）で、もっちりやわらか、肌理の

細かさが特徴である。糖分が外にふきだし、白い粉化粧の

ようである。バターやクリームチーズとの相性もよく、ワ

インにも合う食材にもなっている。栗きんとんを市田柿で

くるんだ和菓子も中津川等で生産されている。

この重要な地域資源である市田柿であるが、秋の気温上

昇によるカビの発生が深刻であり、硫黄燻蒸の徹底やエア

コンや冷凍庫等の設備導入が実施されてきた。カビの発生

以外にも、春先の凍霜害、生柿の収穫時期の早期化、雹の

被害等が地球温暖化により深刻化しているとされる。

【研究の方法】

長野県高森町の市田柿への温暖化影響と適応策の実施状

況について、2016年5月に主な関係者インタビュー調査を

実施した。これを踏まえ、2016 年 8 月中旬から 9 月上旬

に、高森町の市田柿における気候被害に関して、実態を把

握し、被害を規定する社会経済的要因や対策の効果、対策

への希望等を把握するために、農家アンケート調査を実施

した。アンケート調査の実施概要を表１に示す。本報告は

このアンケート調査の結果を基にする。

この調査結果をもとに、生産場所の標高区分別のクロス

集計等を行い、地球温暖化が市田柿に与える影響の要因や

構造を明らかにする。

標高区分は、図１を参考にして、干し柿の生産場所を

下段：500m 未満、中段：500m 以上 600m 未満、上段：

600 以上で区分したものである。標高差によって気温が異

なり、下段が上段の将来の気候変動の進展を先取りしてい

る状態にある。

 
表1 アンケート調査の概要 

調査目的 高森町における市田柿における気候被害（春先の凍霜

害、生柿の収穫時期の早期化、秋の干し柿のカビ、の被

害に関して、実態を把握し、それらの被害を規定する要

因や対策の効果、対策への希望等を把握する。 
調査対象 高森町内の農協・園協に加入している市田柿農家  

発送数 424件 回収数 340件（80.2％） 
調査時期 2016年8月中旬から9月上旬 

調査方法 配布回収ともに郵送によるアンケート調査 

調査項目 ○農家経営の実態  
○市田柿生産の実態 
〇市田柿の生産における気候被害と対策の状況 
〇市田柿生産における気候被害の深刻度 
〇市田柿への思いや考え  
〇地球温暖化に対する認識 
〇地球温暖化が進行した場合の市田柿生産の継続意向 
〇地球温暖化に対する市田柿の対策 
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出典）高森町史 
図1 高森地区の地形断面と段丘 

【研究の結果】

標高区分別の地球温暖化の影響と適応策

市田柿生産における被害の実態、対策の実施状況、対

策の効果、対策の課題について、標高区分によるクロス

集計を行った結果を図 ～ に示す。

図 から、気候変動に係る市田柿の被害では、秋の干

柿のカビ発生の経験率（販売収入が低下した経験の有無）

が 割程度と最も高く、次いで春先の凍霜害が 割前後

となっていることがわかる。標高区分別では、カビ発生

の被害の経験率の差はほとんどないが、春先の凍霜害は

下段の方が経験率が高いことがわかる。

最も経験率が高いカビ発生に対する対策（図 ）では、

硫黄燻蒸の回数増加が 割強、カビの発生しにくい皮む

きの導入が 割弱となっている。この対策の実施状況の

標高区分による差は明確ではない。

そして、カビ発生に対する対策の効果（図 ）では、下

段の方が「十分に効果をあげている」とする回答率が高

く、上段の方が同回答率が低いことがわかる。

対策の効果（図 ）では、全体として「資金がない」、

「ノウハウ・技術がない」の回答率が高い。標高区分で

はこれらの回答率は下段で低く、上段で高い傾向にある。

以上の結果から、地球温暖化による温度上昇を考える

と、下段の方がカビ発生等の被害が深刻であると想定さ

れるが、カビ発生に限れば、上段でも下段でも被害の発

生程度は同様であり、同様の対策が実施されていること、

そして対策の効果は下段の方が十分だと認識されている

ことがわかる。これは、上段の農家の方が資金やノウハ

ウ・技術に不足する傾向があるためと考えられる。地形

条件に規定される気候要因以外の経営的要因が対策効果

を規定している。

図 「 年以降を振りかえってみて、生柿あるいは
干柿の生産において、次のような影響（被害）を受
けていますか。」の回答結果（無制限複数選択）

図 「干柿のカビ発生により、販売収入が低下したこと
がある」に〇をつけた場合に、干し柿のカビ発生の
被害への対策の実施状況について、お教えください」
の回答結果（無制限複数選択）

図 「干柿のカビ発生により、販売収入が低下したこと
がある」に〇をつけた場合に、干し柿のカビ発生の
被害への対策の効果について、お教えください」の
回答結果（単一選択）
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図 「干し柿のカビ発生により、販売収入が低下したこ
とがある」に〇をつけた場合に、干し柿のカビ発生
の被害への対策の課題について、お教えください」
の回答結果（無制限複数選択）

地球温暖化の進行に対する適応策の実施意向

地球温暖化によって市田柿の生産が困難になる場合を

想定し、適応策に相当する対策の実施意向を質問をした

結果が図 である。

硫黄燻蒸等の対策の徹底の回答率が圧倒的に高く、よ

りよい設備の導入等の回答率が低い傾向にある。これら

に対して、標高の高いところへの移転、干柿以外の生産、

消費者との連携、生産者同士の経営統合や連携について

は相対的に低い傾向にある。

しかし、カビ被害の深刻度の回答と生産者同士の経営

統合や連携の実施意向とのクロス集計を行うと（図 ）、

カビ被害が「非常に深刻である」とする農家において、

その実施意向が高いことがわかる。したがって、現在の

状況では、既存対策の強化の実施意向に留まるものの、

被害が深刻化してくると、既存対策ではない、経営体制

等に踏み込んだより抜本的な適応策の実施意向が強まる

可能性があると考えられる。

白井ら（ ）は、適応策には、レベル ：防御、レベ

ル ：順応・影響最小化、レベル ：転換・再構築という

つのレベルがあり、現状はレベル とレベル の対策が

中心であるが、地球温暖化の深刻度が増すにつれて、レ

ベル の対策を視野に入れていく必要があると論じてい

る。レベル とレベル は適応能力の向上であり、レベ

ル は地球温暖化の影響を受けやすい社会経済システム

の状態（感受性）の改善である。本アンケートで提示し

た経営改善や移転等はまさにレベル に相当する適応策

である。

市田柿の農家は現状ではレベル を中心とした対策の実

施意向が強いものの、温暖化の進行による被害の深刻化

により、レベル の適応策の実施意向も強まる可能性が

あるといえる。

レベル の農業経営の再構築等は、“転換的適応策

（ ）”ということもできる。

図 「地球温暖化（気候変動）によって市田柿の生産が
困難になる場合、あなたはどのような対策を実施し
たいですか」の回答結果（単一選択）

図 「地球温暖化（気候変動）によって市田柿の生産が
困難になる場合、あなたはどのような対策を実施し
たいですか」のうち「他の生産者と経営統合や連携
を図り、対策をとる」について、カビ被害の深刻度
別の回答結果（単一選択）
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図 「干し柿のカビ発生により、販売収入が低下したこ
とがある」に〇をつけた場合に、干し柿のカビ発生
の被害への対策の課題について、お教えください」
の回答結果（無制限複数選択）

地球温暖化の進行に対する適応策の実施意向

地球温暖化によって市田柿の生産が困難になる場合を

想定し、適応策に相当する対策の実施意向を質問をした

結果が図 である。

硫黄燻蒸等の対策の徹底の回答率が圧倒的に高く、よ

りよい設備の導入等の回答率が低い傾向にある。これら

に対して、標高の高いところへの移転、干柿以外の生産、

消費者との連携、生産者同士の経営統合や連携について

は相対的に低い傾向にある。

しかし、カビ被害の深刻度の回答と生産者同士の経営

統合や連携の実施意向とのクロス集計を行うと（図 ）、

カビ被害が「非常に深刻である」とする農家において、

その実施意向が高いことがわかる。したがって、現在の

状況では、既存対策の強化の実施意向に留まるものの、

被害が深刻化してくると、既存対策ではない、経営体制

等に踏み込んだより抜本的な適応策の実施意向が強まる

可能性があると考えられる。

白井ら（ ）は、適応策には、レベル ：防御、レベ

ル ：順応・影響最小化、レベル ：転換・再構築という

つのレベルがあり、現状はレベル とレベル の対策が

中心であるが、地球温暖化の深刻度が増すにつれて、レ

ベル の対策を視野に入れていく必要があると論じてい

る。レベル とレベル は適応能力の向上であり、レベ

ル は地球温暖化の影響を受けやすい社会経済システム

の状態（感受性）の改善である。本アンケートで提示し

た経営改善や移転等はまさにレベル に相当する適応策

である。

市田柿の農家は現状ではレベル を中心とした対策の実

施意向が強いものの、温暖化の進行による被害の深刻化

により、レベル の適応策の実施意向も強まる可能性が

あるといえる。

レベル の農業経営の再構築等は、“転換的適応策

（ ）”ということもできる。

図 「地球温暖化（気候変動）によって市田柿の生産が
困難になる場合、あなたはどのような対策を実施し
たいですか」の回答結果（単一選択）
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困難になる場合、あなたはどのような対策を実施し
たいですか」のうち「他の生産者と経営統合や連携
を図り、対策をとる」について、カビ被害の深刻度
別の回答結果（単一選択）
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市田柿への思いや考えと地球温暖化との関連

最後に、市田柿への思いや考えについての回答結果を

図 に示す。市田柿は高森町にとってなくてはならない

とする農家は 割を超えるものの、将来も続けたいとい

う農家が 割弱となり、割弱が市田柿の生産は大変であ

る・苦労が多いと回答し、自分の心のよりどころである、

あるいは楽しい・よろこびがあるとする農家は 割に満

たないという結果である。

今後、地球温暖化により、適応策の導入がさらに必要

になることを考えると、その費用負担や手間が増大する

可能性があり、仮に技術的対策により被害が軽減できた

としても、大変さが増し、楽しさや喜びを感じにくい状

況になる可能性があると考えられる。

地球温暖化の適応策により実現していく目的変数につ

いて、被害がないことだけでなく、楽しさや喜び等を目

的変数として考えていくことも必要ではないだろうか。

特に楽しさや喜びがあるとする回答は、若年層、第

種専業農家、後継者がいない、小規模経営の場合におい

て低い傾向がある。こうした対象における楽しさや喜び

がある市田柿ライフの創出を検討する必要がある。

一方、大規模経営の場合では小規模経営と比較して相

対的に楽しさや喜びの回答が高いとはいえ、それでも生

産が大変だとする回答が多く、楽しさや喜びの回答率が

高いとはいえない。大規模経営の場合でも、楽しさや喜

び等を目的変数とする対策の検討の必要がある。

図 「市田柿について、あなたの思いやお考えをおたず
ねします」回答結果（単一選択）

まとめ

本研究では 点が明らかになった。第 に、標高が低

いところで生産する農家ほど、気候変動の影響を受けや

すいと考えたが、標高の高い地域、大規模な農家ほどに、

影響を深刻に受けとめているという結果であった。標高

の高い地域の農家は新しい農家が多いためと考えられる。

こうした実態に応じた適応策の検討が必要となる。

第 に、現在的な対策へのニーズは強いが、長期的、

あるいは抜本的な対策へのニーズが低い。農家は硫黄燻

蒸の徹底等を重視しており、長期的な対策や経営改善等

へのニーズは顕在的ではなく、また技術指導の徹底への

ニーズが強い。しかし、長期的な視点から“転換的適応

策”へのニーズは強まることが考えられ、その検討を始

めることが求められる。

第 に、市田柿は「高森になくてはならない」と思い

つつ、「大変だ」、「将来続けるかどうかわからない」とい

う回答が多い。地球温暖化に対する設備投資や生産上の

工夫により、深刻な生産被害は回避できたとしても、そ

の対策が農家の負担感をさらに増加させる可能性がある

ことを考えると、被害を抑えるだけの適応策ではなく楽

しさや喜び等がある適応策、あるいは適応策を通じて楽

しさや喜びを高めるような工夫を考えていく必要がある。

【今後の展開】

今後は個別農家による設備導入や技術改善に留まらず、

実現するためは、農家が主体性を発揮して、連携するこ

とが必要になる。

そのための機会として、本研究成果の共有と農家によ

るワークショップの企画・開催を、高森町役場とともに

実施していく予定である。

年 月末に、既に 回目のワークショップを開催

し、 年頃の気候変動や経営環境の変化を見通しなが

ら、市田柿の価値を高め、生産を楽しくし、後継者を増

やしていくような、新たに実施する地域協働のアクショ

ンのアイディア」を出しあったところである。
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環境省（ ）第四次環境基本計画
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松利光（ ）「気候変動適応の理論的枠組みの設定
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環境科学会
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企業による地域活性化、その実際と手法

藤井建人（公益社団法人日本印刷技術協会）

： 企業、印刷会社、地域活性化、収入、手法、メリット、課題、採算性

本研究の目的・背景 
地方創生の取り組みが広がるなか、持続的な地域活性化

の担い手が必要とされている。かつては行政・ など公

的色の強い機関が担い、現在は様々な地域運営組織や

法人、学校などの参画に加え、地域おこし協力隊と日本版

の制度化、地域商社やまちづくり会社設立の進展、コ

ネクターハブ企業の研究など、民の力の活用が進んでその

顔ぶれは多彩さを増している。

担い手は今も増え続けているが、全国に 万者ある民

間企業、その ％を占める中小企業は地域活性化にどの

ように取り組んでいるのだろうか。利益を度外視できない

企業にとって、企業活動と地域活性化は利益相反にならな

いのだろうか。取り組む企業はどのように両立させ、取り

組んでいない企業は何を課題に感じているのだろうか。

個別企業の取り組み事例研究、ある地域に企業の産業集

積を作る研究は多いが、全国に遍在する中小企業が各地で

どのように地域活性化に取り組むかを総体的に示す研究は

ほとんどない。企業は一般的に産学官金といわれる地域活

性化の枠組みの プレーヤーとされるが、その取り組みや

関与度の平均像は明らかではない。

本研究では印刷会社の調査を通じて企業による地域活性

化について考察する。印刷会社は 事業所あり、製造

業 分類中 番目の多さ、全国に遍在する典型的な中小企

業業種の一つである。印刷需要の構造不況的な減少に対し、

紙への印刷だけでなくデジタルメディアの制作など事業領

域の拡大で対応している。その企業活動プロセスではおの

ずと地域情報が集まり、生産工程を経て地域に出荷する、

情報加工が業務の本質という業種特性を持っている。

名刺など印刷物を使わない企業は実質的になく、あらゆ

る産業と取引を持つ意味でマルチジョイント産業とも呼ば

れ、地域経済の盛衰の影響を強く受ける業種でもある。全

国の印刷会社の地域活性化への取り組み実態の分析は、多

くの中小企業や地域密着型産業にとって、地域活性化との

あり方を考える多くの示唆を含むのではないだろうか。

研究の方法 
調査票は印刷会社の地域活性化への取り組み状況を探

るべく、設問は定性側面と定量側面から構成、基本的に

選択式とし、部分的に記入式も併用した。具体的には地

域活性化の取り組みの有無、開始時期、体制、役割、位

置づけ、売上高と収入源、取り組み内容、スタンス、メ

リットと課題など、企業の地域活性化を経営面から多角

的に採算性まで分析しようとの意図である。メリットと

課題は地域活性化に取り組まない企業からも回答を得て、

取り組む企業との認識の差から、取り組み以前と以後に

おける態度変容を考察しようと試みた。

＜調査の概要＞

調査名：印刷会社の地方創生／地域活性アンケート

期 間： 年 月 日～ 月 日

手 法： 式アンケート調査およびヒアリング調査

対 象：中小・中堅の印刷会社 社

回答数： （回収率 ％）、有効回答数

＜地域活性化に取り組んでいる回答社の平均像＞

地域の分布 ： 都道府県

平均従業員数： 名

平均設立年 ： 年

研究の内容と結果

地域活性化への取り組み有無と体制

地域活性事業に「取り組んでいる」企業は約 割であ

った。「取り組んでいない」企業のうちの 割も「取り組

む必要性を感じる」とし、どちらかといえば積極的かつ

肯定的な企業の多いことが明らかになった。

取り組み始めた時期は、「 年以上前」が 割弱、「 年

前以前」が 割弱、「はっきりしない」が約 ％あった。

近年始めた企業もあるが、長期に取り組んできた企業の

多い様子がうかがわれる。

取り組ん

でいる

61.9%

必要性は

感じる

60.0%

必要性は

感じない

40.0%

取り組ん

でいない

38.1%

地域活性事業への取り組み
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企業による地域活性化、その実際と手法

藤井建人（公益社団法人日本印刷技術協会）

： 企業、印刷会社、地域活性化、収入、手法、メリット、課題、採算性

本研究の目的・背景 
地方創生の取り組みが広がるなか、持続的な地域活性化

の担い手が必要とされている。かつては行政・ など公

的色の強い機関が担い、現在は様々な地域運営組織や

法人、学校などの参画に加え、地域おこし協力隊と日本版

の制度化、地域商社やまちづくり会社設立の進展、コ

ネクターハブ企業の研究など、民の力の活用が進んでその

顔ぶれは多彩さを増している。

担い手は今も増え続けているが、全国に 万者ある民

間企業、その ％を占める中小企業は地域活性化にどの

ように取り組んでいるのだろうか。利益を度外視できない

企業にとって、企業活動と地域活性化は利益相反にならな

いのだろうか。取り組む企業はどのように両立させ、取り

組んでいない企業は何を課題に感じているのだろうか。

個別企業の取り組み事例研究、ある地域に企業の産業集

積を作る研究は多いが、全国に遍在する中小企業が各地で

どのように地域活性化に取り組むかを総体的に示す研究は

ほとんどない。企業は一般的に産学官金といわれる地域活

性化の枠組みの プレーヤーとされるが、その取り組みや

関与度の平均像は明らかではない。

本研究では印刷会社の調査を通じて企業による地域活性

化について考察する。印刷会社は 事業所あり、製造

業 分類中 番目の多さ、全国に遍在する典型的な中小企

業業種の一つである。印刷需要の構造不況的な減少に対し、

紙への印刷だけでなくデジタルメディアの制作など事業領

域の拡大で対応している。その企業活動プロセスではおの

ずと地域情報が集まり、生産工程を経て地域に出荷する、

情報加工が業務の本質という業種特性を持っている。

名刺など印刷物を使わない企業は実質的になく、あらゆ

る産業と取引を持つ意味でマルチジョイント産業とも呼ば

れ、地域経済の盛衰の影響を強く受ける業種でもある。全

国の印刷会社の地域活性化への取り組み実態の分析は、多

くの中小企業や地域密着型産業にとって、地域活性化との

あり方を考える多くの示唆を含むのではないだろうか。

研究の方法 
調査票は印刷会社の地域活性化への取り組み状況を探

るべく、設問は定性側面と定量側面から構成、基本的に

選択式とし、部分的に記入式も併用した。具体的には地

域活性化の取り組みの有無、開始時期、体制、役割、位

置づけ、売上高と収入源、取り組み内容、スタンス、メ

リットと課題など、企業の地域活性化を経営面から多角

的に採算性まで分析しようとの意図である。メリットと

課題は地域活性化に取り組まない企業からも回答を得て、

取り組む企業との認識の差から、取り組み以前と以後に

おける態度変容を考察しようと試みた。

＜調査の概要＞

調査名：印刷会社の地方創生／地域活性アンケート

期 間： 年 月 日～ 月 日

手 法： 式アンケート調査およびヒアリング調査

対 象：中小・中堅の印刷会社 社

回答数： （回収率 ％）、有効回答数

＜地域活性化に取り組んでいる回答社の平均像＞

地域の分布 ： 都道府県

平均従業員数： 名

平均設立年 ： 年

研究の内容と結果

地域活性化への取り組み有無と体制

地域活性事業に「取り組んでいる」企業は約 割であ

った。「取り組んでいない」企業のうちの 割も「取り組

む必要性を感じる」とし、どちらかといえば積極的かつ

肯定的な企業の多いことが明らかになった。

取り組み始めた時期は、「 年以上前」が 割弱、「 年

前以前」が 割弱、「はっきりしない」が約 ％あった。

近年始めた企業もあるが、長期に取り組んできた企業の

多い様子がうかがわれる。

取り組ん

でいる

61.9%

必要性は

感じる

60.0%

必要性は

感じない

40.0%

取り組ん

でいない

38.1%

地域活性事業への取り組み

取り組みの体制は、過半数が①「自社単独型」と②「経

営者団体への協力型」を挙げた。③「社外連携型」は「異

業種連携」「同業他社連携」「産学官連携」を合わせて

割弱にのぼる。自社単独や経営者団体と掛け持ちつつ、

ほとんどのケースで社外となんらかの連携を組むと推察

される。組織としてではなく④「経営者個人型」として

取り組むケースも 割弱、⑤「専門組織参画型」も約 。

社内の体制は、「営業部・企画部」「経営者・役員のみ」

が同数でともに半数弱。社内の事業とは別の①「経営者

単独型」、部門の役割として落とし込む②「事業型」、プ

ロジェクトで取り組む③「部門横断型」の タイプに大

きく分けられる。経営者や営業部・企画部など社外との

接点を持つ者が担当するケースが多い。

取り組む際の自社の役割は、社平均 項目を選択し

た。本業である印刷物・メディア制作のほかにもう つ

以上の複数の役割を担うことが多い。「印刷物・メディア

制作」という①「サプライヤー型」が 割超。「コーディ

ネーター」「プランナー」としての③「黒子型」が約 。

「プロデューサー・ディレクター」として事業全体のイ

ニシアチブをとる②「主導型」は半数弱と最も少ない。

地域活性化による売上高と収入

印刷会社の総売上高に占める地域活性事業の割合は平

均 ％。その分布は「 ％以下」が約 。「 ％以下」

％、「 ％以下」 ％と割合が高まるにしたがい少

なくなる。 割以上の企業において ％以下と事業規模

は必ずしも大きくない。

ヒアリングによると、地域活性事業の売上高は企業内

で分野横断的に計上されるため捕捉が困難、地域活性化

を縁として受注した印刷受注の計上先を迷うという会計

上の事情もあり、それらを含めればもう少し増えるケー

スが多いようだ。しかし ％超も ％あり、地域活性

化が主力事業の つを形成している例も見受けられる。

将来的に目指す割合は平均 ％と約 倍の事業成長

が目指される。「 ％超」を目指す企業が ％ある反面、

従来どおり「 ％以下」の企業も約 割、拡大意欲は旺盛

だが急拡大は望まれていない。

年前と比較した地域活性関連の売上高は、「増加」

％、「不変」 ％、「減少」 ％。増加が減少を大

幅に上回ることから、企業における地域活性事業は確実

に成長していると考えられる。地域活性事業は縮小する

地域経済における新たな成長機会と位置付けられる。

地域活性事業における主要な収入源の数は 社平均

。回答を つまでに制約したため第 以降の収入源を

挙げられなかったことを考えると、ほとんどの企業が多

様な収入源を組み合わせて原資としながら地域活性事業

を展開している。

収入源の最多は半数弱が挙げた「自己資金（持ち出し）」。

そして「制作費」「広告費」「販売費」を 割以上の企業

が挙げ、「企画費」「協賛金」 割台、「補助金等」「寄付金」

割前後から構成される。収入源の種類を問うた設問なの

で実際の収入構成と一致しないが、現実問題として地域

活性事業の何割かは採算割れである様子がうかがわれる。

ヒアリングの結果、地域活性事業単体としては赤字のケ

ースもあるが、地域活性事業に取り組むことで得た新規

顧客や新たな印刷受注など派生的に生まれた収入を含め

て長期包括的に判断する必要があるのが現実で、地域活

0.0 20.0 40.0 60.0

その他

産学官連携

同業他社との連携

専門組織 （DMO等）に参画

経営者個人として

異業種と連携

経営者団体の一活動として

自社のみ

（％）

地域活性事業に関わる体制 n=73

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

その他

コーディネーター

プランナー

プロデューサー･ディレクター

印刷物・メディア制作

（％）

地域活性化に取り組む際の役割 n=73

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

かなり増えた

少し増えた

変わらない

少し減った

かなり減った

（％）

1年前と比較した地域活性事業の売上高 n=73

0.0 20.0 40.0 60.0

その他

役員のみ

制作・製造部

プロジェクト

経営者・役員のみ

営業部・企画部

（％）

地域活性事業に関わる部署 n=71
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性化の事業採算性評価は簡単ではない。

将来的な収入源は、 割が「企画費」を、 割強が「運

営費」を挙げる反面、「自己資金」は 割弱に減少する。

「制作費」「販売費」といった納品時に物体を伴うハード

面の請求は容易だが、企画や運営といったボランティア

に見られがちなソフト面のマネタイズが課題である。

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

寄付金

補助金・交付金・助成金

協賛金

運営費

企画費

販売費 （書籍、グッズなど）

広告費

制作費

自己資金 （持ち出し）

地域活性化の収入源（現在・将来） n=56

現在 将来 （％）

地域活性化の位置づけと取り組み内容

回答が分散したことは、地域活性事業は多様な解釈が

可能で位置づけが企業によって異なる状況を映し出して

いよう。本設問は択一としたが、現実的に地域活性化は

従来の企業活動の様々な意味合いを複合的に併せ持つ多

目的な事業と位置付けられるのではないか。

「営業活動の一環」「 の一環」が 割弱、「今後の投

資」「収益事業」が 割弱。「ボランティア」は 割弱に

過ぎなかった。地域活性化を持続性ある取り組みにする

には資金的な裏付けが不可欠である。前項と合わせ考え

ると、企業は短期的に地域活性化の資金の出し手になる

ことを許容しながらも、長期的には地域と本業に好影響

を及ぼすような位置づけを模索している。

地域活性事業の具体的な取り組みとしては、「フリーペ

ーパー」 割超、「観光活性・観光関連商品開発」「地元ス

ポーツチーム等のスポンサー」 割弱、「工場・会社見学

の受入れ・体験講座」「商店街活性化」「地元産品の通販」

割強。地域活性事業を通じて事業領域が拡大、本来の製

造業から少し離れた取り組みに発展している例が多い。

単に印刷物を作って納品するだけではなく、地域の経

済・文化に深く関与している様子がうかがわれる。

続く「 ・地域情報のポータルサイト運営」「位置情

報（ アプリ）の取得活用」、「地域オリジナル商

品･キャラクター開発」「地域紙誌、書籍（有料）」は、本

業である情報の加工技術を生かした取り組みである。

今後の取り組みとして、回答者の半数以上が選んだの

は「地域ブランディング」「商店街活性化」「観光活性・

観光関連商品開発」の つ。より深くまちづくりに関与

したい意向が強まっている。印刷にとらわれることなく

・動画・位置情報も駆使して地域活性化に取り組む意

向を見せている。

地域活性事業のメリットと課題

印刷会社が地域活性事業に取り組む際のメリットと課

題を、各 の選択肢から各 つまで選ぶ形で行った。

地域活性事業に取り組む企業の ％以上が「メリット」

に挙げた項目は「地域企業・団体との繋がりができる」「地

域の繁栄が自社の繁栄につながる」「事業領域が広がる」

「新規顧客開拓につながる」。本来は製造業である印刷会

社が異分野の地域活性事業に取り組むことで、地域での

新たなつながりが生まれ、新たな事業領域と顧客を発見、

地域と自社の繁栄につながるメリットを感じている。

取り組まない企業の ％以上が「メリット」に挙げた

項目は「地域企業・団体との繋がりができる」「会社の知

名度があがる」「新規顧客開拓につながる」「地域に恩返

しができ、喜ばれる」。取り組む企業と比べ、新たなつな

がりと知名度向上、喜ばれるといった直接的・非金銭的

な効果への理解を示すものの、事業領域の拡大、需要の

創造といった本業に対するインパクトへの期待が低い。

地域活性事業に取り組む企業 ％以上が「課題」に挙

げたのは「事業を企画、運営できる人材の不足」「十分な

売上、利益を得られない」、「結果が出るまで時間がかか

る」「持ち出しになることもある」。特に企画力と採算性

0.0 10.0 20.0 30.0

その他

所属団体の1活動

ボランティア

収益事業

今後の投資

CSRの一環

営業活動の一環

（％）

地域活性化の位置づけ n=70

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

その他

遊休資産活用（空家・廃校・民泊等）

VR（仮想現実）による地域情報発信
地域イベントの企画・運営・誘致

自社オリジナル商品･キャラクター開発

動画による地域情報発信

直営店舗の運営

地域ブランディング

地域紙誌、書籍（有料）

地域オリジナル商品･キャラクター開発

位置情報（GPS/GIS/アプリ）の取得活用
WEB・地域情報のポータルサイト運営

地元産品の通販

商店街活性化

工場･会社見学の受入れ､体験講座

地元スポーツチーム等のスポンサー

観光活性・観光関連商品開発

フリーペーパー（無料）

地域活性化の取り組み（現在・今後） n=73

現在取り組んでいる 今後取り組みたい （％）
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性化の事業採算性評価は簡単ではない。

将来的な収入源は、 割が「企画費」を、 割強が「運

営費」を挙げる反面、「自己資金」は 割弱に減少する。

「制作費」「販売費」といった納品時に物体を伴うハード

面の請求は容易だが、企画や運営といったボランティア

に見られがちなソフト面のマネタイズが課題である。

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

寄付金

補助金・交付金・助成金

協賛金

運営費

企画費

販売費 （書籍、グッズなど）

広告費

制作費

自己資金 （持ち出し）

地域活性化の収入源（現在・将来） n=56

現在 将来 （％）

地域活性化の位置づけと取り組み内容

回答が分散したことは、地域活性事業は多様な解釈が

可能で位置づけが企業によって異なる状況を映し出して

いよう。本設問は択一としたが、現実的に地域活性化は

従来の企業活動の様々な意味合いを複合的に併せ持つ多

目的な事業と位置付けられるのではないか。

「営業活動の一環」「 の一環」が 割弱、「今後の投

資」「収益事業」が 割弱。「ボランティア」は 割弱に

過ぎなかった。地域活性化を持続性ある取り組みにする

には資金的な裏付けが不可欠である。前項と合わせ考え

ると、企業は短期的に地域活性化の資金の出し手になる

ことを許容しながらも、長期的には地域と本業に好影響

を及ぼすような位置づけを模索している。

地域活性事業の具体的な取り組みとしては、「フリーペ

ーパー」 割超、「観光活性・観光関連商品開発」「地元ス

ポーツチーム等のスポンサー」 割弱、「工場・会社見学

の受入れ・体験講座」「商店街活性化」「地元産品の通販」

割強。地域活性事業を通じて事業領域が拡大、本来の製

造業から少し離れた取り組みに発展している例が多い。

単に印刷物を作って納品するだけではなく、地域の経

済・文化に深く関与している様子がうかがわれる。

続く「 ・地域情報のポータルサイト運営」「位置情

報（ アプリ）の取得活用」、「地域オリジナル商

品･キャラクター開発」「地域紙誌、書籍（有料）」は、本

業である情報の加工技術を生かした取り組みである。

今後の取り組みとして、回答者の半数以上が選んだの

は「地域ブランディング」「商店街活性化」「観光活性・

観光関連商品開発」の つ。より深くまちづくりに関与

したい意向が強まっている。印刷にとらわれることなく

・動画・位置情報も駆使して地域活性化に取り組む意

向を見せている。

地域活性事業のメリットと課題

印刷会社が地域活性事業に取り組む際のメリットと課

題を、各 の選択肢から各 つまで選ぶ形で行った。

地域活性事業に取り組む企業の ％以上が「メリット」

に挙げた項目は「地域企業・団体との繋がりができる」「地

域の繁栄が自社の繁栄につながる」「事業領域が広がる」

「新規顧客開拓につながる」。本来は製造業である印刷会

社が異分野の地域活性事業に取り組むことで、地域での

新たなつながりが生まれ、新たな事業領域と顧客を発見、

地域と自社の繁栄につながるメリットを感じている。

取り組まない企業の ％以上が「メリット」に挙げた

項目は「地域企業・団体との繋がりができる」「会社の知

名度があがる」「新規顧客開拓につながる」「地域に恩返

しができ、喜ばれる」。取り組む企業と比べ、新たなつな

がりと知名度向上、喜ばれるといった直接的・非金銭的

な効果への理解を示すものの、事業領域の拡大、需要の

創造といった本業に対するインパクトへの期待が低い。

地域活性事業に取り組む企業 ％以上が「課題」に挙

げたのは「事業を企画、運営できる人材の不足」「十分な

売上、利益を得られない」、「結果が出るまで時間がかか

る」「持ち出しになることもある」。特に企画力と採算性
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動画による地域情報発信
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地域紙誌、書籍（有料）

地域オリジナル商品･キャラクター開発

位置情報（GPS/GIS/アプリ）の取得活用
WEB・地域情報のポータルサイト運営

地元産品の通販

商店街活性化

工場･会社見学の受入れ､体験講座

地元スポーツチーム等のスポンサー

観光活性・観光関連商品開発

フリーペーパー（無料）

地域活性化の取り組み（現在・今後） n=73

現在取り組んでいる 今後取り組みたい （％）

が課題として認識されている。

取り組んでいない企業の ％弱以上が「課題」に挙げ

たのは「事業を企画、運営できる人材の不足」「十分な売

上、利益を得られない」「自社オリジナルコンテンツがな

い」「関係者の利害調整が難しい」。取り組む企業と比べ、

採算性より企画力・コンテンツ力、調整力など自社のリ

ソースとノウハウ面を課題として捉える傾向にある。

取り組まない企業では「関係者の利害調整が難しい」

「地域キーマン（企業･団体）と繋がりがない」「公的機

関の理解や協力を得にくい」「社内の理解や協力を得にく

い」といったステークホルダーとの関係性を課題にする

回答が合わせて ％あり、取り組む企業の ％と大

きな開きがある。

考察・今後の展開

本研究結果から、企業による地域活性化の取り組みは

広がりを見せ、企業に成長機会をもたらしていることが

容易に想像される。しかし地域活性事業の何割かは企業

が費用を一定程度負担することで成り立っていることも

明らかになった。その採算性は企業にとって好ましくな

いが、地域活性事業をボランティアと位置付ける企業は

割弱しかなかった。

一方、取り組んでいない企業は未知の地域活性事業に

おけるノウハウやリソース、ステークホルダーとの関係

性に不安を感じていた。取り組む企業は採算性を課題に

挙げる傾向が強かった。このことから地域活性事業への

取り組みが事前の不安を解消していくにしたがい、課題

が事業採算性に移っていくと考えられる。

取り組む企業では、従来の事業領域に留まっては創出

しえなかった地域での新たなつながり形成など長期的に

自社に還流される派生的な効果を複数認め、金銭的な収

支と非金銭的な収支を包括的に評価することで採算性の

課題を解決しようと試みている。この暗黙知的な地域活

性事業の採算性評価ノウハウは、取り組みの有無や成否

を大きく分ける因子になっている可能性があるだろう。

本研究では、中小企業の代表的業種の一つである印刷

会社の調査を通じて企業による地域活性化の取り組み状

況を考察した。印刷会社においても規模による経営資源

の違いがあるし、他業種においても業種特性の違いを考

慮する必要はあるが、企業の稼ぐノウハウと保有する経

営資源を地域活性化に使うことは持続性ある地域活性化

を考えるうえで業種に関係なく考えるべきことである。

今後、企業による持続的な地域活性化のモデル化、民

間企業と地域活性化の関係のあり方、地域活性化の取り

組みが地域と経営に与えるインパクト、地域活性事業の

採算性評価などについて研究を進めたいと考えている。
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中海で取り組まれている海藻肥料による地域活性化の取組みについて考察する

松本茂樹（関西国際大学）

Keyword：環境問題 、 NPO 、政策アドボカシー、地域マネジメント

【問題】 地球規模で環境破壊が進み、環境問題の解決

には、各国の政府、自治体、政治家、専門家などが果た

す役割は大きい。しかし、行政や政治にまかせておけば

解決するわけではなく、行政や政治以上に、市民、NPO、

企業、大学の役割が重要である。環境問題は、地球規模

の問題ではあるが、それぞれの地域の問題でもあるので、

問題解決のためには、地域マネジメントが機能している

かどうかがポイントではないか。どのようにすれば、NPO、

企業は、行政や大学、専門家などの地域のステークホル

ダーと連携して地域マネジメントを行い、環境問題を解

決することができるのであろうか。

【目的】 本稿では、鳥取県境港市に拠点を構えるNPO 法

人未来守りネットワークが、政府、自治体、企業、大学

を巻き込んで中海の環境問題解決の地域マネジメントを

構築し、地域活性化に貢献しているので、この取組みに

ついて調査を行い考察する。

【背景】 島根県と鳥取県にまたがる日本の湖沼の全国5

位の中海においては、第2次世界大戦後の食糧不足を解

決するために、1963年に「中海干拓淡水化事業」が開始

された。しかし、干拓5地域のうち4地域の干拓埋め立

ては完成したが、最大の干拓予定地の本庄地域について

は、2000年に中止が決定された。また、2009年に中海宍

道湖淡水化計画も中止になった。理由は、この事業が開

始された2年後の1970年に減反政策・開田抑制の方針が

出されたことと、事業進行中における環境重視の社会へ

の変化である。

中海は、この干拓事業により、元の地形と水の流れが

大きく変わり、岸沿いの浅場とそこに生えていたアマモ

が消失し、名産のサルボウガイ（アカガイ）が姿を消し

た。また、工場用地や宅地造成のために土砂を湖底から

取ったことから、800万㎥の巨大な浚渫窪地が残された。

同時に、生活環境の変化により、家庭排水、工業排水、

農薬が流れ込み、一部の地域は「死の海」になった。河

川、汽水湖の汚染が著しく、アカヒレタビラなど日本固

有の魚介類が希少危惧種に指定され、存在自体が危ぶま

れている。

このような状況下で、2004年に鳥取県境港市でNPO法

人未来守りネットワークが設立され、政府、自治体、企

業、大学と連携して中海の水質浄化の活動に取り組み、

地域活性化を図っている。具体的には、中海の水質浄化

のために、アマモ・コママモという海藻を植え、異常繁

殖した海藻を腐る前に回収し、これを海藻肥料にして海

藻農法という有機農法に活用し、農産物のブランド化な

どに大きな成果を出している。

【研究方法】 2009年よりNPO法人未来守りネットワー

クの活動に参加し、同法人の活動について調査してきた。

具体的には、①海藻肥料製造の工程②漁業環境の実態③

海藻農法の普及④漁業、農業以外で海藻肥料に関わる変

化⑤行政、政治、企業、NPO、市民、大学専門家の連携に

ついての調査である。

また、大きな成果を出している同NPO法人の活動を、

2012年のレスリー・ R. クラッチフィールド、ヘザー・

マクラウドグラント共著「世界を変える偉大なNPOの条

件：圧倒的な影響力を発揮している組織が実践する6つの

原則」の以下の原則に則して分析した。

1.政策アドボカシーとサービスを提供する

2.市場の力を活用する

3.熱烈な支持者を育てる

4.NPOのネットワークを育てる

5.環境に適応する技術を身につける

6.権限を分担する

【調査内容】

1.海藻肥料製造の工程：中海で海藻を採取し、これを天

日乾燥させ、裁断して袋詰めする作業を体験し、機械化

について調査した。

中海での海藻採集（藻狩り）は、船上からは効率が悪

く、湖底からバキュームで吸い上げる方法が効果的であ

る。また、夏の作業について、海上は日差しをさえぎる

ものもないので、作業環境として影を作る工夫が必要で

ある。乾燥については、専ら天日乾燥であるが、天候に

左右されることもあり、室内乾燥の必要性を感じた。裁

断・袋詰めは機械化できる工程である。

2.漁業環境の実態：中海での作業現場等で、漁業関係者

に中海の環境の変化等についてインタビューした。

中海の環境は、浅場は透明度が上がるなど徐々に改善

しているが、窒素やリンなどの濃度が高く、海藻が異常
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の問題ではあるが、それぞれの地域の問題でもあるので、

問題解決のためには、地域マネジメントが機能している

かどうかがポイントではないか。どのようにすれば、NPO、

企業は、行政や大学、専門家などの地域のステークホル

ダーと連携して地域マネジメントを行い、環境問題を解

決することができるのであろうか。

【目的】 本稿では、鳥取県境港市に拠点を構えるNPO 法

人未来守りネットワークが、政府、自治体、企業、大学

を巻き込んで中海の環境問題解決の地域マネジメントを

構築し、地域活性化に貢献しているので、この取組みに

ついて調査を行い考察する。

【背景】 島根県と鳥取県にまたがる日本の湖沼の全国5

位の中海においては、第2次世界大戦後の食糧不足を解

決するために、1963年に「中海干拓淡水化事業」が開始

された。しかし、干拓5地域のうち4地域の干拓埋め立

ては完成したが、最大の干拓予定地の本庄地域について

は、2000年に中止が決定された。また、2009年に中海宍

道湖淡水化計画も中止になった。理由は、この事業が開

始された2年後の1970年に減反政策・開田抑制の方針が

出されたことと、事業進行中における環境重視の社会へ

の変化である。

中海は、この干拓事業により、元の地形と水の流れが

大きく変わり、岸沿いの浅場とそこに生えていたアマモ

が消失し、名産のサルボウガイ（アカガイ）が姿を消し

た。また、工場用地や宅地造成のために土砂を湖底から

取ったことから、800万㎥の巨大な浚渫窪地が残された。

同時に、生活環境の変化により、家庭排水、工業排水、

農薬が流れ込み、一部の地域は「死の海」になった。河

川、汽水湖の汚染が著しく、アカヒレタビラなど日本固
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のために、アマモ・コママモという海藻を植え、異常繁

殖した海藻を腐る前に回収し、これを海藻肥料にして海

藻農法という有機農法に活用し、農産物のブランド化な

どに大きな成果を出している。

【研究方法】 2009年よりNPO法人未来守りネットワー

クの活動に参加し、同法人の活動について調査してきた。

具体的には、①海藻肥料製造の工程②漁業環境の実態③

海藻農法の普及④漁業、農業以外で海藻肥料に関わる変

化⑤行政、政治、企業、NPO、市民、大学専門家の連携に

ついての調査である。

また、大きな成果を出している同NPO法人の活動を、

2012年のレスリー・ R. クラッチフィールド、ヘザー・

マクラウドグラント共著「世界を変える偉大なNPOの条

件：圧倒的な影響力を発揮している組織が実践する6つの

原則」の以下の原則に則して分析した。

1.政策アドボカシーとサービスを提供する

2.市場の力を活用する

3.熱烈な支持者を育てる

4.NPOのネットワークを育てる

5.環境に適応する技術を身につける

6.権限を分担する

【調査内容】

1.海藻肥料製造の工程：中海で海藻を採取し、これを天

日乾燥させ、裁断して袋詰めする作業を体験し、機械化

について調査した。

中海での海藻採集（藻狩り）は、船上からは効率が悪

く、湖底からバキュームで吸い上げる方法が効果的であ

る。また、夏の作業について、海上は日差しをさえぎる

ものもないので、作業環境として影を作る工夫が必要で

ある。乾燥については、専ら天日乾燥であるが、天候に

左右されることもあり、室内乾燥の必要性を感じた。裁

断・袋詰めは機械化できる工程である。

2.漁業環境の実態：中海での作業現場等で、漁業関係者

に中海の環境の変化等についてインタビューした。

中海の環境は、浅場は透明度が上がるなど徐々に改善

しているが、窒素やリンなどの濃度が高く、海藻が異常

繁殖することにつながっている。また、腐敗した海藻に

よる湖底のヘドロはかなりたまっており、このヘドロの

改善には相当時間を要するものと考えられる。また、中

海漁業協同組合に約200の漁業者が加入しているが、干拓

事業開始時に、漁業補償の代わりに漁業権を放棄してい

るので、それ以降は県の承諾がなければ自由な活動はで

きない状況にある。

3.海藻農法の普及：海藻肥料を使った海藻農法のセミナ

ー等に同行し、普及の状況を調査した。

海藻肥料による海藻農法は、当地では戦前まで普通に

行われていたが、農協による化学肥料と農薬を使う農業

の普及で廃れていた。各地で開くセミナーは、年を追っ

て年々盛況になり、農業の再生に取り組む地域が増えて

きている。

中海が、2005年にラムサール条約湿地に登録されたこ

とから、斐伊川水系生態系ネットワーク形成による大型

水鳥類を通じた地域振興について、観光振興と農業振興

が進められている。

観光振興地域づくりについては、エコツーリズムとし

て、ツアー企画や誘致対策、施設整備等をインバウンド

も含めて推進している。農業振興地域づくりについては、

海藻農法の導入による農業振興は、先行地への支援・充

実を図りながら、ブランド農産物の高価格販売を通じた

中長期的な農業活性化を目標として進めている。海藻農

法による作付面積は、2016年現在、島根・鳥取両県で水

稲80ha、野菜類・根菜類・果樹類が20haの合計100haま

で広がり、5年後には600haを目標としている。ブランド

化については、JR西日本の「米子駅なかマルシェ」で、

海藻米が１合1,000円で販売されたり、またトワイライト

エキスプレス瑞風のレストランにこの海藻米が採用され

るなど先行する成果が出てきている。

4.漁業、農業以外で海藻肥料に関わる変化

中海が「死の海」と化し、海水浴が出来ない状態が44

年続いたが、水質の浄化により2011年に海水浴が復活し

た。これは観光の分野において、バードウォッチング以

外のエコツーリズムの推進が可能になったことである。

5.行政、政治、企業、NPO、市民、大学専門家の連携につ
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以上の調査により、6つの原則に則してNPO法人未来守

りネットワークの活動について分析を行う。

1.政策アドボカシーとサービスを提供する

つまり、サービスを提供するだけでなく、政府に政策
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る。政策アドボカシーについて、これまでどのように進
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「自然再生推進法」が2002年に制定され、2004年にNPO

法人未来守りネットワーク設立。NPO法人自然再生センタ

ーの呼びかけで2007年6月に「中海自然再生協議会」設立。

2008年11月には、環境省・国土交通省・農林水産省、島

根県・鳥取県、松江市・安来市・米子市・境港市とNPO

法人未来守りネットワーク、市民団体が加わって「よみ

がえれ、豊かで遊べるきれいな中海」を合い言葉にした

全体構想を策定した。2011年2月には、NPO法人未来守り

ネットワークが中心になって、漁業者、農業者、加工協

力企業、飲食・小売業を組織化して、中海の海藻肥料を

使用する海藻農法の普及に向けた地域連携体「海藻農法

普及協議会」を発足させた。中海・宍道湖の環境改善を

海藻肥料化「海藻農法」の普及により実現する中海・宍

道湖環境と経済の地域循環構想を示すと、下記の図ー１

となる。

図ー１中海・宍道湖「環境と経済の地域循環」構想図

具体的には、以下のような5つの循環が行われるよう

な構想である。

①環境悪化の原因となっている海藻を回収⇒中海・宍道

湖の水環境の改善

②海藻特殊肥料に加工⇒廃棄物を資源化して有効活用
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③海藻特殊肥料を使用する農業の普及⇒消費者に「安全・

安心」な農作物の提供⇒農産物の高付加価値化、生産性

向上⇒農業収入の向上

④農薬・化学肥料の使用量削減⇒土壌や河川の環境負荷

低減

⑤中海・宍道湖の水環境をさらに改善⇒漁獲量の増加

これらにより、地域の環境改善と経済の振興が同時かつ

循環的に進展する。

2012年3月の「中海自然再生事業実施計画」では、5つ

の推進の柱（大きな目標）の下に、自然再生を進めるこ

ととし、4つの実施計画が作られた。

5つの推進の柱

・水辺の保全・再生と汽水域生態系の保全

・水質と底質の改善による環境再生

・水鳥との共存とワイズユース

・将来を担う子ども達と進める環境学習の推進

・循環型社会の構築

4つの実施計画

・海藻藻類（アマモ・コアマモ）の保全・再生事業

・海藻類の回収及び利用事業

・砂浜の保全・再生事業

・浚渫窪地の環境修復事業

この4つの実施計画を進める主体は、中海で活動する3

つのNPO法人で、国または地方公共団体との協働あるい

は支援の下で、事業を進めるとなっている。まさに、サ

ービスを提供するだけでなく、政府、自治体と協力して

政策転換を促している。

2.市場の力を利用する

つまり、市場の力を活用し、企業を敵視したり無視し

たりせず、強力なパートナーとみなすことである。

同NPO法人は、海藻藻類（アマモ・コアマモ）の保全・

再生事業と海藻類の回収及び利用事業を行っているが、

前者はボランティア活動として地元の企業とも連携して

行い、後者は企業と組んで利益を追求する事業として、

海藻類の回収と海藻肥料の事業化を図っている。NPOが市

場と協力して、「善をなしながら儲ける」ことを行ってい

る。これは、後述する2016年の株式会社なかうみ海藻の

めぐみの設立に繋がっている。

3.熱烈な支持者を育てる

活動を支援してくれる個人が有意義な体験を行えるよ

う工夫し、彼らを大義のために動いてくれる熱烈な支持

者に変えていく。

同NPO法人では、青少年の育成として、こどもを中心

にしたアマモ・コアマモの再生事業をイベントとして開

催したり、2011年から海開きの開催を行い、子供たちに

水質浄化に取り組むことにより、海水浴が可能になった

ことを環境学習として取り組んでいる。2012年からは、

大学生のインターンシップを受け入れている。これは、

地域社会の課題をビジネスの手法で解決するコミュニテ

ィビジネスを、中海で実際に体験する非常に貴重なプロ

グラムになっている。このインターンシップで、理事長

の志を聞き、全体構想を理解して現場で作業を体験した

学生は、この事業のミッションの大きさに感動し、熱烈

な支持者になっている。また、海藻農法のセミナーや海

藻農法の市を数多く開催し、支持者が広がっている。

4.NPOのネットワークを育てる

NPOのネットワークを築き、他のNPO組織を、希少な資

源を競い合うライバルではなく仲間として扱うことであ

る。中海で活動する3つのNPO法人は、お互いに役割があ

り補完しあえる協力者となっている。

①NPO法人未来守りネットワーク

境港の企業人が中心になって、地元の自然再生に投資

してまちづくりを行うことを目的に発足した。地元の子

ども達、漁協、企業の協力を得て、中海でアマモ・コア

マモ再生事業に取り組んでいる。同時に海藻を回収し、

海藻肥料にする事業を展開中である。

②NPO法人自然再生センター

大学研究者や市民運動を進めてきた人々が中心となっ

て設立され、中海自然再生協議会の設立を呼びかけ、事

務局を担っている。

③NPO法人中海再生プロジェクト

2002年に「10年で泳げる中海」を目標として、地元住

民と一緒に中海体験クルージングや環境フェスタ、中海

アダルトプログラムなどの活動を行っている。

5.環境に適応する技術を身につける

変化する環境に適応し、戦略的であると同時に革新的

かつ機敏に動くことである。

同法人は、海藻肥料の事業を積極的に進めているが、

変化する環境に適応し戦略的、革新的に活動している。

具体的には、2016年に株式会社なかうみ海藻のめぐみを

設立し、2017年1月にしまね大学発・産学連携ファンドか

ら10億2千万円の投資を受け入れ、海藻肥料の開発・製造・

販売を行うこととし、島根大学生物資源科学部の協力を
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る。中海で活動する3つのNPO法人は、お互いに役割があ

り補完しあえる協力者となっている。

①NPO法人未来守りネットワーク

境港の企業人が中心になって、地元の自然再生に投資

してまちづくりを行うことを目的に発足した。地元の子

ども達、漁協、企業の協力を得て、中海でアマモ・コア

マモ再生事業に取り組んでいる。同時に海藻を回収し、

海藻肥料にする事業を展開中である。

②NPO法人自然再生センター

大学研究者や市民運動を進めてきた人々が中心となっ

て設立され、中海自然再生協議会の設立を呼びかけ、事

務局を担っている。

③NPO法人中海再生プロジェクト

2002年に「10年で泳げる中海」を目標として、地元住

民と一緒に中海体験クルージングや環境フェスタ、中海

アダルトプログラムなどの活動を行っている。

5.環境に適応する技術を身につける

変化する環境に適応し、戦略的であると同時に革新的

かつ機敏に動くことである。

同法人は、海藻肥料の事業を積極的に進めているが、

変化する環境に適応し戦略的、革新的に活動している。

具体的には、2016年に株式会社なかうみ海藻のめぐみを

設立し、2017年1月にしまね大学発・産学連携ファンドか

ら10億2千万円の投資を受け入れ、海藻肥料の開発・製造・

販売を行うこととし、島根大学生物資源科学部の協力を

得ながら、事業を進めていくことになった。この資金調

達により、課題であった機械化を進めることができ、大

量生産が可能になった。更なる海藻農法の普及に弾みが

ついたことになる。

6.社会変革の強力な推進者となるため、リーダーの権限

を分担する。

同NPO法人の職員は、極めて少人数であり、理事長が

全般的なリーダーシップを発揮している。今後の事業展

開の中で権限の分担が必要になってくるので、この点が

課題であると考える。

【考察・今後の展開】

NPO法人未来守りネットワークの活動は、環境庁、国土

交通省、農林水産省、島根鳥取両県の中海・宍道湖地域

の行政、大学、企業、農家、漁業者を巻き込んで、環境

改善運動から農業、観光を中心とした地域活性化運動の

ハブになっている。同NPO法人を「世界を変える偉大な

NPOの条件：圧倒的な影響力を発揮している組織が実践す

る6つの原則」の6つの原則に則して分析したが、①～

⑤については、、まさに該当していると考察する。⑥につ

いては、この活動の範囲と規模ががますます大きくなっ

ていくことが予想されるので、今後の課題として該当す

るように成長することを期待する。

NPO法人未来守りネットワークが、今後とも影響力の大

きいNPOとして、レバレッジを使って、政府、地方自治

体、企業、大学、専門家に影響を与え、変化を起こさせ

ることによって、小さな規模でより大きな成果を生み出

していくことを期待する。

図ー２ てこの力で影響力を高める

また、地域マネジメントの観点から、環境問題解決

の地域マネジメント図を図ー3に示す。中海浄化・地
域活性化という地域目標を達成するために、政策アド

ボカシーを行いコーディネーターの役割を行うNPO
法人未来守りネットワークが、他のNPOとも連携し
て、環境省、国土交通省、農林水産省、島根県、鳥取

県、中海・宍道湖沿岸の地方自治体、島根大学、鳥取

大学、企業、市民、コミュニティを巻き込んで、地域

の連携マネジメント活動を行っていく。行政が上にく

るのではなく、同じレベルでマネジメントに参加し、

協働してそれぞれの役割を十分に果たすことが地域目

標の達成に繋がる。また、これはプロジェクトである

ので、達成目標を数値化し、役割分担を明確にして、

期日を入れた工程表を作成し、見える化していく必要

がある。

図ー3 環境問題解決の地域マネジメント
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地域の子どもたちの手づくり提灯で彩る「ていね夏あかり」を支える学生の取組みに関する研究 

濱谷雅弘（北海道科学大学） 

Keyword： 地域文化資源、地域貢献、地域交流 

 

【問題・目的・背景】 
本学人間社会学科では、地域住民と協働してまちづくり

課題などを解決していける調査・分析能力とコミュニケー

ション力のある人材の育成を目指している。その教育目標

に沿った教育とまちづくり実習の現場として、地域の子ど

もたちを中心に市民と学生達も一緒に手作りちょうちんを

毎年制作し、札幌市手稲区役所とＪＲ手稲駅に近い「てっ

ぽく広場」（旧手稲鉄北小跡地）で 7月の海の日前日の日曜

日に約 1万個の提灯が一斉に灯されるお祭りが「ていね夏

あかり」である。 

本研究は、手稲区の夜空を一晩だけやさしいロウソクの

灯りで彩る、手稲区民手づくりのまちづくりとそれを 25

年前からサポートする学生達の地域貢献・交流活動に関す

る調査研究結果である。 

図１．会場を彩る子どもたちの手づくり提灯と会場模型 

【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．「ていね夏あかり」の誕生から今日まで25年間の歩み

に関する調査を開催記録データなどにより実施 

2．手作り提灯の制作個数の推移に関する調査を実施 

3．提灯の展示会場の移り変わりに関する調査を実施 

4．実行委員会の顔ぶれの変化に関する調査を実施 

5．運営経費の捻出方法などに関する調査を実施 

6．学生の支援活動の内容と変化に関する調査の実施 

 以上の調査結果から学生が関わることによる「ていね

夏あかり」という地域文化資源の創造と持続性について

その意義と成果を検証、分析する。特に学生がこの取組

みによって何を習得したのか、また参加した子どもたち

にとってどんな成果があったのかについて考察する。 

【研究・調査･分析結果】 

1．ていね夏あかりの概要 

「ていね夏あかり」は、1992年（H４年）に当時の北海道

工業大学・建築工学科・大垣研究室の大学院生と学生達

が手稲区民祭りの会場：区役所駐車場で学生自らが考案 

図２．考案した提灯  した手作り提灯 450 個を展示

点灯したのが始まりである。

当時は１保育園と１児童会

館だけが参加している。 

平成28年第25回目という節

目を迎えたこのお祭りの目

的は、手稲の子どもたちが自ら「ちょうちん」をつくり、

それを展示・点灯することで子どもたちに夢と感動を与

え、手稲への愛着を育むことであり、提灯の数を年々増

やし、手稲の文化・誇りを育てていこうという子どもた

ちと市民と学生による手づくりのまちづくりである。 

２．制作個数の推移      

以下に「ていね夏あかり」の20年間の成長過程を示す。

累積制作個数は、約115,000個である。 

図３．20年間の提灯制作個数の推移 

第 3回（H6年）から初めて区内の小学校 7校が参加し、

第 7回（H10年）からは、手稲区内の全小学校 16校が参

加し、制作個数も5,719個まで増加している。第13回（H16 

年）からは、区内全児童会館14館も参加している。 

2012年（H24年）以降の推移は、次の通りである。 

第 21回（H24年）提灯個数:10,131個、制作団体:46 

第 22回（H25年）提灯個数:10,039個、制作団体:46 

第 23回（H26年）提灯個数:10,044個、制作団体:47 

第 24回（H27年）提灯個数:10,003個、制作団体:47 

第 25回（H28年）提灯個数:10,358個、制作団体:48 
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れている。第8回（H11年）だけは、当時の事情により手

稲プロムナードにて開催されている。 

図４．第24回会場の状況  図５．第25回会場の状況 

４．実行委員会の顔ぶれ 

 「ていね夏あかり」は、実行委員会方式で企画・運営・

実施されており、学生達を含め以下の団体等が 4 月末か

ら準備を始める。 

・手稲区内小学校16校・手稲区 PTA連合会・手稲区内小

学校PTA16校・手稲区内児童会館16館・北海道科学大学：

濱谷研究室、谷口研究室、旅行研究同好会、AC・藤女子

大学：橋本研究室、船木研究室・手稲区スポーツ推進委

員会・手稲おやじの会・札幌シニア大学手稲区同窓会・

手稲区親と子のつどい「すばる」・札幌市子ども会育成

連合会手稲区支部・手稲地区青少年育成委員会・手稲鉄

北地区青少年育成委員会・札幌市手稲老人福祉センタ

ー・手稲区連合町内会連絡協議会・手稲区老人クラブ連

合会・NPOワーカーズコープ・札幌市自立支援協議会手稲

区地域部会・その他労力提供が可能な団体 

 実行委員会に出席する団体ではないが毎年、北海道科

学大学の人間社会学科の有志と藤女子大学（花川キャン

パス）の有志も多数、サポートしてくれている。 

５．運営経費について 

運営経費は、年によって多少ばらつきがあるが、毎年

約 130 万円の予算で実施しており、この経費は手稲区内

の病院や企業・各種団体などからの協賛金と札幌市から

の助成金及び屋台収益からのカンパ金で賄っている。 

 協賛金集めの活動は、各実行委員が分担し合って区内

の病院や企業などを6月～7月に訪問している。 

６．学生の支援活動 

 北海道科学大学と藤女子大学（花川キャンパス）の学

生は、以下の準備作業や子どもたちへの提灯作りの指導

と補助、会場設営と撤収作業などを担っている。 

6-1．事前準備作業 

①会場配置計画のコンペ（5月:3研究室で協議） 

②会場模型の制作（5月:谷口研究室） 

③ポスターの制作（5月：藤女子大） 

④宣伝用パネル制作（6月：濱谷研究室） 

⑤障子紙（和紙）カット（6月：濱谷研究室/旅研） 

⑥提灯材料発注、仕分け、配送（6月:北科大） 

⑦提灯合同制作講習会・交流会（6月：2大学） 

⑧展示用部材[門型]の制作（7月:北科大） 

⑨会場模型・パネル展示：手稲駅‘あいくる’ 

（7月:北科大） 

⑩小学校・児童会館等訪問指導（6～7月:2大学） 

6-2．本番前日の作業 

 毎年80名ほどの学生は、本番前日に「ていね夏あかり」

会場の「てっぽく広場」にて区内の子どもたちや市民・

学生が制作した約 1 万個の手作り提灯を展示する部材を

本学キャンパス内の部材置場から会場に運び込み、1日か

けて組立て作業を実施する。 

この会場設営作業が当「ていね夏あかり」で最もきつ

く、疲労を伴い、かつ十分注意しないと事故につながる

工程も含まれている。今後は、手稲区民や他の実行委員

もこの前日作業を担ってもらうことも実行委員会の課題

として協議する時期に来ている。 

6-3．夏あかり当日の作業 

 開催日当日は、早朝から「てっぽく広場」に設置した

提灯展示部材に提灯制作団体名（小学校名など）を記し

た文字提灯を展示計画立面・配置図とおりに取り付ける

作業から学生は開始する。それは、「ここからここまで

が〇〇小学校の子どもたちの提灯取付け展示場所です」

と一目で分かるようになっている。その後の作業は以下

のとおりである。提灯の取り付け展示作業にはロウソク

入れも含まれている。 

①赤提灯（タワー提灯）の展示 

②置き提灯の展示 

③協賛企業・団体提灯の展示 

④展示作業ができない参加団体提灯の展示 

⑤不具合提灯のチェックと補修 

⑥当日制作コーナーの設営と制作指導・補助と展示 

⑦屋台（模擬店）の設営と営業・撤収 

⑧提灯への火入れ作業（市民、学校関係者と協働） 

⑨フードコート設営・撤収（屋台関係者と協働） 

 特に展示したのに火を入れられない状態の不具合提灯

は極力減らしたいが数が数だけに完璧なチェックは、学
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生だけでは無理がある。展示作業を担当する学校関係者

や市民には補修して展示するか、不具合提灯にはロウソ

クを入れないもしくは、提灯の底の部分に取り付けてあ

る風対策の固定輪ゴムの展示部材止めを実施しないなど

の指導を行っている。輪ゴムで展示部材に固定されてい

ない提灯は補修が必要だとすぐ分かるようにしている。 

6-4．夏あかり翌日の作業 

 小学校や児童会館など一部の展示提灯は、「ていね夏

あかり」の本番終了時に関係者によって取り外されたり、

子どもたちとその家族が展示部材からロウソクを点けた

まま取り外して持ち帰る。残った展示提灯は、翌日朝一

で全て取り外し、運搬・保管用大型段ボールに入れて会

場から運び出される。当然学生達も朝一で提灯取り外

し・梱包作業を実施し、終わり次第展示部材の解体・撤

収・運搬片付け作業を夕方まで担当する。 

 最近は、この手稲区の新たな地域文化の創出を図った

市民手づくりのまちづくりに関わる学生の人数も増えた

こともあり、大変な労力が要る会場設営作業とは違い、

会場撤収作業は意外と早く完了する。 

早く作業が終える背景には、毎年恒例となっている大

学キャンパス内での大規模な打上げバーベキュー（ご苦

労さん会）がセットされていることもあると考えられる。 

 実際に「ていね夏あかり」をサポートし、地域貢献・

交流活動を実践する学生達の様子を以下に示す。 

図６．会場模型の制作・展示  図７．障子紙切り 

図８．材料仕分け作業    図９．合同制作講習会 

図 10．展示部材の制作   図 11．手稲駅パネル展示 

図 12．小学校訪問指導１  図 13．小学校訪問指導２ 

図 14．会場設営（前日）  図 15．当日制作体験教室 

 図16．赤提灯火入れ    図17．学生の屋台運営 

 

【考察・今後の展開】 

７．地域貢献・交流活動の成果と考察 

この活動に参加し、実際に手稲区内の小学校や児童会

館などを訪問し提灯制作指導・補助した学生達の指導体

験レポートの代表的な回答は、以下のとおりである。 

学生A「今年は、訪問3回目ということで、子どもたち

との接し方なども十分理解していたので非常にやりやす

かった。子どもたちは、提灯作りに熱心に取り組んでい

るので、教える側の自分達も気合いが入った。」 

学生B「生徒の中には毎年経験している子もいて、ある

程度分かっているので指導がしやすかった。このお祭り

は小学校の児童などみんなが関わる夏の恒例行事になっ

ていることを改めて今回実感した。」 

学生C「多くの子どもたちや大人の方達と関わることが

できました。子どもたちへの指導の時みんな無邪気にな

ついてくれて私達を迎え入れてくれたのが本当にうれし

かったです。」 

この 3 名以外の多くの参加学生も一様にまちづくりの

現場で子どもたちや地域住民、実行委員の方々などとの

交流がとても新鮮で楽しく、コミュニケーション力やチ

ームワーク、現場作業ルール厳守の重要性などが学べ、

将来に活かせる生きた現場体験だったと回答している。 

206



生だけでは無理がある。展示作業を担当する学校関係者

や市民には補修して展示するか、不具合提灯にはロウソ

クを入れないもしくは、提灯の底の部分に取り付けてあ

る風対策の固定輪ゴムの展示部材止めを実施しないなど

の指導を行っている。輪ゴムで展示部材に固定されてい

ない提灯は補修が必要だとすぐ分かるようにしている。 

6-4．夏あかり翌日の作業 

 小学校や児童会館など一部の展示提灯は、「ていね夏

あかり」の本番終了時に関係者によって取り外されたり、

子どもたちとその家族が展示部材からロウソクを点けた

まま取り外して持ち帰る。残った展示提灯は、翌日朝一

で全て取り外し、運搬・保管用大型段ボールに入れて会

場から運び出される。当然学生達も朝一で提灯取り外

し・梱包作業を実施し、終わり次第展示部材の解体・撤

収・運搬片付け作業を夕方まで担当する。 

 最近は、この手稲区の新たな地域文化の創出を図った

市民手づくりのまちづくりに関わる学生の人数も増えた

こともあり、大変な労力が要る会場設営作業とは違い、

会場撤収作業は意外と早く完了する。 

早く作業が終える背景には、毎年恒例となっている大

学キャンパス内での大規模な打上げバーベキュー（ご苦

労さん会）がセットされていることもあると考えられる。 

 実際に「ていね夏あかり」をサポートし、地域貢献・

交流活動を実践する学生達の様子を以下に示す。 

図６．会場模型の制作・展示  図７．障子紙切り 

図８．材料仕分け作業    図９．合同制作講習会 

図 10．展示部材の制作   図 11．手稲駅パネル展示 

図 12．小学校訪問指導１  図 13．小学校訪問指導２ 

図 14．会場設営（前日）  図 15．当日制作体験教室 

 図16．赤提灯火入れ    図17．学生の屋台運営 

 

【考察・今後の展開】 

７．地域貢献・交流活動の成果と考察 

この活動に参加し、実際に手稲区内の小学校や児童会

館などを訪問し提灯制作指導・補助した学生達の指導体

験レポートの代表的な回答は、以下のとおりである。 

学生A「今年は、訪問3回目ということで、子どもたち

との接し方なども十分理解していたので非常にやりやす

かった。子どもたちは、提灯作りに熱心に取り組んでい

るので、教える側の自分達も気合いが入った。」 

学生B「生徒の中には毎年経験している子もいて、ある

程度分かっているので指導がしやすかった。このお祭り

は小学校の児童などみんなが関わる夏の恒例行事になっ

ていることを改めて今回実感した。」 

学生C「多くの子どもたちや大人の方達と関わることが

できました。子どもたちへの指導の時みんな無邪気にな

ついてくれて私達を迎え入れてくれたのが本当にうれし

かったです。」 

この 3 名以外の多くの参加学生も一様にまちづくりの

現場で子どもたちや地域住民、実行委員の方々などとの

交流がとても新鮮で楽しく、コミュニケーション力やチ

ームワーク、現場作業ルール厳守の重要性などが学べ、

将来に活かせる生きた現場体験だったと回答している。 

この今年で第26回目を迎える「ていね夏あかり」のま

ちづくり活動を支え、持続させてきた条件や背景が垣間

見えてきたので以下に整理してみる。 

7-1．ちょうちんという「もの」としての有効性 

①誰でも比較的簡単につくれること 

②好きな絵が描けること（オリジナリティー性） 

③平面が立体に変化する面白さがあること 

④灯りの特性があること（ロウソクの灯り効果） 

⑤群となった時に空間的魅力があること 

特に提灯がテーマに沿った展示部材の配置によって群

となり 1 万個の提灯が灯る光景は、会場に来て頂いた市
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図 18．タワー提灯１    図 19．地べたの置き提灯 
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③ちょうちんづくりの習熟とこども同士の交流 

④ちょうちん制作後の灯入れ時の歓声と感動 

⑤お祭りや文化への関心が生まれ、お祭りへの参加意欲

が増し、手稲への愛着の芽生え 
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図 20．会場の雰囲気   図21．タワー提灯２ 

平成9年：札幌市都市景観特別賞 

        （第6回当時の提灯総数： 5,092個） 

平成19年：北海道北のまちづくり大賞【知事賞】 

        （第16回当時の提灯総数：8,266個） 

平成20年：国交省大臣まちづくり功労者表彰 

        （第17回当時の提灯総数：9,133個) 

この「ていね夏あかり」という手づくりのまちづくり

の究極の成果は、「ひとづくり」である。小学校におい

て世界でたった一つだけの自分のちょうちんを毎年作り、

灯した経験のある手稲区の子どもたちが成長と共に次は

中・高校生ボランティアとして、大学生として自分の母

校に出向いてちょうちんの作り方を指導したり、夏あか

りに主体的に参加するようになることである。それは大

学を卒業し社会人となり結婚し、次は父として母として

参加することにきっと将来はつながると信じている。 

【引用・参考文献】 

・大垣直明:「ていね夏あかり」の取り組み,照明学会誌

第 93巻第7号,pp411～414,2009 
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子どもと大学生の交流が育む「社会力」を通じた地域活性化 

○津守風吾・坂倉杏介（東京都市大学） 

Keyword： 子どもの社会力、多世代交流、地域の居場所 

 

【背景】 

ⅰ社会背景 
本格的な少子高齢化に向けて、地域コミュニティの重要

が指摘されて久しい。しかし、地方都市や中山間地域では、

人口の減少や若者の流出がまち全体の活気や経済に深刻な

影響を与えている。とりわけ、高校が地域内にない自治体

では、高校生や大学生が進学のために地域外に流出せざる

を得ず、地域内に日常的に若者を見かけないという状況が

生じる。地域の活力が低下するばかりか、子ども・若者の

育つ環境としても魅力が失われ、さらなる少子化という負

の連鎖が起きているといえる。 

ⅱ湯河原の現状 

 神奈川県湯河原町は、高校のない自治体の 1つである。

小学校は、吉浜、湯河原、東台福浦小学校の 3校、中学校

は、湯河原中学校1校のみである。湯河原町の全人口は2015

年時点で25,026人、そのうち高齢者は9,768人で、高齢化

率は約39％である。また、6歳～15歳は 2017年 7月 31日

時点では1,459人である。将来推計人口は2040年に18,371

人まで減少する見込みで、0歳から30歳までの若者は2,997

人（約 16％）、65歳以上は 8,761人（約 48％）と 2人に 1

人が高齢者になり、急激な高齢化に直面すると予測されて

いる。 

 

ⅲ湯河原での取り組み 

 筆者らは、湯河原町、慶應義塾大学と共同で、地域の多

様な立場や世代の人々が自由に交流できる地域の居場所を

設置・運営することで、子どもから高齢者まで多世代の人

の社会参加の機会を増やし、未病の改善につなげていく研

究プロジェクト（註1）を 2013年から進めている。この中

心となる拠点は、「ゆがわらっことつくる多世代の居場所」

と名付けられ、2015 年 11 月から湯河原の子どもたちとワ

ークショップ形式で計画を検討、2016年 5月より「放課後

リノベーション」を開始し、2016 年 11 月に開設、現在は

週に2〜3日オープンしている。子どもからお年寄りまで地

域の多様な人々が集い、あたたかい「斜めの関係」を育み、

世代を超えた様々な交流やつながり、活動を地域に生み出

していくことを目指している。現在の来場者は主に小学生

を中心とする地域の子どもで、運営スタッフである東京都

市大学・慶應義塾大学の大学生と日常的に交流できる場が

実現している。 

 子どもと大学生の日常的交流が双方の成長にとってどの

ような効果を持つのか、そしてそれが高校のない湯河原町

においてどのような意義を持つだろうか。従来は、教育分

野・地域活性化分野と別の研究領域に分かれる課題である

が、人口維持と人材育成が地域活性化の本質的課題と捉え

るならば、子どもや大学生の育ちの質は地域づくりの視点

からも重要な課題であると考えられる。 

 

【目的】 

 本研究は、地域の小学生と地域外の大学生の交流が、ど

のように相互の成長に繋がるか、そして地域活性化にどの

ような効果を与え得るかを、「社会力」の視点から考察する。 

 社会力とは、自らの意思で社会を作っていく意欲とその

社会を維持し発展させていくのに必要な資質や能力である

（門脇、1999）。門脇によれば、子どもが社会力を育んでい

くためには、乳幼児期や児童期からの「多様な他者、とり

わけ大人との交わりと協働」が大きな役割を果たすという

（門脇、2010）。しかし、高度経済成長以降、家庭内での人

間関係とそれに伴う相互行為の減少や両親の共働きによる

「ホテル家族化」により子どもが他者と行なう相互行為の

機会は少なくなっている。また、学校教育の現場も、点数

主義や偏差値重視で他者との競争を促す教育に重きが置か

れ、共同体験を通して、他者を知り、他者への共感を募ら

せ、社会力を育む機会が減少している。また大学生世代に

とっても、共通の分野や趣味、同世代の他者との関係はSNS

などが主に利用され、分野や趣味を異にする人、多世代の

人との接触機会などは限定的である。 

 湯河原の居場所では、地域の子どもたちが日常的に大学

生という相対的な大人と関わり合い、力を合わせて地域の

祭に屋台を出店するなど、「大人との交わりと協働」の経験
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間関係とそれに伴う相互行為の減少や両親の共働きによる

「ホテル家族化」により子どもが他者と行なう相互行為の

機会は少なくなっている。また、学校教育の現場も、点数

主義や偏差値重視で他者との競争を促す教育に重きが置か

れ、共同体験を通して、他者を知り、他者への共感を募ら

せ、社会力を育む機会が減少している。また大学生世代に
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人との接触機会などは限定的である。 

 湯河原の居場所では、地域の子どもたちが日常的に大学

生という相対的な大人と関わり合い、力を合わせて地域の

祭に屋台を出店するなど、「大人との交わりと協働」の経験

を重ねており、こうした活動が子どもの社会力の涵養に繋

がると考えられる。また大学生にとっても、子どもや地域

住民という世代の異なる人たちとの協働が、主体性や自己

効力感の醸成に役立っている可能性が高い。 

 本研究では、居場所における地域の小学生と地域外の大

学生の交流が社会力の向上に繋がっているかどうかを、多

世代の人々との交流量と主体的に物事に取り組む姿勢の二

点から明らかにし、こうした活動が地域の活性化にどのよ

うに貢献できるかを考察する。 

 

【研究方法】 

ⅰ調査方法 

居場所に参加する小・中学生と運営スタッフの大学生を

対象に、多世代交流の量と主体的に活動する度合いをアン

ケートによって調査し、一般的な小学生・大学生との比較

を通じてその特徴を明らかにする。 

比較対象とするデータは、小学生については、慶應義塾

大学「未病に取り組む多世代共創コミュニティの形成と有

効性検証」研究開発プロジェクト飯盛義徳研究グループが

2016年に行なった、湯河原町内全小・中学生に対して実施

した人とのつながりについてのアンケート調査結果と比較

して分析する。一方、大学生については、東京都市大学都

市生活学部学生に対して同様のアンケート調査を行い、比

較対象とする。 

ⅱ対象及び調査期間 

 調査対象は、湯河原の居場所に来場している小学生～中

学生 15 名と湯河原の居場所のスタッフとして活動してい

る大学生20名とした。また、湯河原の居場所に参加してい

ない一般的な大学生のデータとして、東京都市大学の学生

100 名に対して同様のアンケート調査を行った。調査期間

は 2017年 7月～8月であった。 

ⅲ調査内容 

社会力を醸成する要因のうち、子どもの時期からの多様

な他者との相互行為を行える環境は、多世代の人とのネッ

トワーク量で測定する。主体的に物事に関わる経験は、比

較する小学生のデータが存在しないことから、前述の湯河

原の小・中学生に行った調査の項目に含まれるレジリエン

スと自己効力感によって代替した。レジリエンスとは精神

的回復力のことであり、レジリエンスの状態にあるものは

困難で脅威的な状況にさらされることで一時的に心理的不

健康の常態に陥っても、それを乗り越え、精神的病理を示

さずよく対応している者のことを指す。また、レジリエン

スは、1）将来への希望や目標を持つ「肯定的な未来志向」、

2）自らの感情をコントロールできる「感情調整」、3）興味

や関心の多様性を示す「新奇性追求」から構成されるとさ

れ（小塩、中谷、金子、長峰、2002）、本研究の論旨からレ

ジリエンスの度合いを物事に主体的に関わる姿勢として置

き換えて構わないと判断した。 

ⅳ調査項目 

調査項目は、以下の通りである。 

 

 

 

問 2は多世代のネットワーク量を測る項目で、日常的な
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あいさつや会話、悩み事を相談できるか、困っているとき

に手伝ってあげるかなどの16項目を、年代別に分けた複数

回答を可とする６件法とした。問 4、問 5 はレジリエンス

と自己効力感について測定する項目で、問 4はチャレンジ

することが好き、新しいことを知りたい、自分の将来につ

いてなど 23項目とし、「いいえ」から「はい」の 5件法と

した。また、大学生に対しては学業以外の充実度を聞く質

問を加えた。レジリエンスを構成する、将来への希望や目

標を持つ「肯定的な未来志向」、自らの感情をコントロール

できる「感情調整」、興味や関心の多様性を示す「新奇性追

求」は各項目から算出することができ、最大 5点満点で示

すことができる。問 5は自分のことは好きか、必要とされ

ているか、誰かのために何かしたいなど 6項目について、

「そう思う」から「そう思わない」の4件法とした。 

 

【研究の結果】 

ⅰ小学生がもつ多世代とのネットワーク量‐表1、表 2 

 多世代とのネットワーク量は、居場所に来場している子

どもと湯河原の小学生では大きな違いが生まれていた。問

2(1)のあいさつに関する質問で、同世代の小学生に対して、

湯河原の一般小学生は68.4％に対し、居場所に来ている子

どもは 100％であった。各項目で同世代に関しては上回っ

ている。最も差が開いたのは多世代との交流量であり、高

校以上がない湯河原の一般小学生は、大学生とのあいさつ

は 9.2％に対し、居場所に来場した子どもは 60.3％となっ

た。問 2(13)～(15)は社会力向上に必要な他者との相互関

係に大きく関係している。 

ⅱ大学生が持つ多世代とのネットワーク量‐表3、表 4 

 一般大学生と居場所にスタッフとして関わっている大学

生では同世代でのネットワークには大きな違いはない。し

かし、多世代という面では一般大学生には小学生との関わ

りがなく 0～5％、中高生、お年寄りは 0～20％となった。

一方、居場所に関わる大学生は各設問によって差はあるが

問 2のあいさつについては小学生65％、お年寄り80％と一

般大学生と大きな違いが生まれた。問 2(13)～(15)は社会

力向上に必要な他者との相互関係に大きく関係している設

問だが小学生を気にかけたり、話を聞いたりしている学生

は 40%になる。 

 ⅲ小学生が持つレジリエンス 

 湯河原の一般小学生の「新奇的追及」に関する回答の平

均値は3.61、「感情調整」は3.15、「肯定的な未来志向」は

3.63に対し、居場所の小学生は「新奇的追及」は3.90、感

情調整」は3.33、「肯定的な未来志向」は4.41と全て上回

った。 

 ⅳ大学生が持つレジリエンス 

 一般大学生の「新奇的追及」の平均は3.88、「感情調整」

は 3.28、「肯定的な未来志向」は 3.72に対し、居場所スタ

ッフの大学生の「新奇的追及」は 4.04、「感情調整」は3.38、

「肯定的な未来志向」は3.80と微量ではあるが全て上回っ

た。 

また、問4(18)「新しいことを始めるのは面倒だ」に関して

は、差が一般大学生は「いいえ、どちらかと言えばいいえ」

が 41%に対し、居場所の大学生は 65％と大きくひらいた。

問 4(22)「物事は最後までやりきる」に関しては、一般大学

生 45%と居場所の大学生75%に広がった。 

ⅴ小学生が持つ自己効力感 

 自己効力感については大きく違う点はなかった。しかし、

居場所に来る子どもの問5（4）「自分には何かができる」と

いう設問は一般小学生を上回った。 

 ⅵ大学生が持つ自己効力感 

 大学生の自己効力感は小学生に比べ全体的に低い傾向が

みられ、双方の大学生を比べても大きな差はなかった。居

場所スタッフの大学生の問5(3)「自分は人から必要とされ

ている」という設問は、一般大学生を下回っているが、問

5(6)「誰かのために何かをしたい」という気持ちは、一般

大学生よりも上回っていた。 

表 1湯河原の一般小学生 
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表 4居場所スタッフとして関わっている大学生 

 

【考察】 

 今回のアンケート調査の結果から、居場所に参加する子

ども及び大学生の多世代とのネットワーク量、レジリエン

スと自己効力感が全般的に高まっていることが確かめられ

た。 

 居場所に来場している小学生は、湯河原の一般小学生よ

りも中高生～大人とのネットワークがあり、多様な相互行

為が行なえる環境がある。レジリエンスの肯定的な未来志

向の項目では大きな差が出たが、これは日頃から居場所で

物事を主体的に進める経験をしているからだと推測できる。

自分の目標や将来の夢を成し遂げるために努力し、自らの

意思で社会を作っていく意欲が高い子どもは、今後の地域

社会の担い手として期待される。 

 一方、多世代の人々と関わる機会をあまり持たない大学

生にとって、居場所に関わることは、小学生から中高生、

お年寄りまでのネットワークを形成する契機になっている。

ただし、ネットワーク量は個人差があり、これは居場所運

営に関わる頻度やコミット度による差だと考えられる。レ

ジリエンスや自己効力感には一般大学生との大きな差はな

かったが、新しいことを始め、物事を最後までやりきると

いう気持ち、誰かのために何かをしたいという気持ちは一

般大学生を上回っており、物事を主体的に進める姿勢は高

まっていると考えられる。 

 これらのことにより、地域の子ども、地域外の大学生の

双方にとって、居場所での活動が社会力を身につける機会

として有効であると考えることができる。 

 子どもと大学生の社会力が育まれる居場所があることの

地域活性化からの意義については、まず前述のように将来

的に地域を主体的な担い手が育成される点が挙げられる。

また、学校や家庭で得難い多世代の交流と協働による学び

の環境が地域にあることで、子育て環境としての地域の魅

力が増すと考えられる。子育て世代の流出を防ぎ、大学や

就職を機に地域を離れた若者の回帰にもつながる可能性が

ある。そして、大学生にとっても貴重な学びになるとすれ

ば、地域に関わる若者の増加につながる。小・中学生と大

学生が交流し共に学ぶ場を通じた地域活性化は、他の多く

の地域でも転用可能な手法であると考えられる。 

【今後の展開】 

今後は、さらにアンケート調査を行うと同時に、子ども

と大学生に対するインタビュー調査を実施し、居場所に参

加する前後の変化やその過程について定性的な調査を行い、

双方の成長の過程を深く考察する。 
 多世代が交流できる地域の居場所を通じた活性化のアプ

ローチは、短期間で大きな成果を生み出すとは考えにくい

が、人口の減少や若者の流出に歯止めをかけることが地域

全体の活気や経済の維持・向上のために本質的な課題であ

ると考えれば、地域の学びの環境を醸成することは長期的

に大きな違いを生み出す可能性がある。本研究によって地

域の子どもと外部の大学生の相互行為が教育・地域活性化

の両面で有効であることが示されることで、他の同様の課

題を持つ地域における施策にも応用することが可能になる

だろう。 

註 1）JST/RISTEX 研究プロジェクト・慶應義塾大学「未病に取

り組む多世代共創コミュニティの形成と有効性検証」 

【引用・参考文献】 

・門脇厚司, 1999,子どもの社会力,岩波新書, p59-68 

・門脇厚司，2010，社会力を育てる，岩波新書，p185 

・慶應義塾大学「未病に取り組む多世代共創コミュニテ

ィの形成と有効性検証」研究開発プロジェクト飯盛義徳

研究グループ, 2016,人とのつながりについてのアンケ

ート結果報告書 

・国立社会保障・人口問題研究所，2013,男女･年齢(5歳)

階級別データ,日本の地域別将来推計人口（平成 25 年３

月推計） 

・住田正樹編, 2010, 子どもと地域社会, 学文社 

・小塩真司・中谷素之・金子一史・伸治,2002,ネガティブ

な出来事からの立ち直りを導く心理的特性‐精神的尺度

の作成‐カウンセリング研究,p35,57-65 
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地元の文化を伝える子どもたちの活動が地域に及ぼす影響

○三木歩・小林未佳・山本耕司・池本有里（四国大学）

： あわっ子文化大使、あわ文化、中学生

【問題・目的・背景】 
徳島県は、かつて「阿波（あわ）」の国と呼ばれ、「阿波

踊り」「阿波藍」「阿波人形浄瑠璃」「第九」をはじめとする

様々な文化が根付いている。県民は、これら「あわ文化」

を郷土の誇りと捉え、後世に継承する取組みを県民挙げて

行っている。学校教育においても、これら伝統文化を学び、

体験することを通して、郷土徳島に愛着と誇りを持つこと

を奨励している。このような中において、徳島県教育委員

会は、将来国際的な舞台で活躍する児童生徒を継続的に育

成することを目的に、あわ文化を県内外に発信し、「文化の

力でまちづくり」に資する文化教育に力を入れている。そ

のリーダーとなる中学生を、特に「あわっ子文化大使」１）

と称して育成し、彼ら子どもたちに活躍の場を提供するこ

とによって、徳島の魅力を発信するという役割を担っても

らっている。 
「あわっ子文化大使」に認定された中学生は、徳島県内

で実施される文化的行事やイベント等において、「あわ文化」

を紹介する。それは、例えば農村舞台や史跡めぐり等、県

内の文化・文化財を体験・学習し、その経過や成果を県内

外へ発信する機会を創出する。筆者らは、このようなあわ

っ子文化大使の活躍する活動に密着し、その取組みの様子

を取材することで、地域の文化伝承が人々を活性化させる

役割を担っていることを確認した。 
本稿は、その一部を紹介し、あわっ子文化大使が地域活

性化にどのように貢献しているか、得られた成果について

述べるものである。 

【研究方法・研究内容】

徳島県は 400 年の歴史を有し、身分を越えて一緒に踊

ったと伝わる①「阿波踊り」をはじめ、藍の栽培と流通

で賑わった②「阿波藍」、農村舞台などで発展した村々の

伝統的な③「人形浄瑠璃」、そして、第一次世界大戦中の

ドイツ軍俘虜が地元民と交流し、ベートーベン交響曲第

九番が日本で初めて演奏されたのが鳴門市ということで、

今では毎年大合唱とともに演奏されている④「第九」。こ

れら４つの文化を４大モチーフとし、その他様々な文化

をあわせ、「あわ文化」と名付け、大切に受け継いでいる。

これら「あわ文化」は、観光はもとより、宗教や祭りな

ど、県民生活の一部にもなっており、多くの人々を魅了

し続けている。これら「あわ文化」を学び、後世に伝え

て行くことは、故郷を大切に考え、地域を盛り上げて行

くことに他ならない。 
積極的な中学生が県内各地から集まり、ふるさと徳

島の様々な文化を学び、体験することを通して、故郷

徳島に愛着と誇りが生まれてくる。これらの中学生は、

将来国際的な舞台で活躍し、「あわ文化」を全国的に、

あるいは全世界的に発信していくことになる。そして、

そのリーダーとなるのが「あわっ子文化大使」である。

あわっ子文化大使は、年間を通じてのたくさんの行事

で活躍の場が提供され育成される。 
筆者らは、一昨年、あわっ子文化大使に認定された中

学生が、地域に伝わるあわ文化を学び、これらを伝える

様々な活動に同行し、密着取材を行った。その実施事業

は以下のとおりである。 
１）大谷焼（鳴門市）の窯元で陶芸を体験すること 
２）坂東俘虜収容所（鳴門市）での第一次世界大戦時に

地元民とドイツ人俘虜との交流で生まれた絆の意義

を理解し、ベートーベン交響曲第九番の日本初演を

誇りに捉えること 
３）観潮船に乗り鳴門海峡のうず潮を見学すること 
４）塩田の町として栄えた鳴門の製塩住居跡の見学 
５）阿波十郎兵衛屋敷（徳島市）における人形浄瑠璃

を理解し、演目「傾城阿波の鳴門」の一般観光客に

対する解説を行うこと 
６）上勝町の灌頂ヶ滝、慈眼寺でそこに伝わる歴史を観

光客に解説し、弘法大師空海が修行したとされる穴

禅定を見学すること 
７）四国八十八ヶ所霊場 17 番瑠璃山真福院井戸寺（徳

島市）での巡礼参拝者への井戸寺の井戸の解説 
８）三好市における平家落人の里（歴史民族資料館）見

学と祖谷のかずら橋体験、琵琶の滝見学、大歩危舟

下りの体験 
９）県立埋蔵文化財センター記念式典において、参列者

に対しての、矢野銅鐸をはじめとする埋蔵文化財の

解説 
そして、本年もまたこの活動が、新たなあわっ子文化
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れら４つの文化を４大モチーフとし、その他様々な文化

をあわせ、「あわ文化」と名付け、大切に受け継いでいる。

これら「あわ文化」は、観光はもとより、宗教や祭りな

ど、県民生活の一部にもなっており、多くの人々を魅了

し続けている。これら「あわ文化」を学び、後世に伝え

て行くことは、故郷を大切に考え、地域を盛り上げて行

くことに他ならない。 
積極的な中学生が県内各地から集まり、ふるさと徳

島の様々な文化を学び、体験することを通して、故郷

徳島に愛着と誇りが生まれてくる。これらの中学生は、

将来国際的な舞台で活躍し、「あわ文化」を全国的に、

あるいは全世界的に発信していくことになる。そして、

そのリーダーとなるのが「あわっ子文化大使」である。

あわっ子文化大使は、年間を通じてのたくさんの行事

で活躍の場が提供され育成される。 
筆者らは、一昨年、あわっ子文化大使に認定された中

学生が、地域に伝わるあわ文化を学び、これらを伝える

様々な活動に同行し、密着取材を行った。その実施事業

は以下のとおりである。 
１）大谷焼（鳴門市）の窯元で陶芸を体験すること 
２）坂東俘虜収容所（鳴門市）での第一次世界大戦時に

地元民とドイツ人俘虜との交流で生まれた絆の意義

を理解し、ベートーベン交響曲第九番の日本初演を

誇りに捉えること 
３）観潮船に乗り鳴門海峡のうず潮を見学すること 
４）塩田の町として栄えた鳴門の製塩住居跡の見学 
５）阿波十郎兵衛屋敷（徳島市）における人形浄瑠璃

を理解し、演目「傾城阿波の鳴門」の一般観光客に

対する解説を行うこと 
６）上勝町の灌頂ヶ滝、慈眼寺でそこに伝わる歴史を観

光客に解説し、弘法大師空海が修行したとされる穴

禅定を見学すること 
７）四国八十八ヶ所霊場 17 番瑠璃山真福院井戸寺（徳

島市）での巡礼参拝者への井戸寺の井戸の解説 
８）三好市における平家落人の里（歴史民族資料館）見

学と祖谷のかずら橋体験、琵琶の滝見学、大歩危舟

下りの体験 
９）県立埋蔵文化財センター記念式典において、参列者

に対しての、矢野銅鐸をはじめとする埋蔵文化財の

解説 
そして、本年もまたこの活動が、新たなあわっ子文化

大使によって行われており、現時点までに以下の事業が

展開されている。 
１）「第九」演奏会を視聴した上で、舞台で第九を歌った

中学生に対してインタビューを実施 
２）美馬市脇町の「うだつの町並み」を見学し、藍商人

に受け継がれた生活の知恵・建造物に施された工夫を学

ぶこと 
３）「うだつの町並み」の中の工房で、伝統工芸の和傘作

り現場を見学 
４）吉野川市山川町で、あわ和紙の製造工程の見学と和

紙の手漉き体験 
５）上記施設内での藍染め体験 
６）徳島市にて阿波踊り連に入り、桟敷に踊りこむ体験

を行う 
７）県南の海岸線を歩き、かつて発生した南海地震の爪

痕やその記念碑を見学 
秋以降の予定についても複数あるが、現時点では実施

されていないため、本稿での記載は割愛する。 
筆者らは、これらの活動に同行し、あわっ子文化大使

が観光客にしっかりと案内する姿をカメラで捉えた。ま

た、同時にこの活動が与える観光客への影響や、地域へ

の影響などを見聞きした。 
 

【研究・調査･分析結果】

映像化は次の手順で行っている。 
１）あわっ子文化大使が訪問する各箇所に、できるだけ

事前に到着するようにし、直ぐ活動が開始できるよ

う撮影準備を整えておく。 
２）あわっ子文化大使が現地ガイド等から学んでいる

様子や、学んだ内容をもとに、一般観光客に対して

解説する様子を撮影する。 
３）あわっ子文化大使が各自興味を持ちながら、自由に

施設や文化財を見学する様子を撮影する。 
４）あわっ子文化大使が文化事業を体験する様子を撮

影する。 
５）あわっ子文化大使自身の活躍した感想や意見をイ

ンタビューする。 
筆者らは一昨年、これらをまとめ、様々な文化活動を

通じて活躍し成長するあわっ子文化大使を対象に、当該

事業を紹介する DVD を作成した。その一部のシーンを

以下に示す。 
① 大谷焼での陶芸の様子 

 
 

② 板東俘虜収容所でのドイツ人の生活の学習 

 
③ 鳴門海峡の渦の見学 

 

④ 鳴門の塩田跡と製塩作業場の見学 

 

⑤ 阿波十郎兵衛屋敷での人形浄瑠璃の解説 

 

⑥ 上勝町の灌頂ヶ滝、慈眼寺での解説と、穴禅定見 

 

⑦ 井戸寺での解説 

 

 
⑧ 平家の古民家、祖谷のかずら橋体験、大歩危舟下り

体験、妖怪屋敷・石の博物館見学  

図２ ドイツ館にて 

図３ 鳴門海峡にて 

図４ 福永家にて 

図５ 阿波十郎兵衛屋敷にて 

図６ 灌頂ヶ滝、慈眼寺にて 

図７ 井戸寺にて 

図１ 大谷焼陶芸工房にて 
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⑨ 県立埋蔵文化財センター30周年記念式典での展示物

の解説 

 

 

 
なお、図９は、式典に参加していた飯泉徳島県知事に

あわっ子文化大使が激励されているところである。 
本年の活動は、海外に向けた紹介を行うため英語で映

像化する。その一部を以下に紹介する。 
１）「第九」演奏会後に歌った中学生にインタビュー 

ただし、左の写真

は活動終了後に、あ

わっ子文化大使が活

動体験を語っている。

また、その下は活動

を終えての感想を、

筆者らがインタビュ

ーしているところで

ある。 
 

 

２）美馬市脇町の「うだつの町並み」にて、藍商人に継

承された生活の知恵・建造物に施された工夫を学ぶこと 
うだつと

は、軒下に

突き出た壁

のようなも

ので、火事

などのとき

に類焼を防

ぐ役割を

する。 
ただし、

うだつを

設けるに

は費用が

かかるた

め、十分

な稼ぎが

ないと設

けられな

い。その

ようなこ

とがもと

で、「うだ

つが上が

らない」

といった

言葉が広

がったと

いう説が

ある。う

だつの上が

った家々の連なる脇町のうだつの町並みは、かつての藍

商人の栄華を物語っている。 
３）伝統工芸の和傘作り現場を見学 

 

図８ 平家歴史民族資料館にて 

図９ 平家歴史民族資料館、祖谷のかずら橋、琵琶の滝にて 

図１０ 徳島県立埋蔵文化財センター３０周年記念式典にて 

図１１ 
「第九」演奏会での活動後の

撫養川辺りにて 

図１２ うだつの町並みにて 

図１３  
うだつの町並み 
和傘工房にて 
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図９ 平家歴史民族資料館、祖谷のかずら橋、琵琶の滝にて 
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撫養川辺りにて 

図１２ うだつの町並みにて 

図１３  
うだつの町並み 
和傘工房にて 

４）吉野川市山川町で、あわ和紙の製造工程の見学と和

紙の手漉き体験 

 

 
５）上記施設内での藍染め体験 
あわ文化の４大モチーフのひとつが阿波藍であり、か

つて藍で栄えた歴史をもつ徳島県は、藍に関係する地域

や文化が根

付き、伝統

産業のひと

つとして親

しまれてい

る。栽培さ

れた藍の葉

は発酵させ

て天然染料

となり、独

特の色合い

を見せる。

染あがって

みないとど

のような模

様からない

ことも魅力

と言われて

いる。 
藍で染め

た布は、虫

食いがなく、

長く使うほ

ど味が出る。 
あわっ子文化大使は思い思いのグッズを使って絞りに

工夫を凝らし、藍染めを体験した。 
 

【考察・今後の展開】

あわっ子文化大使の中学生たちは、一年間にわたる

様々な取組みを通じてずいぶんと成長する。はじめは拙

かった解説も、回を重ねるごとに自信がつき、伝え方に

も工夫を凝らすようになった。解説を聴く観光客は、あ

わっ子文化大使自身に初めは注意が行っていたが、次第

に解説内容に相槌を打ち頷くといった具合に、内容を理

解するように変化した。また、地域の人たちはあわっ子

文化大使に感化されて、観光ガイドが元気になったりギ

ャラリーが増えたりした。そして、観光客の喜ぶ姿を目

の当たりにした職員たちは、これらの様子に乗じてさら

に張り切るといった効用が見受けられた。

地域住民も、あわっ子文化大使の活躍に好意を寄せて

おり、地域をあげて学習活動やその成果に期待している。

トレードマークの赤いトレーナーを、本年は夏場も赤い

ポロシャツにするなど、活動を大いにアピールし、多く

の目を引いている。

あわっ子文化大使育成事業は、これまで積極的な中学

生に郷土徳島の文化を教育し、徳島を知ることで故郷に

対する愛着を醸成し、将来徳島のリーダーとして活躍し

てほしいという人材育成をメインにした取り組みであっ

た。

しかし、この取り組みを通じて中学生の成長はもとよ

り、地域の人たちも次第に変化し、さらに中学生に接し

た観光客もまた変化している事実を確認することができ

た。様々な活動を通じて、「中学生が地域を元気にする」、

そんな徳島の取り組みを海外に紹介すれば、外国人の注

目をひくことができる。文化教育としての活動がインバ

ウンド観光客を増やし、あわっ子文化大使が紹介する伝

統文化や景勝地に外国人観光客が足を運ぶといったこと

に繋がるとすれば、文化教育が転じて地域活性化に有効

な取り組みの一つになるのではないかと考えられる。

今後さらにあわっ子文化大使の活動に密着し、多様な

活動を含め取りまとめた訴求力のある映像を制作し、海

外に発信することによって上述の流れがどのように生ま

れ、その流れを持続可能にするにはどうすればよいか等

について、検証していきたいと考えている。

参考文献

１）あわっ子文化大使：徳島県教育委員会、

あわっ

子文化大使

図１４ 手漉き和紙体験の様子 

にて 

図１５ 藍染め体験の様子 
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 タイトル 農村地域活性化の課題と展望―愛媛県西予市「百姓百品」の実践から― 

氏名（所属）〇山藤篤（愛媛大学）・香月敏孝（愛媛大学） 

Keyword： 地域活性化、農産物直売所、農福連携 

 

【背景・目的】 
農村は、農業生産や農村生活の場であると同時に、自然

環境の保全等の多様な役割を果たしている。しかしながら、

過疎化、高齢化の進展や混住化等により、それら役割を十

分に果たせていない。こうした現状を打破し、農村を活性

化することが重要な課題となっていることは周知の通りで

ある。 

 こうした中において、農家と非農家を含む地域住民、NPO、

企業等の多様な主体が連携して、農業生産活動の促進、農

地等地域資源の保全向上、雇用創出、定住促進等の活動等、

農村活性化を図る取組みが期待されている。 

 そして、それらの活動を安定的で効果的なものとしてい

くためには、農村地域の特性に適合させながら農村活性化

の取組みを進めていくことが重要である。 

農業構造の再編の方向についてみると従来の農家に代

わって新たな担い手として農業生産法人をめぐる議論が

盛んになっているが、その議論の中心は法人経営の安定

性や継続性に焦点を当てたものが多い。しかし農業生産

法人の経営が確立されたとしても農村社会の安定性が保

たれるとは言えない。その点では地産地消の核となる取

組みとして農産物直売所が注目されている。そこでは高

齢者・小生産者、女性起業、地元企業を巻き込んだ活性

化の展開がある。一方、地域の担い手として、これまで

見落とされていたのが高齢者と並んで地域から他出困難

な障害者である。そうした点については近年、「農福連携」

の研究が注目されている。 

こうした背景から農村の維持・展開をみる場合、農業

生産法人、農産物直売所、福祉施設といった多様な主体

の連携が重要と考えられる。 

 そこで本研究の目的は、農業生産法人、農産物直売所、

福祉施設といった多様な主体が連携することによって、

自発的に地域活性化を実現している事例を通して農村活

性化を図る連携モデルと位置づけ、取り組みの実態を明

らかにし、今後の農村活性化について考察する。 

 

【研究方法・研究内容】 

（1）統計データを基にした農業・農村の分析 

はじめに農業・農村をめぐる構造的変化について統計

データから、農村地域の現状を明らかにした。 

（2）事例の概要と調査方法 

農村活性化のモデルと目される、愛媛県西予市「百姓

百品グループ」による調査を行った。 

百姓百品は、当初は任意団体で産直運動によって農協

出荷が困難な高齢・小生産者や地域から他出できない高

齢者の加工品による所得確保を目指していた。そして、

そうした運動に共感した都市生協との連携がすすみ一定

の成果を上げてきた。さらに出荷者や出荷額も増え続け

たことで株式会社に組織再編し、自らで生産を行う生産

法人を立ち上げた。近年は、耕作放棄がすすむ中山間で

加工・業務用ネギの栽培を中心に生産・出荷している。

さらに、百姓百品は福祉事業の一環として福祉施設も立

ち上げた。福祉施設に通う障害者を農業生産法人で積極

的に受け入れ、工賃を支払うことで障害者への活躍の場

を設けている。 

こうして百姓百品は、農産物直売所、農業生産法人、

福祉施設といった一連の取り組みをおこない地域活性化

に向けた自発的な取り組みを実現している。 

これらの具体的な取り組みについて調査をおこなった。

調査方法は、組織の立ち上げである代表と現事務局長、

および出荷先の生協店舗の店長、福祉施設の事務局担当

者による聞き取り調査である。 

 

【分析結果・調査結果】 

（1）統計データからの分析結果 

図 1 は統計データを基にした農業・農村をめぐる構造

的変化について示している。 

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。 

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である。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
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環境の保全等の多様な役割を果たしている。しかしながら、

過疎化、高齢化の進展や混住化等により、それら役割を十

分に果たせていない。こうした現状を打破し、農村を活性

化することが重要な課題となっていることは周知の通りで

ある。 

 こうした中において、農家と非農家を含む地域住民、NPO、

企業等の多様な主体が連携して、農業生産活動の促進、農

地等地域資源の保全向上、雇用創出、定住促進等の活動等、

農村活性化を図る取組みが期待されている。 

 そして、それらの活動を安定的で効果的なものとしてい

くためには、農村地域の特性に適合させながら農村活性化

の取組みを進めていくことが重要である。 

農業構造の再編の方向についてみると従来の農家に代

わって新たな担い手として農業生産法人をめぐる議論が

盛んになっているが、その議論の中心は法人経営の安定

性や継続性に焦点を当てたものが多い。しかし農業生産

法人の経営が確立されたとしても農村社会の安定性が保

たれるとは言えない。その点では地産地消の核となる取

組みとして農産物直売所が注目されている。そこでは高

齢者・小生産者、女性起業、地元企業を巻き込んだ活性

化の展開がある。一方、地域の担い手として、これまで

見落とされていたのが高齢者と並んで地域から他出困難

な障害者である。そうした点については近年、「農福連携」

の研究が注目されている。 

こうした背景から農村の維持・展開をみる場合、農業

生産法人、農産物直売所、福祉施設といった多様な主体

の連携が重要と考えられる。 

 そこで本研究の目的は、農業生産法人、農産物直売所、

福祉施設といった多様な主体が連携することによって、

自発的に地域活性化を実現している事例を通して農村活

性化を図る連携モデルと位置づけ、取り組みの実態を明

らかにし、今後の農村活性化について考察する。 

 

【研究方法・研究内容】 

（1）統計データを基にした農業・農村の分析 

はじめに農業・農村をめぐる構造的変化について統計

データから、農村地域の現状を明らかにした。 

（2）事例の概要と調査方法 

農村活性化のモデルと目される、愛媛県西予市「百姓
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百姓百品は、当初は任意団体で産直運動によって農協

出荷が困難な高齢・小生産者や地域から他出できない高
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【分析結果・調査結果】 

（1）統計データからの分析結果 

図 1 は統計データを基にした農業・農村をめぐる構造

的変化について示している。 

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
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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である。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。 

 

図１．農業就業人口の推移（総務省「国勢調査」を基

に筆者作成） 

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

部門といえる。さらに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。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％程度ときわめ

て低いことからも、わが国の農村地域をめぐってはきわ

めて厳しい状況といえる。 

 このことは農家の構成についてみても同様である。図2

は、農業集落における農家の位置づけについてみたも

のである。 

 

図 2．農業集落における農家の位置づけ（農林水産省「農

業センサス」を基に筆者作成） 

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。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。 

また農家の構成についても、1990年以降には、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。 

 

（2）事例調査の結果 

 ①生協との連携による直売所の売上げ拡大 

表１．出荷先別売上げとその推移（「百姓百品総会資料」

各年より筆者作成） 

年 生協（束本） 生協（余戸） 生協（三津） 木村店 野村本店 計

2002 77.0(97.0) 2.4(3.0) 79.4

2003 88.7(98.1) 1.7(1.9) 90.5

2004 114.0(99.3) 0.7(0.7) 114.8

2005 105.8(61.6) 40.9(23.5) 26.9(15.5) 173.5

2006 102.7(52.3) 55.7(28.3) 28.5(14.5) 196.6

2007 113.4(52.7) 64.3(29.9) 37.3(17.4) 215.0

2008 113.8(49.2) 67.0(29.0) 5.9(2.5) 44.6(19.3) 231.4

2009 93.9(39.1) 59.1(24.6) 45.1(18.8) 41.8(17.4) 239.8

2010 102.7(42.3) 57.8(23.8) 41.1(16.9) 41.0(16.9) 242.6

2011 104.1(41.0) 57.2(22.5) 40.2(15.8) 11.5(4.5) 40.8(16.1) 253.8

単位：百万円、％

 

愛媛県下で事業展開する生活協同組合「コープえひめ

は」13店舗で、うち県都である松山市内には 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月にオープンし売場面積・売上高とも愛

媛県で最大の店舗である。 

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、販売からおよそ二時間で 8割を売上げる

人気コーナーとなっている。 

2004年の「商業統計調査」では、食料品スーパーの売

上が1㎡あたり93万円であるのに対し百姓百品は１㎡あ
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たり 300 万円以上もあることから、一般のスーパーと比

べ 3倍弱の集客がある。 

さらに集客効果が現れたことで 2011 年からは、松

山市内の生協ショップだけでなく隣接する宇和町のス

ーパー（木村店）との連携もはじまった。このように

生協の食の安心・安全への取組みが知名度の向上に繋

がり、販路拡大と売上向上の効果を生んでいる。 

そして表 2 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が、毎年、売上げが増加しているの

がわかる。束本店での売上げの向上から、県下各店舗に

「百姓百品」コーナーが設けられるようになった。農協

共販での規格に見合わない高齢・小生産者の出荷が可能

となり、高齢・小生産者、女性の所得確保につながって

いる。 

②農業生産法人と福祉施設の連携 

 地域活性化としてみた場合、直売所「百姓百品」は前

述のとおり一定の成果を上げてきた。しかし一方で、高

齢・小生産者、女性を中心とした加工品の出荷だけでは、

今後の地域活性化を目した場合、十分とは言い難い。そ

こで百姓百品では、事務局長（30代）を中心に自らの生

産出荷組織として、農業生産法人「百姓百品村」を設立

した。「百姓百品村」は耕作放棄を活用して加工・業務用

のネギを生産・出荷している。 

 図 3 は、農業生産法人「百姓百品村」の売り上げの推

移について示したものである。 

 

図 3.百姓百品村の売り上げの推移（「百姓百品村」総会資

料ならびに聞き取り調査を基に筆者作成） 

 2009年に町内の耕作放棄地を借り入れ、生産を行うと

ともに、県都だけでなく首都圏のマッチングフェアに積

極的に売り込みを行った。設立当初は生産するための土

地が少なかったが2010年（設立からわずか2年目）には、

直売所の実績で地域に信用を得ていることで土地の規模

は増加した。しかし借り入れた土地は集積率が低くかっ

た。さらに困難なのは労働力の確保であった。生産者メ

ンバーは、百姓百品の事務局長と社員数名であったこと

から土地の確保を実現しながら 2011年から 2013年まで

売り上げは2,000万円前後であった。 

ところで百姓百品では農業生産法人とは別に、地域活

性化の運動の一環として、障害者福祉施設「野村福祉園」

を開設した。そして、そこに通っていた利用者の家族が、

健康維持や精神的な治療として農作業を手伝いたいとい

う要望がよせられていた。そこで試験的に障害者に農作

業を経験させたところ、根気よく、また作業自体が丁寧

であった。そこで福祉施設に通う利用者を農業生産法人

の労働力として積極的に雇用した結果、2013年以降、さ

らに売り上げを伸ばし（2015年度には 3,840万円）とと

もに、障害者の活躍の場としても広がっている。いまで

は出荷・販売は愛媛県内のうどんチェーン店だけでなく

全国約20カ所の取引先と契約を結んでいる。 

 

図４.農業生産法人で働く障害者数と平均工賃の推移

（「百姓百品村」総会資料ならびに聞き取り調査を基に筆

者作成） 

図４は、農業生産法人で働く障害者の推移と障害者に

支払われる平均工賃について示したものである。農業生

産法人において2013年6月に試験的に1名を雇用してか

ら、希望者が増え続け、2015年 12月には 29人もの障害

者が農業生産法人で作業をしている。そうした作業は従

事した日数に応じて工賃として、障害者に支払われる。

全国の就労継続支援Ｂ型作業所の平均工賃は１万 4,190

円であるのに対し、百姓百品では平均 4万 2,600円と低

くない。また詳細については触れないが、障害者による

聞き取り調査では、工賃をもらうことで励みになってい

るほか、投薬の量が減ったと回答する利用者もいた。 

 

【考察】 

ここでは、これまでの百姓百品の取組みから農村地域

活性化について考察を行う。 

いま農村地域の抱える共通した課題として、高齢・小
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【考察】 

ここでは、これまでの百姓百品の取組みから農村地域

活性化について考察を行う。 

いま農村地域の抱える共通した課題として、高齢・小

生産者さらには他出困難な障害者福祉の向上、あるいは

そうした者たちの活躍の仕組みづくりが必要となってい

る。本研究では愛媛県で展開する「百姓百品」の事例か

ら、以下の点について明らかにした。まず①当初、高齢・

小生産者の所得確保として、産直運動を組織化し地域生

協との連携によって成果を上げてきた。そこで高齢・小

生産者の受け皿となっていることを明らかにした。 

つぎに②百姓百品では、今後の農村地域の活性化を目

したときに高齢・小生産者のほかに新たな事業が重要と

考え、直売所とは別に農業生産法人を組織し、加工・業

務用ネギの生産・出荷をはじめた。さらに農村地域では、

高齢者とならんで障害者も他出や所得確保が困難となっ

ている。さらに地域福祉の面からも障害者の活躍が重要

といえる。百姓百品では、独自に福祉施設も立ち上げ、

そういった者の活躍の場として生産法人との連携による

効果をあげている。 

図 5 は、百姓百品の取組みの全体像を示したものであ

る。 

福祉施設
（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

直売所
（百姓百品）

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～

農業生産法人
（百姓百品村） 2008年～

生産農家・出荷者
（地域農家、女性加工グループ）

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・業務用野菜の販売

図 5.百姓百品による農村活性化モデル（筆者作成） 

地域生協と農産物直売所の連携による販売では、生協

組合員の安心・安全志向にともなって、売り上げが拡大

し、それによって高齢・小生産者への所得確保につなが

っている。また高齢生産者の中には、所得の一部を孫の

小遣いに充てることができ、それが生きがいにつながり、

農作業を通して健康維持にもつながっている農家も多い。 

そして、農業生産法人と福祉施設の連携では、これま

で注目されなかった地域から他出が困難な障害者が活躍

している。障害者に工賃として賃金を支払うことで自信

回復にもつながり投薬量が減ったといった医療的効果も

みられた。そして農村地域において課題となっている耕

作放棄地の解消といった効果もあがっている。 

百姓百品では、こうした取組みによって、農村地域で

他出が困難な高齢・小規模生産者や障害者の受け皿とな

っているだけでなく、組織化によって町外からの新たな

雇用も創出している。このような農村活性化モデルは、

必ずしも一般化できるとは言い難いが、他の農村地域の

抱える課題解決の参考となる点も少なくないと考えられ

る。  
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地域農業が農産物直売所に与える影響と活性化への展望 ‐神奈川県厚木市を事例に‐ 

〇澁谷朋樹（公益財団法人政治経済研究所）・唐澤克樹（倉敷市立短期大学） 

Keyword：農産物直売所、品質管理、神奈川県厚木市 

 

【はじめに】 

現代の日本では、「食の安全・安心」に関心が集まって

いる。外国産農産物への信頼低下や、東日本大震災を起

因とした農産物への放射能汚染の不安は、記憶に新しい

だろう。そうしたこともあって、消費者の国産農産物に

対する期待は大きくなっているといえよう。各地域では、

農産物のブランド化を推進することにより、消費者のニ

ーズに応えようとする動きが起きている。神奈川県でも、

「三浦ダイコン」や「鎌倉野菜」といったブランド野菜

は、全国的に認知されつつある。 

また、地域活性化を促進することが期待できる地産地

消というキーワードとともに、農産物直売所（以下、直

売所）も注目を集めている。古くから存在する売買形態

のひとつであるが、現代のような形となったのは、1980

年代のことである。それから40年近くが経過しているが、

現代においても、直売所は多くの消費者から支持を集め

ている。 

こうした背景には、消費者の「食の安全・安心」への

意識が高まっていることに加えて、安価で高品質な農産

物を求めていることもあるといえよう。また、直売所は

農家にとっても、流通コストの削減や規模に合わせて生

産・出荷することができる。こうしたメリットは、高齢

農業者や新規就農者において顕著である。まさに、消費

者の需要と農家の供給が一致しているといえるだろう。 

それに加えて、近年では地域内の交流を図る機能にも

注目が集まっている。地域コミュニティの崩壊やコミュ

ニケーションの希薄化など、地域社会が抱えている問題

は多い。そうした中で、直売所が地域交流の場として機

能することにも期待が高まっている。 

そこで本研究では、地域農業が直売所へ与える影響を

明らかにする。特に、直売所と農家との関係や、品質管

理について考察を深める。そして、地域活性化のために、

直売所に求められる今後の役割や機能ついても考察する。 

 

【研究方法】 

1. 事例地域の選定と調査方法 

本研究では、神奈川県厚木市を事例とする。厚木市は、

県央に位置する東京都や横浜市のベッドタウンであり、

人口は約22万人である（図1）。 

戦前から養蚕業が盛んな地域であったが、1960 年代か

ら野菜の生産へとシフトしていった。そのことから、厚

木市は比較的新しい生産地といえる。しかしながら、経

営耕地のある農家数は 647 戸、経営耕地面積は 508ha と

なっており、県央地区の中でも規模が大きい（表1）。 

2013 年 3 月に、圏央道の新たな区間が開通したことに

よって、東京都内への移動時間が短縮されるようになっ

た。近年、都市農業が注目を集める中で、その地理的優

位性を活かした農業が今後期待できる地域としてみるこ

とができよう。 

また、厚木市では、自治体が農業に大きな関心を示し

ており、「厚木市農産物直売所推進事業交付金」の制度を

設けるなど、地産地消や直売所の推進をしている。 

その一方で、地理的に不利な部分もある。近隣には、

横浜市、藤沢市に代表される湘南地区、鎌倉市や三浦市 

 

 

図1 県央地域の位置 

（出所：神奈川県ウェブサイト） 

 

表1 県央地区における経営耕地の状況 
経営耕地のある
農家数（戸）

経営耕地総面積
（ha）

厚木市 647                508                

綾瀬市 190                168                

海老名市 338                337                

相模原市 557                405                

座間市 145                113                

大和市 178                136                

愛甲郡愛川町 128                114                

愛甲郡清川村 24                 11                  

（出所：農林水産省（2015）『農林業センサス』） 
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などの有名な農産物の生産地が存在する。そのため、そ

れらと比較すると知名度が低く、地域的にブランド化し

にくいという側面もある。 

本研究は、このような特性を持つ厚木市にある農協（以

下、JA）が運営する直売所の現状と課題を、直売所や農

家へのヒアリング調査などを通じて明らかにしていくも

のである。 

 

2. 農産物直売所の歴史と機能 

直売所に関する明確な定義は存在しないが、農林水産

省の統計では、直売所は「農業経営体又は農業協同組合

等が、①自ら生産した農産物（構成員が生産した農産物

や農産物加工品を含む。）を定期的に不特定の消費者に直

接対面販売をするために開設した施設や場所及び、②農

業経営体から委託を受けた農産物又は農産加工品を販売

するため開設した場所又は施設をいう 1)」とされている。 

つぎに、浅井（2004）、関・松永（2010）、二木（2014）

を手がかりに、直売所の歴史と機能をみていこう。 

農産物の流通は、朝市のような形態から、全国を意識

した卸売市場を軸に整備され、JAによる系統流通やスー

パーによる大規模契約栽培などが支配的になっていった。

そして、多くの農家は、JAに組織化され、その指示によ

る作物を生産していった。戦後まもなくすると、無人販

売所が誕生し、出荷基準を満たさない農産物が農家の軒

先に並ぶようになった。1980 年代前後になると、農家の

女性たちは、正当な職務評価や本格的な農産物の販売を

行うために、有人型直売所が各地で開業していく。こう

した動きは、大規模農家よりも小規模兼業農家が中心で

あった。また直売所は、JAの方針に対するものであった。 

 このような、構図もあって、JAは直売所に否定的な立

場であった。しかし、1990 年代になると、直売所は全国

へ広がりをみせた。そして、2000年代になると、JAも本

格的に直売所事業への参入するようになった。JAが運営

する直売所を「JAファーマーズマーケット」と称し、全

国で約1,700カ所の店舗を展開している 2)。今後も成長が

期待できる事業となっている。 

 直売所の機能は、販売だけにとどまらない。浅井昭三

は、直売所を「『モノとカネ、人と情報が交錯』する場所、

その副次的効果として交流と賑わいをも創出する空間 3)」

であるとしている。二木季男は、「『農産物直売所』は販

売機能と交流機能から成り立っている 4)」と指摘している。

特に、地域農業を支える担い手を育成するためにも、「交

流の場であるという認識が極めて重要 5)」としている。 

【研究結果】 

現在、厚木市内には、直売所が 11 カ所ある 6)。本稿で

は、そのうちの夢未市と JAあつぎグリーンセンター（以

下、グリーンセンター）について取り上げる。これらは、

いずれも JA あつぎが運営している比較的規模の大きな

直売所である。また、厚木市内の農家にヒアリング調査

を行った。この農家は、長年にわたり営農しており、ト

マトやネギ、ホウレンソウ、ダイコンなど多品目の農産

物を生産している。 

これらの事例を基に、地域農業と直売所が、どのよう

に影響し合っているのかをみていこう。 

 

1. 夢未市 

夢未市は、2009 年 12 月に開業した直売所である。JA

あつぎが掲げる「農家の所得向上」を目標として開業し

た（表 1）。店内には、新鮮な農産物や加工品が陳列され

ており、それを買い求める消費者でにぎわっている。消

費者は、市内からの来客が 8 割強、市外からの来客が 2

割弱である。市外からの来客は、近隣の市町村だけにと

どまらず、東京都内からも多いという。これは、厚木イ

ンターチェンジから車で約10分の場所に位置しているこ

とや、盆正月に帰省で厚木市へ帰ってくる人が多いため

である。また、厚木市から車で60分圏内には、鶴巻や箱

根などの有名な温泉地があり、その帰り際に立ち寄る人

も多くいる。そのため、夢未市には一般車 150 台と大型

バス 3 台を収容できる駐車場が整備されている。こうし

たことを踏まえれば、夢未市は交通アクセスに恵まれた

場所に立地しているといえる。 

そのような立地のよさも相まって、市内外から平日は

900人～1,400人、土日祝日は1,500人～2,000人が来客す

る。売上は、開業以来、右肩上がりであったが、2015 年

に若干ながら落ち込んだ。そのため、販売促進などマー

ケティングを強化したという。それにより、2016 年には

2014年の売上を上回る成果をあげている。 

また、販売促進に加えて、品質管理にも力を入れてい

る。現在、夢未市には、約 660 名の農家が出荷登録をし

ており、この登録者が生産した農産物が店頭に並んでい

る。夢未市では、品質を高めるために、売り物としての

農産物を生産することを周知したり、農家からの生産・

販売に関する相談に応じたりしている。 

こうした販売促進や品質管理の取り組みによって、店

舗の来客数と売上を伸ばし、農家の所得を向上しようと

している。しかし、店舗での来客を待つだけでは売上の 
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表2 夢未市の概要 

開 業 日 2009年12月

来 客 数
平日：約900～1,400名
休日：約1,500～2,000名

販 売 形 態 委託販売、仕入販売

取り扱い商品 野菜、果物、加工食品、食肉、鮮魚など

出荷登録者数 約660名（2017年7月時点）
 

（出所：ヒアリング調査より筆者作成） 

 

増加が見込めないという認識や、買い物難民への支援か

ら、最近では、移動販売車による販売を試験的に始めて

いる 7)。現在は、一般的な軽貨物車に野菜や日用品などを

積み込んで、販売を行っている。2017 年秋からは、国か

らの一部補助を受けて移動販売専用のトラックを購入し、

移動販売の強化を計画している。このように JAの直売所

が移動販売を始めることは、全国的にも珍しいケースで

あり、他の JAなどから、それについての問い合わせが多

くあるという。 

 

2. グリーンセンターJAあつぎ 

 グリーンセンターは、1995 年に開業した農産物の販売

と生産資材の販売を行っている施設である（表 2）。すな

わち、直売所の機能と農業支援の機能を有した施設であ

る。もともと、グリーンセンターは、1974 年に開業した

稚蚕の飼育施設であった。しかし、輸入生糸の増加や国

内の絹消費の減少にともなって、市内の養蚕農家が減少

した。こうした状況の中で、消費者や組合員の要望を基

に、農産物や生産資材の販売拠点としてグリーンセンタ

ーは開業したのである。 

店内には、新鮮な農産物、種苗、農薬、肥料、資材な

どが陳列されている。平日は、市内からの来客が約7割、

市外からの来客が約 3 割である。休日になると、市内か

らの来客が約 3 割、市外からの来客が約 7 割となる。市

外からの来客は、主に近隣の相模原市や愛川町などが多

い。これは、農家からの生産や販売に関する質問に答え

るなどの支援を行っていることが要因であるという。 

 農産物などの直売所の機能についてみると、「農家の所

得向上」を目標に掲げている。現在、グリーンセンター

には、約 150 名の農家が出荷登録をしており、この登録

者が生産した農産物が店頭に並ぶことになる。出荷登録

者は、登録要件を緩和したことで、ここ5年間で50名ほ

ど増加している。これによって、農産物の出荷数が増え、

売上も増加している。他方、品質を高めるために、売り 

表3  グリーンセンターの概要 

開 業 日 1998年3月

来 客 数 約570名

販 売 形 態 委託販売、仕入販売

取り扱い商品 野菜、果物、加工食品、資材、肥料など

出荷登録者数 約150名（2017年7月時点）
 

注）来客数は月平均である。 

（出所：ヒアリング調査より筆者作成） 

 

物としての農産物を生産することを周知したり、農家か

らの生産・販売に関する相談に応じたりしている。また、

夢未市と連携するなどの取り組みも行っている。 

 

3. 厚木市内の農家 

厚木市で養蚕業が衰退したとき、多くの養蚕農家が野

菜の生産へとシフトしていった。農家A氏の家も、そう

いった経緯をたどっており、親子 2 代にわたって厚木市

内で野菜を生産している。A 氏は、大学の農学部を卒業

後に、家業である農業を継いでいる。野菜の生産を始め

てから約35年が経ち、現在ではさまざまな機関と協力し

て、野菜の品質向上を目指している。 

近年、「食の安全・安心」に対する関心が高まっている

が、それを達成するためには、生産者が「生産する環境

を正しく理解することが重要である」とA氏はいう。特

に、最近、ニーズが高まっている無農薬野菜については、

「各々のケースに合わせて農薬や肥料を使用することは、

かえって安全・安心で、新鮮な野菜を育てることにつな

がっていく」と指摘する。また、「野菜は少し作りにくい

くらいが丁度よい」とも指摘している。 

すなわち、農家の試行錯誤で行う努力が、質の向上に

つながるのである。新規就農者が専門的知識を身につけ

ることは、品質向上への近道になる。また、所得向上を

目指すのであれば、それは避けて通れないものである。 

質のよい新鮮な野菜を消費者に届けるためには、農家

が日々の研鑽を怠らないことが第一であるという。環境

に左右される農業には、長年にわたる地道な努力が求め

られる。それゆえに、長期の視点から、新規就農者を地

域で育成することも必要となってくるであろう。 

 

【おわりに】 

本研究を通じて、2つの直売所において、商品である農

産物の品質管理が共通の課題であること明らかになった。 
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図2 「交換」とにぎわい効果 

（出所：浅井昭三（2004）『日本の農産物直売所』、p.9） 

 

高品質な農産物を提供するためには、農業に関する十

分な知識と経験が必要となる。しかし、実際に直売所へ

出品している農家の中には、知識に乏しかったり、経験

が浅かったりする人も少なくはない。そこには、副業と

して農業を行っていることや、農家の高齢化によるモチ

ベーションの低下、定年退職後に新たに農業を始める人

がいることが背景としてあげられる。 

直売所と農家双方にとって、品質管理は大きな課題と

いえる。また、人材育成も大きな課題といえよう。香月

敏孝他によれば、「直売所が販売している商品の大半は直

売所の周辺で生産された地場産品であるため、直売所が

立地している地域の農業条件が直売所のあり方に大きく

作用する 8)」という。それゆえに、地域の農家を育成する

ことで、直売所の売上を伸ばすことも可能となり、農家

の所得向上にも寄与するのではないかと考える。 

しかしその一方で、高価格帯の農産物による差別化は、

農家の高齢化や経験年数を考えると難しい。高価格帯の

農産物は、生産することが難しい作物が多いため、やは

り豊富な知識や経験を必要とするのである。 

従来から直売所は、地域の農家と消費者を媒介する機

能を有してきた。こうした機能を活かし、直売所を基軸

とした地域農業の課題を解決することは、今後さらに求

められるであろう（図2）。そこでは、農産物の品質管理、

適正価格での販売、人材育成といった役割が生じるはず

である。そのとき、経験豊富で高度な専門知識を持った

農家の存在は無視することはできない。 

そのために、直売所の品質管理体制の構築と、高度な

専門知識を持つ農家の育成が求められるのではないか。

そうした体制が整うことで、地域活性化を促進していく

原動力となることが期待できると考えられよう。 
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【注】 

1）農林水産省（2017）、p.42。 

2）詳細は、JAグループウェブサイトを参照のこと。 

3）浅井（2004）、p.10。 

4）二木（2014）、p.63。 

5）同書。 

6）厚木市ウェブサイトには、常設の有人店舗は JA あつ

ぎが運営する10カ所が掲載されている。また、タウンペ

ージによれば、これらに加えて、農家が運営する直売所

が1カ所ある。 

7）厚木市内に中山間地域が多くあることが、少なからず

影響している。 

8）香月敏孝・小林茂典・佐藤孝一・大橋めぐみ（2009）、

p.30。 
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「ひとり親家庭の支援施策の在り方について」～在宅就業支援事業の先駆的な取組を事例に～

佐藤 俊恵（法政大学大学院政策創造研究科）

：

（キーワード）母子家庭、経済的自立、職業能力開発、つながり

【問題意識・先行研究】

（１）問題意識

ひとり親家庭は年々増加し、高止まりの状態にある。平

成23年度全国母子世帯等調査によれば、母子世帯123万8
千世帯、父子世帯 22 万 3 千世帯となっている。ワーキン

グプアの代表格とも言われている母子家庭だが、母子家庭

の母の80.6％は就業している。国際的にみても極めて高い

就業率であるが、「正規の職員、従業員」として働く母子家

庭の母は39.4％と4割にも満たず、母子家庭の母の半数と

なる47.4％は「パート・アルバイト等（派遣社員を含むと

51.2％）」の非正規雇用である。パート・アルバイト等で働

く母子家庭の母の平均年間収入は125万円と驚くほど低い

が、正規の職員、従業員で雇用されている母子家庭の母で

あっても、その平均年間就労収入は270万円であり、児童

のいる世帯の稼働所得の半分にも達していない。高い就業

率にもかかわらず、母子家庭の母の稼働所得が低い理由の

一つは、母子家庭の母の就業形態がパート・アルバイト等

の非正規であることだ。結婚や妊娠、出産で退職した女性

の再就職先の雇用形態はパート・アルバイト等がほとんど

であり、特に技能を持たない母子家庭の母は、パートなど

の非正規雇用の労働市場に参入するしかないのが現実であ

る。こうした状況の中、母子家庭の母は就業に必要な知識

や技能を習得する機会が十分に得られない「特別な事情」

に置かれている。母子家庭が「働いているのに貧困」の状

況にあるのは、こうした「特別な事情」を背景とした構造

的な問題でもある。 
日本の母子福祉施策は、給付を中心とした施策から、平

成 14 年に「就業・自立に向けた総合的な支援」に施策が

強化された。この一連の改革は西暦をとり 2002 年改革と

も言われているが、明示的に就業を義務付けていないもの

の自立を促す制度改革であり、アメリカの「ワークフェア

政策」をモデルにしたといわれている。改革を受け、施策

ごとに支援メニューが用意され、一見するときめの細かな

支援体制が整備されたように見える。しかし、改革から10
年が経過した現状でも母子家庭の半数以上は、今なお相対

的貧困の状況にあり、平成27 年度末で94.4万世帯（全体

では 103.7 万世帯）が経済的支援である児童扶養手当を受

給している。母子家庭の母の稼働所得の低さを見ても、女

性の力として、その能力が社会で十分に発揮されていると

は思えない。では、どうすれば、「特別な事情」に置かれて

いる母子家庭の母が、子育てと就業を両立し、経済的に自

立を図ることができるのだろうか。母子家庭の母の置かれ

ている「特別な事情」は、決して母子家庭の母だけの問題

ではなく、ひとり親家庭で育つ子どもの問題でもあるし、

女性の働き方の問題でもある。 
（２）先行研究

なぜ、高い就業率にもかかわらず、母子家庭の母の稼働

所得が低いのか。鳫（2013）は、2007 年の東京都の調査

から1997年は母子家庭の母の7割だった常用雇用が2007
年には4割となり、かねてから給食調理員や保育士など母

子家庭の母にとって常用雇用であり且つ安定していた職種

すら、パート・アルバイト等に置き換えられていると指摘

している。周（2012）は、母子世帯が経済的に自立するた

めに必要な3つのアプローチとして、①シングルマザー自

身の就労収入の向上、②就労によらない補てん的収入の充

実、および③税や社会保障を通じての所得移転をあげてい

る。特に、母子世帯の収入に占める就業収入の高さに着目

し、母親の仕事の「質」を高め、賃金を引き上げる等、シ

ングルマザー自身の就業収入を向上させる必要があると指

摘している。しかし、仕事の「質」を高めれば、母子家庭

の母の賃金が引き上げられ、就労収入が向上するのであろ

うか。赤石（2014）は、「男性稼ぎ主型家族システム」の

もと、男性が稼ぎ主となり、女性は専業主婦になるか、家

計補助的に働くように、税制上もさまざまな制度が設計さ

れていると指摘し、ひとり親家庭は、男性稼ぎ主家族を標

準とするシステムから排除されていると主張する。なるほ

ど、パート主婦という言葉に象徴されるように、結婚や妊

娠、出産等で離職した女性が再就職するときの雇用形態は、

自己の都合によらず、パート・アルバイト等の非正規雇用

がほとんどである。子育てと就労を両立しなければならな

い母子家庭の母であっても、特別な技能を持たない母子家

庭の母はパート主婦と同じ労働市場に参入するほかはない。

母子家庭の母が、家計補助的な収入しか得られないのも当

然といえば当然なのである。こうした経済社会の仕組みの

中で、母子家庭の母は「働いているのに貧困」の状況にあ

る。 
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「ひとり親家庭の支援施策の在り方について」～在宅就業支援事業の先駆的な取組を事例に～

佐藤 俊恵（法政大学大学院政策創造研究科）

：

（キーワード）母子家庭、経済的自立、職業能力開発、つながり

【問題意識・先行研究】

（１）問題意識

ひとり親家庭は年々増加し、高止まりの状態にある。平

成23年度全国母子世帯等調査によれば、母子世帯123万8
千世帯、父子世帯 22 万 3 千世帯となっている。ワーキン

グプアの代表格とも言われている母子家庭だが、母子家庭

の母の80.6％は就業している。国際的にみても極めて高い

就業率であるが、「正規の職員、従業員」として働く母子家

庭の母は39.4％と4割にも満たず、母子家庭の母の半数と

なる47.4％は「パート・アルバイト等（派遣社員を含むと

51.2％）」の非正規雇用である。パート・アルバイト等で働

く母子家庭の母の平均年間収入は125万円と驚くほど低い

が、正規の職員、従業員で雇用されている母子家庭の母で

あっても、その平均年間就労収入は270万円であり、児童

のいる世帯の稼働所得の半分にも達していない。高い就業

率にもかかわらず、母子家庭の母の稼働所得が低い理由の

一つは、母子家庭の母の就業形態がパート・アルバイト等

の非正規であることだ。結婚や妊娠、出産で退職した女性

の再就職先の雇用形態はパート・アルバイト等がほとんど

であり、特に技能を持たない母子家庭の母は、パートなど

の非正規雇用の労働市場に参入するしかないのが現実であ

る。こうした状況の中、母子家庭の母は就業に必要な知識

や技能を習得する機会が十分に得られない「特別な事情」

に置かれている。母子家庭が「働いているのに貧困」の状

況にあるのは、こうした「特別な事情」を背景とした構造

的な問題でもある。 
日本の母子福祉施策は、給付を中心とした施策から、平

成 14 年に「就業・自立に向けた総合的な支援」に施策が

強化された。この一連の改革は西暦をとり 2002 年改革と

も言われているが、明示的に就業を義務付けていないもの

の自立を促す制度改革であり、アメリカの「ワークフェア

政策」をモデルにしたといわれている。改革を受け、施策

ごとに支援メニューが用意され、一見するときめの細かな

支援体制が整備されたように見える。しかし、改革から10
年が経過した現状でも母子家庭の半数以上は、今なお相対

的貧困の状況にあり、平成27 年度末で94.4万世帯（全体

では 103.7 万世帯）が経済的支援である児童扶養手当を受

給している。母子家庭の母の稼働所得の低さを見ても、女

性の力として、その能力が社会で十分に発揮されていると

は思えない。では、どうすれば、「特別な事情」に置かれて

いる母子家庭の母が、子育てと就業を両立し、経済的に自

立を図ることができるのだろうか。母子家庭の母の置かれ

ている「特別な事情」は、決して母子家庭の母だけの問題

ではなく、ひとり親家庭で育つ子どもの問題でもあるし、

女性の働き方の問題でもある。 
（２）先行研究

なぜ、高い就業率にもかかわらず、母子家庭の母の稼働

所得が低いのか。鳫（2013）は、2007 年の東京都の調査

から1997年は母子家庭の母の7割だった常用雇用が2007
年には4割となり、かねてから給食調理員や保育士など母

子家庭の母にとって常用雇用であり且つ安定していた職種

すら、パート・アルバイト等に置き換えられていると指摘

している。周（2012）は、母子世帯が経済的に自立するた

めに必要な3つのアプローチとして、①シングルマザー自

身の就労収入の向上、②就労によらない補てん的収入の充

実、および③税や社会保障を通じての所得移転をあげてい

る。特に、母子世帯の収入に占める就業収入の高さに着目

し、母親の仕事の「質」を高め、賃金を引き上げる等、シ

ングルマザー自身の就業収入を向上させる必要があると指

摘している。しかし、仕事の「質」を高めれば、母子家庭

の母の賃金が引き上げられ、就労収入が向上するのであろ

うか。赤石（2014）は、「男性稼ぎ主型家族システム」の

もと、男性が稼ぎ主となり、女性は専業主婦になるか、家

計補助的に働くように、税制上もさまざまな制度が設計さ

れていると指摘し、ひとり親家庭は、男性稼ぎ主家族を標

準とするシステムから排除されていると主張する。なるほ

ど、パート主婦という言葉に象徴されるように、結婚や妊

娠、出産等で離職した女性が再就職するときの雇用形態は、

自己の都合によらず、パート・アルバイト等の非正規雇用

がほとんどである。子育てと就労を両立しなければならな

い母子家庭の母であっても、特別な技能を持たない母子家

庭の母はパート主婦と同じ労働市場に参入するほかはない。

母子家庭の母が、家計補助的な収入しか得られないのも当

然といえば当然なのである。こうした経済社会の仕組みの

中で、母子家庭の母は「働いているのに貧困」の状況にあ

る。 

（３）目的

本論文では、ひとり親家庭、特に母子家庭の支援施策の

在り方について、「ひとり親家庭等の在宅支援事業」の取組

を通して、どのような支援施策が母子家庭の支援として有

用なのかを検証することを目的としている。現状の就業支

援策には、「母子家庭等就業・自立支援センター事業」や「自

立支援教育訓練給付金」、「高度職業訓練促進給付金」など

があるが、「現状の就業支援策」は、母子家庭の母の特別な

事情を斟酌しておらず、結果、自立につながらないのでは

ないか」という問題意識のもと、ひとり親家庭等の在宅就

業支援事業を先駆的に取り組んだ つの自治体を事例とし

て取り上げ、「在宅就業支援事業の取組は、①母子家庭の母

の職業能力開発に有効である、②地域の人材を育成し雇用

創出につながる」、という 点に着目し、ひとり親家庭にと

って、必要な支援施策の在り方について検証し、今後の課

題について考察する。

（４）ひとり親家庭等在宅就業支援事業

「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」は、子どもの養

育と生計の維持を一人で担わなければならないひとり親家

庭等にとって効果的な就業形態の一つとして、平成 21 年

度の補正予算による「安心こども基金」を財源に、平成25
年度末まで実施された事業である。

事業の特徴は、「業務の開拓」、「参加者の能力開発」、「業

務処理の円滑な遂行」等を一体的に取り組む自治体に国が

補助をするというもので、今までにない取組であった。同

事業を支援される母親の側の視点でみると、 スキル等の

無料の職業訓練（訓練期間１年程度）が受けられるだけで

なく、月３～６万円程度の訓練手当の支給、相談支援体制

の整備による精神面等のサポート、在宅就業を継続するた

めのアフターフォローが受けられるという事業である。
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産業と結びついた出口戦略、雇用創出が必要だ。」とい
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に、「母親たちへのメール発信、SNSを利用した双方向

コミュニケーションは、数値には出ることのない、隠れ
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いてのノウハウやネットワークもあり、ほかの地域より

も事業をいち早く展開することができたため、多くの受

講生（訓練生）を輩出できたと考えられる。 
人口流失、地域の衰退など地域の実情を危機感として

持っていた北海道では、人を育て、地域の人材とする必

図表1 ひとり親家庭等の在宅就業支援事業のしくみ 

 
出所：厚生労働省「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業評価検討会 

第1回配布資料」 
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要があるとして、在宅就業支援事業の訓練を通じ、母子

家庭の母に職業意識を持たせ、在宅ワーカーとしてだけ

ではなく、「職業人」を育てようとしていた。母親たちも

訓練に大きな期待を寄せていた。限られた人員で相当数

の受講生の訓練に対応するため、クラスルーム制を導入

したことは、特筆すべきことである。修了した母親を在

宅トレーナーとしてクラスルーム（※）に配置したこと

や横のつながりを意識した e ラーニングは、支援施策の

在り方としても示唆に富む。一方で、地域の厳しい現状

を踏まえ、在宅就業の業務の供給や地方での雇用創出な

ど、政策としての出口戦略の必要性に言及していること

は、支援施策の方向性を考えるうえで、地域の実情を踏

まえることの重要性を示すものである。 
※クラスルーム制とは、基礎訓練時に受講生を 1 クラ
ス25名程度のクラスに分け、学習開始報告、学習終了
報告の確認をクラス単位で行うようにした。特筆すべ
きは、第 1 期～4 期の訓練生の中から、6 人（うち 1
人は障がい者）を選抜し、在宅トレーナーとして育成
し、学習に関する報告の進捗管理をさせた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）石巻市（聞き取り調査日：平成26年11月21日）

震災直後の事業開始は、震災前からの人口流失に対す

る危機感の表れでもある。都市部では考えられないこと

だが、石巻には職業訓練を受けようにもその受け皿とな

る教育（職業訓練）機関がなく「教育機関は仙台に依存

しているのが現状だ。」という現実である。「教育（職業

訓練）を仙台に依存している限り、石巻に人材を呼び戻

すことはできない。今、石巻に残っている人が雇用を創

出する。」と、一人でも多くの地域人材を育成しようとす

る意欲が感じられた。地元で活躍できる人材、事業実施

者と一緒に仕事をしてくれるような人材を育成しようと

努力していることの意義は大きい。母親たちの状況を理

解し、母親たちが「心を開く」まで待ち、そして「一緒

に考える」という在宅訓練支援事業の訓練期間を活かし

た対応をしている。こうした支援は、単発の相談等では

できない支援であり、支援施策の在り方を考える意味で

も重要なことである。 
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～平成25年
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計 1,433名 

遠隔学習 
システム 
(eラーニン

グ) 
 
基礎訓練+ 
応用訓練 

月1回、各地域で集合研修 
年中無休のヘルプデスク 
家族相談、専門家による直
接相談等、相談支援体制の
整備 
体験業務成果発表 
メール等を活用した情報
提供等 

業務開拓のための
自立支援コンソー
シアムを組織 
継続することに制
約があっても、一
緒に解決する方法
を考える 

情報弱者 
複雑な事情を抱え
ている母親が多い 
低所得 

産業振興の一環、産
業教育として、在宅
就業支援事業を位
置づけ 
地域産業と結びつ
いた出口戦略、雇用
創出への言及 

北海道 
（コンソ
ーシア
ム） 

第1期～第
6期 
計1,225名 
 
うち母子家
庭764名 

遠隔学習
システム
（eラーニ
ング） 
基礎訓練+
応用訓練
（最大16
か月） 

集合研修を道内6カ所で
開催 
クラスルーム制の導入 
メールソフトを活用した
情報交換 
受講生の中から「在宅トレ
ーナー」を選抜 

在宅ワークサポー
トセンターで受講
を修了した登録者
に業務を発注 

積極的に声掛けし
ないと訓練継続で
きない母親もいた 
 
徹底的に「ひとり
じゃなんだよ」と
伝えた 

人を育て、地域の人
材としなければ、人
口流失、地域の衰退
につながる 

石巻市 
（コンソ
ーシア
ム） 

第1期～第
3期 
 
計147名 

遠隔学習
システム
（eラーニ
ング） 
基礎訓練
（5か月）
+応用訓練
（9か月） 

基礎訓練時月1回、応用訓
練時月2回の集合研修 
個別フォローの実施 
業務の専門家指導、アドバ
イス 
無料情報誌の発行等を通
して地域人材を育成 

第1期生は研修で
修得したスキルを
活かして20名が
再就職 
在宅就業希望者に
業務を発注 

自信のないお母さ
んが多い 
情報弱者 
心を開いてもらえ
るまでフォロー 

地域の雇用は地域
が創出しなければ
人口流失に歯止め
がかからない 
教育機関は仙台に
依存、石巻には職業
訓練を提供する機
関がないのが実情 

東京都 
1期～5期 
 
計300名 

訓練機関
に通所し
て行う集
合研修中
心のプロ
グラム 
基礎研修
（6か月）
+応用訓練
（6か月） 

相談支援体制の整備（在宅
就業に関すること、子育て
に関する事など） 
スーパーバイザーの配置 
メーリングリストの活用 

在宅就業フェアの
開催 

情報弱者 
訓練手当は職業訓
練への動機づけと
なった 

副業ではなく本業
としての在宅ワー
カーを育成しよう
とした 
支援の第一歩は「孤
立」させないこと 
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石巻市の取組では、石巻在宅就業支援センターが発行

人となって無料情報誌「ございん石巻  Go the 
Ishinomaki」を平成 24 年 8 月に創刊、広告収入で運営

している。コミュニケーションツールとして市民に認知

されている同誌の発行業務については、応用研修を受講

していた受講生に業務として切り出されている。 
（４）東京都（聞き取り調査日：平成26年12月8日）

東京都から在宅就業支援事業を受託したのは、戦後か

らずっと母子家庭の支援を継続してきた当事者団体であ

る。それだけに、聞き取り調査での「ひとり親家庭の母

親を集団にして１年以上にわたり継続的に支援するとい

う今までにない取り組みだったと思っている。」という言

葉は、在宅就業支援事業が画期的な取組であったことを

示すものといえる。 
東京都は、地理的な利便性を活かし、全員参加の集

合研修を中心としたプログラムを実施した唯一の受託

機関である。母親たちが、1 年間、平日週に 2 回、研

修実施場所まで研修に通う通所型の訓練である。東京

都が、集合研修のプログラムにしたのは、在宅就業を

副業ではなく、自立の道につなげようとしたからであ

る。地方に比べ、仕事はたくさんあり、報酬も高いよう

にみえる東京でも母親たちは低収入である。ただし、専

門的なスキルを身につければ、ほかの地域に比べ、再就

職の道が大きく切り開かれるのだろう。研修後、在宅就

業に従事した人もいる一方で、実践的職業能力が高まっ

たことで、就職、転職の際に有利に働いたり、昇給や雇

用条件の改善につながるなどの事例が多く見受けられた

ことは、在宅就業支援事業が在宅就業だけではなく総合

的な自立支援につながったことを指し示したともいえる。

それはそれで、大変、意義深いことである。受講生の声

を見ても、訓練で身についたスキルを武器に一歩前に踏

み出そうとする姿勢がうかがえる。保育、相談等のバッ

クアップ体制で、母親たちを継続的に支援したことが、

母親たちに一歩前に踏み出す勇気を与えたのだろう。ま

た、東京にいながら、母親たちが情報弱者だという現実

は、母親たちに必要な情報が届いていないということを

示唆するものである。公的支援の情報をいかに当事者に

つなげるかは、今後の大きな課題であろう。 
当事者団体だからこそ、目線が常に母親側にある。「就

業訓練より前に、まず『孤立』をさせないことが何より

大事だと考えている。」、「自分自身で考えられる、決める

ことができる、それが自立への第一歩なのではないか。

そのための援助は惜しまないというのが本来の支援の在

り方ではないか。」という言葉は、重く受けとめる必要が

ある。 
【考察・今後の展開】 
母子福祉施策は、平成26年度の見直しにより、総合的

な支援のための相談窓口が整備され、就業支援専門員の

配置も推進されることとなった。自治体の規模、支援サ

ービスの状況など地域の実情に応じたワンストップの相

談窓口の構築も推進される。しかし、就業支援専門員が

配置されていても、ワンストップサービスの相談窓口

が構築されていても、地域に就労できる仕事がなけれ

ば、母子家庭が経済的に自立することは難しい。同様

に、母子家庭の母の職業能力を開発しても、それを活

かす就労先が地域になければ、せっかくの職業能力開

発策も無駄になる。職業能力開発策と地域の雇用が結

びつくような支援体制が、母子家庭の経済的自立には

必要な支援であるといえる。まず、着目した2点につい

ての結論を以下に述べる。 
①在宅就業支援事業の取組は、母子家庭の母の職業

能力開発に有効である。 
②在宅就業支援事業の取組は、地域の人材を育成し

雇用創出につながる可能性はある。 
在宅就業支援事業は、自治体から委託を受けた事業実

施者が、「業務の開拓」、「参加者の能力開発」、「業務処理

の円滑な遂行」等を一体的に取り組むことが特徴の事業

であった。「福祉は福祉」、「雇用は雇用」、「地域は地域」

ではなく、バラバラだった支援のピースをつなごうと試

みた事業であったともいえる。これまでの母子福祉施策

において、こうした一体的な取組み今までになく、まさ

に「社会実験」ともいえる画期的な取組であった。地域

の事例を通して、福祉、雇用、地域をつなぐことで、地

域の雇用が創出される可能性があることを導き出した。 
【引用・参考文献】 
・赤石千衣子著（2014）『ひとり親家庭』岩波書店． 
・鳫咲子著（2013）『子どもの貧困と教育機会の不平等－

就学援助・学校給食・母子家庭をめぐって』明石書店． 
・周燕飛（2013）「パソコンスキルの習得は、母子世帯の

母親にとって本当に有用か」日本経済研究 (68), 88-105,
日本経済研究センター ． 

・厚生労働省（2017）「ひとり親家庭の支援について」厚

生労働省雇用均等･児童家庭局家庭福祉課． 
・労働政策研究・研修機構編（2012）『シングルマザーの

就業と経済的自立』労働政策研究報告書No.140． 
ほか 
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 小松お旅祭りの Facebookによる情報発信と活性化の取組について 

飯田栄治・干場雄司・山本汐音（金沢学院大学） 

Keyword：子供歌舞伎 、SNS、地域活性化 

 

【問題・目的・背景】 

 
「お旅祭り」は、250年続く、石川県小松市を代表する

祭りである。本祭りの実行主体は、京町、材木町、中町、

大文字町、寺町、西町、八日市町、龍助町といった小松駅

周辺の8町(図1)が、毎年2町ずつ当番町として上演を行

う。 

 

 

図1 曳山を有する8町 

 

町内の数か所で、曳山と呼ばれる移動式舞台が、場所を

変えながら、その上で町内の子供たちによる歌舞伎の上

演が行われる。（図2、図3参照） 

 

 

図2 小松龍助町の曳山 2017-5-12 

 

現在、各町は人口減少により、空洞化が進み、お旅祭り

の運営が難しい町も出始めている。H19年と H29年の間に

世帯数では 5町で減少し、特に、大文字町では-18%であっ

た。また、人口の変化は、全町でマイナスとなり、龍助町

では、40%を超える減少率となった。（表1、表2参照） 

なお、増田寛也氏によれば、現在、小松市は人口の108662

人(2016.12) から 2040年には 85483人まで減少(-21.3%)

するという予想[4]がある。若年女性の数は更に減ると同時

に、高齢化が進むと予想される。 

 

 

図3 子供役者による歌舞伎上演 

 

表1 世帯数の変化 

 H19.1.1 H29.1.1 変化率 

京町 53 48 -9.4% 

材木町 62 53 -14.5% 

中町 40 40 0.0% 

大文字町 94 77 -18.1% 

寺町 70 63 -10.0% 

西町 79 80 1.3% 

八日市町 86 86 0.0% 

龍助町 79 76 -3.8% 

 

表2 人口の変化 

 H19.1.1 H29.1.1 変化率 

京町 156 141 -9.6% 
材木町 157 120 -23.6% 
中町 109 95 -12.8% 
大文字町 264 186 -29.5% 
寺町 215 168 -21.9% 
西町 222 205 -7.7% 
八日市町 222 186 -16.2% 
龍助町 224 131 -41.5% 

 

これまで、子供役者は、各町から選出することが習わし

となっていたが、現在では、各町のみで子供役者を揃える
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ことが困難な状況が出てきている。 

したがって、本祭りの運営について、今後、祭の担当地

域以外の方々の理解や応援も必要となることも想定される。 

我々は過去 4年間、映像による祭りのアーカイブ化を行

ってきた。近年、SNS等によるPR展開が一般化しつつある

中、Facebookによる情報発信を試み、良好な反応を得るこ

とができたので、その取組について以降報告する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 

Facebookを用いて、子供役者のセリフや振付の練習の

様子、曳山の組み立て、そして、上演の様子などを静止画、

動画、短い説明等で情報発信を行った。 

アクセス数の変化、人々が反応する記事の傾向について

分析を行った。 

 

【研究・調査･分析結果】  

 

Facebookを用いてのリポートはH29.3.8から開始し約

3ヶ月間続けた。閲覧数の伸びは以下のような状況であっ

た。①～⑤はイベント番号である。 

 

図4 Facebookへのアクセス数増加の推移 

 

 

図5 登録コンテンツとアクセス数 

 

Facebookのアクセス数に大きな変化を与えた記事を抽出

し、図 4および図 5のグラフ中に番号で示した。内容は

以下のとおり。 

① 子供役者の練習の様子を報告 

② 県知事室表敬訪問 

③ 立稽古 

④ ショッピングセンターでお披露目上演 

⑤ 上演・千秋楽 

 

【考察・今後の展開】 

 

Facebookのアクセス数を分析してみると、開設後、し

ばらくは、Facebookの存在自体が十分に周知されずアク

セスが殆ど無かった。子供役者の練習の様子を発信し出

すと、保護者、上演当番町の方々を中心に、Facebookが

広まり始め、急激にアクセス数が上がった。特に、県知事

の表敬訪問では、アクセス数のピークを記録し、以後、記

事を載せる毎に、少なくとも、各記事40～50件程度の反

応があった。今回の調査では、地域を中心に核となる応援

団がいることが分かった。その核となる方々を中心に情

報が伝播していったことが分かった。 

今後の展開として、チラシ配布や新聞などメディアで、

イベントの速報が発信されるFacebookの存在を、事前に

地域住民に周知しておくことで、祭りのファンを増やせ

ることができそうである。 

 

【Facebook】 

https://www.facebook.com/金沢学院大学-飯田ゼミ曳山

子供歌舞伎ドキュメンタリープロジェクト -

412148695843906/ 

 

【引用・参考文献】 

 

[1] 地方消滅-東京一極集中が招く人口急減、中公新書、

増田 寛也、2014/8/22 

[2] できる 100の新法則 Instagram マーケティング 

写真1枚で「欲しい」を引き出す技術、（株）オプト、

山田智恵、小川由衣、石井リナ他、2016/3/18 

[3] Facebook広告運用ガイド ダイレクトマーケティン

グに生かす売上直結の活用術、 翔泳社、岡弘 和人、

2015/12/18 

[4] Facebookページ販促&集客ガイド 決定版 (得する<

コレだけ! >技)、 技術評論社、柴 佳織、2014/10/8 

①  
②  

③ 

④ ⑤ 

②  

④ 

⑤ 

①  

③  
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地域イベント参加者の一体感創出のためのフォトブースの開発と実践
高尾俊介（甲南女子大学）・高見知里（情報科学芸術大学院大学）

Keyword： 観光、文化資源、フォトブース、IoT、デジタルファブリケーション

　近年日本文化に注目が集まり、海外から観光客入込
が増加傾向にある。国際的な観点からも国内に偏在す
る文化資源は利活用手法の開発のみならず、地域の文
化価値創造へ向けた試みが盛んに行われるべきである。
地域振興を目的とした文化資源の活用を謳う地域イベ
ントは、今や各地で盛んに開催されている。その一方、
IoT（モノのインターネット）に代表されるICT（情報通信
技術）を取り入れた試みに関しては、総務省の地域 IoT
実装推進ロードマップ［1］も書かれたばかりということ
もあり、それらが十分に行われていると言えない状況で
ある。

　筆者らは岐阜県揖斐川町のタウンフェスティバル「揖
斐川ワンダーピクニック」で、地域資源である地獄絵を
ICT 技術を用いて活用した取り組み「地獄絵スタンプラ
リー」を2015 年より実施してきた［2］。

　本稿では、2017年 5月に「地獄絵スタンプラリー」
とともに実施したディープラーニング（深層学習）による
画風変換の手法を用いた撮影ブース「地獄絵フォトブー
ス」の開発と実践内容について述べる。

　「地獄絵スタンプラリー」と「地獄絵フォトブース」は、
岐阜県揖斐川町にある播隆院一心寺に収蔵されている
地獄絵を題材とした地域イベントである。地獄絵の解説
内容は一心寺住職の竹中純瑜氏に監修を依頼している。
　「地獄絵スタンプラリー」は2015 年から3カ年行い、
「地獄絵フォトブース」は2017年に新たに開始した活動
である。このイベントを実施している目的は以下の通り
である。
1.	 地獄絵拝観の風習の再興
2.	 スタンプラリー形式による地獄絵の鑑賞支援
3.	 会場の周遊を通じた地域の魅力の再発見
　スタンプラリーは、会場内に4箇所のチェックポイン
トを配置して実施した（図2）。絵柄とその解説をスタン
プとして収集すること、押印時に絵柄と関連した効果音
を再生することで、地獄絵拝観の動機付けを行うと同時
に地獄の様相を想起させる仕組みとしている。

2年間の実施を通じて、地域の文化資源の価値や効用
を参加者へ伝播すること、文化資源に紐付いた風習を
従来とは異なる形式で再興することができた。
　しかし、このイベントの目的の一つである「会場の周
遊を通じた地域の魅力の再発見」はコミュニケーション

【概要】

【背景】
1．文化資源を活用した地域イベント

2．これまでの実践からの気づき図１：揖斐川ワンダーピクニックで実施したスタンプラリー
の様子
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図２：参加者の移動経路と活動プログラム
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地域イベント参加者の一体感創出のためのフォトブースの開発と実践
高尾俊介（甲南女子大学）・高見知里（情報科学芸術大学院大学）
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とともに実施したディープラーニング（深層学習）による
画風変換の手法を用いた撮影ブース「地獄絵フォトブー
ス」の開発と実践内容について述べる。

　「地獄絵スタンプラリー」と「地獄絵フォトブース」は、
岐阜県揖斐川町にある播隆院一心寺に収蔵されている
地獄絵を題材とした地域イベントである。地獄絵の解説
内容は一心寺住職の竹中純瑜氏に監修を依頼している。
　「地獄絵スタンプラリー」は2015 年から3カ年行い、
「地獄絵フォトブース」は2017年に新たに開始した活動
である。このイベントを実施している目的は以下の通り
である。
1.	 地獄絵拝観の風習の再興
2.	 スタンプラリー形式による地獄絵の鑑賞支援
3.	 会場の周遊を通じた地域の魅力の再発見
　スタンプラリーは、会場内に4箇所のチェックポイン
トを配置して実施した（図2）。絵柄とその解説をスタン
プとして収集すること、押印時に絵柄と関連した効果音
を再生することで、地獄絵拝観の動機付けを行うと同時
に地獄の様相を想起させる仕組みとしている。

2年間の実施を通じて、地域の文化資源の価値や効用
を参加者へ伝播すること、文化資源に紐付いた風習を
従来とは異なる形式で再興することができた。
　しかし、このイベントの目的の一つである「会場の周
遊を通じた地域の魅力の再発見」はコミュニケーション

【概要】

【背景】
1．文化資源を活用した地域イベント
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という形で現れることは少なかった。例えば、参加者と
運営者の関係性はそれぞれのチェックポイント内に限ら
れていた。また参加者同士のコミュニケーション、異な
るチェックポイントでのコミュニケーションはともに乏し
かった。ともすれば、スタンプを収集すること、ゴール
すること自体が目的となっている参加者もいた。参加者
が体験したこと、すなわち感じた地域の魅力を参加者
同士や運営者と語り合うような場や仕組みを作る必要が
あった。このような課題を踏まえ、イベント参加体験の
内容に関して検討を行った。

　2017年に新たに設けた実施にあたっての目的は以下
である。
　1．運営者・参加者間のコミュニケーションの創発
　2．参加者同士の一体感の創出
　3．地獄絵の美術的特徴を用いた新たな価値創出
これらの目的を達成するために新たな取り組み「地獄絵
フォトブース」を活動プラグラムへ追加し、運営プログラ
ムの見直しを進めた。

　フォトスポットの代表的な例として「顔ハメ看板」で
の記念撮影がある。近年の記念撮影では、顔ハメほど
の大きさはなくとも、簡単に利用できる「フォトプロップ
ス」や「自撮り棒」といった撮影用小道具が一般的な物
となってきている。主に結婚式やパーティーなどハレの
日に、賑やかな写真を撮るために利用される。体験した
ことを写真で記録し、さらには Facebook や Instagram
といったSNSで発信する行為が日常的に行われている。　
筆者らは、このような情報社会化する流れに着目し、活
動プログラムに「フォトプロップスを利用したフォトブース」

を組み込むことを検討した。

　運営プログラムで見直した点は 2つある。1つは、
どのチェックポイントからでもスタートできるように各
チェックポイントに運営者を配置した。2つ目に、運営
者は決められたシフトに沿って全員が必ず1回は全ての
チェックポイントを巡るようにした。これによって、運営
者も会場を巡回しながら参加者の周遊体験の一部を共
感できるようになった。
　チェックポイントのうち3箇所は、人が集まるイベン
ト会場のマーケットエリア周辺にあり、参加者の多くは、
この3箇所のいずれかを始点に、会場を巡ってスタンプ
を収集する。マーケットエリアから10 分ほど歩いた場所
に、最後のチェックポイントとなる一心寺がある。参加
者はここでスタンプラリーをゴールするとともに、地獄絵
を拝観する。
　今回はこれまでの順路を踏襲し、ゴールである一心寺
に追加する形でフォトブースを設置した。参加者は鑑賞
後の記念として親子やグループで撮影を行う。写真は
地獄絵の描画効果を付加され、自身の写真のほか、他
の参加者の写真も閲覧できるようにした。また来場者が
スタンプラリーに参加すること、ゴールへ向かうことへ
の動機づけとして、マーケットエリアのチェックポイント
で地獄絵フォトブースに関する告知を行うとともに、撮
影された写真を閲覧できるようにした。

　「地獄絵フォトブース」は（1）フォトプロップス、（2）
地獄カメラ、（3）画像閲覧用デバイスの3つの装置で構
成されている。
　（1）フォトプロップスは地獄絵の世界観を写真撮影の
段階で事前演出するための小道具である。参加者はこ
れら小道具をカメラにかざす形で記念撮影を行う。（2）

画像変換

地獄絵フォトブース

サーバーへアップロード

地獄絵写真を見に行く

人の写真を見て参加したくなる

他の場所で表示
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❶フォトプロップス

❷地獄カメラ

❸画像閲覧用デバイス

チェックポイントで鑑賞

図３：システム構成

【目的】

【研究と実践】
1．参加の動機付けとしての写真撮影

2．コミュニケーションを誘発する場としてのチェッ
クポイントと「地獄絵フォトブース」

3．「地獄絵フォトブース」システム構成
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地獄カメラは運営者が参加者を撮影する専用カメラで、
記録撮影とモバイルデータ通信による撮影画像の転送
を行う。画風変換は転送後サーバーへアップロードされ
た後、自動で変換プロセスが実行される。（３）画像閲
覧用デバイスは、地獄カメラ及びサーバーでの処理によっ
て画風変換が完了した画像を、運営者及び参加者が閲
覧するためのデバイスで、マーケットエリア受付に設置
された iPad がそれにあたる。フォトブースから徒歩10
分の距離にある受付で閲覧できるようにしたのは、サー
バー側で行う画風変換の処理に、1枚あたり5−10 分
程度の時間が必要だったからである。

　システム構成で挙げた3つの装置はそれぞれ同時並
行で、プロトタイピングを重ねながらデザイン制作を進
めた。

フォトプロップスは、地獄やイベントを想起させる文字、
地獄絵に登場する拷問器具や弓矢、鬼の角、目玉など
絵巻に登場する印象的な情景を想起するオブジェとし
て、レーザーカッターや3Dプリンタを用いて制作した。
生成されるイメージがより非現実的な効果が高まるよう
な配色や素材を検討した。写実的というよりは、地獄絵
の中の平面的でどこかおかしみのあるテイストを意識し
て制作を進めた（図４）。
　検討の過程で、カメラアプリ「SNOW」［3］に代表さ
れるような AR（拡張現実）でエフェクトを重ねて表示さ
せる演出も考えられたが、フォトプロップスのようにモノ
を実際に動かせるほうが参加者にとっても自由度が高く、
アウトプットされる画像にもバリエーションが出ることが
わかった。

　地獄カメラは、シングルボードコンピュータである
Raspberry	Piとタッチパネルディスプレイ、カメラモ
ジュールを用いて、撮影システムをプログラムしたデバイ
スである。プログラムは主にPythonで実装し、カメラ
側の処理はタッチパネルでシャッターを切り、撮影した
画像を専用サーバーへ転送する。

　当初、Google の開発した人工知能を用いた画像処理
アルゴリズムである「Deep	Dream」[4]を使用すること
を念頭に開発を進めていた。「Deep	Dream」は画像の
中から特定のパターンを見つけ新しいイメージを生成す
る。

　しかし「Deep	Dream」では生成されるイメージが地
獄絵との関連性が乏しいため（図５）、新たに深層学習
に関する調査を行い、今回使用した画風変換の手法を
採用した。スタイルトランスファー［5］と呼ばれる画風
変換の技法は、原画となるイメージの色彩や特徴的な
領域を分析し、もう一つのイメージへ割り当てるという
ものである。代表的なものとしては、撮影した写真をゴッ
ホやレンブラントといった著名な画家の画風に変換する
「Prisma」［6］などのカメラアプリが既に開発されている。
　地獄絵フォトブースでは、フォトプロップスを用いて撮
影を行うことで、画風変換を前提としたイメージ操作を
予め行っている。この手順によって画風変換の結果をよ
り原画へ近づけている。
　画風変換の元となる原画は地獄絵十一幅から選定し
た特徴的な情景をランダムに選択し、撮影された画像の
色彩や陰影へ特徴を反映させている。

画像閲覧用デバイスはフォトプロップスと同様の手順で、
外装を「浄玻璃の鏡」という死後の審判で亡者の善悪
を見きわめるために使用するとされる鏡をモチーフとし
て、レーザーカッターで出力したものを誂えた（図７）。

図４：フォトプロップス

4．制作

（1）フォトプロップスの制作

（2）地獄カメラの制作

（3）画像閲覧用デバイス

図５：元画像（左）とDeep Dreamで変換された画像（右）

図６：地獄カメラ
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変換された画像はウェブブラウザを通じて閲覧できる仕
組みとした。

　2017年 5月21日（日）に揖斐川ワンダーピクニック
の会場内で「地獄絵スタンプラリー」及び「地獄絵フォ
トブース」を実施した。10 時から17時までの7時間で
780 名の参加があった。フォトブースでは約120 枚の写
真を撮影した。揖斐川ワンダーピクニックには約 2万人
の来場があった。
　フォトブースでは予め掲示していたサンプルを参考に、
道具を用いて舌を抜こうとする人や、矢に貫かれて苦悶
の表情を浮かべる人も現れた。更に、その様子を見て
いた別の参加者同士で会話が生まれ、コミュニケーショ
ンが連鎖する場面もあった。
　撮影時に自然と能動的なコミュニケーションが発生す
るため、運営者と参加者のやりとりが活発に行われた。
また運営者が各チェックポイントをローテーションして
担当する仕組みとしたことで、時間差で会場を巡る同じ
参加者と複数回顔を合わせることになった。その結果、
運営者と参加者間で周遊体験やイベントの参加に関する
感想をやり取りする機会が生まれ、その輪に別の参加
者が会話に加わることもあった。

　「地獄絵フォトブース」は類型化すると、ご当地の観光
名所にある顔ハメ看板の現代的手法とも言える。そこで
は参加者個々の経験と地獄絵の非現実的な情景が混交
するイメージが生成される。前述の名画をモチーフとし
た画風変換アプリが生み出す確固としたイメージと比較

するとぼんやりとしつつも不思議な魅力がある。本研究
で採用した複合的な手法は、美術館・博物館のガラスケー
スに収蔵される著名な美術作品ではなく、地域に遍在す
る他の無名の資文化資源でこそ応用の可能性がある。
　3カ年を通じて行ってきたスタンプラリーの企画自体
は今年度で一区切りとなるが今後も土地土地の文化資源
に触れ、新たな利活用手法を開発していきたい

［1］　総務省（2017）「地域 IoT 実装推進ロードマップ（改定）」
2017年 5月発表　文部科学省ウェブサイト（http://www.soumu.
go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000142.html）（2017
年 8月現在）
［2］　高尾俊介・高見知里：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 ,『小さなまちの挑戦～地方創生とま
ちづくり』 地域活性学会第 8回研究大会論文集（2016）
［3］　https://snow.me/
［4］　Google Github リポジトリ（2017）「Deep Dream」（https://
github.com/google/deepdream）（2017年 8月現在）
［5］　Image Style Transfer Using Convolutional Neural 
Networks, Leon A. Gatys, Alexander S. Ecker, Matthias 
Bethge; The IEEE Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition （CVPR）, 2016, pp. 2414-2423
［6］　https://prisma-ai.com/

本研究は、公益財団法人小川科学技術財団平成 28 年
度研究助成を受けたものです。図８：撮影した写真

図９：モチーフとなった地獄絵

図１０：画風変換した写真

図７：浄玻璃の鏡

【考察と展望】

【引用・参考文献】

5. 実践
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地域イベントにおける情報発信効果の分析（第３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、第２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きたかを明らか

にすることである[1] [2]。本稿における地域イベントとは、

宮木[3]や梶谷[4]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。 

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、来場者の確保が考えられる。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、本稿が対象とするような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。テレ

ビやラジオなど電波を媒体する手段、新聞や雑誌など紙を

媒体する手段、ブログやソーシャル・ネットワークなどイ

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。このように多くの情報発信に

は手段はあるが、広報活動に割けるリソースが限られてい

る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、石川県能美市の

灯台笹町と岩本町の 2町が合同で実施している「竹の子
まつり」である（図1）。石川県能美市は、石川県の南部、
加賀平野のほぼ中央に位置し、北側には標高2,702ｍの白
山から流れ出る手取川と梯川に挟まれた扇状地と、日本

海に面した美しい海岸線があり、南側には白山山系に連

なる、なだらかな丘陵地である能美丘陵を擁する、海・

川・山・平地に恵まれた、非常に豊かな地勢である（能

美市ホームページより）。 
 灯台笹町と岩本町は、2014年3月に地域活性化を図る
ことを目指し「灯岩そうせい会」を発足した。本研究が

対象とした地域イベント「竹の子まつり」は、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３回竹の子まつりは、灯岩そうせい会によって2016
年 5月 3日に開催され、この地域イベントの来場者に対
してアンケート調査を実施した（表 1）。なおアンケート
の配布にあたっては、家族や友人など複数での来場者に

対して、個別にアンケートへの回答を依頼した。 
 

表 1 調査概要 

調査時期 2016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 250件 
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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
してアンケート調査を実施した（表 1）。なおアンケート
の配布にあたっては、家族や友人など複数での来場者に

対して、個別にアンケートへの回答を依頼した。 
 

表 1 調査概要 

調査時期 2016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 250件 

 

2.アンケート項目 

アンケート項目は、これまでの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、属性を訪ねる項

目、情報入手に関する項目、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。 
 アンケート回答者の属性データ 

- これまでの竹の子まつりの参加経験 
- 性別 
- 年齢 
- 来場者の居住地 
- 来場者の構成 

 情報入手経路に関する質問 
 竹の子まつりに関する質問 

- 竹の子まつりの評価 
- 竹の子まつりの企画 
- 次回の参加の有無 
- 意見（自由記述） 

 灯台笹町・岩本町に関する質問 
- 認知度 
- 印象（自由記述） 

 
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、メール、防災無線などである。
詳細は以下の通りである。 
 チラシ（A4 800部） 

- 情報発信部門が作成し、灯台笹町および岩本町

の住民に数部配布 

- 竹の子まつり実行委員会メンバーに知り合い

や職場等で配るように依頼 

- 能美市役所に関連施設への配布を依頼 

 ポスター（A3 100部） 

- 情報発信部門が作成し、竹の子まつり実行委員

会メンバーに配布を依頼 

- 能美市役所に関連施設への配布を依頼 

 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 

- 能美市役所が毎月発行する広報能美 2015 年 5

月号に記事を掲載 

- 能美市役所のホームページ（能美のSACHIまつ

り 2015春）に掲載 

 新聞 

- 2016年4月26日の北國新聞に竹の子まつりに

関する記事が掲載 

 Facebook 

- 4月 15日から情報発信 

 北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）にメール 

- 灯台笹・岩本町の近くにあるJAISTの総務課に

依頼しJAIST関係者全員にメールを配信 

 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。初めてきた回答者が165名（66％）と一番多く、
次いで去年も来た回答者48名（19％）、毎年来ている
回答者32名（13％）という順であった。 
 

表 2 竹の子まつりの参加経験 

 度数 百分率 

初めて来た 165 66％ 
去年も来た 48 19％ 
毎回来ている 32 13％ 
無回答（欠損値） 5 2％ 
 

 アンケート回答者の性別を表 3に示す。回答者は、男

性が101名（40％）、女性が149名（60％）であった。 
 

表 3 回答者の性別 

  度数 百分率 

男性 101 40％ 
女性 149 60％ 
 

 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（63名、25％）で、次いで 40代（54名、
22％）、70代以上（40名、16％）、50代（37名、15％）
の順であった。 
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表 4 回答者の年代 

 
度数 百分率 

10未満 12 5％ 
10代 8 3％ 
20代 12 5％ 
30代 24 9％ 
40代 54 22％ 
50代 37 15％ 
60代 63 25％ 
70代以上 40 16％ 
 

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（171名、68％）で、次いで友人（41名、16％）、

1人（32名、13％）の順であった。 

 

表 5 回答者の同行者 

 度数 百分率 

1人 32 13％ 
友人 41 16％ 
恋人 1 0.4％ 
家族 171 68％ 
その他 5 2％ 
 

 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（139 名、56％）で、次いで金沢市（41 名、

16％）、小松市（27名、11％）、白山市（25名、10％）の

順であった。その他県内からは津幡町、その他県外から

は栃木県、神奈川県、大阪府であった。 

 

表 6 回答者の居住地 

 
度数 百分率 

能美市 139 56％ 
金沢市 41 16％ 
小松市 27 11％ 
白山市 25 10% 
野々市市 5 2% 
その他県内 4 2% 
北陸先端大学 3 1% 
その他県外 5 2% 
欠損値 1 0.4% 
 

 

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（69件）で、次いで、知人（53件）、

チラシ（42 件）、ポスター（42 件）の順であった。その

他の回答には、インターネット、通りがかり、看板、等

があった。 

 

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 42 
ポスター 42 
能美市広報 69 
新聞 35 
Facebook 10 
知人 53 
防災無線 38 
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 

回答者の年齢によって、情報の入手経路が異なるの

かを調べるために、「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。 

 

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 

JAIST

広
報 

そ
の
他 

合
計 

10未満 1 1 3 2 0 3 3 0 0 13 

10代 0 2 0 1 0 1 4 0 0 8 

20代 2 2 2 0 2 4 0 1 1 14 

30代 6 2 6 1 3 4 1 2 3 28 

40代 9 8 14 2 4 14 9 2 6 68 

50代 4 11 7 5 0 6 6 0 1 40 

60代 16 11 22 11 1 14 11 0 3 89 

70以上 4 5 15 13 0 7 4 0 3 51 

合計 42 42 69 35 10 53 38 5 17 311 
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 比較的若い年代である30代以下の竹の子まつりの情報

入手経路は、知人が一番多く、次いで能美市広報、チラ

シ、防災無線、ポスターという順であった。一方、高い

年代の竹の子まつりの情報入手経路は、能美市広報が一

番多く、次いで知人、チラシ、ポスター、防災無線、新

聞という順であった。 

 若い年代の回答者数と高い年代の回答者数の差が大き

いため推測の域は出ないが、年代によって情報入手経路

が異なる傾向がみられる。特に新聞は、若い年代が情報

入手経路として用いていないことが伺える。 

 

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。 

 

表 9 「住居地」と「情報入手経路」のクロス集計 
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新
聞 

Facebook 

知
人
よ
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防
災
無
線 

JAIST

広
報 
そ
の
他 

合
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能美市 26 18 62 13 5 26 38 0 4 192 

金沢市 3 7 3 9 4 7 0 1 7 41 

小松市 7 7 2 4 1 5 0 1 4 31 

白山市 2 3 1 9 0 13 0 0 0 28 

野々市市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 

加賀市 2 2 0 0 0 1 0 0 0 5 

その他 

県内 
0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

JAIST 1 1 0 0 0 1 0 0 2 5 

その他 

県外 
42 42 68 35 10 53 38 5 17 310 

合計 26 18 62 13 5 26 38 0 4 192 

 

 回答者数が多い能美市居住の回答者の情報入手経路を

みると、能美市広報が一番多く、次いで防災無線、チラ

シ、知人という順であった。一方、能美市以外に居住の

回答者の情報入手経路をみると、知人が一番多く、次い

でポスター、新聞、チラシ、その他という順であった。 

 これは情報媒体の伝達範囲の違いによる結果であると

考えられる。つまり、例えば能美市広報誌は、Webでも見

られるが、紙媒体は能美市にしか配布されないため、基

本的には能美市居住者しか得られない。一方で、新聞は、

購入者に限られるが、広報誌よりも広範囲の人に届けら

れる。したがって、ターゲットに合わせて、情報媒体を

上手く活用することが必要である。 

 

【まとめ・今後の展開】 

 地域イベント「竹の子まつり」の来場者アンケートの

結果から、地域イベントの情報入手経路は、年代や居

住地によって異なる傾向がみられた。したがってター

ゲットに合わせて、情報媒体を上手く活用することが

必要である。 
 2017年5月3日に第4回竹の子まつりが開催され、
灯岩そうせい会の協力を得て、これまでと同様に来場

者に対してアンケート調査を実施した。地域イベント

来場者の情報入手に関する情報は蓄積されつつある。 
 今後は、これまでのアンケート結果を用いて、地域イ

ベントにおける情報発信効果を更に分析する。 
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地方国際芸術祭のローカル化と地域振興 
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【問題・目的・背景】 
昨今、アートプロジェクトが各地で展開されている。ア

ートプロジェクトには大小さまざまなものがある。3 年に
一度あるいは2年に一度開催される芸術祭（トリエンナー
レ、ビエンナーレ）の開催も盛んで、近年は、毎年全国い

ずれかの地でおこなわれており、ここ数年、ここ 10 年ほ
どの間に第 1回開催を迎えた芸術祭も少なくない。また開
催場所（政令指定都市か否かを判断基準に分類）とコンセ

プト（サイトスペシフィックか否か）によって類型化する

と、昨今の芸術祭が、政令指定都市以外の「地方」を舞台

とし、サイトスペシフィックな特色を有する芸術祭である

ことも確認できる[山田2017]。 
地方開催の国際芸術祭は、その実施形式にも目をむけて

みると、数が増えるなか、その定型化の傾向をみてとるこ

ともできる。プロデューサーとアートディレクターを中核

に据え、実行委員会を組織し、一流アーティストが地域の

生活に根ざした資源を活かした現代アート作品を住民と協

働で制作する。そして、運営には域内外のボランティアが

サポーターとして携わり、鑑賞者はその地に縁のある物語

を有した作品とその土地を体感するために現地を訪れる。

また、地方公共団体は交流人口の増加や経済効果を期待し

て、公的資金を投入する。こうした定型化は、地方開催の

国際芸術祭の実施が、各地域において成果を生み出してい

る―地域振興の一助となっている―ことの証左と捉えるこ

ともできるだろう。 
 ところで、少し視点を変えて芸術祭を捉え返してみよう。

地方開催の国際芸術祭の会場は一般的に、複数の地域／エ

リアから構成される。そして、芸術祭は、それら各エリア

をひとくくりとして捉え、評価されることが珍しくない。

では、芸術祭を担う個々の地域に焦点をあてたとき、そこ

では芸術祭とのどのようなかかわりが生まれ、どのような

アート実践がおこなわれ、どのような社会変容が生じてい

るのだろうか。国際芸術祭にこうした微視的なまなざしを

注ぐことは、①ある程度の実施回数を重ね、定着／定型化

しつつある地方開催の国際芸術祭の現場の実態を捉えるこ

と、②ローカルな視点から国際芸術祭を介した地域振興の

実態を捉えること、そして、③地域振興とはどういうこと

であるのかを考察する手がかりを提示してくれるのではな

いだろうか。 
本発表ではこうした問題意識の下、地方開催の国際芸術

祭の舞台となる、ある特定の地域とその地域における国際

芸術祭をはじめとしたアート実践について民族誌的記述を

していく。事例としては、アートプロジェクトを介した地

域振興に行政と住民が力を注ぐ、瀬戸内国際芸術祭（以下、

瀬戸芸と称す）の舞台となった粟島（香川県三豊市）での

アート実践を取り上げる。示す事例の時間系は、瀬戸芸

2013会期後から同2016会期後とする。 
【研究方法・研究内容】 

（1）瀬戸内国際芸術祭 
瀬戸芸は2010年より3年に1度開催されてきた地方開
催の国際芸術祭のひとつである。テーマは初回から一貫

して「海の復権」で、芸術祭を通じて「美しい自然と人

間が交錯し交響してきた瀬戸内の島々に活力を取り戻し、

瀬戸内海が地球上のすべての地域の「希望の海」となる

こと」、サイトスペシフィックアートによる観光を展開す

ることで住民の笑顔と誇りを取り戻すことが目指されて

いる[瀬戸内国際芸術祭実行委員会2015]。 
来場者は、宇野港、高松港、香川県西部の島への航路

のある港から船に乗って会場となる島々へ渡り、島内に

点在するアート作品を鑑賞するほか、島の景観、食、地

域の人びととの交流を楽しむ。直近の瀬戸芸は2016年の
第3回で、会期は春・夏・秋の3シーズンの計108日で
あった。12の離島と2つの港周辺を会場とし、約200の
作品が各所に展示され、舞台芸術や食に関わるイベント

も多数展開された。来場者数は 104万人にのぼり、経済
波及効果は139億円（前回比＋7億円）とされている。 
瀬戸芸は官である香川県と民の福武財団が実施の中核

となっている点が特徴のひとつである。したがって実行

委員会には県内主要機関、会場となる離島のある自治体

が名を連ねる。また、アート作品を介し、アーティスト、

島民、ボランティアサポーター、実行委員会が同調・呼

応し、協働で芸術祭を創造することが目指されている [瀬
戸内国際芸術祭実行委員会 2015:5] 。 
（2）瀬戸芸会場としての粟島 
粟島は、香川県西部に位置する三豊市の一地区にあた

る。人口約68,500人(2010年)の同市において、粟島の人
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レ、ビエンナーレ）の開催も盛んで、近年は、毎年全国い

ずれかの地でおこなわれており、ここ数年、ここ 10 年ほ
どの間に第 1回開催を迎えた芸術祭も少なくない。また開
催場所（政令指定都市か否かを判断基準に分類）とコンセ

プト（サイトスペシフィックか否か）によって類型化する

と、昨今の芸術祭が、政令指定都市以外の「地方」を舞台

とし、サイトスペシフィックな特色を有する芸術祭である

ことも確認できる[山田2017]。 
地方開催の国際芸術祭は、その実施形式にも目をむけて

みると、数が増えるなか、その定型化の傾向をみてとるこ

ともできる。プロデューサーとアートディレクターを中核

に据え、実行委員会を組織し、一流アーティストが地域の

生活に根ざした資源を活かした現代アート作品を住民と協

働で制作する。そして、運営には域内外のボランティアが

サポーターとして携わり、鑑賞者はその地に縁のある物語

を有した作品とその土地を体感するために現地を訪れる。

また、地方公共団体は交流人口の増加や経済効果を期待し

て、公的資金を投入する。こうした定型化は、地方開催の

国際芸術祭の実施が、各地域において成果を生み出してい

る―地域振興の一助となっている―ことの証左と捉えるこ

ともできるだろう。 
 ところで、少し視点を変えて芸術祭を捉え返してみよう。

地方開催の国際芸術祭の会場は一般的に、複数の地域／エ

リアから構成される。そして、芸術祭は、それら各エリア

をひとくくりとして捉え、評価されることが珍しくない。

では、芸術祭を担う個々の地域に焦点をあてたとき、そこ

では芸術祭とのどのようなかかわりが生まれ、どのような

アート実践がおこなわれ、どのような社会変容が生じてい

るのだろうか。国際芸術祭にこうした微視的なまなざしを

注ぐことは、①ある程度の実施回数を重ね、定着／定型化

しつつある地方開催の国際芸術祭の現場の実態を捉えるこ

と、②ローカルな視点から国際芸術祭を介した地域振興の

実態を捉えること、そして、③地域振興とはどういうこと

であるのかを考察する手がかりを提示してくれるのではな

いだろうか。 
本発表ではこうした問題意識の下、地方開催の国際芸術

祭の舞台となる、ある特定の地域とその地域における国際

芸術祭をはじめとしたアート実践について民族誌的記述を

していく。事例としては、アートプロジェクトを介した地

域振興に行政と住民が力を注ぐ、瀬戸内国際芸術祭（以下、

瀬戸芸と称す）の舞台となった粟島（香川県三豊市）での

アート実践を取り上げる。示す事例の時間系は、瀬戸芸

2013会期後から同2016会期後とする。 
【研究方法・研究内容】 

（1）瀬戸内国際芸術祭 
瀬戸芸は2010年より3年に1度開催されてきた地方開
催の国際芸術祭のひとつである。テーマは初回から一貫

して「海の復権」で、芸術祭を通じて「美しい自然と人

間が交錯し交響してきた瀬戸内の島々に活力を取り戻し、

瀬戸内海が地球上のすべての地域の「希望の海」となる

こと」、サイトスペシフィックアートによる観光を展開す

ることで住民の笑顔と誇りを取り戻すことが目指されて

いる[瀬戸内国際芸術祭実行委員会2015]。 
来場者は、宇野港、高松港、香川県西部の島への航路

のある港から船に乗って会場となる島々へ渡り、島内に

点在するアート作品を鑑賞するほか、島の景観、食、地

域の人びととの交流を楽しむ。直近の瀬戸芸は2016年の
第3回で、会期は春・夏・秋の3シーズンの計108日で
あった。12の離島と2つの港周辺を会場とし、約200の
作品が各所に展示され、舞台芸術や食に関わるイベント

も多数展開された。来場者数は 104万人にのぼり、経済
波及効果は139億円（前回比＋7億円）とされている。 
瀬戸芸は官である香川県と民の福武財団が実施の中核

となっている点が特徴のひとつである。したがって実行

委員会には県内主要機関、会場となる離島のある自治体

が名を連ねる。また、アート作品を介し、アーティスト、

島民、ボランティアサポーター、実行委員会が同調・呼

応し、協働で芸術祭を創造することが目指されている [瀬
戸内国際芸術祭実行委員会 2015:5] 。 
（2）瀬戸芸会場としての粟島 
粟島は、香川県西部に位置する三豊市の一地区にあた

る。人口約68,500人(2010年)の同市において、粟島の人

口は289人（全体の約4%）、島内高齢化率は約92%であ
る（2010年度国勢調査）。  
粟島が瀬戸芸会場となったのは第2回（2013年）の芸
術祭からである。第 3回瀬戸芸においては、粟島では 8
作品の展示と 1つのパフォーマンス披露があった。会期
は秋のみ（30日間）で、この間に約2.3万人が来島した。 

【研究・調査･分析結果】 

芸術祭においては、何よりもまず、アート作品がそこ

にあることが前提となる。瀬戸芸では、作品選定を総合

プロデューサーと総合ディレクターが、そして決定を実

行委員会がおこなう。会場運営については、自治体関係

者、アートフロントギャラリースタッフ、会期外におい

てもアート作品の管理とボランティア（こえび隊）・コー

ディネートをおこなうNPOスタッフが全体統轄し、その
下で島民をはじめとしたボランティアが会場受付や来場

者誘導といった現場の運営を担うやり方を統一路線とし

ている。さらに、会期前にはアーティストが来島して作

品制作に取り組むので、島民、ボランティア、行政関係

者がサポートする。会期後の片付けも同様である。 
 粟島においても、大枠はこれに則って運営された。し

かし、実践を詳しくみていくと、粟島においては、アー

ティストの選定に際して島民が総合ディレクターに意向

主張し、結果的に、それを汲んでもらったという経緯が

あることが明らかとなってきた。そして、経年で粟島で

のアートをめぐる実践を調査してみると、この「主張」

の背景には、継続的に展開されているアーティストイン

レジデンスの取り組みが影響していることも浮き彫りと

なってきた。 
（1）粟島でのアーティストインレジデンスの実践 
① 経緯 
粟島では、瀬戸芸第1回が開催された2010年より、ア

ーティストインレジデンス（以下、AIRと称す）を実施
している。これは県の文化振興事業として開始されたも

ので、この当時は、県が決めたアーティストが「粟島の

AIRアーティスト」として来島し、粟島に暮らしながら
数か月間に渡って制作活動を行い、成果発表を期間終了

時におこなっていた。2013年の第2回瀬戸芸までに計17
名が粟島のAIRアーティストとなり、このうちの8名は第
2回（粟島においては初回の）瀬戸芸アーティストとして
粟島で作品を発表した。なお、このとき粟島に設置され

た作品は全部で14作品であったので、半数以上が「県の
お墨付き」のある粟島AIRアーティストによって手掛け
られたものであったということになる。 

そして3年（4年度）に渡って展開された県のAIR事業
は第2回瀬戸芸開催年に終了となった。しかし粟島では島
民からAIR継続を要望する声が上がった。これを受け三
豊市では、2014年より市の独自事業としてAIRを実施す
る。それまで年2回の招聘だったものを1回にしたものの、
実施形態はほぼ同様とした。アーティストの選定は、瀬

戸芸2013において粟島で作品を発表した東京芸術大学で
教鞭をとるアーティストＣ氏がおこない、選定にあたっ

ては、瀬戸芸に出展可能なクオリティであることと、島

民の意向（アート分野、性別等）が考慮された。 
② AIRでの作品制作と住民の関わり 
（事例1）市独自AIRにおけるある招聘アーティスト 

AIR アーティストは島民との交流を介して作品のモチ
ーフとなる地域資源を「発掘」する。一方島民はAIRに
おいて、彼らの島暮らしを支え、作品づくりに関与する。 

2014年市独自AIRアーティストのひとりの布作家は、
島民から染物で作ってほしいモノとその理由をオーダー

票で受け付け、制作するプロジェクトを立ち上げた。オ

ーダーを受けるとアーティストは、注文品にまつわる物

語をさらに詳しく注文者から聞き、その情報を基に作品

制作をすすめた。オーダーは滞在中に作りきれない程あ

ったそうで、納品した作品には、来島者歓迎用の幟、大

漁旗、島の四季をあしらったモンペ等があった。染めや

縫製といった一連の作業には島民も携わり、作家留守中

は島民だけで作業を進めることもあったという。 
このアーティストは、翌年も再び招聘された。これは、

粟島初滞在のもう一人のアーティストに島での生活につ

いて、滞在経験のある彼女からある程度に伝えてほしい

との島民の意向によるものだった。彼女の再訪は多くの

島民が喜び、

この年も多く

のオーダーが

寄せられ、制

作には、アー

ト活動を支援

する島内の任

意組織のメン

バーが協力した。 
（事例2）漂流郵便局の維持管理を担う住民 
時期が前後するが、2013 年 AIR アーティストの第 2
回瀬戸芸作品である「漂流郵便局」に関する会期終了後

の住民主体による作品の維持管理についても触れておき

たい。 

写真1タペストリー制作に参加する住民 
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第 3回瀬戸芸後にあたる現在、瀬戸芸公式HPでは粟
島で鑑賞可能な瀬戸芸 2013、2016の作品は 2点とされ
ている。しかし実際にはこれ以外も同島には鑑賞可能な

作品がある。そのひとつが「漂流郵便局」である。この

作品は、会期外は非公認作品との位置づけだが、第 2回
瀬戸芸終了後のマスメディアの紹介や書籍出版が契機と

なり、粟島において最も知名度の高く、開館日（月2回）
には常時来訪者のある作品である。 
この作品の制作者は 2013年AIRアーティストの女性
である。彼女は空き家となった元郵便局を訪れ、入口の

ところにあった鏡で自分の姿をみて、（島はきれいだけれ

ど、漂流物が多い）「わたしもこんなところに流れ着いて

しまった」と思ったのだという。この建物の持ち主であ

るA氏はそんな彼女に、島の歴史、モノ・コト・ヒトの
流れについて話したという。彼女は、A 氏の話と鏡の中
にみた自分の姿、自らの眼でみた島の様子を基に、作品

のコンセプトをつくりあげ、「いつかどこかのだれか宛」

の「届け先のわからない手紙」を受け付ける漂流郵便局

を完成させた。 
瀬戸芸2013で発表されたこの作品では、アーティスト
たっての要望でA氏が漂流郵便局の局長に就任した。会
期中は、アーティストの来局が遅く、A 氏が一人で鑑賞
者の対応をすることも珍しくなかったという。 
この作品は、瀬戸芸2013終了後取り壊すことになって
いた。しかし A 氏は、開局し続けることを選択する。A
氏はいまも、毎日届く作品の一部でもある行き先のない

郵便物を受け取り、一通ずつ受け取り印を押し、到着枚

数を数え、手紙に目を通し、管理している。「開局」から

4年弱の間に葉書と手紙の数は約24,000を数えるまでに
なった。漂流郵便局はいまも月に 2度開局するが、A氏
も作品の一部として制服姿で来訪者に応対する。 

瀬戸芸においては、会場となった各島に作品がいまも

数多く点在している。しかし漂流郵便局のように、瀬戸

芸実行委員会や自治体、福武財団の手を離れたあとも費

用も含め住民が維持管理を担っている作品はほぼ皆無で

ある。瀬戸芸2013終了後、A氏は作品撤去の選択もでき
たわけだが、「行

き場のない手紙

をそのままには

できない。書く

人がいて手紙が

くるのなら。」と、

手紙を出す人の

想いに寄り添って、作品維持の道を選択したのだという。 
（2）瀬戸内国際芸術祭2016でのアーティストの要望 
こうしたプロセスを経て迎えた瀬戸芸 2016 において
は、すでに県のAIR事業も終了し、瀬戸芸アーティスト
の最終選考は総合プロデューサーと総合ディレクターに

委ねられ、アーティストと作品の配置の決定は総合ディ

レクターに委ねられていた。しかしこの状況のなか、粟

島の住民たちは、市担当者を介して総合ディレクターに

対して、第3回瀬戸芸（2016）の粟島アーティストに、
三豊市独自AIRのアーティストを含む、過去に粟島で活
動したアーティスト―第 2回終了後非公式作品となった
漂流郵便局も含む―を加えてほしいと要望した。住民は、

これまで島と関わりのあったアーティストと彼らが作る

作品、そして彼らの作品制作への関与を求めたのである。 
総合ディレクターは当初これに難色を示したという。

しかしC氏が仲介し、C氏のキュレーションの下で実施
をすることを条件にこの要望は了解された。結果、元AIR
アーティストによるグループ展示という形態で住民の要

望は実現された。瀬戸芸 2016 の粟島作品は公式には 8
作品となっている。しかし、グループ展示を 1作品と数
えるため、実際には18作品が展示された。また、第3回
の新作品は15作だったが、このうち13作品は、元AIR
および第2回粟島会場アーティストによって制作された。
住民は彼らの作品制作に積極的に関わったという*1。 
（3）瀬戸内国際芸術祭2016への島民の関わりの様態 
 粟島における瀬戸芸に関するアート実践として、第 3

回瀬戸芸時の島民の芸術祭への関わりの様態にも触れて

おこう。粟島での実施運営にあたっては、受付や誘導と

いった来訪者対応は主に自治体職員と島外ボランティア、

委託スタッフ（有償）が担った。 

第 3 回芸術祭では、「食」に力点が置かれ、全島にお
いて、島民とプロのシェフが島にちなんだ食提供をする

こととなっていた。しかし、粟島では島内宿泊施設の料

理人と三豊市在住の観光振興に従事する有志がその役割

を担っていた。つまり、島民は関与していなかった。対

して島民は、先述のとおり会期前の作品制作―殊に（元）

AIR アーティストのそれ―に関与していた。また会期中

は作品受付を一部の作品に限って請け負い、これ以外は

手作り土産物販売や、喫茶営業で来島者をもてなしたり、

同時開催の島民にかかわる写真パネル展の解説、各所の

清掃などを担っていた。決して、来島者対応に追われて

いるという様子はなかった。  
 

写真2 来訪者対応する局長A氏（右奥） 
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レクターに委ねられていた。しかしこの状況のなか、粟

島の住民たちは、市担当者を介して総合ディレクターに

対して、第3回瀬戸芸（2016）の粟島アーティストに、
三豊市独自AIRのアーティストを含む、過去に粟島で活
動したアーティスト―第 2回終了後非公式作品となった
漂流郵便局も含む―を加えてほしいと要望した。住民は、

これまで島と関わりのあったアーティストと彼らが作る

作品、そして彼らの作品制作への関与を求めたのである。 
総合ディレクターは当初これに難色を示したという。

しかしC氏が仲介し、C氏のキュレーションの下で実施
をすることを条件にこの要望は了解された。結果、元AIR
アーティストによるグループ展示という形態で住民の要

望は実現された。瀬戸芸 2016 の粟島作品は公式には 8
作品となっている。しかし、グループ展示を 1作品と数
えるため、実際には18作品が展示された。また、第3回
の新作品は15作だったが、このうち13作品は、元AIR
および第2回粟島会場アーティストによって制作された。
住民は彼らの作品制作に積極的に関わったという*1。 
（3）瀬戸内国際芸術祭2016への島民の関わりの様態 
 粟島における瀬戸芸に関するアート実践として、第 3

回瀬戸芸時の島民の芸術祭への関わりの様態にも触れて

おこう。粟島での実施運営にあたっては、受付や誘導と

いった来訪者対応は主に自治体職員と島外ボランティア、

委託スタッフ（有償）が担った。 

第 3 回芸術祭では、「食」に力点が置かれ、全島にお
いて、島民とプロのシェフが島にちなんだ食提供をする

こととなっていた。しかし、粟島では島内宿泊施設の料

理人と三豊市在住の観光振興に従事する有志がその役割

を担っていた。つまり、島民は関与していなかった。対

して島民は、先述のとおり会期前の作品制作―殊に（元）

AIR アーティストのそれ―に関与していた。また会期中

は作品受付を一部の作品に限って請け負い、これ以外は

手作り土産物販売や、喫茶営業で来島者をもてなしたり、

同時開催の島民にかかわる写真パネル展の解説、各所の

清掃などを担っていた。決して、来島者対応に追われて

いるという様子はなかった。  
 

写真2 来訪者対応する局長A氏（右奥） 

【考察・今後の展開】 

（1）考察：「はみだす」実践 
 粟島での瀬戸芸2016にかかわる一連の実践は、このア
ートフェスティバルの実施の「規範」に則りつつも、部

分的に「はみだした」かたちで展開されたものと捉える

ことができる。その「はみだし」は、住民の主張・期待・

要望によるもので、素地は 2010年から続くAIRを通じ
て、彼らがアート作品やアート制作のプロセス、アーテ

ィストおよび作品と向き合う術を修得したことで養われ

たといってよいだろう。AIR を介し、毎年アーティスト
とアートと向き合うなかで住民は、アートプロジェクト

を語り、評価する「言語」を得たともいえる。たとえば、

市独自AIRが開始される際、島民はC氏に対し、彼らが
望む作品のタイプやアーティストを明示したという。こ

とばとアート実践との向き合い方を会得したことで彼ら

は、瀬戸芸2016においても、過去の「粟島の」アーティ
ストがやってくることを望み、そのための交渉をする、

という「はみだし」の行為に出たのである。 
AIR を介したアートとの向き合い方の修得は、瀬戸芸

2013会期終了後の漂流郵便局の管理・維持に動いたA氏
の実践にもみてとることができる。この作品のコンセプ

トがこの作品に多くの人をひきつけ続ける要因となって

いることは言うまでもないが、瀬戸芸運営組織を離れ、

アーティストがほぼ不在となっても、A 氏が作品の一部
であるひとつひとつの郵便物と建物の維持管理を担い、

さらに、自らも局長という作品の一部としてそこにいる、

という一連の実践の存在も決して看過できない。A 氏に
この実践をライフワークと言わしめる背景には、アート

との向き合い方の術の修得が関係していると解してよい

だろう。 
（2）結論：実践のローカル化 
まとめよう。以上みてきた「はみだし」の実践は、こ

れを「はみだし」と捉えている時点で、これにまつわる

規則規範を作った側の視点からみた評価、規則規範に基

づいた評価ということができる。この事例の場合は、芸

術祭の実施を中核的に担う主体の視点から捉えた評価と

いってもよいだろう。しかし、視点を変えて、現場から

この実践を捉え直すならば、この「はみだし」は、瀬戸

内国際芸術祭というアート実践が、地域に馴染み始めた

ことのあらわれと理解することもできる。 
発表者は、離島の住民にとって、当初、外部から持ち

込まれた「大きなプロジェクト」であった非日常のイベ

ントとしての芸術祭が、彼らが望むAIRというルーティ

ンのアート実践を重ねることでアート実践そのものが日

常化し、ひいては、実践の内容にまで彼らが意見を示す

ようになったこのプロセスを、芸術祭のローカル化と称

したい。しかもこのローカル化は、外部から持ち込まれ

た「やり方」やコンセプトを度外視するのではなく、そ

れとの融合をはかって展開されている点が特徴といえる。

普遍性と個別性を戦略的に組み合わせ、融合させること

で、自分たちにとっても意味のある―楽しい、地元の振

興、経済効果―実践にマイナーチェンジしているのであ

る。 
最後に、このローカル化を地域振興の文脈で捉え返し

ておく。住民自らが思考し・主張し・実践するこの一連

のプロセスは、住民主体の地域創造の端緒と解すること

もできる。こうした住民の姿勢・態度は、交流人口や経

済効果のように数値化できないが、地域振興をすすめる

上で不可欠といっても過言ではない「土壌づくり」にあ

たるといえる。本発表の事例である瀬戸芸においては、

数字では捉えきれないところ・かたちでも地域振興の成

果が上がりつつあるということである。 
 

【注釈】 

*1 一方、瀬戸芸2016招聘の海外アーティストの作品制
作に住民が関わることはほぼなかったという。 
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・ 野田邦弘（2011）「（研究ノート）現代アートと地
域再生―サイトスペシフィックな芸術活動による地
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大阪府堺市の『ガシバル』における地産地消の取組

石原 肇（大阪産業大学）

：中心市街地活性化、バルイベント、地産地消、 、大阪府堺市

【研究目的】 
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。このような背景から、都

市農業振興基本法が 年 月に公布され、 年 月

には都市農業振興基本計画が閣議決定された。今後、都市

農地を保全していく上で、都市住民と連携・交流する都市

農業の振興が不可欠となっていくものと考えられる。

他方、都市の縮退を考えていく上で中心市街地の活性化

も大きな課題である。近年、その活性化策として 円商

店街、バルイベント、まちゼミが注目されている（例えば、

長坂他 ）。このうち、バルイベントは 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。

発表者は、 年 月に伊丹市主催の第 回『近畿バ

ルサミット』に参加する機会を得た。そこで、大阪府堺市

や八尾市、兵庫県三田市において、農産物の地産地消をコ

ンセプトとしたバルイベントが実施されていることを知っ

た。これら 市の中で堺市は唯一の政令指定都市であると

ともに、唯一の中心市街地活性化基本計画策定市でもある。

そこで、本発表では、堺市で実施されている『ガシバル』

を対象として、地産地消の取組の実態を明らかにし、他の

地域での取組の参考に資することを目的とする。

【研究方法】

研究対象地域は、大阪府堺市とする（図１）。堺市は近畿

の中央部に位置し、面積 平方キロメートル、人口約

万人を有する政令指定都市である。堺市は、古代から日

本の経済、文化の中心地として繁栄してきた。戦後は臨海

コンビナートや泉北ニュータウンが造成され現在の姿に至

っており、南大阪の中核的都市として、関西の文化・経済

を牽引している。 
研究方法は、以下のとおりとする。農業に関する統計に

基づいて 年以降の農業の状況を農業経営基盤と栽培

品目の変化という観点から明らかにする。分析では、主に

年から 年までの農業センサスによるデータを使

用している。バルイベントについては、実行委員会からバ

ルマップや参加店舗数およびチケット販売枚数のデータの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 研究対象地域 

 
提供を受けた。地産地消の取組に至った経緯や運営方法な

どについては、実行委員会および堺市役所からの聴き取り

を行った。さらに、 年 月開催のバルイベントの現地

観察を行った。これらの情報の分析を通じて地産地消の取

組を明らかにする。 
 
【結果】 
１ 堺市の農業の特徴 

堺市の農業の特徴についてみよう。堺市の農業経営の

基盤である経営耕地面積と農家戸数の推移を大阪府全域

のそれらと比較したものを図２と図３にそれぞれ示す１）。 
経営耕地面積の推移をみると、大阪府全域も堺市も一

貫して減少傾向にあり、堺市の方が大阪府全域より減少

割合がわずかながら大きい。また、堺市の方が大阪府全

域より経営耕地面積のうちの畑の占める割合が大きい傾

向にある。 
つぎに、農家戸数の推移をみると、大阪府全域も堺市

も一貫して減少傾向にある。堺市の方が大阪府全域より

減少割合がわずかながら大きいものの、堺市の農家戸数

は一貫して大阪府の約 ％を占めている。 

 

 

研究対象地域

上記以外

堺市
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大阪府堺市の『ガシバル』における地産地消の取組

石原 肇（大阪産業大学）

：中心市街地活性化、バルイベント、地産地消、 、大阪府堺市

【研究目的】 
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。このような背景から、都

市農業振興基本法が 年 月に公布され、 年 月

には都市農業振興基本計画が閣議決定された。今後、都市

農地を保全していく上で、都市住民と連携・交流する都市

農業の振興が不可欠となっていくものと考えられる。

他方、都市の縮退を考えていく上で中心市街地の活性化

も大きな課題である。近年、その活性化策として 円商

店街、バルイベント、まちゼミが注目されている（例えば、

長坂他 ）。このうち、バルイベントは 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。

発表者は、 年 月に伊丹市主催の第 回『近畿バ

ルサミット』に参加する機会を得た。そこで、大阪府堺市

や八尾市、兵庫県三田市において、農産物の地産地消をコ

ンセプトとしたバルイベントが実施されていることを知っ

た。これら 市の中で堺市は唯一の政令指定都市であると

ともに、唯一の中心市街地活性化基本計画策定市でもある。

そこで、本発表では、堺市で実施されている『ガシバル』

を対象として、地産地消の取組の実態を明らかにし、他の

地域での取組の参考に資することを目的とする。

【研究方法】

研究対象地域は、大阪府堺市とする（図１）。堺市は近畿

の中央部に位置し、面積 平方キロメートル、人口約

万人を有する政令指定都市である。堺市は、古代から日

本の経済、文化の中心地として繁栄してきた。戦後は臨海

コンビナートや泉北ニュータウンが造成され現在の姿に至

っており、南大阪の中核的都市として、関西の文化・経済

を牽引している。 
研究方法は、以下のとおりとする。農業に関する統計に

基づいて 年以降の農業の状況を農業経営基盤と栽培

品目の変化という観点から明らかにする。分析では、主に

年から 年までの農業センサスによるデータを使

用している。バルイベントについては、実行委員会からバ

ルマップや参加店舗数およびチケット販売枚数のデータの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 研究対象地域 

 
提供を受けた。地産地消の取組に至った経緯や運営方法な

どについては、実行委員会および堺市役所からの聴き取り

を行った。さらに、 年 月開催のバルイベントの現地

観察を行った。これらの情報の分析を通じて地産地消の取

組を明らかにする。 
 
【結果】 
１ 堺市の農業の特徴 

堺市の農業の特徴についてみよう。堺市の農業経営の

基盤である経営耕地面積と農家戸数の推移を大阪府全域

のそれらと比較したものを図２と図３にそれぞれ示す１）。 
経営耕地面積の推移をみると、大阪府全域も堺市も一

貫して減少傾向にあり、堺市の方が大阪府全域より減少

割合がわずかながら大きい。また、堺市の方が大阪府全

域より経営耕地面積のうちの畑の占める割合が大きい傾

向にある。 
つぎに、農家戸数の推移をみると、大阪府全域も堺市

も一貫して減少傾向にある。堺市の方が大阪府全域より

減少割合がわずかながら大きいものの、堺市の農家戸数

は一貫して大阪府の約 ％を占めている。 

 

 

研究対象地域

上記以外

堺市

さらに、堺市の一位品目別農家戸数の割合の推移と大

阪府全域のそれと比較したのが図４である２）。堺市の一

位品目別農家戸数の割合の推移をみると、露地野菜や施

設野菜の農家戸数の占める割合が一貫して大阪府全域の

それらと比較して大きい。大阪府の農業は府域全体でみ

ると稲作の占める割合が大きいが、堺市は大阪府の中で

野菜栽培が盛んな地域の一つであるといえよう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 『ガシバル』の特徴

（１）開催状況

『ガシバル』は 年 月 日～ 日に第 回が開催

されて以降、 年 月 日～ 日の第 回に至るま

で、ほぼ年 回開催されてきている。開催時期は、第

回を除き、 月（もしくは 月）と 月となっている。

チケットの代金についてみると、一貫して 枚綴りで、 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪府全域 堺市

 

図２ 経営耕地面積の推移

資料：農業センサス各年より筆者作成

 
 
 
 
 

大阪府全域 堺市

 
図３ 農家戸数の推移

資料：農業センサス各年より筆者作成

 
 
 
 
 
 
 
 

大阪府全域 堺市

 
 
図４ 一位品目別農家戸数の割合の推移

資料：農業センサス各年より筆者作成 
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第 回は当日券が 円、第 回は前売り券が

円、 当日券が 円、第 回から第 回は前売り券

が 円、 当日券が 円となっている。

『ガシバル』の参加飲食店舗数とチケット販売枚数の

推移を図４に示す。第 回の参加飲食店舗数は 店舗で

あったが、第 回以降増加傾向にあり、第 回は最大の

店舗が参加している。チケット販売枚数は、第 回は

枚で、以降第 回の 枚に至るまで増加し、

第 回から第 回までは 枚台で推移している。

『ガシバル』の実施範囲は、南海高野線堺東駅の西側

の堺東商店街で設定されている。堺市中心市街地活性化

基本計画の中心市街地活性化区域は、堺東駅の西方にあ

る南海本線堺駅や堺旧港があるエリアまで含めて約

が設定されている（図５）。この一部の範囲しか『ガ

シバル』の実施範囲としては設定されていない（図６）。

『ガシバル』のガイドマップは第 回から第 回まで

一貫して折畳式であるが、仕様に変化がみられる。第

回から第 回のガイドマップの仕様の変遷を表１に示す。 
（２）運営方法

『ガシバル』の主催は、ガシバル実行委員会となって

いる。第 回のガイドマップによれば、主管が堺東商店

 
図４ 参加飲食店舗数とチケット販売枚数の推移

資料：ガシバル実行委員会提供資料より筆者作成 
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街連合会、そや堺ええ街つくり隊、後援が堺市、協力が

堺市地産地消推進協議会、堺市商工会議所、音バル実行

委員会等７団体となっており、事務局はそや堺ええ街つ

くり隊となっている。そや堺ええ街つくり隊は、堺東商

店街連合会で行われてきている夏祭りの実施を支援する

ボランタリーな団体として活動してきている３）。当初、

中心市街地活性化協議会のタウンマネージャーから堺東

商店街でのバルイベントの開催の話があり、夏祭りの実

施の支援をしてきた経緯からそや堺ええ街つくり隊がボ

ランタリーに引き受けた。第 回の開催は、 年

月頃に話が出て、急遽 年 月に開催するに至って

いる。そや堺ええ街つくり隊は、バルイベントの開催に

あたっての活動費の一部について、堺市の商業振興のた

めの助成金を受けている。

（３）地産地消の取組

地産地消の取組は第 回から開始されている。堺市で

は 年 月に「さかい地産地消推進計画」を策定した

後に、堺市地産地消推進協議会を設置している。『ガシバ

ル』の第 回は 年 月に開催をしており、地産地消

推進協議会と実行委員会の双方から堺市産農産物の使用

に関して話題に上り、参加飲食店舗へ堺市産農産物の提

供がなされるとともに、堺市産農産物を使用した飲食店

については、ガイドマップに堺市産農産物を示すロゴマ

ーク「堺のめぐみ」の表示がなされるようになっている

（図６）。第 回では参加した 店舗の内 店舗で堺

市産農産物が使用されている。

ここで、これまでの各回での堺市産農産物を使用した

飲食店数とその割合を図７に示す４）。第 回までは全体

の参加飲食店舗数が比較的少ない中、「堺のめぐみ」使用

店舗数は 店前後で推移し、割合はやや高い。第 回以

降は、全体の参加飲食店舗数が増加し、「堺のめぐみ」使

用店舗数は 数店で前後し、割合はやや低くなっている。

現在では、「堺のめぐみ」使用店はバルイベントに参加

するにあたり、直接「堺のめぐみ」が表示された野菜を

入手している。実行委員会は、『ガシバル』への参加者に

アンケートを実施し、このアンケート回答者に「堺のめ

ぐみ」が表示された野菜を提供することで普及啓発を行

っている。

【考察と結論】

『ガシバル』は第 回の開催から第 回に至るまで参

加店舗数は増加してきており、チケット販売枚数も安定

的に推移しており、成功事例の一つといえよう。その要

因の一つとして地産地消の取組による他の地域でのバル

イベントとの差別化が考えられよう。一方、バルイベン

トを通じて、来客者への堺市産農産物の広報が行われる

ことで、地産地消を推し進める地産地消推進協議会にと

ってもメリットは大きいと思われる。

以上のことから、『ガシバル』での地産地消の取組は、

実行委員会と地産地消推進協議会の双方にメリットがあ

る の関係であると考えられる。また、堺市で行

われているバルイベントを通じた地産地消の取組は、一

定の農業生産がある中心市街地活性化基本計画を策定し

ている他地域でも参考に資する方法であると考えられる。

【謝辞】

本研究を進めるにあたり、ガイドマップ等の資料の提供

やヒアリングへの対応等をいただいた「そや堺ええ街つく

り隊」の高岡武史隊長、堺市産業振興局農政部農水産課の

河辺眞佐彦参事、上田和徳氏、堺市産業振興局商工労働部

商業流通課の酒巻昇平氏に謝意を表する。

【注】

年、 年、 年のデータは、旧堺市と旧美原

町のデータを合算したものである。

上記 と同様である。

そや堺ええ街つくり隊のメンバーは、ほとんどが一般市

民であり、一部地元企業等からの参加者がいる。

第 回のみ「堺のめぐみ」の表示がない。

【参考文献】

・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，

 
図７ 「堺のめぐみ」使用店舗数とその割合の推移

資料：ガシバル実行委員会提供資料より筆者作成 
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図６ 「堺のめぐみ」のマーク

資料：ガシバル実行委員会作製ガイドマップから転載
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都市ブランドにおけるエリアイベントの変化とまちづくり -大阪・茶屋町地区を事例に- 

横山孝文（高知工科大学） 

 

Keyword： 地域活性、地域ブランド、地域連携、組織間関係、ソーシャル・キャピタル 

 

1. はじめに 

 

東京都千代田区にある大手町・丸の内・有楽町の 3 つ

の町を合わせたエリアでは、2000年代以降、それぞれの

町の再開発に伴い、その地域で活動する企業、団体及び

行政等と連携を図り、まちづくりをおこなってきた。そ

れ以降、住民・事業主・地権者等による自主的な取り組

みとして、「エリアマネジメント」が各地で進められてい

る。 

エリアマネジメントに関しては、『一定のエリア内の事

業者・地権者・市民などが固有の地域特性を活かすため

に主体的に取組む』、『エリアを「つくること」と「育て

ること」を一体として取組み、そのための組織化を図っ

て、長期的、社会的視点を考慮した行動をとる』、『行政

主導でなく、事業者・地権者・市民などが主体的に進め

る』ことが基本としている。その一方で、取組む主体者

によって、その目標、目的が大きく異なるため、その取

り組み事例については、多岐にわたるのが現状である。 

本研究では、大阪梅田・茶屋町周辺において実施され

ているエリアマネジメントとしてのエリアイベントを一

例にその社会ネットワーク事例について考察する。 

 

2. 先行研究 

2.1. ソーシャル・キャピタルに関する先行研究 

 

先行研究として、小長谷ほか(2008)は、全国で約 300

の地域活性化やまちづくりに成功した事例を調査、分析

し、それらに共通にみられる３点を指摘している。 

 

その３点とは、 

（１）若い人がアイデアを出せる信頼関係 

（２）差別化法則 

（３）顧客密着化の法則 

 である。 

そして、その背後には「ソーシャル・キャピタル（社

会関係性資本）」といった社会構造があるのではないかと

考えられている。 

 

図 2-1.まちづくり３法則 

  

 

地域におけるソーシャル・キャピタルを考えた場合、小

長谷ほか(2006)は、必要な要素として、 

 

（１） 人と人の間にネットワークがあること 

（２） 人と人の間に信頼があること 

（３） その信頼関係が持続するためにも Win-Win の

関係が大切であり、「互酬性」や「規範」などの第３の要

素を挙げている 。 

 

 

図 2-1．ソーシャル・キャピタルの要素 

 

 

 

 地域づくりでよく用いられるソーシャル・キャピタル

の分類としては、 

（１）伝統的コミュニティなどの結束型（Bo：結束型） 

（２）コミュニティなどの集団をつなぐブリッジング型

（Br:橋渡し／接合型） 

（３）行政など機能的に異なった団体をつなぐリンキン

グ型（Lk：連携型） 

などの種類があげられる。 
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都市ブランドにおけるエリアイベントの変化とまちづくり -大阪・茶屋町地区を事例に- 
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 地域づくりでよく用いられるソーシャル・キャピタル

の分類としては、 

（１）伝統的コミュニティなどの結束型（Bo：結束型） 

（２）コミュニティなどの集団をつなぐブリッジング型

（Br:橋渡し／接合型） 

（３）行政など機能的に異なった団体をつなぐリンキン

グ型（Lk：連携型） 

などの種類があげられる。 

これまでの街づくりは、行政や事業者によって公的資

本や社会資本整備が中心におこなわれ「つくる」ことを

中心に考えられた街づくりが多かったが、その地域を基

盤とする事業者・地権者・市民などが主体的に進めるエ

リアマネジメントにおいては、行政など機能的に異なっ

た団体をつなぐリンキング型（Lk：連携型）だけでなく、

NPO などの自主組織ともいえるコミュニティなどの集団

をつなぐブリッジング型（Br型）が重要な要素になると

考えられ、それによって「育てる」街づくりが可能にな

ってくると考えられる。 

以上のように、エリアマネジメントにおいては、ソー

シャル・キャピタルが重要な要素のひとつと言える。 

 

2.2. 社会ネットワークに関する先行研究 

 

社会ネットワークを考えた場合、社会的紐帯には、強

いものと弱いものが存在している。例えば、家族や親し

い友人や知人、学校や職場の同僚といった人々の間に存

在するのが「強い紐帯」であり、その一方で、あまり親

しくない友人、会う機会の少ない疎遠な知人などの間に

あるのが「弱い紐帯」にあたる 。 

 社会的ネットワークは、強い紐帯からなる「クリーク」

と呼ばれるまとまりが存在する。そしてそれ以外のつな

がりは弱い紐帯になる。グラノベッター(1973) は、異な

ったクリーク間を結ぶ紐帯をブリッジと呼び、その重要

性を指摘している。 

 

 その機能として 

（１）他のクリークを含めた広く情報へのアクセスをも

つ 

（２）クリーク間の相互理解を促進するために、利害の

調整をおこなう可能性を持っている 

 

 このようにブリッジ機能を持つ人材については、組織

と組織の関係をマネジメントする機能を持っている。 

これに対して、バート(2000) は、紐帯の弱さはブリッジ

の相対物に過ぎず、重要な点はブリッジであるか否かで

あり、クリークが互いに分裂して、情報に隙間ができて

いる「構造的すきま」を重要としている。この構造的な

すきまは、クリーク間に新たな連結を産み出し、両クリ

ークのメンバー間にも新たなコンタクトを産み出す可能

性がある。このような「すきま」を埋める機会に恵まれ

るキーパーソンが重要になってくる。 

以上のように社会ネットワークから見た場合、ネット

ワーク構成におけるキーパーソンは、ブリッジである。    

また、キーパーソンは、それだけではなく、弱い紐帯を

張り巡らせることによって、他のクリークを含めた広く

情報へのアクセスをもち、また、クリーク間の相互理解

を促進するために、利害の調整をおこなうことが重要な

要素となってくるのである。 

 

 

図 2-3. 社会ネットワーク構造 

 

 

 

3. 事例研究 

3.1. 茶屋町地区の歴史 

 

大阪市北区の茶屋町は、 1990年頃から再開発が始まり、

吹田市千里丘から毎日放送が移転し、間もなく雑貨など

を取り扱う梅田ロフトが開業。1992年には、ホテルや劇

場などを備えた複合施設であるちゃやまちアプローズが

完成する。その後、2005年以降、NU茶屋町、アーバンテ

ラス茶屋町、チャスカ茶屋町などの商業施設を中心に形

成されている街である。 

さらに、2016年には近隣の鶴野町に関西大学梅田キャ

ンパス、2017年には、大阪工業大学といった大学施設も

完成しバラエティに富んだ街に変化しつつあり、この新

たなエリアマネジメントおよび社会ネットワークの構築

が必要になると考えられる。 

 

3.2. 毎日放送に関して 

 

毎日放送のテレビスタジオ機能の中心は、長らく郊外

の千里丘や USJ にあり、本社機能のみであった茶屋町の

社屋は放送局らしくなく、近隣施設との付き合いも非常

に薄いものであった。それが、2014年４月、スタジオ機

能をもった新館のオープンと共に、旧館１階を改装し、

ステージや開放的なロビーを持つ「ちゃやまちプラザ」
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をオープンさせる共に、地域に開かれた放送として、近

隣施設と連携することで開かれた放送局として、エリア

イベントを中心としたエリアマネジメントを実施するこ

とになった。 

 

3.3. 茶屋町地区におけるエリアイベント 

 

茶屋町地区のエリアイベントにおいては、季節ごとに

それぞれの施設が中心になって実施してきた。例えば、

夏には阪急電鉄などが中心になり「梅田ゆかた祭り」、秋

には NU 茶屋町が中心とした「ウメチャ祭」、冬には「ス

ノーマンフェスティバル」といったイベントが実施され

ていた。 

これらのエリアイベントについては、例えば、ディベ

ロッパーであれば施設の価値向上であり、商業施設であ

れば、売り上げの拡大といったように、イベントの中心

となる施設の目的に合わせて実施されることが多く、近

隣施設は、それに合わせて協力するという立場で連携し

ていた。 

2014年から、春に毎日放送を中心に茶屋町をハリウッ

ドのようなエンターテインメントにあふれた街を目指し

て「チャリウッド」が開催されることになった。 

 

3.4. 放送局としてのエリアイベント 

 

 放送局が中心となったエリアイベントにおいては、近

隣施設が実施するエリアイベントの目的とは、大きく異

なるものとなった。 

 まず、在阪放送局５局の中において、毎日放送が唯一、

JR大阪駅や阪急電鉄梅田駅といった都心部に存在してい

るとともに、歴史もあり商業施設ではファッションや飲

食店、大学や専門学校といった学術施設、劇場、放送局

といった文化的な施設などを有する茶屋町という街の持

つブランド力を活かすと共に、メディアとして、街と連

携しながら街のブランド力も向上させていくことになっ

た。 

 放送局の得意とするエンターテインメント力を活かし、

街遊びを基本として、街を利用した謎解きゲームなどを

中心に各施設と連携しながら、エリアイベントを構築し

ていった。 

 しかし、各施設と実行委員会をつくり、連携しながら

進めてはいたが、主体が毎日放送となってしまい各施設

は、単に連携するにとどまっていた。 

図 3-1.チャリウッドちらし 

 

 

 ４回目となった2017年には、近隣に大学が進出してく

ることを機に大きく運用を変更することとなった。 

 

チャリウッドの開催においては、放送局が得意とする 

（１）「発信力」 ＝ メディア 

（２）「制作力」 ＝ クリエーター 

（３）「調整力」 ＝ コーディネーター 

を駆使することで、各施設との連携を強化し、ソフト力

でその機能を調えることが重要な要素となった。 

 過去３回においては、毎日放送が主体的に「企画」し

ていたため各施設にとっては参加感が少なかったと考え

られる。 

これを共通テーマ「学び」とすることで、イベントの

内容に関しては各施設が自主的に「企画」してもらい、

それらの内容、演出や実施方法などを「調整」すること

に徹することで、各施設の参加意識を上げることとなっ

た。 

一方で、来街者のアンケート結果においては、あまり

茶屋町にくることがなかった人たちに対して、来街する

きっかけにテレビがなり、街を知ってもらうことで、ま

た来てみたいと思わせることができている（図3-2）。 

 

同時に放送局のある街のエリアイベントにおいては 

・共通目的の共有  調整力 

・テーマの設定    調整力・制作力 

・個別目的を達成する手段   制作力 

が重要な要素となっていることがあらためて理解するこ

とができた。 

 

248



をオープンさせる共に、地域に開かれた放送として、近

隣施設と連携することで開かれた放送局として、エリア

イベントを中心としたエリアマネジメントを実施するこ

とになった。 

 

3.3. 茶屋町地区におけるエリアイベント 

 

茶屋町地区のエリアイベントにおいては、季節ごとに

それぞれの施設が中心になって実施してきた。例えば、

夏には阪急電鉄などが中心になり「梅田ゆかた祭り」、秋

には NU 茶屋町が中心とした「ウメチャ祭」、冬には「ス

ノーマンフェスティバル」といったイベントが実施され

ていた。 

これらのエリアイベントについては、例えば、ディベ

ロッパーであれば施設の価値向上であり、商業施設であ

れば、売り上げの拡大といったように、イベントの中心

となる施設の目的に合わせて実施されることが多く、近

隣施設は、それに合わせて協力するという立場で連携し

ていた。 

2014年から、春に毎日放送を中心に茶屋町をハリウッ

ドのようなエンターテインメントにあふれた街を目指し

て「チャリウッド」が開催されることになった。 

 

3.4. 放送局としてのエリアイベント 

 

 放送局が中心となったエリアイベントにおいては、近

隣施設が実施するエリアイベントの目的とは、大きく異

なるものとなった。 

 まず、在阪放送局５局の中において、毎日放送が唯一、

JR大阪駅や阪急電鉄梅田駅といった都心部に存在してい

るとともに、歴史もあり商業施設ではファッションや飲

食店、大学や専門学校といった学術施設、劇場、放送局

といった文化的な施設などを有する茶屋町という街の持

つブランド力を活かすと共に、メディアとして、街と連

携しながら街のブランド力も向上させていくことになっ

た。 

 放送局の得意とするエンターテインメント力を活かし、

街遊びを基本として、街を利用した謎解きゲームなどを

中心に各施設と連携しながら、エリアイベントを構築し

ていった。 

 しかし、各施設と実行委員会をつくり、連携しながら

進めてはいたが、主体が毎日放送となってしまい各施設

は、単に連携するにとどまっていた。 

図 3-1.チャリウッドちらし 

 

 

 ４回目となった2017年には、近隣に大学が進出してく

ることを機に大きく運用を変更することとなった。 

 

チャリウッドの開催においては、放送局が得意とする 

（１）「発信力」 ＝ メディア 

（２）「制作力」 ＝ クリエーター 

（３）「調整力」 ＝ コーディネーター 

を駆使することで、各施設との連携を強化し、ソフト力

でその機能を調えることが重要な要素となった。 

 過去３回においては、毎日放送が主体的に「企画」し

ていたため各施設にとっては参加感が少なかったと考え

られる。 

これを共通テーマ「学び」とすることで、イベントの

内容に関しては各施設が自主的に「企画」してもらい、

それらの内容、演出や実施方法などを「調整」すること

に徹することで、各施設の参加意識を上げることとなっ

た。 

一方で、来街者のアンケート結果においては、あまり

茶屋町にくることがなかった人たちに対して、来街する

きっかけにテレビがなり、街を知ってもらうことで、ま

た来てみたいと思わせることができている（図3-2）。 

 

同時に放送局のある街のエリアイベントにおいては 

・共通目的の共有  調整力 

・テーマの設定    調整力・制作力 

・個別目的を達成する手段   制作力 

が重要な要素となっていることがあらためて理解するこ

とができた。 

 

図 3-2.チャリウッドアンケート結果 

 

 

 

あわせて、それまでの近隣イベントでは、中心になる

施設がイベント会社に発注する形式のイベントであった

ため、毎年同じような内容のイベントが繰り返されてい

た。 

チャリウッドにおいても、当初は同様に実施しており、

各施設との連携は薄かったと考えられる。初年度は近隣

施設も戸惑いながらの参加であったが、毎年違うコンセ

プトの企画を実施すると共に、近隣施設の要望も取り入

れ、調整しながら、企画に巻き込んでいくことで、年を

追うごとに近隣施設の参加度も活発になると共に、従来

からあったイベントに対しても、イベント会社に任せき

りというわけではなく、積極的に関わるようになってき

た。 

 

4. まとめ 

 

 以上のことを考えると、これまで、ディベロッパーや

商業施設を中心としたエリアマネジメントにおいては、

旧来型の受発注の社会ネットワーク形成であったと考え

られる。 

そこへ放送局のようなエンターテイメント企業が入る

ことにより、得意とする調整力・制作力によって、先に

も述べたソーシャル・キャピタルに重要な機能的に異な

った団体をつなぐリンキング型（Lk：連携型）だけでな

く、自主組織ともいえるコミュニティなどの集団をつな

ぐブリッジング型（Br型）を放送局が担うことによって、

「育てる」街づくりが可能になってくると考えられる。 
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ウェブメディア「オホーツク島」制作を通じた、居住地に関係しないローカルコミュニティ
形成の可能性

佐野和哉（株式会社QUANTUM/ 情報科学芸術大学院大学修了）
Keyword： 地域メディア、クリエイティブ・クラス、インターネットコミュニティ

【研究背景・目的】
　資本主義および消費主義が世界の大部分を覆い、
「企業」の力が大きく強まってきたアンバランス
な現代の世界、そして日本は、閉塞感と絶望感と、
ボードリヤールの言う「見せかけの豊かさ」に満
ちている。それにより、私たちの多くはより良い
世界について思考することを止めてしまっている。
この状況を打破するためには、政府でも企業でも
ない「第三の柱」＝「政府や投資家に所有されて
いないすべての団体」による影響力の形成、が重
要である。とカナダの経済学者ヘンリー・ミンツ
バーグは述べている。
　一方現代では、ウェブ上に特定のテーマ・趣味
に興味・関心を持つ人々によるコミュニティが無
数に形成され、S N S等によってその動きは猛烈に
加速している。同時に個人で制作できるもの・サー
ビスの範囲が拡大しており、個人の所有物を様々
な形で共有していく経済形態が生まれ、知識や技
術を囲い込まずに適切に公開していくことによっ
てイノベーションを狙う「オープンイノベーショ
ン」の考え方も世界的に広まってきている。 
　上記の背景に基づき、本研究では、この閉塞的
な状況を打破するために、リチャード・フロリダ
が述べた「クリエイティブな地域にクリエイティ
ブな人々が集まる」という趣旨の主張を踏まえ、
現代の情報環境を最大限活用することによって、
ミンツバーグが述べている、政府でも企業でもな
い「第三の柱」＝「政府や投資家に所有されてい
ないすべての団体」による影響力の形成を目指
す。
　より具体的に、オンラインでクリエイティブな
人々によるコミュニティを形成することにより、
特定の地域（今回は北海道オホーツク海側地域）
にまつわる既存のコミュニティに「第三の柱」形
成に向かう影響を及ぼすことが可能か、という研
究課題を立て、その課題に対する実践の場として
ウェブメディア「オホーツク島」の制作を行った。

【事前調査、研究方法】
　ウェブメディアの制作に先立ち、北海道オホー
ツク海側地域在住者、および北海道オホーツク海

側地域出身の東京在住者に対し、60分～90分程度
の対面インタビューによる事前調査を行った。
　2016年3月9日～29日、北海道オホーツク海側地
域在住の11組15名にインタビュー調査を行った。　
この調査を経て、旧来の市議会やライオンズクラ
ブ、商工会や青年団などのような政府セクター、
および民間セクター寄りのコミュニティに加え、
イベントに集う人々や（自治体からの干渉が少な
い）自治会のような、かつてから存在してきたコ
ミュニティがあることを知る一方、facebook  や
YouTube、店舗やzine、大学が行ったセミナーや市
民が主催するイベント、プロダクト制作・  販売、
楽曲制作プロデュースなどを介して様々な形態で
発生しつつあるコミュニティが多くあることが分
かった。そして少数の例外を除き、それらのコミュ
ニティや制作物は、離れた地元の人、オホーツク
海側地域内で別の活動をしている人、およびオホー
ツク海側地域外の人にあまり知られていない（知
られるほどの発信力が個々にはない）場合が多い
ことが分かった。
　また調査活動を通じて得られた調査対象者から
の反応として、いずれの形態においても「刺激を
受ける仲間が欲しい」「協力者が欲しい」という
声、「オホーツク地域内の離れた場所の人でも、
協力できることがあるなら是非協力したい」とい
う声が多くあった。他にも筆者が調査を行った他
の方々の話をすると「別の地域・別の取り組みで
うまく行った話も聞きたい」という声を受けるこ
とが度々あった。
　この調査を経て、想像よりも当該地域に関して
活動を行っている方が多くいるが、事前の予想通
りにそれぞれが周りになかなか認められない中で
孤軍奮闘している、という状況があり、既存のコ
ミュニティだけでは、特に地域の外に向けた活動
に限界があることを改めて確認することができた。
これにより、研究課題の「インターネット上のコ
ミュニティからオフラインのコミュニティに何ら
かの影響を与える」ということ、「北海道オホー
ツク海側地域にかかわるクリエイティブ・コミュ
ニティを形成する、そのためのメディアを制作す
る」ということにそれぞれ必要性があることを確
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認することができた。
　
　また2016年5月25日～27日、北海道オホーツク海
側地域出身者を訪ねるインタビュー調査を行った。
調査に先立って、Twitterやfacebook、知り合いに訪
ねるなどの方法を用いて、出身者をはじめ、北海
道オホーツク海側地域に何らかの関わりがある、
クリエイティブ・クラスに該当するであろう人物
の捜索を行った。図はそれぞれTwitter、facebook

投稿時の内容である。

図1 インタビュー対象者募集

　これにより新たに18人の存在を知ることができ
た。それから実際に、筆者と調査対象者との関係
性や居住地域などを考慮して連絡を取り、東京に
住む4人にインタビューを行った。楽曲制作を行う
20代男性、内閣官房に勤務の後、地方自治体の副
町長となる30代男性1名、プログラマーとして勤務
する傍ら楽曲制作と自主制作レーベルを運営する
40代男性1名、アナウンサーの30代女性1名、いず
れも北海道オホーツク海側地域の出身である。
この調査を経て、筆者と同じような、親や近しい
友人を含む周囲の人々にあまり理解されなかった
幼少期の経験を経て、現在東京で働いている人が
いること、またこれも筆者と同様に、現在地域か
ら離れていても地域に愛着や関心、あるいは執念
や申し訳なさのようなものを持っている人が自分
以外にもいることを学んだ。またそれぞれから私
が構想しているメディアについて、概ね肯定的な
意見を伺うことができた。
　このように、対象とする地域内外にいる、今後
メディアを制作し、コミュニティを形成していく
うえで、その一員となりうる人（クリエイティブ・
クラスに属すると筆者が考える人）に意見を伺う

と、そうしたコミュニティ、およびメディアに対
して「必要である」という意見をもらうことがで
きた。

　調査結果を踏まえてウェブメディアの制作を行っ
た。このメディアの最初の目的は、北海道オホー
ツク海側地域に関する、クリエイティブ・クラス
に属する人々を紹介するメディアを制作すること
により、当該地域に関するクリエイティブ・コミュ
ニティをインターネット上から形成することであ
る。こうした目的を満たすために必要な要件とし
て、前述した本研究の目的やクリエイティブ・ク
ラスの集積に必要な条件などを踏まえ、下記4つの
要件を定義した。

¥ 「クリエイティブ・クラス」の活動を促進す
る条件  (  技術の集積  /  才能の集積  /  高い寛容
性 ) を担保すること

¥ 多様なコンテンツによってメディアに価値 ( ブ
ランドイメージ、信用、社会関係資本など ) が
蓄積すること

¥ 不特定多数が運営に参加し、閲覧することが
できるが、不特定多数により活動を妨害され
ることがないこと

¥ 特定の地域にフォーカスするものの、実際に
住んでいるかどうかなど、コミュニティ参加
者の活動がその地理的条件に制限されないこ
と

　そのうえで、このメディアが目指す方向を一言
でまとめたビジョンを制作した。

オホーツクにかかわる新しい活動をうながし、
つくり、つたえる。

また、こうした目的、要件、ビジョンを適切に達
成していくため、このメディアの当面の具体的な
ターゲットを下記のように定めた。

「北海道オホーツク海側地域在住者+出身者+関
心のある人」のうち、クリエイティビティと発
信力と寛容性の高い1000人
≒  私たちの「友だち」、あるいは「友だちの友
だち」

　比較的インターネット上のコミュニケーション
に抵抗が薄く、クリエイティブなものづくりに取
り組むクリエイティブ・クラスを中心に、インタ
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ビューして記事化するこの地域の関係者に声をか
け、主にインターネットを介した人づてでコミュ
ニティが広がっていくことを目指すこととした。
　なお、「インターネット地域メディア」という
文言を添えたのは、このメディアにとってあくま
でインターネットが本当の「活動の場」であり、
当該の地域に関する情報をインターネットで共有
し、インターネット上のメディアによって地域コ
ミュニティに影響を与えていく、という形態のメ
ディアを表す筆者の造語である。

図2 オホーツク島 Webサイト

　「オホーツク島」は、2 0 1 7年1月時点では主に
ウェブサイト／facebookアカウント／twitterアカウ
ント／instagramアカウントの4つのメディアからな
る。これらのメディアの総称として「オホーツク
島」とする。これらのメディアを使用した理由は、
2016年現在、個人のリソースでも活用可能で、い
ずれもその必要性が高いメディアであると判断し
たためである。「オホーツク」という記号に関係
する人々に、極力様々なメディアで様々なタイプ
の人々にアプローチできるよう、活動と工夫、見
直しを適宜行っている。

　実際の制作においては、 S N Sや求人サービス
「Wantedly」を通じて制作協力者を募集し、現在
オホーツク在住のデザイナーの方とともに制作し
た。グラフィックデザイン以外の、コーディング
や取材、記事作成や写真撮影を含むほぼ全ての作
業は筆者が自分で行った。

図3「オホーツク島」キービジュアル

【研究結果（事後調査）】
　2 0 1 6年9月のローンチから4ヶ月程度ではある
が、2017年1月14日～18日にかけて、ビデオ通話を
用いた半構造化インタビューによって、計5人に各
90分～2時間程度、インタビュー調査を行った。

表1 インタビュー調査対象者

　調査結果として、筆者は大きく下記の3点に対し
て何らかの可能性が見られることを期待していた。

¥ オンラインで場をつくれているか
¥ オフラインに影響を及ぼすことができている
か

¥ 地域に「第三の柱」となりうる影響力が生ま
れる兆しがあるか

　インタビューの結果を上記の3点に沿ってまとめ
ると、①北海道オホーツク海側地域に関係のある
人々による、共感を生み、オンラインで相互に影
響を与え合い、どこにいても地元に貢献できる場
が形成されつつあること、②オンラインのコミュ
ニティに参加している人を介して、オフラインの
人（オンラインのコミュニティにいない人）に意
識変革や行動を促す影響を与えることができつつ
あること、③またメディアの信用と存在感が増し、
コミュニティの活動が増していき、その噂が広がっ
ていくことによって存在感が増し、さらに地域の
既存のコミュニティを巻き込み、地域の民間セク
ターや政府セクターに対する「オホーツク島」に
関係するコミュニティとしての影響力につながる
こと、をそれぞれ確認することができた。これら
は筆者が活動前から予測していたことと非常に良
く合致しているものであると考えている。

【考察・今後の展開】
　上記の調査結果を鑑みると、まだ小さな活動で
はあるが、このメディアを中心とした新たな取り
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組みの連鎖が広がっていく見込みがある。また北
海道オホーツク海側地域が地理的に都市圏から非
常に距離があり、観光資源や文化資源、人的資源
に圧倒的に乏しい、という全国的にも不利な状況
にあることを踏まえると、このメディアおよび活
動は、ある程度他地域でも適用可能な、むしろ他
地域のほうが用意に適用できるモデルであると考
えられる。
　筆者が友人を中心に行ったアンケート（図4–6）
においては、自分の地元に貢献する活動をしたい、
と答えた人が150人中88人(58.7%)に及ぶにも関わ
らず、実際にはそうした活動をまったくできてい
ない、と答えた人が7割以上に上った。その理由
における「なにをしたらいいかわからないから
(36.3%)」や「近くに住んでおらず、できることが
ないと感じているから(25.8%)」に対しては、この
メディアを介してロールモデルを提示することに
より、「近くに住んでいなくてもできることがあ
る」ということを伝えていくことができると筆者
は考えている。こうした発信、および活動を続け
ていくことにより、地域に対して行動を起こした
い人々にとってのロールモデルの提示となり、新
たな取り組みが生まれていくきっかけとなってい
くのではないだろうか。

図4 地元に貢献する活動への意識

図5 地元に貢献する活動の実態

図6 地元に貢献する活動を行っていない理由
※いずれも筆者が友人を中心に行ったアンケート
をもとに筆者が作成

　今後は対面のコミュニケーションを増やしてい
くため、9月に東京とオホーツクで直接顔を合わせ
るイベントを開催し、具体的に新たな取り組みが
生まれるように進めつつ、コミュニティの拡大を
図っていく予定である。

図7 開催予定のイベント告知画像

【引用・参考文献】
　フロリダ,  R.  2008 『クリエイティブ資本論―新
たな経済階級の台頭』井口典夫訳 ダイヤモンド社 
　ボードリヤール,  J.  1995  『消費社会の神話と構
造 普及版』今村仁司,塚原史翻訳 紀伊国屋書店 
　ミンツバーグ,  H.  2015 『私たちはどこまで資本
主義に従うのか  市場経済には「第三の柱」が必要
である』池村千秋訳 ダイヤモンド社
　リフキン,  J.  『限界費用ゼロ社会―<モノのイン
ターネット > と共有型経済の台頭』柴田裕之訳 
NHK出版 2015
　ほか
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ＮＰＯ等の災害時相互支援とリスクマネジメントの推進 

 ～ＮＰＯ等リスクマネジメントに係るアンケート調査報告～ 

今瀬 政司（京都経済短期大学准教授・NPO法人市民活動情報センター代表理事） 

Keyword： ＮＰＯ、災害、相互支援、リスクマネジメント、保険 

 

【背景・目的】 
 京都府では、地域課題の解決に向けて活動を行うＮＰＯ

等に対する施策として、災害時に相互支援を行うための「災

害時連携ＮＰＯ等ネットワーク」の構築と事業を推進して

いる。また、災害時及び平常時において、ＮＰＯ等に想定

される様々な「リスク」の解消や軽減につながるような支

援事業を検討している。 

 そこで、京都府と特定非営利活動法人市民活動情報セン

ターは協働で、災害時に向けた事前の相互支援ネットワー

ク推進や災害時・平常時のリスク対策推進のために、2017

年 1月～3月、ＮＰＯ等にご協力を頂いて、「ＮＰＯ等リス

クマネジメントに係るアンケート調査事業」を実施した。 

 

【研究方法】 

 アンケート調査の対象は、京都府内で活動する非営利の

地域活動団体で、特定非営利活動法人、任意団体、自治会、

社会福祉法人、災害ボランティアセンター、経済団体等の

団体である。 

 アンケート調査票の発送は郵送で行い、回答は郵送、Ｆ

ＡＸ、電子メールのいずれかとした。調査票の発送・回答

期間は、2017年 2月 3日～24日とした。実発送数は 383

件で、有効回答数は200件、有効回答率は52.2％であった。 

 

【研究結果】 
 調査結果から浮かび上がった主なポイントは、以下の通

りである。 

 

（１）災害時における相互支援ネットワークのあり方 

①災害時を想定した対策 

 災害時を想定した対策では、相互支援のネットワーク組

織に加盟が23％（京都府「災害時連携ＮＰＯ等ネットワー

ク」を含む）、今後加盟したいが 16％、災害時に相互支援

し合う可能性のある協力・連携団体がある団体は37％であ

った。一方、「災害時の備えを常日頃している」団体は17％、

「BCP（事業継続計画）を立てている」団体は5％にとどま

り、「災害時の備えは特に何もしていない」団体は 38％に

上っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②被災時に受けたい支援 

 被災時に受けたい支援では、「情報」が46％で最も多く、

「資金」38％、「物資」31％、「専門人材」22％であった。

具体的な回答として、「資金」では、団体の活動復旧・推進

のための資金とともに、被災支援の活動を行うための資金

等があった。「物資」でも、団体の一般的・専門的な活動物

品とともに、被災支援の活動を行うための物資等があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③救援・復旧に協力する可能性 

 災害時に他団体の救援・復旧に協力する可能性がある団

体は60％で、「福祉」分野が75％で多かった。「災害救援」

分野は60％であった（特に多くない要因は被災者全般（特

に個人）を対象としているためと推察される）。収支規模別

では、規模の大きい団体で多い傾向が見られた。 
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[1]「災害時連携ＮＰＯ等ネットワーク」に加盟

[2]１以外の災害時を想定した相互支援のネットワーク組織
に加盟

1又は2の災害時を想定した相互支援のネットワーク組織に
今後は加盟したいと考えている

ネットワーク組織ではないが、災害時に相互支援し合う可
能性のある協力・連携団体がある

災害時に他団体と相互支援し合うことは考えていない

災害時の備えを常日頃している

BCP（事業継続計画）を立てている

災害時の備えは特に何もしていない

複数選択・無効・無記入除く、単位：％(対有効)、N=200、有効＝192

災害時を想定した対策
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２つまで選択・無効・無記入除く、単位：％(対有効)、N=200、有効＝190

被災時に受けたい支援
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④救援・復旧に協力する方法 

 災害時に他団体の救援・復旧に協力する方法では、「専門

人材」が47％で最も多く、「物資」33％、「情報」32％が多

く、「資金」は 11％で少なかった。被災した場合に受けた

い支援では「専門人材」が22％（上述）と少なめであった

ことから、ＮＰＯ等の相互支援関係において、一部、意識・

体制等のミスマッチが起こっていると見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤救援・復旧に協力することが難しい理由 

 災害時に他団体の救援・復旧に協力することが難しい理

由では、「人材不足」が 70％で非常に多く見られた。ＮＰ

Ｏ等としては、「専門人材」の提供（上述 47％）を得意と

する一方で、「人材不足」でもあることが分かった。「知識・

ノウハウ不足」は31％、「資金不足」は23％であった。「危

険性」は 4％、「保険に未加入・補償不十分」は 5％と非常

に少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥相互支援のネットワーク組織の構築方法 

 災害時における相互支援のネットワーク組織はどう構築

すべきかでは、「民間団体と行政が資金等の運営資源を拠出

し合って構築すべき」が 55％で最も多く、次いで、「行政

が中心になり資金等の運営資源を拠出して構築すべき」が

38％で多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦相互支援ネットワークにおける今後の施策 

 災害時における相互支援のネットワークにおける今後の

施策については、次のような回答があった。「「災害時連携

ＮＰＯ等ネットワーク」の今後のあり方」として、京都府

のみでなく市町村との連携に拡充し実効性を高めるべき、

他府県に及ぶ広域の相互支援ネットワークを構築すべき、

行政は被災状況等の情報を民間に共有すべき、災害時に向

けた人材バンクを構築すべき、相互支援の活動内容を分か

りやすく周知徹底すべき、登録団体全体が意識を持って取

り組むこと、といった回答があった。 

 「災害時における相互支援のネットワークにおける連携

のあり方」としては、各民間団体と行政それぞれの特性を

生かした役割分担をすべき、相互支援の連携体制を拡充す

べき、行政依存にならない連携をすべき、「各団体の防災計

画」とそれを踏まえた「相互支援の防災計画」を立てるべ

き、平時からの危機管理で連携をすべき、行政から民間へ

の情報共有を、国・自治体の防災施策の情報共有を、とい

った回答があった。 

 

（２）災害時・平常時のリスクマネジメントのあり方 

①災害保険への加入 

 被災に備えて「災害保険」に加入している団体は14％に

とどまっており、「福祉」分野が 32％で若干高めであった。

「災害救援」分野は 0％となっており、今後、その要因分

析等の調査が必要と言える。収支規模別では、規模の小さ

い団体で特に少なく、規模の大きな団体ほど多い傾向が見

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

全体

福祉分野

子ども支援分野

福祉と子ども支援以外の全分野

まちづくり分野

学術・文化・芸術振興分野

災害救援分野

１つ選択・無効・無記入除く、単位：件(対有効)、N=200、有効＝196
（<主たる活動分野>１つ選択、単位：件(対有効)、N=200、有効＝155）

災害時に他団体の救援・復旧に協力する可能性（主たる活動分野別）

協力する可能性がある 協力することは難しい
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２つまで選択・無効・無記入除く、単位：％(対有効)、N=200、有効＝115

災害時に他団体の救援・復旧に協力する方法
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災害時に他団体の救援・復旧に協力することが難しい理由

民間団体どうしで
資金等の運営資源
を拠出し合って構

築すべき
1%

行政が中心になり
資金等の運営資源
を拠出して構築す

べき
38%

民間団体と行政が
資金等の運営資源
を拠出し合って構

築すべき
55%

特に必要ない
6%

災害時を想定した相互支援のネットワーク組織はどう構築すべきか

１つ選択・無効・無記入除く、単位：％(対有効)、N=200、有効＝189
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 加入している主な「災害保険」商品は、傷害保険、損害

保険、賠償責任保険、建物家具保険、行事保険、企業・福

祉事業者等の総合補償保険等があり、年間保険料は数千円

から20万円程度まで幅広く見られた。加入した理由は、団

体の活動内容に特化した保険のため、低価で補償内容が充

実しているため等、といった回答があった。 

 

 「災害保険」に加入していない理由では、「何がリスクで

どう補償されるのかわからない」が 32％、「災害保険商品

のことを知らない」が 28％、「費用的に難しい」が 27％で

多く見られた。「関心がない」とする団体は 7％で少なく、

現在は様々な理由から災害保険に加入していないものの、

被災に備えて加入すること自体に関心がない訳ではないこ

とも分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どのような「災害保険」商品があったら加入したいかで

は、低価格のもの、手続きが簡易なもの、災害支援活動で

幅広く補償されるもの、被災で様々に補償されるもの等、

といった回答があった。 

 

②活動全般で心配なリスク 

 活動全般（主に平常時）で想定されるリスクで特に心配

なことでは、「ボランティア運営に関するリスク」が 54％

で最も多く、「有給スタッフの労務管理に関するリスク」も

33％あり、組織・活動に関わる人材について、リスクへの

関心が総じて高いことが分かった。「情報管理におけるリス

ク」を心配している団体も 41％と多く見られた。「外部か

らの評価情報に関するリスク」は 13％、「貴重品管理にお

けるリスク」は11％で少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③活動全般の保険への加入 

 災害保険を除いて、活動全般に対する保険に加入してい

る団体は 45％で、「福祉」分野 73％、「子ども支援」分野

60％で多かった。「災害救援」分野は 30％と少なめであっ

た。「災害保険に加入している」団体の0％と同様に、今後、

活動全般に対する保険でも、その要因分析等の調査が必要

と言える。収支規模別では、規模の小さな団体では少なく、

規模の大きな団体では多い傾向が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加入している主な保険商品は、傷害保険、損害保険、賠

償責任保険、行事保険、企業・福祉事業者・ＮＰＯ等の総

合補償保険、介護保険、任意労災等があり、年間保険料で

は数千円から数十万円まで幅広く回答が見られた。 

 加入した理由は、車移動・送迎時の安全のため、活動中

の不慮の事故・怪我・器物損壊・食中毒・各種トラブル等

に備えるため、補償内容が団体の活動内容（福祉、ＮＰＯ

活動等）に特化した保険であるため、労災の適用外の災害

を補償するため等、といった回答があった。 
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災害救援分野

１つ選択・無効・無記入除く、単位：件(対有効)、N=200、有効＝196
（<主たる活動分野>１つ選択、単位：件(対有効)、N=200、有効＝155）

被災に備えて災害保険に加入しているか（主たる活動分野別）

民間の災害保険に加入している 民間の災害保険に加入していない
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関心がない

その他

２つまで選択・無効・無記入除く、単位：％(対有効)、N=200、有効＝146

民間の災害保険に加入していない理由
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用、コンピューターウイルス感染等）

有給スタッフの労務管理に関するリスク（スタッフの
怪我・死亡、就労上のトラブル等）

ボランティア運営に関するリスク（事故への遭遇（被
害者・加害者）等）

外部からの評価情報に関するリスク（誤った内容や批
判的な内容での情報・報道等）

その他のリスク

２つまで選択・無効・無記入除く、単位：％(対有効)、N=200、有効＝184

活動全般（主に平常時）で想定されるリスクで特に心配なこと
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（<主たる活動分野>１つ選択、単位：件(対有効)、N=200、有効＝155）

活動全般に対する保険に加入している（災害保険除く、主たる活動分野別）

民間の保険に加入している 民間の保険に加入していない
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 加入している主な「災害保険」商品は、傷害保険、損害

保険、賠償責任保険、建物家具保険、行事保険、企業・福

祉事業者等の総合補償保険等があり、年間保険料は数千円

から20万円程度まで幅広く見られた。加入した理由は、団

体の活動内容に特化した保険のため、低価で補償内容が充

実しているため等、といった回答があった。 

 

 「災害保険」に加入していない理由では、「何がリスクで

どう補償されるのかわからない」が 32％、「災害保険商品

のことを知らない」が 28％、「費用的に難しい」が 27％で

多く見られた。「関心がない」とする団体は 7％で少なく、

現在は様々な理由から災害保険に加入していないものの、

被災に備えて加入すること自体に関心がない訳ではないこ

とも分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どのような「災害保険」商品があったら加入したいかで

は、低価格のもの、手続きが簡易なもの、災害支援活動で

幅広く補償されるもの、被災で様々に補償されるもの等、

といった回答があった。 

 

②活動全般で心配なリスク 

 活動全般（主に平常時）で想定されるリスクで特に心配

なことでは、「ボランティア運営に関するリスク」が 54％

で最も多く、「有給スタッフの労務管理に関するリスク」も

33％あり、組織・活動に関わる人材について、リスクへの

関心が総じて高いことが分かった。「情報管理におけるリス

ク」を心配している団体も 41％と多く見られた。「外部か

らの評価情報に関するリスク」は 13％、「貴重品管理にお

けるリスク」は11％で少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③活動全般の保険への加入 

 災害保険を除いて、活動全般に対する保険に加入してい

る団体は 45％で、「福祉」分野 73％、「子ども支援」分野

60％で多かった。「災害救援」分野は 30％と少なめであっ

た。「災害保険に加入している」団体の0％と同様に、今後、

活動全般に対する保険でも、その要因分析等の調査が必要

と言える。収支規模別では、規模の小さな団体では少なく、

規模の大きな団体では多い傾向が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加入している主な保険商品は、傷害保険、損害保険、賠

償責任保険、行事保険、企業・福祉事業者・ＮＰＯ等の総

合補償保険、介護保険、任意労災等があり、年間保険料で

は数千円から数十万円まで幅広く回答が見られた。 

 加入した理由は、車移動・送迎時の安全のため、活動中

の不慮の事故・怪我・器物損壊・食中毒・各種トラブル等

に備えるため、補償内容が団体の活動内容（福祉、ＮＰＯ

活動等）に特化した保険であるため、労災の適用外の災害

を補償するため等、といった回答があった。 
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民間の災害保険に加入していない理由

10.9

40.8

32.6

53.8

13.0

5.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

貴重品管理におけるリスク（金品等の盗難・紛失・悪
用等）

情報管理におけるリスク（情報・データの喪失・悪
用、コンピューターウイルス感染等）
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２つまで選択・無効・無記入除く、単位：％(対有効)、N=200、有効＝184

活動全般（主に平常時）で想定されるリスクで特に心配なこと
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活動全般に対する保険に加入している（災害保険除く、主たる活動分野別）
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4 

 保険加入していない理由では、「費用的に難しい」が31％

で最も多かった。次いで、「保険商品のことを知らない」が

24％、「何がリスクでどう補償されるのかわからない」が

17％で続いていた。「関心がない」とする団体は9％で少な

く、活動全般の保険加入についても、様々な理由から加入

していないものの、リスクに備えて加入すること自体に関

心がない訳ではないことも分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どのような保険商品があったら加入したいと思うかでは、

安価で補償の大きいもの、傷害・損害等で補償されるもの、

任意で入れる労災保険のようなもの等、といった回答があ

った。 

 

④リスクマネジメントセミナー等への参加希望 

 無料のリスクマネジメントセミナー等への参加希望では、

「ぜひ参加したい」が19％、「まあまあ参加したい」が45％

で、両者合わせて３分の２に上っていた。「分からない」も

22％あり、「リスクマネジメント」のイメージ共有化が課題

と言える。収支規模別では、規模の大きい団体において、

参加ニーズが比較的多い傾向があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リスクマネジメントセミナー等の希望形式は、「一般的な

知識・ノウハウが得られる講義形式」が 67％、「個別具体

的対策が学べる講義形式」が 42％で多かった。「参加者に

よる課題解決型のワークショップ形式」は 20％、「１対１

の相談形式」は11％で少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤リスクマネジメントにおける今後の施策 

 災害時・平常時のリスク対応（リスクマネジメント）に

おける今後の施策については、次のような回答があった。

「防災・リスク対策のあり方」として、事前の防災計画の

策定・実施を、団体特性に応じた防災対策を、地域特性に

応じた防災連携対策を、生活を起点にした防災対策を、感

染症発生時の連携対策を、支援施策の広報拡充を、個人の

力を結集する方法を、行政は平時と異なる災害リスクに応

じた臨機応変な対応が必要、民間団体・行政双方が主担当

者異動で情報の引継ぎを適切に、といった回答があった。 

 「リスクマネジメントの推進方策」として、リスクマネ

ジメントの知識・情報共有を、被災を具体的に想定した実

践型ワークショップを、防災意識を高めるセミナー開催を、

個別リスクに応じたリスクマネジメントを、団体の活動内

容に応じたリスク対策を、団体の財政事情に応じた保険支

援を、といった回答があった。 

 

【今後の展開】 
 本調査結果などを踏まえて、災害時に向けた「災害時連

携ＮＰＯ等ネットワーク」の更なる推進、ならびに災害時・

平常時におけるＮＰＯ等のリスク解消・軽減の支援事業の

検討を進めて、ＮＰＯ等への施策の効果的かつ具体的な実

施を図っていく。 

 

【引用・参考文献】 
京都府府民力推進課／特定非営利活動法人市民活動情報セ

ンター『ＮＰＯ等リスクマネジメントに係るアンケート調

査報告書』2017年3月 30日 

http://sicnpo.jp/kyotofu/ 

http://www.pref.kyoto.jp/chiikiryoku/npo-risk-questi

onnaire-survey.html 
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システムズエンジニアリングによる地域の「場」の設計方法とその評価 

○坂倉由季子・安部和秀・保井俊之・当麻哲哉・前野隆司(慶應義塾大学) 
Keyword： 地域、場、システムズエンジニアリング 
【目的・背景】 
本研究は、地域活性化の文脈で地域の協働及び協創を

育むソーシャル・イノベーション理論(坂倉ら 2015)に注

目が近年集まっていること(中村ら 2017)を踏まえ、地域

の異分野にまたがるステークホルダーが関係性を構築

し、協働及び協創を生む(保井ら 2015)「場（Ba）」
(Nonaka and Konno 1998)（以下「場」で統一） の設

計方法を、システムズエンジニアリングの手法により提

案し、有効性を定量的に検証することを目的とする。 
「場」の理論は 1990年代、組織マネジメントの原理(伊

丹 2000, 野中ら 2000, 山下 1991)として経営学の分

野を中心に発展し「知識創造のプラットフォーム」

(Nonaka and Konno 1998)としての概念が示された。そ

の後、社会的な信頼性や互恵性の創出には「場」が不可

欠(野澤ら 2011)という指摘もあり、2010 年代に入り

「場」の重要性の認識は経営学以外の分野においても高

まり、とりわけ地域活性研究の分野で近年は、「場」が

地域における多様なステークホルダーの関係性構築並

びに協動・協創の基盤として注目されている(坂井田ら 
2013, 加藤ら 2014, 保井ら 2015)。他方で「場」の参加

者のふるまいの変化を定量的に計測する研究（三宅 
2010）も試みられている。しかしながら「場の外貌」(西
口 2000）を記述するために不可欠なシステム思考によ

る考察及び定量的評価手法の開発が必要とされつつ、シ

ステム思考に基づく「場」全体の設計および評価方法に

関する定量研究は萌芽段階にある。 
本研究は、地域活性研究において、地域の経済社会

構造を社会システムと捉え、システムズエンジニアリ

ングの方法論を用いて可視化及び構造化し分析する

流れが拡大している（津々木ら 2011, 保井ら 2015)
ことを踏まえ、システムズエンジニアリングの方法論を

用いて「場」の概念を構造化し、参加者の関係性構築並

びに協働及び協創のプラットフォームとしての「場」の

設計手法および評価方法を可視化並びに構造化し、定量

的評価方法を示すものである。 
 
【研究方法・研究内容】 
 本研究は、野中ら(Nonaka and Konno 1998)が定義し

た「場」を構造化するに当たり、システムズエンジニア

リングの機能設計の考え方を用い、「場」を生成するの

に必要な要素を要求機能として特定する。 
まず、システムズエンジニアリングの手法の一つであ

る Value Graph を用いて「場」の可視化及び構造化を行

う。Value Graph は価値工学の手法のひとつであり、製

品やサービスの価値を構造化し、そこから実現手段を探

すツールである (石井ら 2008, 前野ら 2014)。野中らは

「場」を”shared space of emerging relationships”と定

義し、この空間は“”physical [. . .] virtual [. . .] mental” 
もしくはそれらの組み合わせのいずれもあり得ると

し 、 ”shared space” は ”foundation for knowledge 
creation”であり、個人および/または共同体の知識を向上

させるためのプラットフォームを提供することだと述

べた。さらにそれまでの「場」の理論が重視してい

た”human interaction”ではなく、「場」に” context which 
harbors meaning”の意義を認めることが重要だとして

いる。(いずれも引用は筆者による, Nonaka and Konno 
1998:40)。野中らのこの「場」の定義を Value Graph に

より可視化した結果を示す(図 1)。 

 
 
図 1 Value Graph による「場」(Nonaka and Konno 

1998)の可視化及び構造化 
 

Value Graph は、分析対象すなわち本研究では「場」が

提供する価値を上段に、その価値を提供するのに必要な

要求機能を下段に記述する。要求機能にさらに下位の要

求機能が必要な場合は、下段に追記する。(図 1)によれば、

「場」は”shared space of emerging relationships”であ

り、「関係性を作る」「空間を作る」並びに「参加する」

の三つの機能が抽出される。さらに” context which 
harbors meaning”の意義から、目的を持つが抽出される。

そして「関係性が存在する」の要求機能として「参加者

同士がポジティブな相互作用を行う」機能を抽出した。

知識創造を生み出す”human interaction”であるならそ

れは互いに悪影響を及ぼし合うのではなく、ポジティブ

な相互作用となるからである。さらに「参加者同士のポ

ジティブな相互作用」の下位機能として「他者と共有す

る」「他者と対話する」並びに「他者と協業する」の三

つの機能を抽出した。「目的を持つ」機能からは「参加

者が場の目的を理解する」機能が抽出された。 
次に Value Graph により抽出された「場」の機能を実

現する物理設計を行う。本研究では物理設計として、複
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数人が同じ空間に集い、地域について考えるワークショ

ップを設計、開催し、ワークショップ内で設計どおりの

「場」が生成されるかどうかを確認した。要求機能と物

理設計とのマッピングを(表 1)に示す。関係性を作る機能

は三つの物理に分かれ、「他者と共有する」「他者と対話

する」「他者と協業する」のそれぞれに対応するワーク

を物理とした。具体的には対話のためのワーク及び協業

のためのワークを設け、それぞれのワークの中で参加者

が他者と共有するワークを行うよう設計している。 
 
表 1 「場」の物理的構造と機能のマッピング 

 
本研究のワークショップの設計概要を示す(表 2)。実際の

「場」を設計し検証するため、慶應義塾大学日吉キャン

パス内にて WEB にて公募した一般人 30 名を対象に、

地域の課題解決のためのワークショップを実施した。日

吉キャンパスが横浜市にあることから、課題解決の対象

地域を横浜市としている。ワークショップ中は 3 名 1 グ

ループとなり、対話のためのワーク、協業のためのワー

クを順に行った。 
表 2 「場」の物理設計によるワークショップ概要 

 
本研究の検証としては、「場」生成の確認とその効果

の確認を行う。効果については、参加者の心的効果およ

びアウトプットへの効果の 2 点について行う。「場」の

生成については上述の要求機能がすべて満たされてい

るか確認する。「場」の生成および効果の測定にあたり

参加者の心理的変化を既存の心理指標を用いて測定す

る。測定はワークショップの前後で行い、t 検定を行う。

アウトプット分析は、テキストマイニングをベースとし

たアイデアの計量テキスト分析を行う。 
 

【研究・分析結果】 

要求機能を反映せる形で「場」を設計し、「場」に必

要な機能がすべて満たされていることを検証により確

認した。「参加する」機能並びに「空間を作る」機能に

ついてはワークショップの開催、目的を持つ機能は募集

要項への記載および参加者の WEB からの主体的な申し

込みにより、それぞれ満たされている。「関係性を作る」

については参加者同士の間でポジティブな相互作用が

行われたか、他者との連携により自身の幸福感が高まっ

ているかを測定する協調的幸福感尺度（Hitokoto 2014）
を用いて測定し、ワークショップの前後において協調的

幸福感の向上が 5%有意であった。「場」の機能及び物理

設計によりデザインされた地域の「場」のワークショッ

プにおいて「場」に要求されたすべての機能が満たされ、

「場」が生成されていたことが明らかになった。 
次に「場」の効果の測定を行った。結果を(表 3)に示す。

まず参加者の心的効果について、参加者のポジティブ感

情及びネガティブ感情の変化について日本版 PANAS
（佐藤ら 2001）を用い、ワークショップ前後で参加者

のポジティブ感情の向上が 5%有意となった。また、自

己充実的達成動機および自己効力感への効果について

も、前者は達成動機尺度（堀野ら 1991）、後者は特性的

自己効力感尺度（成田ら 1995）を用いて測定し、いず

れも有意水準 10%で向上した。よって「場」の生成によ

りポジティブ感情、自己充実的達成動機および自己効力

感の向上に影響があることが示された。なお、競争的達

成動機（堀野ら 1991）およびネガティブ感情について

は有意差が出なかった。 
表 3 「場」の設計によるワークショップ参加者の

心的効果 

 
次にアウトプット分析の結果を(図 2)に示す。アウ

トプット分析では同じ被験者が個人でアイデア出しを

した場合、及び「場」でアイデア出しをした場合の変

化について分析した。アイデアは KH Corder（樋口 
2014）を用い、計量テキスト分析による比較を、一人

で考えたアイデアの場合と、ワークショップで「場」

に居ついて考えたアイデアの場合について、それぞれ

行った。(図 2)にあるとおり、個人のアイデアに特徴的

な語としては「行政」「学童」「交通」並びに「年寄り」

など、地域の課題を考える際に表層的に発想可能な語

が並び、解決したい問題点を起点に発想している傾向

が見えた。他方、集団で考えたアイデアは「ハマッコ」

「墓地」並びに「飲み屋」など、課題解決というテー
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マだけでは容易に発想できないと考えられる言葉が出

現しており、問題解決の視点に縛られず自由に発想し

解空間を破ろうとしていた傾向がうかがえる。また集

団のアイデアには「つながり」及び「つながる」など、

複数名の存在を意識した言葉が並ぶ特徴がある。 
 

 
図 2 計量テキスト分析による「場」のアウトプット

分析結果 
 
次に 5 チームのうち 1 チームをサンプリングし、チ

ームメンバーがそれぞれ個人で発想した際のアイデア

と集団で発想した際のアイデアについてそれぞれ共起

ネットワークグラフを作成し、分析した。共起ネット

ワークグラフは抽出語を用いて，共起関係を線（edge） 
で表したネットワークグラフ（安藤 2009）のことで、

出現数の多い単語は大きく、かつ共起、すなわち共に

出現する程度が強いほど太い線で表示される。(図 3)
に個人アイデアの共起ネットワーク、(図 4)に集団の共

起ネットワークをそれぞれ示す。個人のアイデアは「カ

ジノ」「テーマパーク」並びに「シェアハウス」などい

わゆるハコモノを起点としたアイデアが多く、各単語

間の共起関係は弱いのに対し、集団のアイデアでは「映

画」という媒体を軸として、人（市民）が何をするか、

あるいはどうなりたいかを、「まわる」「楽しむ」「知る」

並びに「つながり」などの多様な言葉で表現され、さ

らに各単語が強いネットワークにより共起している。

このような個人で考えたアイデアと「場」で考えたア

イデアとではアウトプットの明確な差異対比の理由と

して、モノの発想が中心となっていた個人のアイデア

が、「場」を通して行われた協創により意味付けが付与

された状態に変化した可能性が挙げられる。 

 
図 3 共起ネットワーク（個人アイデア） 

 
図 4 共起ネットワーク（集団アイデア） 

 
【考察・今後の展開】 
本研究では先行研究により提示された「場」の概念を

システムズエンジニアリングの手法を用いて可視化並

びに構造化し、参加者の関係性構築及び協働、協創のプ

ラットフォームとしての「場」の設計手法およびその定

量的評価方法を示した。そして「場」の効果として参加

者の心的効果およびアウトプットについて定量的に評

価し、心的効果についてはポジティブ感情、自己充実的

達成動機並びに自己効力感の上昇、またアウトプットに

ついては「場」での発想の際に解空間を破る傾向がある

ことなどを確認した。 
今後の研究課題としては、地域活性化の分野のみなら

ず、他分野及び業種に適用可能なモデルとして設計及び
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地域の居場所におけるスタッフの協力行動の形成と拡大に関する研究

小林重人・山田広明（北陸先端科学技術大学院大学）

： サードプレイス、コミュニティカフェ、

 研究背景

近年、行政単独では対処できない地域社会の課題を住

民が主体的に解決していくことが求められている。しか

し、地域内の人間関係が希薄化する中、そうした担い手

がコミュニティに現れず地域活動が持続しにくいという

問題がある（宮西 ）。「地域の居場所」と呼ばれる誰

もが自由に利用できる地域の交流拠点は、地域内の人間

関係を再構築する場、また多様な住民のニーズを住民自

身が主体的に解決する場として機能しているが（日本建

築学会 ）、その多くが新規の利用者や運営スタッフ

の確保に苦しんでいる（大分大学福祉科学研究センター

）。

この問題の解決には地域の居場所の利用者である地域

住民が主体的に運営に関与していくことが求められてい

るが、実際に運営者側へ転じる利用者の数は少ない。小

林・山田（ ）は、地域のサードプレイス（居場所）

として開設された非常設型カフェを対象とした調査から、

利用者の運営に対する協力意向の形成には、地域の魅力

となるメニューの提供と知らない他者とのコミュニケー

ションが寄与することを示したが、協力意向から実際の

協力行動が生じる過程、そして、その行動が他の利用者

へ拡大するメカニズムについては十分に明らかとなって

いない。

そこで本研究は、地域の居場所で働くスタッフを対象

に、運営への協力行動に至る過程や協力を促進、または

阻害する要因についてインタビュー調査と質問紙調査に

よって明らかにすることとした。その理由は、彼らにス

タッフとしての役割、カフェにおける人間関係、自己実

現等の目標等を幅広く問うことで、地域の居場所におけ

る協力行動の発生とその要因との関係を把握できると考

えたからである。

 研究方法

 インタビュー調査と質問紙調査の概要

上述した目的を達成するために石川県能美市で開設さ

れていた非常設型カフェ（ひょっこりカフェ）において

金銭的報酬のないボランティアとして従事したスタッフ

を対象に調査を行った。調査対象先である「ひょっこり

カフェ」は、若年者を主な利用者として、居心地が良く、

かつ多様な価値観を持つ人々が共存できる居場所として

市内に設置されたものである（能美市 ）。そして運

営形態を期間限定（ － 日）の非常設型にすることによ

り施設運営費と人件費を抑え、交流の場であることを強

調しないことによって交流志向の利用者とマイプレイス

志向の利用者の双方にとって滞在満足度の高いカフェを

作り出すことに成功している（小林・山田 ）。

 

表１ 調査協力者への調査方法と調査協力者の属性

 

本研究では ～ 年に 回開設された当該カフェに

スタッフとして従事した経験のある 名に対して 年

月 日と 年 月 日の 回に分けて半構造化イ

ンタビュー調査を実施し、インタビュー調査ができなか

ったスタッフ 名に対してはウェブによる自由記述を主

体とした質問紙調査を 年 月から 月にかけて実

施した。調査協力者の性別とカフェにスタッフとして従

事した回数、そして適用した調査方法は表 に示した通

りである。インタビューは、一人当たり約 時間実施し、

事前に調査協力者から同意を得た上でインタビューの内

容を録音し、トランスクリプトを作成した。なお、著者

二名はカフェが開設された 回とも現場で観察を行って

いることから、調査協力者とは顔見知りの関係にある。

インタビューではスタッフとしての参加の経緯から、

カフェ設置の趣旨や狙いの理解、カフェにおける役割、

人間関係、自己実現、達成感、またカフェの環境からの

自身の認知や行動への影響までを幅広く尋ねることによ

り、カフェ内での様々な要因とスタッフの協力行動の関

係を把握することに努めた。質問紙調査でもインタビュ

調査方法 性別 スタッフ従事回数

インタビュー

女

男

女

ウェブ

男

女

女

女
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ー調査と同様の質問項目についてすべて自由記述形式で

回答してもらった。

インタビューと自由記述の質的データ分析

カフェスタッフのインタビューとウェブによる質問紙

調査から得られたテキストデータは、大谷（ ）が開

発した質的分析手法である （

）を用いて、カフェスタッフの運営に対す

る協力行動の発生過程の理論化を行った。 を用いた

研究は多様な領域で取り組まれており、その特徴として

つの明示的な手続きによって着手しやすい点、インタビ

ューデータのような長い言語データだけではなく、アン

ケートの自由記述のようにごく短い言語データにも適用

可能である点が挙げられる（大谷 ）。 は、（ ）

データの中の着目すべき語句、（ ）それを言いかえるた

めのデータ外の語句、（ ）それを説明するための語句、（ ）

そこから浮き上がるテーマ・概念構成の順にコードを付

して考えていく ステップコーディングと、（ ）のテー

マ・概念構成を用いてストーリー・ラインを記述し、そ

こから理論を記述する手続きからなる。ここでいうスト

ーリー・ラインとは、「データに記述されている出来事に

潜在する意味や意義を書き表したもの」と定義される（大

谷 ）。

本研究における を用いた分析は、著者二名が個別

にすべてのトランスクリプト、及び質問紙調査における

自由記述のテキストを ステップコーディングまで行っ

た後、著者間で相互にコーディング内容の妥当性を検討

し、修正した上でストーリー・ラインと理論を共同で記

述した。

 結果と考察

調査協力者である 名のスタッフは各々カフェに従事

する動機や目的が異なっているが、カフェスタッフとし

て現場で経験することには大きな差異はない。そのため

スタッフはカフェで経験したことを当初の動機や目的に

照らし合わせて内省することで何かしらの変容が生じる

と考えられる。この一連の流れの中でスタッフの運営へ

の協力行動がどのように促進され、また阻害されるのか

を明らかにするべく、 により得られたスタッフ個別

のストーリー・ラインを中心に見ていくこととする。

 自分の仕事や活動を見つめ直す機会

［ストーリー・ライン ］

 職場外の活動に参加する動機は、魅力的活動や

リーダーへの関与によって公務員としての自己を

成長させるためである。ひょっこりカフェでは接

客を通して地域活動と自身の仕事の共通項が公共

的価値観であり、そこから仕事上の目標も市民の

居住満足度や地域愛着の向上であることに気づい

た。その他、非日常的経験に対する喜び、他者と

関与して役に立てることの喜びも感じている。（

）

魅力的な活動やリーダーに関わりたい、また仕事上で

も自己成長をしたいという動機が、職場外の他者が企

画・運営する活動を手伝うという行動を引き起こしてい

る。利用者がカフェの滞在を通して市民の居住満足度や

地域愛着を向上させるという公共的価値を持つ活動への

関与が、自身の仕事の目標が同様に居住満足度・地域愛

着向上にあるという気づきも促している。こうした気づ

きが仕事で得ることのできない経験をさらに得たいとい

う動機を生み出している。実際に は、開催された

回すべてにスタッフとして唯一参加していた。

［ストーリー・ライン ］

 は職人的貢献に心地良さを感じる性格で

あり、ひょっこりカフェでひとつのことを任され

てそれを果たすことで達成感と非日常的経験よる

充実感を覚えている。

今後のひょっこりカフェへの活動について、自

分が価値観を共有する活動に積極的に貢献すると

は自分の学びになるだけでなく、自身の活動への

技術移転の機会を得られるというメリットがある

と考えていることから、求められる水準に合わせ

て協力するつもりである。（ ）

やはり価値観を共有できる活動であることが、スタッ

フとして従事する初期動機となり得る。また、本業とは

異なる非日常的経験が活動への参加の充足感を満たし、

活動への参加が自己利益になるという認識がある場合は

より積極的な参加行動を引き起こすと考えられる。

［ストーリー・ライン ］

 ひょっこりカフェでの活動が地域における所属

意識を高め、自身の活動をメタな視点から捉える

機会となり、同じ価値観を持つ人たちとの協働意

欲が高まっている。（ ）
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スタッフとして従事することで 自身が取り組む

他の地域活動を客観的に捉え、ひょっこりカフェとその

活動を連携させことで両活動の持続可能性を高めること

ができないかと考えるまでに至っている。

 他者との関係や自己実現による目標の明確化

［ストーリー・ライン ］

 利用者との相互作用によってスタッフとしての

やりがいや満足感、多世代交流の楽しさを得ると

同時に、共に働くスタッフの意識の高さやサポー

トの重要性に気づいた。このポジティブな経験か

らひょっこりカフェへの協力意向が醸成され、広

範な責務を担うことを希望している。（ ）

は、もともとひょっこりカフェの利用者であった

が、居場所づくりの接客方法や利用者の感想を知りたい

という動機からスタッフとして参加するに至った。実際

にスタッフとして利用者や同じスタッフとの交流を通し

てやりがいや満足感、楽しさといったポジティブな経験

を得ることができ、その経験がカフェへの運営面での参

画意向の形成を促進していると考えられる。

［ストーリー・ライン ］

 は所属する地域団体でカフェ開催への潜

在的関心を有していたが実現には至っていなかっ

た。今回間接的であるがカフェづくりに携わるこ

とができたことと、この種のイベントで若年者の

利用者が多かったことに喜びを感じている。

今後の関与として受動的ながらも地域資源の活

用を希望しており、自身が成したい貢献ができる

かが関心の焦点であると考えられる。（ ）

カフェの運営に潜在的関心を持っている者にとっては、

カフェでのスタッフ経験は興味を引くものであり、カフ

ェが若年者の利用者を惹きつけるといった新たな価値の

発見をもたらす場合がある。こうした経験を踏まえた上

で、カフェに対する地域資源の活用といった自身がやり

たい貢献ができるということがカフェ運営への関与の動

機となる者がいる。

 他者との関わりや仕事内容による活動意欲の低下

［ストーリー・ライン ］

 スタッフ初期は自身のタスクをこなすことに精

一杯だったこと、そして他の優秀なスタッフと自

己との比較で無力感を覚えるだけで客観的に自分

の役割を内省することはなかった。また自身の貢

献や役割についても「数的な労働力」という認識

であった。しかし、カフェのメニュー作りをひと

りで行う過程で内省が生まれ、「地域資源を活かす

ことが地元の良さを活かす」という理解に発展し

た。（ ）

自身の役割を「数的な労働力」と認識するスタッフに

とって、他の優秀なスタッフの存在はその対比で自身の

役割を内省する契機となるというよりは無力感を感じさ

せる要因となる。 の場合は、地域資源を使ってメニ

ューを作るというタスクが「地域資源を活かし地元の良

さアピールする」という活動趣旨を自発的に考える機会

となり、活動趣旨の理解・発展を促すに至った。

［ストーリー・ライン ］

 当初 は、ひょっこりカフェを「社会関係

資本が形成される場」と認識していたが、事業運

営者の発言から、運営と現場の間に事業コンセプ

トの認識にギャップがあることを認識している。

運営側の内部におけるカフェの趣旨や狙いに対する理

解の不一致は、現場におけるスタッフのカフェに対する

理念の共有を妨げる場合がある。

［ストーリー・ライン ］

 スタッフの業務に忙殺されるあまり、カフェの

魅力や課題に関する内省や認知が困難な状況であ

った。（ ）

業務が多忙でありすぎることは、カフェの魅力や課題

に対する内省や認知を阻害することがあり、そのことが

カフェに対する協力行動を妨げる可能性がある。

 「芝の家」の来場者の行動分析との比較

によるテキストデータの分析結果から、スタッフ

としてのカフェにおける経験が次の つの作用を引き起

こすことが示唆された。 自分の本業や活動を見つめ直

す機会となる、 ）他者との関係や自己実現の程度によっ

て自分のやりたいことがより明確になる、 ）他者との関

わり方や仕事内容によっては自己評価が下がることがあ

り、スタッフとしての活動意欲が低下する。

本研究で見出された上記 つの作用を坂倉ら（ ）の

「地域の居場所」の来場者の行動分析と比較してみる。

264



スタッフとして従事することで 自身が取り組む

他の地域活動を客観的に捉え、ひょっこりカフェとその

活動を連携させことで両活動の持続可能性を高めること

ができないかと考えるまでに至っている。

 他者との関係や自己実現による目標の明確化

［ストーリー・ライン ］

 利用者との相互作用によってスタッフとしての

やりがいや満足感、多世代交流の楽しさを得ると

同時に、共に働くスタッフの意識の高さやサポー

トの重要性に気づいた。このポジティブな経験か

らひょっこりカフェへの協力意向が醸成され、広

範な責務を担うことを希望している。（ ）

は、もともとひょっこりカフェの利用者であった

が、居場所づくりの接客方法や利用者の感想を知りたい

という動機からスタッフとして参加するに至った。実際

にスタッフとして利用者や同じスタッフとの交流を通し

てやりがいや満足感、楽しさといったポジティブな経験

を得ることができ、その経験がカフェへの運営面での参

画意向の形成を促進していると考えられる。

［ストーリー・ライン ］

 は所属する地域団体でカフェ開催への潜

在的関心を有していたが実現には至っていなかっ

た。今回間接的であるがカフェづくりに携わるこ

とができたことと、この種のイベントで若年者の

利用者が多かったことに喜びを感じている。

今後の関与として受動的ながらも地域資源の活

用を希望しており、自身が成したい貢献ができる

かが関心の焦点であると考えられる。（ ）

カフェの運営に潜在的関心を持っている者にとっては、

カフェでのスタッフ経験は興味を引くものであり、カフ

ェが若年者の利用者を惹きつけるといった新たな価値の

発見をもたらす場合がある。こうした経験を踏まえた上

で、カフェに対する地域資源の活用といった自身がやり

たい貢献ができるということがカフェ運営への関与の動

機となる者がいる。

 他者との関わりや仕事内容による活動意欲の低下

［ストーリー・ライン ］

 スタッフ初期は自身のタスクをこなすことに精

一杯だったこと、そして他の優秀なスタッフと自

己との比較で無力感を覚えるだけで客観的に自分

の役割を内省することはなかった。また自身の貢

献や役割についても「数的な労働力」という認識

であった。しかし、カフェのメニュー作りをひと

りで行う過程で内省が生まれ、「地域資源を活かす

ことが地元の良さを活かす」という理解に発展し

た。（ ）

自身の役割を「数的な労働力」と認識するスタッフに

とって、他の優秀なスタッフの存在はその対比で自身の

役割を内省する契機となるというよりは無力感を感じさ

せる要因となる。 の場合は、地域資源を使ってメニ

ューを作るというタスクが「地域資源を活かし地元の良

さアピールする」という活動趣旨を自発的に考える機会

となり、活動趣旨の理解・発展を促すに至った。

［ストーリー・ライン ］

 当初 は、ひょっこりカフェを「社会関係

資本が形成される場」と認識していたが、事業運

営者の発言から、運営と現場の間に事業コンセプ

トの認識にギャップがあることを認識している。

運営側の内部におけるカフェの趣旨や狙いに対する理

解の不一致は、現場におけるスタッフのカフェに対する

理念の共有を妨げる場合がある。
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 スタッフの業務に忙殺されるあまり、カフェの

魅力や課題に関する内省や認知が困難な状況であ

った。（ ）

業務が多忙でありすぎることは、カフェの魅力や課題

に対する内省や認知を阻害することがあり、そのことが

カフェに対する協力行動を妨げる可能性がある。

 「芝の家」の来場者の行動分析との比較

によるテキストデータの分析結果から、スタッフ

としてのカフェにおける経験が次の つの作用を引き起

こすことが示唆された。 自分の本業や活動を見つめ直

す機会となる、 ）他者との関係や自己実現の程度によっ

て自分のやりたいことがより明確になる、 ）他者との関

わり方や仕事内容によっては自己評価が下がることがあ

り、スタッフとしての活動意欲が低下する。

本研究で見出された上記 つの作用を坂倉ら（ ）の

「地域の居場所」の来場者の行動分析と比較してみる。

坂倉らは東京都港区にある「芝の家」と呼ばれる常設型

の「地域の居場所」の来場者を対象に調査を行い、来場

者が自発的な活動を始めるまでに共同性と自己実現の段

階があることを明らかにしている。その中では利用者が

インフォーマルな繋がりの中で、半年程度かけて自分ら

しさや他者との関係に気づくことで、やりたいことが明

確化され、スタッフロールをとるようになることが述べ

られている。

ひょっこりカフェは、設置期間が数日の非常設型カフ

ェであるが、「芝の家」の事例と同じように他者との関

係や自分が関心あることをどの程度実現できるかという

ことで自分のやりたいことがより明確になる様子が見ら

れた。異なる点としては、地域の居場所での仕事を通じ

て自身の本業や活動を内省する行為が生まれ、結果とし

てカフェのスタッフと自身の本業や活動の双方の意欲が

高まったことである。この理由として、ひょっこりカフ

ェのスタッフは利用者からスタッフへ転じたものが 名

しかおらず、それ以外は運営者から勧誘される形でボラ

ンティアスタッフとして参加していたことが挙げられる。

地域の居場所の目的やその狙いを知らないことが、自身

の本業や本業外での活動とスタッフとしての仕事とのギ

ャップを生み、気づきや内省が生じたと考えられる。

しかし、その内省がネガティブな方向へ進んだり、仕

事の内容が自身のやりたいことと合わなかったり、忙し

過ぎたりした場合には、逆にスタッフとしての活動意欲

を下げることとなる。こうしたネガティブな行動要因に

ついては「芝の家」の事例では取り上げられておらず、

「地域の居場所」での協力行動を阻害する要因として無

視することができない新たな発見と言える。

 スタッフの協力行動を促進させるためのサポート

来場者の行動を促進させる工夫として坂倉らはスタッ

フによる利用者へのサポートの重要性を指摘している。

我々もカフェスタッフの協力行動の形成と拡大を促進さ

せるためには、自分がこの場所で受け入れてもらえてい

るという実感や居心地の良さを高める配慮を運営者側が

行っていくこと、そして地域の居場所のスタッフとして

役割を担っているという自己肯定感を高める機会を提供

することが重要であると考える。

しかし、常設の居場所であれば半年程度かけて自分の

やりたいことが明確になるものの、非常設の居場所では

初めから自分のやりたいことが明らかでない場合がある。

今回の調査からは自身の本業や本業以外の活動との対比

による内省がカフェスタッフとしての意欲を高めたこと

から、参加するスタッフの本業や活動と関連する役割を

与えるということがひとつのサポート方法として考えら

れる。また、経験豊かなスタッフとの接触がポジティブ

だけでなくネガティブな気づきを生み出すこともわかっ

たので、経験者を初心者と組み合わせて仕事をしてもら

うと同時に初心者の意欲を妨げない仕事量の負担と振る

舞いを経験者に求めることが必要となるであろう。
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 タイトル 災害時における地域コミュニティの機能不全 

氏名 森田 賢明（NPO法人 小平・環境の会） 

Keyword：災害・地域コミュニティ・女性・セクシュアルマイノリティ 

 

【問題】 
日本は大規模の自然災害の被害を受けてきた。近年では、

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震という地震災

害、台風による水害がある。本研究は地域防災政策に着目

する。地域の生活者が最も身近で接する地域防災政策だか

らである。 

地域の生活者は女性、男性、セクシュアルマイノリティ

がいる。これら人々の生活は災害により困難に直面する。

具体的には、家屋、道路などインフラを含めた建造物の破

損である。本研究で着目するのは人間関係、つまり、地域

コミュニティである。地域コミュニティは、災害時の対応

において、助け合いといった相互支援の要となっている。

だが、災害に見舞われた地域コミュニティでは、男性は男

性らしく、女性は女性らしく、といった役割が強化され、

セクシュアルマイノリティにおいては、知識不足からの不

適切な対応が指摘されている。 

これらの指摘を考慮しながら、本研究の目的は、男性、

女性、セクシュアルマイノリティの相互関係という視点か

ら、災害対応における地域コミュニティの機能不全を明ら

かにすることである。機能不全とは地域コミュニティで生

活をする上で支障となることである。 

 

【先行研究】 

災害時における地域コミュニティの問題は、男女共同参

画の視点、ジェンダーの視点から取り上げられる。2004年、

新潟中越地震が発生し、男女共同参画基本計画に防災が位

置付けられた。内閣府男女共同参画局は、男女共同参画か

ら見る防災指針を発表し、災害時における男女共同参画の

視点からみた防災活動を発表している。 

ジェンダー視点では、池田（2014）は海外の調査を引用

しながら、災害は女性と男性では異なる影響がある。その

ため、今後の女性のニーズを組み込んだ防災活動の必要性

について指摘している。 

セクシュアルマイノリティについては、内田（2015）が

セクシュアルマイノリティの被災状況およびニーズ・課題

に関する調査を行っている。 

 

 

【災害の定義】 

本研究における災害ついて定義する。災害対策基本法は、

災害を「暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、

地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大

規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度にお

いてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害を

いう」とある。 

一方、第四次男女共同参画基本計画、11分野、男女共同

参画の視点に立った防災・復興体制の確立には「災害は、

地震、津波、風水害等の自然現象（自然要因）とそれを受

け止める側の社会の在り方（社会要因）により、その被害

の大きさが決まってくると考えられている」とある。本研

究では、災害は後者として捉える。地域コミュニティは「そ

れを受け止める側の社会の在り方（社会要因）」として捉え

る。 

 

【研究方法】 

研究方法は質的研究法を用いる。災害エスノグラフィ

―を採用する。災害の状況を子細に理解することが可能

となるからである。エスノグラフィ―は林ら（2009）を
参考とした。データは調査協力団体から得たインタビュ

ーを用いる。 
 
●調査概要 
調査期間：2016年7月～2016年9月 
インタビュー調査対象人数：5名 
 
調査団体の概要は以下の通りである。 
①宮城県環境生活部共同参画社会推進課（以下：宮城

県と表記） 
「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」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性と人権ネットワークESTO（以下：ESTOと表記） 
「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
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職員への不信感、相談をするという選択肢が相談者から

なくなるという。災害時において、避難所での生活にて

ドメスティックバイオレンス、性的暴力の被害を受けた

と、被害女性が同性の避難所生活者に相談すると、非常

事態なのだから、我慢するように諭されることがある（東

日本大震災女性支援ネットワーク、2015）。 

宮城県のインタビューでは、東日本大震災後に備蓄が

増えたものとして、プライバシーを保護するパーテーシ

ョンがある。 

 

＜子育ての不一致＞ 

ウィメンズアイのインタビューでは、地域についての

シンポジウムにて子どもについての話し合いについて伺

った。シンポジウムへの主な参加者は、子育てを終えた

世代である。子どものことについて地域での話し合いで

は、子育てを実際にしている人たちが、参加していない。

もしくは、子どもが参加していない。災害から復旧をす

る段階で、女性は仕事をすることになるが、シングルマ

ザーの場合、一人親であることから、仕事は短時間、非

正規であることが多い。シングルマザーを支えるのはシ

ングルマザー自身の親族が主になる。自身の親族のみが

頼りとなり、地域の生活者で支えるということはあまり

見られない。 

子育てぴっぴのインタビューでは、子育て世代は、親

に子育ての相談をする事が出来ないとの話を伺った。自

分の子育ての状況と親の状況が異なるためである。その

ことから、子育て世代が交流する交流会が開催を求める

世代が多い。子育て世代の交流を深めるためである。交

流会を行うきっかけは、同じ子育て世代同士の関係が希

薄であったためである。ラインなどの SNS での関係のよ

うに関係を切ることはあるが、自分だけが中心にいれば
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いいとは考えていない。このように子育てに関して、実

際に子育てをしている世代と、子育てを話す世代とでは

子育ての意味が一致していない。災害時、乳幼児の母親

は、乳幼児の夜泣きなどにより、苦情を受けるという。

日中は避難所から離れ、乳幼児をあやしている。乳幼児

は、排便をおむつなどに頼ることになるが、排便がつい

た衣類を洗濯する際に、洗濯をしている他の避難所生活

者から、他の場所で、洗濯をしてほしいと頼まれたとい

う。熊本地震では、避難所内を動きまわり遊ぶことので

きる年齢の子どもを育てる子育て世代は、自身の子ども

を地域外に居住している親戚に預けたという。 

 

＜現場のニーズの偏在＞ 

ウィメンズアイのインタビューでは、避難所の運営者

は、元議員、校長、自治会といった地域を代表とする人

たちが主である。災害以前の地域がそのまま、避難所と

なっている。避難所の運営者は、物資の調達などにおい

て、避難所で生活をしている人たちのニーズをあまり知

らない。生理用品、おむつに関する扱い方がぞんざいに

なることに現れている。 

ぴっぴのインタビューでは、災害ボランティアは、災

害ボランティア同士が災害現場でいつも会う。支援者の

目線は存在しているが、実際の避難している人たちの目

線が欠けている。熊本地震では、避難所に残った人々は

高齢の世代が多いという。その方たちへ、支援団体が自

立を促す支援をしたが、マッチしないことがあったとい

う。 

 

＜支援物資の扱い方＞ 

ウィメンズアイのインタビューでは、支援物資をもら

えるだけもらう姿勢を大人が実践することで、子どもも

真似をすることになる。地域コミュニティに支援物資に

依存する考え方が広まる。支援物資への依存、支援物資

に対する自分たちの決め事がうやむやになり、支援物資

の取り合いが起きる。それにより、地域コミュニティへ

の悪影響がある。また、支援物資を仮設住宅に運んでき

た支援者に対して、住民が仮設住宅での決めごとを伝え

た。すると、支援者は今、物資を提供したいという。だ

が、仮設住宅の責任者が住民が決めたことを伝え、引き

取って頂くことを伝えると、支援者はツイッターにて仮

設住宅にて支援物資を断られたという内容を拡散したと

いう。 

 

＜コミュニティの使いこなし方＞ 

ぴっぴは子育て世代の交流会を開催している。現在、

子育て世代は、友達をつくりたいが、つくり方が分から

ないという。交流会を通じて、人の関係を作っている。

これは避難所における人間関係の作り方と同じであると

いう。その際に大切にしているのは、コミュニティを使

いこなすという意識である。 

ESTOのインタビューでは、地域コミュニティにおいて、

自分自身が他者との距離の取り方についての話があった。

セクシュアルマイノリティでは自分自身がセクシュアル

マイノリティであることを自覚し、徐々に自分自身が他

者との距離の取り方を学びながら、周囲にセクシュアル

マイノリティであることを伝える。避難所において距離

の取り方というのは、地域コミュニティにおいて必要な

スキルであるという。 

ウィメンズアイではテーマ型コミュニティをつくり、

参加者が自分たちで役割を決め、実行し、内容を修正す

るという。宮城県では避難所における様々な支援に対応

するコーディネーターの存在は必要であるとの指摘があ

った。災害以前、復興期にコミュニティを使いこなすト

レーニングをおろそかにすることで、災害時においては

人間関係の作り方が不明になりやすい。 

 

＜学習の機会＞ 

ウィメンズアイが開催する学習会にて新潟県山古志村

を訪れる機会があったという。東日本大震災から 3 年経

過した時であり、今後のことを考え、新潟中越地震を経

験した新潟県に行くことを決めた。津波の被害を受ける

ことなく、比較的被害が少なかった地域にいくというこ

ともあり、東日本大震災で被災した参加者たちにとって

学ぶ機会はないと考えていた。だが、仮設住宅での生活、

産業についての捉え方について学ぶ機会があった。学習

会の参加者たちにとって、学ぶことはないと考えていた

が、様々な観点から学ぶ機会があることに気づいたとい

う。ある防災に関する学習会では、食物アレルギーに関

する意見がでた。参加者から、災害時で誰もが困ってい

る時ほど、我慢をすることが大事である、という意見が

多くあった。協力者は学習会に参加をしていたという。

その時、防災に関心のある人でありながら、他者への配

慮が限定的であるという事実に驚いたという。その学習

会の会場は東京都であった。 

ESTOのインタビューでは、セクシャリティはゲイであ

りながら、妻子がある人と知り合うことがあり、生活を
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ウィメンズアイではテーマ型コミュニティをつくり、

参加者が自分たちで役割を決め、実行し、内容を修正す

るという。宮城県では避難所における様々な支援に対応

するコーディネーターの存在は必要であるとの指摘があ

った。災害以前、復興期にコミュニティを使いこなすト

レーニングをおろそかにすることで、災害時においては

人間関係の作り方が不明になりやすい。 

 

＜学習の機会＞ 

ウィメンズアイが開催する学習会にて新潟県山古志村

を訪れる機会があったという。東日本大震災から 3 年経

過した時であり、今後のことを考え、新潟中越地震を経

験した新潟県に行くことを決めた。津波の被害を受ける

ことなく、比較的被害が少なかった地域にいくというこ

ともあり、東日本大震災で被災した参加者たちにとって

学ぶ機会はないと考えていた。だが、仮設住宅での生活、

産業についての捉え方について学ぶ機会があった。学習

会の参加者たちにとって、学ぶことはないと考えていた

が、様々な観点から学ぶ機会があることに気づいたとい

う。ある防災に関する学習会では、食物アレルギーに関

する意見がでた。参加者から、災害時で誰もが困ってい

る時ほど、我慢をすることが大事である、という意見が

多くあった。協力者は学習会に参加をしていたという。

その時、防災に関心のある人でありながら、他者への配

慮が限定的であるという事実に驚いたという。その学習

会の会場は東京都であった。 

ESTOのインタビューでは、セクシャリティはゲイであ

りながら、妻子がある人と知り合うことがあり、生活を

する地域では問題なく暮らしているという話を聞いたと

いう。そのような生き方もあると知り、セクシャリティ

だけで人は生活をしているのではなく、その人なりの地
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＜いびつな関係＞ 

①役割に基く関係 

ぴっぴのインタビューにて、避難所での公務員と避難

所生活者との関係について伺った。住民は被災者である

が、公務員も同じである。だが、役割を重視する。結果

的に公務員は個人的な消耗を強いられることになる。 

ESTOのインタビューでは、あるセクシャルマイノリテ

ィの方は、避難所へ向かう日が病院へ行く日であったと

いう。そのため、化粧し、女装をしていたという。だが、

地域にてカミングアウトしていないことから、自宅に戻

り、化粧をおとし、着替えたという。その時、その地域

に出ていた津波警報は解除されていなかったという。 

 

②市民、行政、支援団体 

行政は支援団体を設置することがある。支援団体は、

行政に対して意見が言いにくいことがあるという。行政

は支援団体、NPOに対して、委託事業を任せている。支援

団体、NPOは経済的な観点から行政に対して批判的な意見

が言いにくいという。 

自分たちのことは自分でやるという市民は、行政に対

して、様々な主張を行う。それに対し、行政は消極的な

対応をする。市民と行政は、協力をすることで様々なこ

とに取り組むことができるが、現状では敵対的な関係を

作りやすい行動を行いがちである。 

市民は納得するまで話し合うということを経験してい

ない。もしくは経験する機会を持たなかった。そのため、

行政の公表する計画、例えば防潮堤建設計画に対して、

行政批判、住民同士の対立という敵対的な関係を作りだ

すことになる。 

 

【考察】 

調査結果に基づき考察する。地域コミュニティでは子

育てに関して、関心が希薄であり、災害時において、母

親に子育てを任せるというジェンダーの固定性が助長さ

れる。また、子どもが地域コミュニティに関係している

ことが軽視されている。 

プライバシーの軽視は、個人が抱える問題に対して支

援をする視点の偏在により起きている。これは、現場の

ニーズの偏在、支援物資の扱い方にも表れている。ジェ

ンダー、セクシュアリティに関して支援は必ずしも地域

コミュニティに関係する個人にとって支援にならないこ

とがある。コミュニティの使い方が大切であるが、災害

以前からコミュニティを使いこなすトレーニングが不足

しており、支援をコーディネートする関係性は薄い。 

いびつな関係は、役割、地域レベルで関係する人々が

関係を維持する行動をしている。この関係がいびつであ

ることを実感している人々はいる。だが、その意見は地

域コミュニティでは周知されにくい。 

上記の問題が生活者の間で相互に関係し、災害時にお

いて地域コミュニティの機能不全となる。災害時の地域

コミュニティの機能不全は、個人が抱える問題、現在の

地域コミュニティでは許容できない可能性を持つ事柄を

理解し合う関係を希薄にすると考えられる。 

本研究は、女性、男性、セクシュアルマイノリティが

抱える問題が相互に関係し、機能不全になることを示し

た。そこから分かることは、地域コミュニティがこれま

で基本とした考えは、人のある側面を理解するのは有用

だが、異なる側面を理解する時、有用ではないこともあ

るということである。 

災害は社会の在り方により変化するが、地域コミュニ

ティは地域防災の要である。女性、男性、セクシュアル

マイノリティの災害経験を捉え直すことは、人間の様々

な側面への理解を深めるのに大切である。 
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再開発完了地区における団地内商店街のコミュニケーションツールとしてのデザイン 

○籾山史奈（昭和女子大学）, 森田直之（東京都立科学技術高等学校） 

Keyword： 商店街 住民参加型ワークショップ 再開発地区 

 
【研究背景】 
 研究対象地である東京都江戸川区小松川地区（図１参照）

は、昭和 55年 3月から平成 21年 3月にかけて市街地再開

発された地区である。 

 

 

図 1 江戸川区の位置（江戸川区HPより転載） 

 

 小松川地区は市街地再開発地区であり、それまで地域内

にあった商店街を 4カ所に集約し、現在はトニワンショッ

ピングセンター、パルプラザショッピングセンター、ショ

ッピングモールリバーウエスト、春日町通り商店会となっ

ている。しかし、団地内に整備された団地内商店街もすで

に開設から20年以上が経過したため、最近ではシャッター

が目立つ地域となりつつある。また、地域の高齢化率も上

昇しており、再開発地区（図 2参照）であるため、徒歩圏

内に大型商業施設はない。今後、地域の商店街が衰退して

いくことは、買い物弱者問題を生じさせることにつながる

ことは容易に想像ができる。 

 

 
図 2（a）市街地再開発施行前イメージ 

 

 
図 2（b）市街地再開発施行後イメージ 

 

 商店街はターゲットを高齢者にだけ絞っているわけでは

なく幅広い世代に支持されて安定的になる。商店街もあら

ゆる手段を用いて工夫しているが、集客性には課題を残し

ている。しかし、再開発地区であるため大型の公園が整備

されており、バーベキュー場などもあるため休日の人出は

相当数ある。この点に注目して我々はこれまで、休日に訪

れた人が商店街へ向かう導線づくりを行ってきた。住民参

加型のワークショップを開き、再度、小松川地区の掘り起

こしを行い、地図を作成して導線の変化の検証を行ってき

た。本研究はパルプラザショッピングセンター（図3参照）

を対象として行った。 

 

 

図 3 研究対象としたパルプラザショッピングセンター 

 

 

【研究方法】 

 本研究では、小松川の中心部に位置するパルプラザショ

ッピングセンターを対象に地図製作（図 4参照）からさら

に発展させ、集客のための商店街の演出について検証を行

った。 
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【研究方法】 

 本研究では、小松川の中心部に位置するパルプラザショ

ッピングセンターを対象に地図製作（図 4参照）からさら

に発展させ、集客のための商店街の演出について検証を行
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図 4（a）こまっぷ表面（店舗紹介） 

 

 

図 4（b）こまっぷ裏面（周辺地図） 

 

 住民参加型のワークショップを経て、パル・プラザを中

心としたお散歩マップを作成したが、ここからさらに波及

して、「この商店街って何かいいね」というものを作りたい

と考えた。そのため、山梨県甲府市で行われた歓楽ビルの

再生事例を調査した。 

 

［事例調査］ 

 商店街の集客性を高めるために検証を行ってきたが、事

例調査として、昭和40年代の歓楽ビルの再生を行っている

甲府グルメ横丁（山梨県甲府市）を調査した（図 5参照）。 

 
図5（a） 甲府グルメ横丁の入口 

 

 

図5（b） 甲府グルメ横丁の内部 

 

 甲府グルメ横丁はビルの1Fに甲府の素材を使った店舗が

入居していて、会計は一緒にできるシステムになっている。

すべての店の料理が楽しめるようになっている。そこで、注

目したのは、個店ごとにユニフォームを着るのではなく、す

べてのお店が同じロゴ（図 6 参照）のユニフォームを着用し
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ている点であった。空間内に一体感があり、すべての店の

仲の良さを感じた（図 7 参照）。これを参考にして、ロゴの共

通化と同一のユニフォームに着想した。 

 

 
図6 甲府グルメ横丁の共通ロゴ 

 

 

図 7 商店街一体化へのイメージ 

 

【考察・今後の展開】 

 事例調査の報告と同一ユニフォームのワークショップ

を再度、開催した（図 8 参照）。そこで、「この商店街っ

て何かいいね！を作ろう」ということをテーマに毎週金

曜日をTシャツの日とした。このTシャツの日にはすべ

ての店が同じユニフォームを着用することによって、商

店街の空間演出ができるのではないかと考えている（図9

参照）。 

 

 
図 8 商店主のワークショップ 

 

  
図9（a） 共通ロゴ案 

 

 
図 9（b）共通Tシャツのイメージ 
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ゆるキャラと大学生と商店街 ‒大学生によるゆるキャラを用いた商店街活性化の意義- 
服部圭郎（明治学院大学） 

Keywords: ゆるキャラ、商店街、大学生 

 

【目的と背景】 

 東京都港区にある明治学院⼤学の服部ゼミナール

は、2013 年 4 ⽉から⼤学キャンパスそばの⿂らん商

店会の会議室を週に⼆回（⽊曜⽇と⾦曜⽇、その後、

週に⼀回に変更する）借りさせてもらい、そこを「⿂

らんラボラトリー」と命名し、ゼミ活動の拠点として

いた。主に地域研究をすることをそこでの⽬的とし、

「⿂ラボ通信」という壁新聞のようなものを⽉に⼆回

のペースで発⾏したりしていたが、それらに加えて商

店街や地元にも何かプラスとなるものを還元したい

と考え、地元のゆるキャラを作成することを企画した。 

 そこで、⿂らん商店会と協⼒して、地元のゆるキャ

ラを決める「⿂らんゆるキャラコンテスト」を 2013

年 12 ⽉に開催することにした。そして、周辺の⼩学

校に赴き、児童に「ゆるキャラ」を応募してもらうこ

とを依頼したり、告知のビデオを制作し、ユーチュー

ブで流し、周知を図ったりした。その結果、当⽇まで

には 88 の作品が集まり、これらを商店街の⼀画に展

⽰し、住⺠による投票によってゆるキャラを選定した。

選ばれたのは、地元の⼩学⽣のお⺟さんによる作品で、

⿂に⾷べられた猫というキャラクターで「ぎょらにゃ

ン」と名づけられた。 

 本論⽂は、このゆるキャラを⽤いて、⿂らん坂商店

街および周辺地域を活性化することを服部ゼミナー

ルが試みた活動内容を報告すると同時に、その意義を

アンケート・取材調査などから検証したものである。 

 

【活動内容】 

 服部ゼミナールでは、上記の「ぎょらにゃン」を商

店街の活性化策に活かすことを考えた。そのために、

ぎょらにゃンの知名度の向上策を学⽣達に企画・検討

させた。これは、ぎょらにゃンの知名度を向上させる

ことと連動して、⿂らん坂の知名度が上がれば、それ

は商店街への貢献になると考えたからである。そこで、

まず、ゆるキャラグランプリに出演することにした。

ゆるキャラグランプリとは 2010 年から始まったイン

ターネットでの投票によってゆるキャラの⼈気を競

うイベントであり、それに出演する⽬的は投票を促す

活動を通じて、ぎょらにゃンの知名度を向上させるこ

とである。 

 このゆるキャラグランプリの出場資格の⼀つに、着

ぐるみを有していることが挙げられた。そのため、服

部ゼミでは早速、着ぐるみを制作することを検討した。

しかし、これは価格⾯から⼤きな障壁となった。⽇本

の業者に⾒積もりを依頼したところ最低でも 60 万円

ぐらいはかかることが判明した。これは無理かと諦め

かけたところ、中国からの留学⽣のゼミ⽣が、中国の

業者に⾒積もりを出し、掛け合ったところ、2 万 6 千

円で制作でき、郵送料を含めても 4 万 2 千円で⼊⼿

できた。 

 着ぐるみができたことで、ぎょらにゃンのプロモー

ション活動にも幅がでてきた。ぎょらにゃンは「⿂ら

んラボラトリー」に常駐させるようにして、毎週、⾦

曜⽇には⿂らん商店街を散歩するようにした。そして、

それらの活動は適宜 SNS 等で情報発信を⾏うように

した。前述した「⿂ラボ通信」では、ぎょらにゃンの

四コマ漫画を連載することにした。「⿂ラボ通信」は

⿂らん商店会周辺の３つの⼩学校に配布し、ある⼩学

校では国語の教材として利⽤してくれたこともあり、

この四コマ漫画によってぎょらにゃンに親しんだ⼩

学⽣も少なくなかった。また、学⽣とテーマソングを

作曲し、それを録⾳し CD を制作したり、そのプロモ

ーション・ビデオも制作、ユーチューブで発信したり

した。しばらくすると、地元商店街のお祭りを始めと
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した地元のイベントに盛り上げ役として出演依頼も

来るようになり、その知名度は徐々に向上していった。 

 

図１ ぎょらにゃン 

 

図 2 ぎょら焼き 

 
 

 加えて、これも知名度を向上させるために、関連グ

ッズの開発も⾏った。関連グッズは T シャツ、クリ

アファイル、シール、児童⽤のノート、バンダナなど

である。関連グッズの多くは学⽣が⾃ら企画・製作・

発注・販売を⾏ったが、「ぎょら焼き」という名称の

ドラ焼きは、地元の菓⼦製造・販売業者の協⼒のもと

製作・販売をしてもらった。「ぎょら焼き」はぎょら

にゃンの焼き印が押されているのだが、この焼き印は

台東区の合⽻橋にある⼯場と学⽣が交渉をして製作

した。ぎょら焼きは企画を開始したのが 2015 年 9 ⽉

頃であり、地元の業者との交渉は 2 ヶ⽉ほどかかり、

焼き印が完成したのが 2016 年 3 ⽉であった。販売は

2016 年 5 ⽉頃から開始したが、販売はこの製作を請

け負ってくれた菓⼦製造・販売業者の店舗（「銀扇」）

と、地元のイベント会場とで⾏った。 

 さらに 2015 年と 2016 年は、ゆるキャラグランプ

リの投票をお願いするポスターを⽩⾦⾼輪駅にて張

ることにした。2015 年はゼミから費⽤を捻出したが、

2016 年はその製作・広告費⽤の負担を商店街の店舗

にお願いした。他には、ラインスタンプを製作し、販

売もした。ゆるキャラグランプリには 2014 年から３

年間連続して出場した。結果は 2014 年が 1300 位、

2015 年が 787 位、2016 年が 169 位であった。ぎょら

にゃンの認知度向上の活動期間が⻑くなるにつれ、

徐々に⼈々の関⼼も⾼まってきたことがうかがえる。 

 ぎょらにゃンが活動することで、雑誌やインターネ

ットが取り上げてくれたことも少なくなかった。また、

積極的に他地域とのゆるキャラとの交流も⾏ったこ

とで、テレビ番組やそのゆるキャラの SNN 等に紹介

されることもあった。これら露出を⾼めることでパブ

リシティ効果がある程度、得られたと考えられる。ぎ

ょらにゃンが取り上げられた主要なメディアを表 1

に整理する。 

 ぎょらにゃンは３年間の活動期間を経て、2017 年

1 ⽉には活動を休⽌した。 

 

【研究内容】 

 上記の活動によって、ぎょらにゃンの認知度がどの

程度向上したのか、またぎょらにゃンに対しての⼈々

のイメージはどのようなものかを探るために、各種の

アンケート調査、取材調査を⾏った。 

 具体的には 2014 年 10 ⽉、12 ⽉に地元住⺠への認

知度調査、イメージ調査を⾏い、2016 年 10 ⽉に港区

⺠をおもに対象としたぎょらにゃンを含む港区のゆ

るキャラの認知度調査、イメージ調査を⾏い、同年 11

⽉には商店街の⼈を対象にぎょらにゃンの貢献度を
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ヒアリング調査によって評価してもらった。 

 

表 1. ぎょらにゃンを紹介した媒体 

年月日 媒体 媒体の種類 
2013.12.06 東京新聞 新聞 
2013.12.30 日経新聞 新聞 
2014.03.24 東京新聞 新聞 

2015.01.23 
港区まち創り研究会ブ
ログ ウェブサイト 

2015.02.09 
toranomon radio show  
（ラジオ Nikkei） ラジオ 

2015.02 
高輪地区情報紙「みな
とっぷ」 

コミュニティ
誌 

2015.06.03 

コミュニティ・カフェ
for You （社会福祉法人
奉優会） ウェブサイト 

2015.5 

魚らんラボラトリーで
の活動報告（大学時
報） 雑誌 

2015.11 

ジェイコム「明朗会計
サカリバン NEO」
（JCOM） 

ケーブルテレ
ビ 

2016.01.10 白金タイムズ ウェブサイト 

2016.1.25 明治学院大学校友会 雑誌 

2016.02.11 

スーパーJ チャンネル 

（テレビ朝日） テレビ 

2016.03.07 
明治学院大学オフィシ
ャルブログ ウェブサイト 

2016.03.10 みんなの住まい ウェブサイト 
2016.07.11 白金タイムズ ウェブサイト 
2016.09.01 Rainbowtown FM ラジオ 

2016.10.08 
木村拓也の上を向いて
歩こう（フジテレビ） テレビ 

2016.10.13 白金タイムズ ウェブサイト 
2016.10.16 明治学院大学サイト ウェブサイト 

2016.12.02 
商手街×学生シンポジ
ウム シンポジウム 

2017.1.28 白金タイムズ ウェブサイト 

 

【研究結果】 

１．地元住民への認知度調査（2014 年 11 月実施） 

 地元住⺠へのアンケート調査を 2014 年 10 ⽉に⾼

輪消防署前（有効回答数 84）、そして 12 ⽉に⿂らん

坂の広場（有効回答数 119）で⾏った。どちらもイベ

ントの開催時で⼈が多く集まった時に配布した。 

 その結果、ぎょらにゃンの地元住⺠への認知度は

58％であり、81％の回答者が肯定的なイメージを有

していることが明らかとなった。また、年齢別に認

知度を⽐較すると 10 代は 87%と極めて⾼く、逆に

30 代は 46％と低かった。 

 ぎょらにゃンの認知度と「地元商店街での買物頻

度」、「地元の祭りへの参加経験」の関係性をχ2

検定でみると、「地元商店街での買物頻度」とは

95%の確からしさで、「地元の祭りへの参加経験」

とは 99％の確からしさで関連性がみられた。このよ

うに、地元との関係性が⾼い⼈はぎょらにゃンの認

知度も⾼くなる傾向がアンケート調査からは明らか

となった。 

２．港区住民への認知度調査（2016 年 10 月実施） 

 2016 年 10 ⽉には、港区⺠祭りにおいて、広く港区

周辺住⺠に対して、ぎょらにゃンを含む港区のゆるキ

ャラ 10 体の認知度をアンケート調査した（有効回答

数は 115 票）。その結果、認知度が最も⾼かったのは

東京タワーのキャラクターである「ノッポン」（30 票）、

次いでぎょらにゃン（24 票）であった。３位の「芝次

郎」が 4 票であったことを考えると、港区の中では、

それなりの存在感を有していたことがうかがえた。 

「ノッポン」とぎょらにゃンの認知度が、港区と港

区外で統計的に差異があるかどうか、その独⽴性をχ

2 検定でみると、「ノッポン」に関しては差はみられ

なかった（z=1.33）が、ぎょらにゃンにおいては港区

⺠の⽅が⾼いという差がみられた（z=4.54）（有意⽔

準 5%では z=3.84）。これは、ぎょらにゃンの活動は

地域密着型であるため、その認知度も地域に限定され

ているためと考えられる。 

 また、「ノッポン」とぎょらにゃンの認知度を年代

別にみると、「ノッポン」は 30〜40 代の⼈の認知度が

⾼いのに対し、「ぎょらにゃン」は年代ごとの認知度

に差がないことが明らかとなった。ぎょらにゃンは児

童施設から⾼齢者のイベントなど幅広く地元のイベ

ントに積極的に参加している⼀⽅、SNS のフォロワ

ー数は「ノッポン」に⽐べると少ないなど、その広報

活動に違いがあり、それが年代ごとの認知度という点

からは「ノッポン」と差異が⽣じている要因なのでは
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ないか、と考えられる。また、⼆年前の調査と⽐べる

と、年代による認知度の差がなくなっている。これは、

活動を通じて、幅広い世代にぎょらにゃンが認知度を

徐々に広げていけたためではないかと推察される。 

3. 商店街の店主および地元住民へのヒアリング調査

（2016 年 10 月実施） 

 ぎょらにゃンの活動に対して、⿂らん商店街の店主

および地元住⺠はどのような意⾒を抱いているのか。

それを調べるためにヒアリング調査を⾏った。この調

査では、ぎょらにゃンを含めた服部ゼミナールが地域

に及ぼした影響を３つの観点から評価してもらった。

３つの観点は「地元のお祭りなどのイベントへの貢

献」、「ぎょらにゃンによる地域の広報活動」、「⿂ラボ

通信への評価」である。ヒアリング対象者は 14 名。   

 「地元のお祭りなどのイベントへの貢献」に関して

は、11 名が肯定的に回答し、否定的な意⾒は⼀つも

なかった。「学⽣がお祭りに参加することで、そのイ

メージが良好なものとなった」「地元商店街、町会と

若い学⽣が協⼒して様々なイベントを盛り上げるこ

とは、地域住⺠にとっても最⾼な街作りにつながると

思う」「ごみを拾ってくれるのは助かった」などの意

⾒が得られた。「ぎょらにゃンによる地域の広報活動」

に関しては、10 名が肯定的に捉え、否定的な意⾒は

⼀つもなかった。「ぎょらにゃンに会うためだけに⿂

らん坂を訪問した⼈がいることに気づいた」、「ぎょら

にゃンによって⿂らん坂の知名度が向上したことは

確かである」などの意⾒が得られた。「⿂ラボ通信」

に関しては９名が肯定的に回答し、１名が⽐較的否定

的に捉えていた。これは、商店会に所属しないお店の

記事が掲載されていることが不満であるというのが

理由であった。意⾒としては「同じ地域に住んでいて

もお互いを知らない⽅が多く、この地域のことを知る

チャンスになる」などが得られた。 

 これらのヒアリング調査の結果から、ぎょらにゃン

の活動は概ね肯定的に評価されていることが分かっ

た。特に商店街の認知度向上、集客⼒の向上という点

では評価されていると分析できる。 

 

【考察・今後の展開】 

 本研究では、港区の⿂らん坂において明治学院⼤学

の服部ゼミナールが企画・製作したゆるキャラ「ぎょ

らにゃン」を活⽤した活動が、商店街活性化にどの程

度、貢献したのかを、おもに認知度と、地元住⺠の意

⾒から分析したものである。 

 その結果、地元住⺠は概ねぎょらにゃンを認知して

おり、より広域的な港区⺠にもぎょらにゃンはそこそ

こ認知されていることが理解できた。地元住⺠の意⾒

も、ほとんどが肯定的なものであり、ゆるキャラは広

く地域には受け⼊れられていたことが明らかとなっ

た。これより、服部ゼミナールの学⽣によるゆるキャ

ラを活⽤した商店街活性化策は総じてポジティブな

成果が得られたと考えられる。 

 ぎょらにゃンの活動は⼀時休⽌したが、その活動か

ら顕在化した課題としては、学⽣が運営をしているた

め、先輩から後輩への仕事等の引き継ぎが難しいこと、

また指導教官はイベント等の参加はボランティアで

あり、その負担は決して⼩さくはないこと、さらに起

動時においては商店街の⼈達の⼤学⽣への信頼は決

して強くなく、そこをいかに克服させていくかなどが

挙げられる。 

 本論⽂の 3−1 のデータに関してはゼミ⽣の照沼俊

彦の卒業論⽂「ぎょらにゃンの認知度及びイメージに

関する研究」（2015 年 1 ⽉）、3−2 のデータに関して

はゼミ⽣の⽥中聖⼈の卒業論⽂「東京都港区のゆるき

ゃらのイメージについての研究」（2017 年 1 ⽉）を採

⽤した。 

 

【引用・参考文献】 

「魚らんラボラトリー（魚らんラボ）での活動報告」『大

学時報』 第362号 （2015.5） 

「商店街との連携がもたらす教育・研究活動への効果」

『地域人』 第20号 （2017.5） 
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 1 

空堀商店街にみる町屋再生−からほり長屋再生 10年間程を経て− 

菊森智絵（関西大学大学院ガバナンス研究科） 

Keyword：町屋再生、地域コミュニティ、経済効果 

 

【問題関心】 

 社会経済の発展は私たちに物質的な豊かさをもたらした

が、人間関係の希薄化も促進させた。近代的ではないと否

定してきた伝統が残る町屋や古民家の中に私たちが求める

何かがあると感じ始めたのではないか。 

 この研究関心は大学院志望時から変わらない。しかしそ

の一方、町家や古民家が持つ温もりや安らぎなどの機能が

測れるのか、測れるとしてもどのように測れば良いのか、

未だ模索中である。これらの課題も含めて、町家や古民家

の機能を今後整理していきたい。 

 今回の発表は、指摘したことが十分意識されているかど

うかは別として、大阪市の中心部に位置する空堀商店街を

研究サイトとして、地域活性化の起爆剤としての町屋再生

に焦点を充てる。 

 

【研究サイトの立地・現状・歴史】 

図1 空堀界隈の地図 

 
出所：「からほり界隈の近況」ホームページ、http://www.yamane-e.com/ 
omp-karahori.html、2017年7月18日閲覧。 
 

 大阪市中央区にあり、上町台地の端に位置する「空堀(か

らほり)」と呼ばれる地域がある。「空堀どーり商店街」「は

いからほり」「空堀商店街」の3つからなる商店街がランド

マークとなっている。東西約 800m南北約 450mの地域であ

る。大阪駅、難波駅、天王寺駅などの主要地のどれにも近

く、生活上の利便性が高い。中央区の平成17年国勢調査(1)

による0歳〜19歳は7,640人であり、平成27年国勢調査(2)

は 10,415人であり子供の数の増加もみられる。平成 27年

国勢調査(3)による「住宅の建て方別住宅に住む一般世帯数」

の長屋建は生野区が 6,268世帯と一番多く、西成区や東住

吉区も多くが、空堀地域のある中央区は495世帯しかなく、

町屋再生地域として知られている中崎町のある北区も 530

世帯と少ない。 

 空堀地区は 1585年に豊臣秀吉が大阪城を築城する際に、

三の丸の外堀の南側となる城外に位置し、築城のために集

められた数万人の住居として長屋形式の住宅が建設された

ことが始まりとされている。江戸時代初期の瓦の土取り場

の名残として、空堀商店街の両側がくぼ地になっている。

明治初期に武家屋敷がなくなり畑地が拡大した。しかし、

1887年代以降のスプロール現象によって、凸凹地形そのま

まに家屋が建てられた。1945年の大阪大空襲では奇跡的に

焼失を免れた。 

 

【先行研究と研究目的】 

 空堀商店街地域を対象とする最近の 4つの先行研究を紹

介する。川窪(2005年)は 1977年の DAN計画研究所による

調査を基にした調査を2004年 1月におこなった。調査対象

となった町屋 55軒は 21軒まで減り、24軒は所建て住宅 4

軒、マンション 8軒、オフィスビル 6軒、駐車場 6軒への

転用となっていた。 

 このように町屋数の減少はみられるものの、一方では商

店街界隈の復興を目指して町家や空き店舗の再生への取り

組みが進められてきた。 

 柴田(2006)は、長屋再生プロジェクトを推進する任意団

体である「からほり倶楽部」についての設立経緯、活動内

容、その成果を空堀再生に果たす「よそもの」の働きに注

目して、「からほり倶楽部」の意義を説いている。寿崎(2005)

は、長屋再生プロジェクトについて、京都や長浜との比較

をおこない、アートイベントの開催や長屋再生ショップが

メディアでは取り上げられるものの、地域住民や訪問者へ

の強烈なアピールをするための材料がないことを指摘した。

上段・脇田(2010)は、歴史的市街地の魅力をアートイベン

トによってより多くの人に訴えかける取り組みを研究した。 

 空堀商店街地域全体のコミュニティは大きく分けてから

ほり倶楽部や各イベント協力者も含めた再生店舗コミュニ

ティ、従来からある空堀地区商店街コミュニティ(以下、商

278



 1 

空堀商店街にみる町屋再生−からほり長屋再生 10年間程を経て− 

菊森智絵（関西大学大学院ガバナンス研究科） 

Keyword：町屋再生、地域コミュニティ、経済効果 

 

【問題関心】 

 社会経済の発展は私たちに物質的な豊かさをもたらした

が、人間関係の希薄化も促進させた。近代的ではないと否

定してきた伝統が残る町屋や古民家の中に私たちが求める

何かがあると感じ始めたのではないか。 

 この研究関心は大学院志望時から変わらない。しかしそ

の一方、町家や古民家が持つ温もりや安らぎなどの機能が

測れるのか、測れるとしてもどのように測れば良いのか、

未だ模索中である。これらの課題も含めて、町家や古民家

の機能を今後整理していきたい。 

 今回の発表は、指摘したことが十分意識されているかど

うかは別として、大阪市の中心部に位置する空堀商店街を

研究サイトとして、地域活性化の起爆剤としての町屋再生

に焦点を充てる。 

 

【研究サイトの立地・現状・歴史】 

図1 空堀界隈の地図 

 
出所：「からほり界隈の近況」ホームページ、http://www.yamane-e.com/ 
omp-karahori.html、2017年7月18日閲覧。 
 

 大阪市中央区にあり、上町台地の端に位置する「空堀(か

らほり)」と呼ばれる地域がある。「空堀どーり商店街」「は

いからほり」「空堀商店街」の3つからなる商店街がランド

マークとなっている。東西約 800m南北約 450mの地域であ

る。大阪駅、難波駅、天王寺駅などの主要地のどれにも近

く、生活上の利便性が高い。中央区の平成17年国勢調査(1)

による0歳〜19歳は7,640人であり、平成27年国勢調査(2)

は 10,415人であり子供の数の増加もみられる。平成 27年

国勢調査(3)による「住宅の建て方別住宅に住む一般世帯数」

の長屋建は生野区が 6,268世帯と一番多く、西成区や東住

吉区も多くが、空堀地域のある中央区は495世帯しかなく、

町屋再生地域として知られている中崎町のある北区も 530

世帯と少ない。 

 空堀地区は 1585年に豊臣秀吉が大阪城を築城する際に、

三の丸の外堀の南側となる城外に位置し、築城のために集

められた数万人の住居として長屋形式の住宅が建設された

ことが始まりとされている。江戸時代初期の瓦の土取り場

の名残として、空堀商店街の両側がくぼ地になっている。

明治初期に武家屋敷がなくなり畑地が拡大した。しかし、

1887年代以降のスプロール現象によって、凸凹地形そのま

まに家屋が建てられた。1945年の大阪大空襲では奇跡的に

焼失を免れた。 

 

【先行研究と研究目的】 

 空堀商店街地域を対象とする最近の 4つの先行研究を紹
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体である「からほり倶楽部」についての設立経緯、活動内

容、その成果を空堀再生に果たす「よそもの」の働きに注

目して、「からほり倶楽部」の意義を説いている。寿崎(2005)
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店街コミュニティ)、地域住民コミュニティ(以下、地域コ

ミュニティ)の 3つから構成されている。 

 先行研究は各コミュニティも分析しているが、経済効果

もしくは賑わいはそれらの協力的な活動によって推進され

ることから、本研究では各コミュニティの活動とそれに関

係する経済効果や賑わいについての分析を目的とする。 
 

【調査方法・調査結果・結果分析】 

 空堀商店街地域の店舗観察、再生店舗や商店街店舗へ

のインタビュー調査を行うほか、ミーティングへの参加

観察をおこなった。実施日は2017年 6月 2日、6月 3日、

6月 8日、7月 5日、7月27日、7月 29日、8月 1日、8

月 2日であった。 

(1)観察内容と分析 

 商店街について、今日シャッター街と呼ばれる商店街

は多いが、空堀商店街は空き店舗が比較的少なく(4)、魅

力ある店舗が多数あり、観光客らしき人も比較的多い。

再生店舗で営業する「土居(昆布屋)」、「旧ヤム邸(カレー

屋)」、「紙匠雑貨エモジ(紙屋)」、「道勝 café(喫茶店)」、

「趣佳(うつわ・生活雑貨)」の来客は非常に多い。 

 商店街周辺地域について、再生複合ショップ「萌練惣」

を除けば、物販をする再生店舗は非常に少なく、飲食店

舗がほとんどを占め、夕方の営業が多い。再生された飲

食店は店舗面積が小さいものの、店内外の雰囲気と特徴

のある料理が魅力となり店内は賑わっている(5)。通常の

店舗は現代的または近代的な店舗ではなくあえて町屋再

生風の建築がなされており、空堀地区のイメージ・価値

観が共有されていることを示唆する。 

(2)インタビュー内容と分析 

①空堀地区の特徴 

 長屋再生はそれ自体が魅力そのものではなく、坂と路

地裏が多くある近代化とは反対にある歴史性や日本の伝

統に魅力があり、長屋はそれを支える必要不可欠な要素

であるが、それだけでは完結しないという関係がある。

そして、再生された店舗は路地裏へ人々を誘い込む役割

を果たす。 

 直上の論拠は以下のンタビュー結果による。空堀地区

の魅力について、からほり倶楽部の W 氏は「空堀地区の

魅力は長屋よりも坂と路地裏が多くある昔ながらの町の

雰囲気なんです。裏路地の石畳もその１つです。長屋が

なくなりますとマンション等に変わり、それらが失われ

てしまいます。」と述べた。 

 再生店舗の役割について、W氏は「路地裏は家の延長線

にあるような感覚が居住者にはあり、以前は洗濯物を所

構わず干したり、家の鍵を閉めることなく外出したりす

る様子が至るところで見られました。今は観光客が訪れ

るためにその様子は大きく変わりましたが、閉じられた

空間という感じがあります。そのために地域住民中には

観光客が訪れることを嫌う人も多くいるのが事実です。

特に写真を撮影される人は住民のことを全く考えず無神

経な行動を取られることがよくあるためです。そのため

立ち入り禁止の看板等を掲げる所もあります。ところが

再生店舗がある場所では大家が認めたという事実と店主

の方の積極的な地域住民とのつながりによって、住民の

理解を得ているようです。」と述べた。 

②再生店舗コミュニティ 

 本研究では再生店舗コミュニティは町屋再生に関係す

る人のつながりを指すものと定義している。例えば、商

店街内にある再生店舗、町屋再生イベントの主催関係者、

商店街周辺にある町屋再生活動への協力店等が含まれる。 

 再生店舗コミュニティのつながりは非常に強い。空堀

地区の歴史的な特徴に関心を示す人が参加や退出が自由

なこのコミュニティに係わろうとするからである。また

再生店舗経営者は営利を目的とするが、この地区の特徴

を活かす点での価値観の共有がある。各種イベント主催

関係者は明らかに社会的な活動として参加している。 

 直上の論拠は以下の事実とインタビュー結果による。

からほり倶楽部での毎月開催される定例ミーティングで

は町屋再生に関心のあるメンバーが集まり、イベントの

準備に関する打ち合わせをする。2017年 7月までに開催

されたイベント(6)は長屋ツカウツナグフォーラム VOL.2、

お花見定例会、ナガ屋でナガしそーめん、空堀なでしこ

まち遊びである。大学生・大学院生の研究協力なども頻

繁におこなわれている。イベントの利益は人件費にもな

らない程であり営利目的であるとは到底考えられない。

ある参加者は別の地区に住み、仕事上の係わりも一切な

い。 

 再生各店舗には他店舗のリーフレットが多数置かれ、

かなり遠方にある店舗のものもある程、町屋再生を鍵と

するネットワークの繋がりの強さと広がりがみられた。 

 W氏は「私は空堀地区の町並みが好きで、ライフワーク

としてこの活動をしています。また店舗巡りを楽しんで

います。一人でも多くの人がこの地区の良さを分かって

もらえたらと思っています。」と空堀地区への思いは非常

に強かった。 

 からほり倶楽部の R 氏は「空堀のメンバーは人間関係
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でのつながりがイベントの実現に結び付いています。」と

述べた。 

 着付け指導の K 氏は筆者が借りた着付けのひもの返却

について、「後日W氏に渡しておいてもらったらいいです

よ。」と初めて出逢った者もコミュニティのメンバーとし

て受け入れてもらえた。自宅一階を改装したカフェ店主K

氏は再生イベントへの積極的な参加や他店舗のリーフレ

ットの心温まる陳列からも精神的なつながりの強さを感

じた。 

 W氏へのインタビュー調査の際、懇切丁寧な説明をして

頂きながらの空堀地区の案内、各再生店舗の経緯や特徴

の説明、今後のインタビューのための各再生店舗店主の

紹介等を受けて、再生に関心を持つ筆者への思いやりを

感じた。特に各再生店舗へのインタビューの際、全ての

関係者の対応は W 氏と同様に丁寧であり、他のインタビ

ュー先を紹介して下さり、インタビュー調査は非常に効

率よくおこなえた。 

③商店街コミュニティ 

 コミュニティ内の人間関係への配慮から発言者の明記

は控えるが、再生店舗コミュニティと比較して、明らか

に商店街コミュニティのつながりは弱いことが指摘され

ていた。商店街の店主もそのような認識がなされている。 

④再生店舗コミュニティと商店街コミュニティ 

 再生店舗コミュニティと商店街コミュニティが統合さ

れるならば、ますます地域の活性化が推進される可能性

が高まる。しかし、それは現実的には困難であり、近年

はその努力がなされなくなった。その理由の１つは直上

にある商店街コミュニティのまとまりが弱いためにイベ

ントを開催するための統一的な意思決定が困難となって

いる。また、再生店舗コミュニティの目的は空堀地区の

歴史や伝統を引き継ぎ、広くそれを知ってもらうための

社会的活動であるのに対して、商店街コミュニティの目

的は経済効果であり、価値観の共有が根本的に困難とな

っている。 

 直上の論拠は以下のインタビューと観察結果による。

商店街にある鰹節屋の A 店主は「町屋再生イベントに昔

使用していた機械を使っての実演販売をし、好評を得ま

した」と述べた。W氏は「2つのコミュニティの目的は違

いが大きくあります。」と述べた。Y氏は「両コミュニテ

ィは対立関係にはないが、根本的な部分での相違があり

ます。」と述べた。 

 8 月 2 日のミーティングでは商店街を使ったイベント

の企画の相談がなされていた。その際に商店街内のイベ

ントに対して協力的な店舗を複数挙げて、それぞれに手

伝ってもらいたいことを事前に相談する様子から、再生

店舗コミュニティと個別商店街店舗との密接な関係があ

ることと、商店街コミュニティとの協力関係の必要性を

認識していることを確認した。 

⑤再生店舗コミュニティと地域コミュニティ 

 再生店舗コミュニティは地域コミュニティとの係わり

を積極的に構築しようとしている。対象者は空堀地区に

限定されないが、各イベントの企画はその最も大きな表

れである。特に、長屋が解体され新たに建設されたマン

ション住民にこの地域の魅力を理解してもらおうとして

いる。それだけでなく、空堀地区を訪れる人たちと地域

コミュニティとの関係を良好なものに保とうともしてい

る。 

 直上の論拠は以下のインタビュー結果による。W 氏は

「マンション住民は空堀地区を選んだ大きな理由が私た

ちとは異なり、利便性の高さです。繁華街へのアクセス

が非常に良く、空堀地区での生活面も何も不自由するこ

とがありません。小学生も増え、子供の生活環境も悪く

ありません。少しでもこの土地の魅力を知ってもらえた

らと思っています。」と述べている。 

 訪問者に対する地域コミュニティへの配慮として、W

氏は「長屋の住民は訪問者によって日常生活での自由度

が低下することに対して不満を抱くようになり、訪問者

を受け入れたくないという態度が見られるようになりま

した。そのためイベントは規模を小さく、分散するよう

にし、各町会長の了解を取り付けている。散策マップに

は各所の様子をみながら路地を全て記載するのではなく、

散策はしやすいように工夫しました。」と述べられた。 

 地域コミュニティとの関係性と町屋再生の今後につい

て、イベント参加者の M 氏は「町屋を残すためには地域

の新しい人に加わって頂き、その人たちの意見を取り入

れることが大切だと思います。」と述べている。イベント

スタッフの T 氏は流しそうめんの参加者全体に対して気

さくにかつ気を遣いながら楽しんでもらおうとしていた。

子供たちとはアイコンタクトで意思の疎通ができる一体

感があった。 

⑥コミュニティ活動と経済効果 

 再生店舗コミュニティは店舗経営を通して、また、様々

なイベントを通して、空堀地区に賑わいや経済効果をも

たらせている。④でも述べたように、再生店舗コミュニ

ティはイベントを通して商店街コミュニティとの連携を

生み出し、賑わいを生み出している。 
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【研究目的】 

東北地方は昔から受け継がれてきた独特な文化、鮮や

かな四季の移ろい、山海の幸、個性溢れる祭り、日本有数

の温泉地など豊かな観光資源を有する地域である。観光

事業において、光明な未来があるはずだった。しかし2011

年 3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生し、それに伴

う広範囲な津波や余震などにより、人命、財産、経済、観

光事業など東北地方の各方面に甚大な打撃を与えた。そ

の後、甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島の東北三県の

観光事業を振興するために、外務省は、2013年 7月 1日

から「十分な経済力を有する者とその家族」を対象に、最

初の旅行の際に三県のいずれかに最低 1 泊することを要

件に 3 年間有効のビザを発給する措置を開始した。また

2017年 5月 8日から特例観光ビザの対象地域を、従来

の東北三県から東北六県へ拡大すると共にビザの申請

手続きの簡略化などの措置も開始した。 

特例観光ビザの緩和措置と近年の円安に乗じて、東北

三県に訪れる中国人観光客が大幅に増加しているもの

と予想される。 

そこで本研究は、この点を実証するために、東北三県

とそれ以外地域の中国人宿泊者数のデータ及び東北三県

と他の東北三県(山形県、秋田県、青森県)の中国人宿泊者

数のデータを比較することで、特例観光ビザの影響評価

を行うものである。 

また、比較した結果、震災後の東北地方で最も中国人宿

泊者数の伸びが高かった山形県を取り上げ、県内の地域

別の中国人宿泊者数を比較、考察する。 

 
【研究方法】 

まず、2007年から2015年にわたる東北三県とそれ以外

の地域での中国人宿泊者数を調べる。東北三県以外の地

域のデータは全国の中国人宿泊者数から東北三県を引い

たものである。次に、2007年から 2015年にわたる東北

三県と他の東北三県（山形県、秋田県、青森県）におけ

る中国人宿泊者数を調べる。最後に、対応する年次の為

替レートも調査する。 

2011年 3月に東日本大震災が発生したため、その直前で

ある2010年を基準とし、震災後の回復状況を見るために、

中国人宿泊者数の比率を求める。中国人宿泊者数の比率

は𝑃𝑃として、𝑎𝑎は中国人宿泊者数であり、𝑛𝑛は年次とし、𝑚𝑚
は県とする。中国人宿泊者数の対2010年比率は次のよう

に計算される。 

𝑃𝑃𝑛𝑛,𝑚𝑚=
𝑎𝑎𝑛𝑛,𝑚𝑚
𝑎𝑎2010,𝑚𝑚

 

上式により、2010年各県の中国人宿泊者数の比率は次

の式になる。 

𝑃𝑃2010,𝑚𝑚=
𝑎𝑎2010,𝑚𝑚
𝑎𝑎2010,𝑚𝑚

= 1 

1を超えると、中国人宿泊者数が 2010年より多いこと

を示し、1以下であれば、対 2010年よりも少ないことを

示している。 

 

【分析結果】  

1. 東北三県とそれ以外の地域の比較 

東北三県とそれ以外の地域における中国人宿泊者数の

対2010年比率を図1に示す。図1を見ると、震災前より、

震災後に東北三県に訪れる中国人宿泊者数は少ないので、

2014年まではまだ回復していない。しかし 2014年以降、

東北三県以外の地域における中国人宿泊者数の急増と共

に、東北三県における中国人宿泊者数も増加している。つ

まり、訪日中国人観光客が全体的に増加していることを

示している。さらに、2014年以降、東北三県に訪れる中

国人宿泊者数は過去一番景気が良かった2008年に近づく

傾向がある。 

出所：観光庁HPほかより、筆者作成 

図 1：東北三県とそれ以外の地域における中国人宿泊   
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次に、東北三県を福島、宮城、岩手に分けて同様の分

析をしたものを図 2に示す。図 2を見ると、震災後、東

北三県各県において、長期な低迷期があった。2014年か

ら、東北三県各県はそれ以外の地域より、増加率は高くは

ないが、安定に回復し続けている。また、2015年に、宮

城県はすでに震災前を上回っている。 

出所：観光庁HPほかより、筆者作成 

図 2：福島、宮城、岩手とそれ以外の地域における中国人

宿泊者数の対2010年比率 

 

次に、特例観光ビザの対象地域となる東北三県（福島県、

宮城県、岩手県）における中国人宿泊者数の対2010年比

率を同様に東北地方に位置する山形県、秋田県、青森県と

比較する。 

東北三県と他の東北三県における中国人宿泊者数の対

2010年比率を図3に示す。図3を見ると、震災前、山形、

秋田、青森三県の中国人宿泊者数は年々増え続けていた

が、福島、宮城、岩手三県より下回っていることがわかる。

震災が発生した2011年、東北地方における中国人宿泊者

数は前年より全体的に減っていたことも示している。し

かし、2012年から、対中国特例観光ビザにもかかわらず、

山形、秋田、青森三県の中国人宿泊者数が回復しつつ、は

るかに福島、宮城、岩手三県より上回っている。 

出所：東北各県の観光統計HPほかより、筆者作成 

図 3：東北三県と他の東北三県における中国人宿泊者数の

対 2010年比率 

東北三県（福島、宮城、岩手）と山形、秋田、青森にお
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を見ると、震災前、県によって増減にばらつきがみられる。

震災後、東北各県において、一時の低迷期があったが、

2011年以降、各県の中国人宿泊者数が増加し始めた。2012

年から2014年までの間に、山形県を除き、各県はまた不

安定な状態に陥っていた。しかし2014年から、秋田県以

外の県には、再び回復し始めた。また、山形県の増加率が

ほかの県より上回っている。 

出所：東北各県の観光統計HPほかより、筆者作成 

図 4：東北三県（福島、宮城、岩手）と山形、秋田、青森

における中国人宿泊者数の対2010年比率 

 

2． 山形県の各地域の比較 
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館などがある。その他、山海の幸に恵まれたため、庄内地

域において、独特な「食文化」が形成されている。 

 

 

出所：山形県内市町村ページHP 

図 5：山形県の地域別の市町村地図 

 

次に、置賜、村山、最上、庄内地域別の観光地347箇所

を調査対象とし、温泉地、スキー、海水浴場、名所旧跡、

観光道路、道の駅、その他の類型に分け、観光地類型別観

光地件数を地域別に集計したものを図 6に示す。図 6を

見ると、山形県の温泉地とスキー場は村山地域と庄内地

域に占める数が一番多いことを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：山形県観光者数調査HPより、筆者作成 

図 6：山形県地域別観光地類型別観光地件数 

 

次に、図 1～4 と同様な研究方法で山形県の地域別中

国人宿泊者数の対 2010年比率を図 7に示す。なお 2008

年の中国人宿泊者数の観光統計データが見当たらない

ため、図 7には 2008年がプロットされていない。図 7

を見ると、置賜地域は、震災後の 1年間、中国人宿泊者

数が大幅に増加していたが、2012 年から減少し始め、

2014年からは、さらに減少している。村山地域は、2012

年以降、徐々に増加し続けていることがわかる。しかも、

2013年から 2014年の 1年間、村山地域以外の地域にお

いて中国人宿泊者数が減少しているが、村山地域のみ増

加している。最上地域は、大幅な中国人宿泊者数の増減

があったが、2014年から、中国人宿泊者数が著しく伸び

ている。庄内地域には、2011年から 2013年までの 2年

間、中国人宿泊者数が増加しつつあったが、2013年から

減少し、2014年再び増加している。従って、震災後、地

域別から見れば、村山地域と庄内地域は中国人宿泊者数

が著しく増加している地域だと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：山形県観光者数調査HPより、筆者作成 

図 7：山形県地域別における中国人宿泊者数の対 2010年

比率 

 

【考察】 

1.  東北三県とそれ以外の地域の比較に関する考察 

2012年に円安が始まったが、震災と原発事故の影響で、

訪日中国人観光客は少なかった。2013年に、さらに円安

の経済効果で、原発事故が発生した福島以外の地域にお

ける訪日中国人宿泊者数は同時に増加し始めた。そして、

2013年から特例観光ビザの対象地域である福島、宮城、

岩手三県を同じく東北地方に位置する山形、秋田、青森三

県と比較すると、前者は後者より下回っていたため、東北

三県に中国人観光客を誘致する観点において、特例観光

ビザの影響は判断しにくいが、金融政策は特例観光ビザ

より顕著な効果をもたらしていると言える。また、東北三

県における中国人宿泊者数が伸びなかった理由として、

中国人観光客が東北三県の宿泊情報を手に入れられず、

日本国内の宿泊業者が十分に情報発信と予約を取れる体

勢になっていなかったと考えられる。 

2.  山形県の各地域の比較に関する考察 

図6に基づき、村山地域と庄内地域に訪れる中国人
観光客の増加に至る考えられる原因について考察する。

村山地域と庄内地域は温泉地やスキー場が多く存在し
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ているため、既存の観光資源を利用した温泉とスキー場

プロモーションの強化が原因であると考えられる。例え

ば、村山地域にある知名度が高まっている蔵王温泉とス

キー場には、外国人観光客に向けの接客用語に取り組み、

外国語学習の講座が開催されている。2011年 1月12の日

本経済新聞によると「「蔵王温泉スキー場」（山形市）では、

昨年12月、県観光物産協会の会議室に旅館従業員ら約10

人が集まり「アンニョンハセヨ」と声をそろえた。本格的

なシーズン入りを前に、県が韓国語や中国語の講座を開

催。「伝わることが最優先」と発音にこだわり、あいさつ

や道案内など接客用語を重点的に教えた。」また、2016年

02月25日の山形新聞によると「樹氷ライトアップなどを

実施している蔵王ロープウェイ（山形市）によると、昨年

11月～今年 1月にロープウエイを利用した外国人団体客

は約 1700人。1月だけを見ても、昨年同期比 3割増と大

幅に伸びている。雪が珍しい国の観光客にとって、蔵王の

冬の風景が大きな魅力となっているのは間違いない。」他

にも、インターネットにおいて、このような新聞記事が多

数検索される。従って、蔵王温泉及び周辺のスキー場は外

国人観光客を誘致する対策が取られている。それに伴い、

村山地域においては中国人宿泊者数が増加しても対応で

きる。また、庄内地域では、あつみ温泉に訪れる外国人観

光客が多くなっている。2017年 02月 07日の山形新聞に

よると「訪日外国人客を鶴岡市のあつみ温泉に呼び込も

うと、宿泊客に雪遊びを楽しんでもらう取り組みが、中華

圏の春節（旧正月＝今年は 1月 27日～2月 2日）に合わ

せて初めて実施された。」、「あつみ温泉には桜や紅葉の季

節、長期休暇となる春節を中心に外国人が訪れる。」など

の新聞記事が検索された。このような新聞記事から、温泉

地を活用して外国人観光客を誘致する取組みにより、庄

内地域に訪れる中国人宿泊者数が増加しているものと考

えられる。 

また、近年、山形県と中国黒龍江省の友好交流が増えた

ことで、山形県を訪問する中国人が多くなり、中国人宿泊

者数が増加していることも考えられる。1993年、山形県

は黒龍江省と友好県省を締結した。さらに2011年、中国

黒龍江省で山形県ハルビン市事務所が設立された。それ

以降、山形県産品輸出振興やインバウンド誘客などの事

業が増えつつあり、経済や観光などの交流を深めている。

そして、ハルビン定期チャーター便の運航がお互いの交

流及び中国人観光客の誘致に有力な交通手段を提供した。

2012年 6月 13日の荘内日報ニュースによると「同協議会

は、省都ハルビンで毎年6月15日から開かれる「中国ハ

ルビン国際経済貿易商談会」に 96年の第7回から毎年出

展。県産品や県内観光地などを広く紹介している。」、「中

国南方航空が運航する庄内空港と中国・黒龍江省ハルビ

ンとの国際チャーター便が 12 日午前、中国人旅行客 48

人を乗せて庄内空港に到着した。」また 2015 年、ハルビ

ン市青少年文化芸術団 87 名が山形県に訪れ、「国際文化

交流会」に参加した。同年、ハルビン市の児童等167名が

山形県内の小学校を訪問した。他には、ビジネスを目的に

山形県を訪れる中国人も増えている。従って、山形県と中

国黒龍江省の交流活動の増加により、山形県に訪れる中

国人が増え、中国人宿泊者数もそれとともに増加してい

ると考えられる。 

 

【まとめ・今後の課題】 

本研究では、震災後の東北地域各県の中国人宿泊者数

を分析し、中でも増加が著しい山形県について、地域別の

状況を分析した。その結果、対中国特例観光ビザの対象地

域である福島県、宮城県、岩手県とそれ以外の地域の比較

を通じて、対中国特例観光ビザによる東北三県への中国

人観光客の誘致において、観光ビザより金融政策のほう

は顕著な効果があると分かった。また、山形県の中でも村

山地域と庄内地域において熱心な誘致活動が行われてい

ることが分かった。 

今後の課題として、山形県における誘致活動の実態調

査、特に中国人への情報伝達や勧誘の手法について研究

を進め、他県(特に秋田県)への水平展開の可能性を模索

することが挙げられる。 

【参考資料】 

 ・東北六県の観光統計（HP）。 

・観光庁：宿泊旅行統計調査（HP）。 

・快易理财网(為替レートに関する中国語HP）。 

・今日汇率网(為替レートに関する中国語HP）。 

・外務省：中国人対するビザ発給要件の緩和(HP)。 

・山形県：各地域の紹介（HP）。 

・山形新聞：第２部「雪」（９）雪を生かした観光（下）、

2016年 2月 25日(HP)。 

・日本経済新聞：日本のゲレンデ楽しんで スキー場、  

外国人誘致に熱、2011年 1月12日(HP)。 

・山形新聞：外国人宿泊客に雪遊び「楽しんで」鶴岡・

あつみ温泉で取り組み、2017年 2月7日(HP)。 

・荘内日報：中国人旅行者48人乗せ到着 庄内空港―

ハルビン国際チャーター便、2012年 6月13日(HP)。 

・山形県：山形県の国際化の現状、2016年 3月(HP)。 
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徳島県三好市のインバウンド観光と４ 映像

○小林未佳・三木歩・池本有里・山本耕司（四国大学）

： ４ 映像、三好市、インバウンド観光

【問題・目的・背景】 
徳島県三好市は、徳島県の最西部に位置し、過疎高齢化

による人口減が最も著しい地域である。四国四県の県庁所

在地がある高松市、徳島市、高知市、松山市まで、それぞ

れ北東 、東 、南西 、西 の距離にあり、

四国のほぼ中央に位置することから、市役所のある池田町

は、古くから交通の要衝として賑わってきた。また、遺跡

の出土から太古の昔より人が暮らしていたと言われ、江戸

時代には刻みたばこを中心に商業が栄えた。さらに、陣屋

が置かれ、県西部の政治や経済の中心地であった。しかし、

約 年前の高度成長期を境に大型工場の閉鎖や、高速道路

の開通による町外への人口流出、顕著な少子高齢化によっ

て、過去 年間に ％も人口減少している。このような

典型的な過疎地でありながら、三好市に訪れる外国人が

あとを絶たない。平成 年度には、市の人口を超える

外国人が滞在し、さらにリピーターを呼んでいる。山間

の田舎の集落に何が起きているのか、本研究は徳島県三

好市に着目し，地方衰退脱却に向けた取り組みとその効

果について考察を行ったので報告する．

【研究方法・研究内容】

三好市は市の ％近くが山地によって構成されてい

る。平成 年に三野町、池田町、山城町、井川町、東

祖谷山村、西祖谷山村の 町 村が合併して三好市が誕

生した。しかし、人口は 人（平成 年 月現在）

と少なく，老齢人口が 割を超える。この三好市が、近

年注目を集めている。

三好市は「四国のへそ」と呼ばれ、四国の中央部に位

置する。同市の「坪尻駅」はスイッチバックのある駅と

して鉄道ファンには有名で、テレビ番組やインターネッ

トなどでは「日本辺境駅」として紹介された。また、「大

歩危小歩危」を「日本の秘境」、「祖谷」を「日本のマチ

ュピチュ」として紹介されてきたため、三好市は「辺鄙

な地域」というイメージが定着している。しかし、現在

では道路整備が進み、四国のどの県庁所在地からでも車

で約１時間半、瀬戸大橋からは 分で到着でき、四国

の観光地として有名な香川県の金毘羅宮からは鉄道で

も 分というアクセスの良い観光地である。

筆者らは、平成 年、徳島県で開催された地域

未来フェスタ とくしま１）において、三好市の

コンテンツを発信する目的で、三好市情報通信課と同観

光課に協力し、三好市、とりわけ大歩危のラフティグと

祖谷地方のそば打ちや伝統的な家屋、温泉施設などを紹

介する本格的な観光映像を制作した。

また、平成 年には、地元の高校生が実践的商業教

育の一環で、池田町の寂れた商店街を復活させようと、

映像を作成して店舗を する取り組みに協力し、そ

れらの活動を紹介した２）。三好市は年齢を問わず地元愛

が深く、地域を活性化しようと地域の人たちがそれぞれ

の立場で様々な仕掛けを行っている。これが、少しずつ

三好市を面白くしている。

近年、日本三大秘境と呼ばれる祖谷地方に、外国人の

個人旅行客が多く訪れるようになっている。祖谷地方は

平家が源平合戦で敗れた落人が暮らしたという言い伝

えがあり、平家にまつわる文化が数多く残っている。藁

葺き屋根や囲炉裏のある古民家で宿泊し、秘境の湯に浸

かり、かずら橋を渡る体験をおこなう。味噌田楽やあめ

ごを石の上で焼くひらら焼き、祖谷そばといった伝統の

食を楽しみ、澄んだ空気と清らかな水流に癒される。こ

のようなゆったりした体験ツアーが外国人、特にフラン

スをはじめとする欧州の人たちに絶賛され、 で拡散

された情報にリツイートがあとを絶たない。

三好市の大歩危・祖谷地域の 年の外国人観光客

は約 人であり、 日あたりの平均数は 人未満

のため決して多いとはいえない。しかし、同市の総人口

と比較すると実に に相当し、過去 年間で約 倍に

増加している。外国人観光客の増加は地域経済にとって

重要な位置を占め、香港、台湾、ヨーロッパからの旅行

客による滞在型体験型観光はゲストハウスや古民家を

使った宿泊施設の増加にもつながっている。

特に、近年の外国人観光客の増加は、東洋文化研究家

のアレックス・カー氏が限界集落の築 年以上の藁葺

屋根古民家を購入し、自然農業、古民家や風習の保存、

ユニークで前進的な村の再生を目指す篪庵（ちいおり）

のプロジェクトをナショナルグラフィックやニューヨ

ークタイムズ誌など世界的メディアが取上げたことに
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始まると言われている。山村地域の豊かな自然と日本の

伝統文化が残る観光資源に、ラフティング体験などのア

クティビティ、周辺地域と連携した海外からの観光誘客

へとつなげていくことが期待されている。

本研究ではこの動き出した三好市を、同市観光課の協

力のもとに４ 映像として収録した。さらに筆者らは、

高さや角度を凝らせたドローン映像も撮り、これらをひ

とつの４ 観光動画として完成させた。そして、三好市

の観光振興に活用できるよう市長に提供した。その過程

では改めて三好市の自然とその中で生まれた生活に根

付く文化などに触れることができ、長い年月の積み重ね

で培った普遍の魅力と、フリー など情報通信技術

を活用した古き環境の中に便利さを併せ持つ新しい魅

力づくりの大切さを知ることができた。

【研究・調査･分析結果】

三好市は、にし阿波～剣山・吉野川観光圏と称し，観

光庁から観光圏整備実施計画認定地域として指定され

ている３）。また， 年 月 日～ 日までラフティ

ング世界選手権が開催され、多くの外国人が訪れている。

さらに、 年 月 日～ 月 日には、ウェイクボ

ード世界選手権大会が開催されることになり、徳島県を

あげて観光振興を支援しようとしている。このようなス

ポーツの話題とともに、外国人観光客から人気を集めて

いる篪庵（ちいおり）などの古民家では、古さの魅力を

堪能しながらも、とりわけ 環境の充実を行い、

の多言語対応もまた外国人観光客の満足度を高める結

果となっている。

名頃集落では、住民が、昔のように人がたくさんいる

風景を、案山子を作って再現し、まるで生きているよう

に置いて親しんでいる。そんな不思議な魅力にも、外国

人は惹かれて止まない。市や住民だけでなく、観光客も

筆者らも加わって、様々な人たちが三好市の魅力を高め

ている現実がそこにある。

筆者らは学生 名を 班に分け、それぞれが学生目

線で感じ入る名所を選択し、それらの場所へ三好市や商

工会議所等の職員に連れて行ってもらった。その道中で

多くの生の説明を受けた。それらの学びを生かし、 班

の撮った映像をまとめて１本の観光動画を４ （スーパ

ーハイビジョン）の高画質で制作した。また、ドローン

による空撮も行い、普段撮れない断崖絶壁を谷側上空か

らの映像も撮り、効果的につないだ。

タイトルは「みよし・霜月」であり、取り入れたスポ

ットと、そこで流すナレーションは次の通りである。

○制作した映像「みよし・霜月」

図１ タイトル画

●龍頭の滝・箸蔵寺

徳島県三好市。

その最も東に位置するのが三野町です。

ここに弘法大師が修行したと伝わる滝があります。

徳島自動車道の美馬 から西に車で 分。滝壺近くまで車で行

くこともできるこの龍頭の滝は、秋には紅葉織りなす美しさから

紅葉滝とも呼ばれるほどです。

 
図２ 竜頭ノ滝の撮影の様子

さらに 分ほど西に進むと池田町の箸蔵寺ロープウェイに到着し

ます。

方式とフニテル方式という２方式を

併用する日本初のロープウェイで、安定して の高低差を約

分で定員 名を箸蔵寺まで運んでくれます。

図３ 箸蔵山ロープウェイ

ここ箸蔵寺は 年、金毘羅大権現にお告げを授けられた弘法大

師がお堂を建立したと伝えられる四国別格 番霊場 番札所で

す。

山門から本堂まで 段の階段があり、金毘羅さんの階段を思い
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出します。

春には桜、秋には銀杏や楓が境内いっぱいに彩りを添え、落ち着

いた境内を一面の艶やかさが覆います。

みなさんも是非訪れてみてください。

図４ 箸蔵寺境内

●黒沢湿原

さて、ここは三好市の中心市街地から九十九折の細い山道を 分

ほど南に登ると広がる標高 の黒沢湿原です。

周り３方が標高 余りの山々に囲まれた盆地に の湿原

が広がり、南方に緩やかに傾斜してその先では滝となり松尾川に

注いでいます。湿原内にはオオミズゴケなどの水生植物が繁茂し、

夏には一面サギソウが白い花が咲かせ、秋にはススキの群生を楽

しむことができます。

四季の風情を楽しみながら桟橋をゆっくり散歩するのもいいです

ね。

図５ 黒沢湿原をドローンから

●祖谷渓

黒沢湿原からさらに南に下っていくと、祖谷川を囲む急狭な山々

と断崖絶壁からなる壮大な渓谷があります．

ここは祖谷渓谷と呼ばれ，日本三大秘境の一つです。

渓谷添いには高さ の絶壁に突き出た岩。ここには子どもが度

胸試しをしたという逸話をもとにした小便小僧が立っています。

秋の祖谷渓は，山全体が色づき，透き通った渓流とともに美しい

景色を生み出します。

図６ 祖谷渓

見頃の 月には日々彩りを増し，艶やかに移り変わる表情にきっ

と魅せられることでしょう。

●かかしの里・落合集落

祖谷地方は、平家の落人伝説や開拓伝承などが残っています。

祖谷川上流のここ落合集落は、高低差が約 ｍにも及ぶ急傾斜地

に集落を形成しています。

江戸中期から昭和初期に建てられた民家や、一つひとつ積み上げ

た石垣と畑などの光景は、なつかしい山村の原風景を醸し出して

います。

空き家を再利用した民宿では、かやぶき屋根やいろりでの生活を

体験することができます。

図７ 落合集落をドローンから

 
図８ ドローン操縦の様子 

落合集落からほど近いここ、東祖谷の名頃集落には、たくさんの

かかしたちが暮らしています。

ほら、かかしたちがバスを待っていますよ。

農作業をするかかしもいれば、小学校では子どもたちが真剣に勉

強をしています。

図９ 案山子の里

生き生きとしたかかしたちで賑わう光景は、田舎にも人がいた昔

の時代にタイムスリップしたようですね。

今にもかかしたちが語りかけてくるような気がしませんか。
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空き家を再利用した民宿では、かやぶき屋根やいろりでの生活を

体験することができます。

図７ 落合集落をドローンから

 
図８ ドローン操縦の様子 

落合集落からほど近いここ、東祖谷の名頃集落には、たくさんの

かかしたちが暮らしています。

ほら、かかしたちがバスを待っていますよ。

農作業をするかかしもいれば、小学校では子どもたちが真剣に勉

強をしています。

図９ 案山子の里

生き生きとしたかかしたちで賑わう光景は、田舎にも人がいた昔

の時代にタイムスリップしたようですね。

今にもかかしたちが語りかけてくるような気がしませんか。

●奥祖谷

さらに祖谷川を上流に登ると、もうそこは霊峰剣山の登山口、見

ノ越に到着します。

その少し手前に奥祖谷二重かずら橋があります。

「男橋 オバシ ・女橋 メバシ 」と呼ばれる「夫婦橋 ミョウトバ

シ 」が二重に架けられていることからこの名がついています。

高山に自生している「シラクチカズラ」を火で炙って縁って橋を

掛けています。

女橋の横には「野猿 ヤエン 」と呼ばれる人力のゴンドラがあり，

ロープを引っ張って川を渡ることができます。

 
図10 奥祖谷の二重かずら橋

奥深い祖谷の自然の中で、生活のために創り出した人々の知恵の

数々。澄んだ空気をいっぱい吸って、あなたも体験してみません

か。

撮影中、地元市民にはほとんど会わなかったが、代わ

りに多くの外国人に遭遇し、外国人の滞在数の多さを実

感した。本映像は、平成 年 月、三好市で上映会を

開催し、市に提供した。現在は、三好市内 箇所の道の

駅の４ モニターで上映され、市の移住者向けに紹介ビ

デオとしても活用し、移住者促進につながっている。

【今後の展開】

平成 年 月 日から 日にかけ、「ラフティング

世界選手権」が三好市で開催される。本事業ではドロー

ン等の先進技術を用いた映像中継等を電マーク・まちテ

レ・地元池田ケーブル などと共に実施し、ウォータ

ースポーツ等の体験型観光の誘客、デジタルコンテンツ

産業におけるクリエイティブ人材、とりわけ学生をはじ

めとする若者の技術力育成に取組む計画をしている。

競技コースとなる四国吉野川中流域の「大歩危小歩

危」地域は、四国山地を横断する吉野川の激流によって

創られた約 ｋｍにわたる溪谷であり、１億年前に形成

された地層が見え、美しい景観を誇る観光地である。ま

た吉野川は年間を通じて安定した水量があり、特に日本

一の激流と呼ばれる大歩危小歩危は、世界有数の「ラフ

ティング」の名所として海外ツアー客も増加している。

三好市周辺でラフティングツアーを行う民間事業社は

社あり、平成 年度のラフティング体験ツアー受

入者数は 千人と体験型観光として重要な観光資源と

なっている。「ラフティング世界選手権」を動画で発信

することで、さらにその環境の良さをアピールすること

ができると考えている。

この世界大会において、ボートに設置した 度

カメラで動画を撮影し、臨場感あるラフティングを疑似

体験できるコンテンツも制作することを考えている。こ

れによって、世界大会のパブリックビューイング会場に

て 度 による擬似体験コーナーを設置し、来場し

た観光客への新たなアトラクションを提供しようと準

備している。また、大会終了後もこのコンテンツを三好

市に訪れる教育旅行などに活用することを考えている。

さらに、 年夏には「ウェイクボード世界選手権

大会」が三好市で開催される。池田町には吉野川を堰き

止めて香川用水に水を送る池田ダムがあり、その湖面は

水上スポーツに絶好のスポットとなっている。ウェイク

ボードは東京オリンピックでの正式種目にはならなか

った。しかし、川やダムの良好な利用環境を生かし、オ

ープンウォータースイミング、カヌーやボートなど、既

にオリンピック競技となっているウォータースポーツ

競技の誘致へとつなげることが期待でき、地元ジュニア

チームの育成が行われている。平成 年 月には世界

選手権のプレ大会が同町の池田ダム湖で開催され、国内

外から多くの観客が集まっている。

このように、地域の自然を活かした様々な催しや、伝

統・文化の魅力を伝える映像・写真等を、ネットライブ、

４ 、ドローン、 度 など最新の 技術を活かし

たコンテンツとして発信し、外国人インバウンド観光客

の増加を促し、地元住民の理解を促し、地域全体の経済

的な潤いにつなげていきたいと考えている。

【参考文献】

１）地域 未来フェスタ とくしま

２）池本他：高校生による商店街の魅力を伝える取組み

とその課題，地域活性学会第 回研究大会，

（ ）

３）にし阿波～剣山・吉野川観光圏整備計画：
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石川県の外国人観光客誘客調査から見えてきたこと 
飯田 栄治（金沢学院大学）R. Wesley Cunningham（金沢学院短期大学） 國藤 進（北陸先端科学技術大学院大学） 

Keyword： インバウンド、誘客、PR映像 

 

【問題・目的・背景】 

 
我国は空前のインバウンドブームを迎えており、

企 業 や 自 治 体 に お い て も 様 々 な 取 組 み

([1][2][3][4][5])が展開されている。このような気運
の中、2014年 6月から 2016年 3月にかけて石川県
の PR映像を制作するプロジェクトに携わった。そ
の際、興味深い結果が得られたので報告したい。 
 

【研究方法・研究内容】 

 

本映像制作は留学生や外国人観光客の興味・美的

感性等について調査・分析した上で、PR 映像を制
作するプロジェクトであった。具体的な調査として

は、以下の A,Bの 2種類のアンケートとディスカッ
ション Cを実施した。 

 
A. 日本及び石川県の魅力に関するアンケート調査 
B. 映像の嗜好性に関するアンケート調査 

（映像の内容や雰囲気と、好感度の関係） 
C. KJ法による留学生の潜在意識抽出 

 
(1) アンケートＡの実施方法 
 
留学生と外国人観光客にアンケート調査を行っ

た。主な質問は以下の内容である。 
 
・日本または石川県の魅力は何か 
・日本または石川県がもっとＰＲすべき事 

 
(2) アンケート Bの実施方法 

 
映像の嗜好性調査は、1 本あたり約 30 秒の 5 種
類のサンプル映像（「響」「潮」「巧」「詫寂」「灯」）

を用意し、その好感度について Web 上でアンケー
ト調査を実施した。各映像の概要を表 1に、また代
表的シーンを図１に示す。アンケートでは、各映像

の好感度を５段階で入力するとともに、映像の印象

も短いキーワードで記述してもらった。どのサンプ

ル映像も石川県内の映像制作会社のビデオアーカ

イブをもとに制作した。 

 

表１ サンプル映像の概要 

テーマ 概  要 

響 
輪島の御陣乗太鼓を鬼の面を付けた演者が、
力強くリズミカルに叩く様子 

潮 
能登半島千枚田などの農村風景、および海岸
の風景などを空撮 

巧 
能舞台での円熟味溢れる舞の様子 
伝統芸能の奥深さを表現 

詫寂 
茶室における茶道の作法および手さばきの
様子 

灯 
夜の神社や町の灯をテーマとした映像 
主計町など静かな夜の町の情景 

 

響            詫寂 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l4PsS1P8Jig      https://youtu.be/TP51Kvx4W1Q 

潮            匠 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/f_QB5CSdLJI       https://youtu.be/Uf8c2HyB2Fk 

      灯 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wMINctSZ4SU 

 

図 1 サンプル映像のシーン例 

 

(3) 留学生の深層意識の抽出 

 

北陸先端科学技術大学院大学の留学生の協力を得た。 
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【研究・調査･分析結果】 

 

（１）アンケートＡの結果 

 

図 2、図 3のとおりである。 

 

 

図 2日本または石川県の魅力は何か 

 

 

図 3日本または石川県がもっとＰＲすべき事 

 

（２）アンケートＢの結果 

 

アンケートの際、回答者の国籍、性別、年齢等も

記載してもらったので、先ずは、アジアおよび欧米

で感性や嗜好性に違いがあるかをといった観点で

データを分析した。 

 

 

 

(ア） 好感度の５段階評価 

 

映像に対する好感度の 5段階評価結果を表 2に

示す。 

表 2 好感度一覧 

テーマ 好感度の 

全体平均 

アジア国籍の 

平均 

欧米系国籍の 

平均 

響 3.56 3.40 3.61 
潮 4.25 3.96 4.36 
巧 3.68 3.60 3.71 
詫寂 4.42 3.95 4.58 
灯 4.30 3.80 4.47 

注）5:大変好感が持てる 4:まあ好感が持てる 3:どちらとも言えない 

2:あまり好感が持てない 1:全く好感が持てない 

 

ビデオクリップ毎に印象を表すキーワードの票

数は映像の内容により、特徴が出ていることが分

かる。このことを踏まえ、近い意味のキーワード

をグループ化し、キーワード群としてさらに分析

することとした。 

 

（イ） 印象キーワード群 

 

アンケートに記載された印象キーワードのうち、 

・概念や意味の近いキーワード 

・比較的件数の多いもの 

に基づき、表 3のとおり「印象 1」～「印象 8」のグ

ループに分類した。 

 

表 3 印象キーワード群 

印象 

Keyword群 
キーワード 

印象 1 
Attractive, Amazing, Stunning, Cool, 

 Fascinating, Captivation, Enchanting 

印象 2 
Beautiful, Colorful, Pretty, Elegant, 

Artistic 

印象 3 
Mysterious, Spiritual, Quiet, Magical, 

Strange 

印象 4 Traditional, Historical, ritualistic 

印象 5 Cultural 

印象 6 Peaceful, Calm, Relaxing, Tranquil, Soothing 

印象 7 Exciting, Energetic, Dynamic, Sensual, Wild 

印象 8 Interesting, Intriguing, Absorbing, Fun 

その他 

Lively, Entertain, Festival, Nature, 

Adventurous, Life ,Refine, Technic, Talent, 

Gorgeous, Mellow, Sad, Scary, Creepy, 

Depressing, Melancholic, Confusion, Weird, 

Noisy, Loud, Awkward 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

欧米 アジア

0%

10%

20%

30%

40%

50%

伝統文化 食文化 日本人の親切さ

日本が発信すべき情報

アジア 欧米
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 既に、示したとおりアジアと欧米では傾向に差が

ある。上記のキーワード群、「印象 1」から「印象 8」

までのキーワード群と好感度評価の関係をアジア

と欧米国籍に分けて、数値的に評価を行った。 

 

(ウ)  印象キーワード群と好感度の関係 

 

次頁の図 4にアジア国籍の回答者の結果を、また、

図 5に欧米国籍の回答者の結果を示す。 

アジア、欧米ともに、“Beautiful”を代表とする

「印象 2」のキーワード群が非常に高い評価を得て

いる。しかしながら、本素材はすべてハイビジョン

素材を使用しているため、“Beautiful”は当然のこ

とであり、その意味で“Beautiful”を除外して考え

ることとする。その結果、アジアでは、他の印象群

は、特徴的な傾向が存在せず混沌としている。また、

欧米では“Mysterious”で代表される「印象 3」と

“Peaceful”で代表される「印象 6」の評価が突出

している。表 4は、各キーワードの票数と評価値の

相関係数である。アジア人に関しては、Beautiful以

外は、相関係数が低い。一方、欧米人に関しては、

「印象 3」のキーワード群の票数と好感度の相関係

数は 0.97で、その関係は、ほぼ比例していると言え

る。すなわち、「印象 3」のキーワード群のコメント

をより多く残す映像ほど、好感度が高い映像である。 

 

 

 

図 4アジア国籍の回答者の印象 

 

 

 

 

 

図 5欧米国籍の回答者の印象 

 

表 4  好感度とキーワード票数の相関性 

 

キーワード 欧米 アジア 

Attractive 0.904027 0.889001 

Beautiful 0.905370 0.892218 

Mysterious 0.971494 0.799613 

Traditional 0.954994 0.377964 

Cultural 0.901388 ------ 

Peaceful 0.919626 0.80904 

Exciting 0.960696 ------ 

Interesting 0.978107 0.67082 

Entertain 0.824958 ------ 

Natural 0.757772 -0.28868 

Life 0.866025 ------ 

Refine 0.606339 0.707107 

Gorgeous 0.707107 0.707107 

Sad -0.43301 ------ 

Noisy -0.18257 -0.28868 

 

 

（３）留学生の潜在意識の抽出 

 

石川県で数年生活をしている留学生は、1週間程度

0
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の滞在の観光客とは、日本、あるいは石川県の暮

らしの良い点、悪い点がより細かい部分まで理解

されているものの、言葉で説明することは容易で

ない。そこで、KJ法を用いて各自の意識の中にあ

るキーワードを抽出し言語化していった。その様

子を図 6に、抽出結果を表 5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6留学生の潜在意識の抽出ワークショップ 
 

表 5 潜在意識抽出結果 
 

●侍文化を強くアピールする。 
●金沢の特徴として、食べ物が美味しいことと、長い歴史と多く

の文化を有するという認識がある。 
●外国人観光客は石川県が海に面した場所であり、新鮮な魚介類

が食べることができるという認識は少なからず持っている。 
●美味しいフルーツ「ルビーロマン」を PRすべき。 
●温泉と言えば「巨大なお風呂」の印象が強くスキーをした後に

入るのが「定番」としての認識。 
●和倉温泉や能登半島に点在する温泉群の存在は、外国人観光客

にはあまり知られていない。 
●加賀温泉郷は有名だが、能登半島にいくつも温泉がある、とい

うことが分かれば遠くても足を向ける。 
●古風な町並、日本の三大庭園である兼六園、加賀、能登地区に

おいても田舎独特の四季折々の自然や伝統文化が感じられる。 
●白山比咩神社の巫女神楽舞が魅力的。 
●受け継がれている現代の名工に体験弟子入りしたい。 
●金箔作りが面白い。沈金の知名度を高める。自分で作ればその

魅力が見えてくる。 
●ただ見るだけでは、その魅力が十分感じられないかもしれない

がイベントに参加したり、工芸品を作ったりして、自ら体験す

ることでもっと楽しむことができるだろう。故に、体験できる
イベントが今後増加することに期待したい。 
●情緒豊かな体験の取組。 
冬景色を見ながら温泉に入るなど、情緒豊かなおもてなしを体
験し、心温まるイベントの参加。その他、白峰の雪だるま祭り

など。 
●石川県の観光コンセプトを作り、ここにしかない独特な旅行コ
ースを計画する。たとえば、水をテーマに神社＋α、そして食

べ物。 
●旅館を中心とした文化的スローライフストーリーを作る。 
 

 

（４）PR映像 

 

成果としての PR映像は以下から視聴可能である。 

 

【考察・今後の展開】 

 

分析の結果、アジア人と欧米人の感性や嗜好性

に、大きな差があった。欧米人の場合は、

“Mysterious”で代表される「印象 3」のイメージ

に強い興味と高い好感度示していた。この背景と

して、欧米と我国の間の、言語、宗教、生活様式

などの差が神秘性として捉えられ、魅力的に見え

ているように考えられる。 

一方、東アジアは仏教、文字（漢字）及び過去

の歴史、すなわち、第 2次世界大戦の当時、近隣

諸国を日本が統治していた時期もあり、良くも悪

くも文化の交流が存在していたことを示す。 

また、表 4の各映像の好感度の最小値、最大値の

差が、アジアが狭く、欧米は広かった。アジア人

は極端な評価を避け、欧米人は好きな物には、高

い評価(Yes)を、嫌いなものには低い評価(No)を明

確に示していたことは興味深い。 

ＫＪ法による潜在意識の抽出では、具体的な、

交通の不便さ、地元食材の魅力などキーワードを

抽出することが出来た。 

 最後に、今回の調査をとおして、改めて我が国の

文化、更には地域文化の価値・意味を見直すことが

出来た。研究継続の必要性を感じた次第である。 

 

 【引用・参考文献】 

 

[1] 橋爪 紳也、ツーリズムの都市デザイン: 非日

常と日常の仕掛け、鹿島出版会、2015/5/13 

[2] コンテンツツーリズム研究,福村出版、岡本 

健 (著, 編集), 岡本 健 編著、2015/8/21 

[3] 一般社団法人ジャパンショッピングツーリズ

ム協会、訪日外国人 インバウンド市場攻略の

鉄則、日本経済新聞出版社、2015/9/16 

[4] 小野 秀一郎 (著)、ネット活用でここまで変

わる! 外国人観光客を呼び込む方法、日本実

業出版社、2016/1/21 

[5] 電通パブリックリレーションズ (著), 電通公

共関係顧問 鄭燕 (著)他、PR視点のインバウ

ンド戦略—訪日中国人の興味は「爆買い」から

「体験」、「都市」から「地方」へ、宣伝会

議、2016/11/1

http://www2.kanazawa-gu.ac.jp/~e-iida/Ishikawa_PR/ 
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地産品店舗における観光流動創出効果の促進

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）

：観光流動創出、ＩＣＴ、情報発信

【背 景】 
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。

弊所の先行研究２では、地産品販売において観光流動創

出を促進するためには、商品情報だけでなく観光資源や体

験情報など地域の魅力を具体的に伝えることが有効である

ことが明確になった。しかしながら、商品パッケージや店

頭ＰＯＰには情報量に限界があるため、地産品への興味か

ら地域・観光情報、旅行商品へと顧客の興味をつなぎ留め

つつ情報を伝達するには、新たな手法が必要である。

【既往研究と本研究の目的】

地産品を媒介して地域の魅力を伝える効果について、山

本、湯沢ら３は、道の駅の管理者調査を分析し、「地域情報

発信効果」を含む多様な効果があり、観光効果へ波及する

ことを示しているが、情報を提示する手法については言及

していない。松谷４は、地産品は「優れた特性を備えた製

品だが生産量が限られているため」高付加価値製品として、

ブランディングの推進が重要であることを指摘した上で、

そのためには「他の地域産とは異なる味や食感をその理由

とともに、地道に継続的にアピールするような幅広いプロ

モーション」が重要な課題の一つであることを示している

ものの、具体的な手法や地域情報発信の効果は示していな

い。また、金子５は、ブランディングに必要なプロモーシ

ョンとして、「商品に生産者や地域に関する情報価値を付加

し、デザイン等の表現を工夫して、消費者に直接アピール

することが重要」とし、地域全体の情報や消費者の自然環

境に対する意識などにアピールすることが商品の付加価値

になるという観点から表現戦略の重要性を示すが、個々の

媒体の効果は示していない。

このように地産品の情報発信の効果、訴求のポイントに

ついては既往研究で多く示されているが、観光流動創出を

目的とした具体的な情報伝達方法とその効果については言

及されていない。

本研究では、商品を端緒として、観光情報までを伝達す

る手法についてＩＣＴの活用を検討し、その効果について

考察する事を目的とした。

【調査・分析結果】

１．情報発信ツール調査

地産品から情報発信するツールの条件

ツールについては、ユーザーが直感的に使いやすく、

わざわざ情報を見てみたいと思う期待感を喚起できるこ

とを必須とし、加えて以下の条件で選定を行った。

・多様な情報（商品への興味～旅行への興味）を表示さ

せるため、複数のリンク設定が可能であること

・汎用性があり、ダウンロード数やユーザー数が多く実

績があるもの

・事業者の負担にならないコスト感であること

・商品毎にレビュー・ユーザー数等ログ取得が可能であ

ること

上記条件のいずれかを満たすサービスとして７種類の

サービス（ミルカメラ、 、 、 、 、

おでかけスクラップ 、 ）６を比較し、すべ

ての条件を備えた を採用した。

） アプリとは

ＡＲ（＝拡張現実）技術を用いた、世界的に利用され

ているアプリケーションで、全世界で 万人以上、日

本国内で 万人以上のダウンロード数を誇る。（調査

時公表データ）ロケーション型と画像認識型の２大機能

があり、今回は画像認識型ＡＲ機能を活用し、商品パッ

ケージを認識画像として情報発信することとした。

２．ユーザー評価

のデモコンテンツを作成し、地産品店舗「のもの」

顧客を対象に提示し、ユーザー評価を実施した。

調査概要

調査地点 のもの上野店 のもの秋葉原店

調査方法

調査対象

調査日時
2015年7月
24日（金）11:00～17:00
25日（土）10:30～16:30

2015年7月
10日（金）11:00～17:00
11日（土）11:30～17:00

回答者数

調査員による店頭アンケート（20問）

スマートフォン又はタブレットを所持している
15才以上の「のもの」退店客

ＡＲコンテンツ

一つの商品から「生産者・モノの情報」「旅行情報」
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「クーポン」を提示し、ユーザーの興味に応じて閲覧で

きるコンテンツを作成した。（表１、図１）

表１ デモ対象商品と表示コンテンツ

商品 質問カテゴリー アクション

生産者・モノの情報
動画
（とうほく復興カレンダーWEBサイトより海

宝漬紹介ムービー）

トランスペシエ
SL銀河と三陸リゾートホテル

クーポン クーポン（サンプル版）
生産者・モノの情報 実際のさくらんぼカレーの写真

びゅうボタン
山形さくらんぼ狩り

クーポン クーポン（サンプル版）

生産者・モノの情報
高校生情報WEBサイトより、
『「海プリン」で全国大会優秀賞
地元の水産業復興を後押し』記事
トランスペシエ
レストラン鉄道・TOHOKU

クーポン クーポン（サンプル版）
生産者・モノの情報 新規動画（ねぶた祭り紹介動画）

えきねっと
東北の夏祭りツアー特集2015

クーポン クーポン（サンプル版）

純米吟醸酒 生産者・モノの情報
新規動画
（ラベルから列車が動く）

銀河鉄道の夜 トランスペシエ
SL銀河と三陸リゾートホテル

クーポン クーポン（サンプル版）

いわて宮古の海プリン

旅行情報

ほたて塩焼 旅行情報

旅行情報

三陸海宝漬
旅行情報

さくらんぼカレー 旅行情報

 
　[商品] [AR表示イメージ] 　[リンク情報サイト]

海プリン

ARで閲覧

ほたて塩焼き

ARで閲覧

 

純米吟醸酒 銀河鉄道の夜

ARで閲覧

 
図１ ＡＲ表示イメージ例

３．調査結果

旅行の端緒

本研究で訴求する観光流動の創出は、具体的な地域を

提案することが目的であるため、まず顧客が旅行を最初

に想起するきっかけについて調査した。

① 旅行に行きたくなる「きっかけ」 
旅行に行きたいと思うきっかけについては、「休暇が

取れたとき」と「疲れてリフレッシュしたいとき」とい

う条件が整った場面が多いが、次に「地域特産品を見た

り、食べたりしたとき」が続いており、具体的な地域を

意識する場面として地産品が有効なことが示された。 
 

 
 
 
 

図２ 旅行のきっかけ

② 旅行に行きたくなる「媒体」 
旅行に行きたくなる媒体については、「ＴＶ」等マス

メディアが圧倒しているが、次いで「駅ポスター」とい

う結果となり、駅ポスターの有効性が顕著となった。こ

れは旅行の動機形成には、偶発的な情報接触が少なから

ず影響していると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 旅行のきっかけとなる媒体
 

ＡＲアプリケーションの評価

① ＡＲアプリケーションについて
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で示した アプリのコンテンツを実際に体感

してのアプリケーションに対する評価は、「楽しさ」「使

いやすさ」「見やすさ」全てで高評価となった。

図４：ＡＲアプリへの評価

② 表示コンテンツの評価

表示コンテンツに対する評価が図５である。

コンテンツを作成するにあたって狙いとした項目すべ

てにおいて高評価であった。特に「楽しいと感じた」「そ

の地域への旅の情報も簡単に知ることができて良い」「地

域や旅行への興味があがった」という項目については、

ＡＲによる情報提供に期待した重要な指標であり、その

有効性が示された。

図５ 表示コンテンツへの評価

③ ＡＲアプリの活用意向について

今回体験したＡＲアプリを今後利用したいかどうか

について確認した結果、「自分の端末で利用したい」が

％、「店頭にあれば活用したい」が ％、「興味が

ない」が７％という結果となった。

図６ ＡＲアプリの今後の活用意向

「自分の端末で活用したい」とした回答者に活用した

い場面と場所を調査したところ、「購入前」に情報を調

べてから買いたいという意見が ％、「購入後」が

であった。使いたい場所は、「自宅」 、「店内」 、

「列車内」 、となり、旅行商品等の情報をゆっくり閲

覧したいという傾向も窺える。

「店頭にあれば活用したい」とした回答の事由は、「店

頭でしか利用しない」が 、「インストールが面倒」が

、「インストールしたくない」が となった。アプ

リのインストールに対してネガティブな回答は年代にほ

ぼ比例している。

図７：年代別ネガティブ評価

「興味がない」とした回答の事由は、一葉な傾向は見

られず様々であるが、「情報を必要としない」「面倒」

「他の手段がある」などで、ＡＲの楽しさや新しさでは

訴求できないユーザー層が多いと考えられる。

図８：興味がない理由

【考 察】

１．ＩＣＴ活用による情報提供手法の効果

スマートデバイスによる情報提供は、専用アプリのイ
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訴求できないユーザー層が多いと考えられる。
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【考 察】

１．ＩＣＴ活用による情報提供手法の効果

スマートデバイスによる情報提供は、専用アプリのイ

ンストールが最大の障壁となる。

スマートフォンアプリの利用動向調査７によれば、イン

ストールする理由は「便利そうだから」「面白そうだか

ら」のいずれかが圧倒的である。「インセンティブが貰

える」はこれらの理由と比べると少数である。本調査で

も「クーポンに魅力がある」に対する肯定意見は、「楽

しい」「旅の情報が簡単に知られる」という利便性を肯

定する割合より低い結果となっている。

本研究では、面白さをＡＲで実現しつつ、提供したい

情報を同時発信し、ユーザーが知りたい情報を選択可能

とすることを目指した結果、多くのユーザーに高い評価

を得ることができた。ＡＲアプリは多様な表現が可能で

あり、スマートフォンにかざした商品からどんな画像が

飛び出し、どんな動きをするのか、工夫次第でユーザー

の期待感を膨らませることが可能なツールである。

また、地産品から地域情報やおすすめの旅行商品を提

示することで興味喚起することは、観光流動の創出を促

進するだけでなく、当社として地産品を首都圏で発信す

る意義を伝えることにもつながっている。

コスト面では、同時運用を２０商品以内（差換えは随

時可能）とすれば年間 ユーロ（ 年調査時点）であ

り、店舗単位でも負担可能な範囲で利用でき、導入価値

は高い。

２． 導入における課題

情報発信手法としての有効性は検証できたが、導入、

運用における課題は以下のとおりである。

アプリケーションのインストール

ツールやコンテンツに対しては高評価であったものの

自分の端末で利用したいとした人は と半数以下であ

った。

商品理解や地域への興味喚起、当社としての地産品店

舗運営の意義発信という点では店頭に設置した端末でも

一定の意味はあるが、旅行への訴求効果を考えると商品

購入後や帰宅後に利用して頂くことを目指すべきである。

一つの提言としては「利便性」という点で利用率が高

い「 東日本アプリ」のモジュールとして組み込むこと

である。今回はその点を考慮してツール選択をしており、

社の画像認識技術を、 などを利用した運用が可

能であることを確認している。

東日本アプリのメニューの一部とすることで、既存

アプリユーザーが利用可能となるほか、 東日本アプリ

の機能性も向上するメリットがある。旅行パンフレット

にかざして、静止画だけでは伝えきれない魅力を動画で

伝えたり、駅ポスターが動きだして祭囃子が聞こえたり

といった新たな表現やＷＥＢへの誘導も可能になる。ユ

ーザーは、単機能の新たなアプリをインストールするこ

となく新しい機能を楽しむことができる。

コンテンツの精査

継続的運用においては、情報連携する地産品と提供コ

ンテンツの選定が重要になる。どの商品からどのような

地域情報や旅行商品情報を提供するか、どのような表現

が効果的かデザインする必要がある。

ユーザーにとって有用な情報でなければ、わざわざス

マートデバイスを使って情報を得ようとはしない。商品

への興味と相関性が高い観光情報とは何かを絞り込んで

いく必要がある。そのためにはログ分析が不可欠である。

【おわりに】

本研究でＡＲを活用の有効性を検証できたが、 年

月時点では の課金体系が変更され、調査時と同等の

アカウントは年間 ユーロになっている。また、調査

時に比較した「おでかけスクラップ 」はサービス終了

している。

このように事業活動にＩＣＴ活用を検討する場合、ス

マートデバイスを取り巻く環境の変化が非常に激しいこ

とを留意しておく必要がある。

【引用・参考文献】

１）東日本旅客鉄道株式会社 グループ経営構想Ｖ

２）地産品店舗における地域情報発信力の調査研究 フロンティアサービ

ス研究所 年

３）山本祐之・湯沢昭， 年，「道の駅における地域振興機能として

の農産物直売所の現状と効果に関する一考察 関東地方の道の駅を対

象として 」，日本都市計画学会 都市計画論文集

４ 松谷真紀， 年，「地域特産品のブランディングに向けた課題へ

の考察」，和歌山大学観光学会『観光学』第 号， ～

５）金子和夫， 年，「地域ブランドでまちおこし『特産品の効果的

なマネジメント』」，地域活性化センター『地域づくり』 月号

６）ミルカメラ 株式会社

 
プラージュ株式会社

社（オランダ）

（ドイツ） 年 月サービス終了

 
おでかけスクラップ  株式会社  年 月サービス終了

（米国）  
７）シーサー株式会社「アプリ利用動向調査」

調査対象：スマートフォンを利用する ～ 代の男女、計 人

調査実施日： 年 月 日（火）～ 月 日（月）
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地方創生のための地域－大学間連携の深化 

西川洋行（県立広島大学） 

Keyword：地方創生、産学官連携、協働事業、組織間関与 

 

【問題・目的・背景】 

地方創生を掲げ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活発に行われている。多く

の地域事業から様々な成果が生まれ、その中から成功事例

と言われる事例も生まれている。しかしながら、こうした

華やかな成果の陰では、活用されなくなった成果や打ち捨

てられた事業、さらには地域に受け入れられずに放置され

たものもあると言われている。こうした実態については、

よく分かっていないところも多い。 

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」を平成１９年

度より実施しており、その事業成果や地域への貢献の実態

について調査（1）し事業評価（2）を行ってきた。その結果と

して、地域事業が陥りやすい様々な失敗パターンを見出し、

それらを克服するための方法についても考察を行ってきた。

結果的に、地域にとって満足できる成果に至らなかった原

因は、プロジェクトの企画立案段階での不適切な目標設定

や不明瞭な事業計画、及びプロジェクトの成果を自治体等

の施策や取組に利活用する計画が不十分で、受け皿となる

施策が不在、の２点に集約された。 

この結果は明快で、地域が大学の「知」を活用するため

の準備と実施計画に問題があることを示すものである。し

かし、その原因が地域だけにあるのではなく、例えば大学

の学術面に偏った取組み内容もまた、活用が困難な状況を

招く要素となっているのではないかと指摘されている。あ

らためてここで、大学が地域貢献に資するために必要なこ

とは何かと考えると、こうした先行研究結果を鑑みるに、

地域が活用しやすい「知」を還元する方法を明らかにし実

践すること、という答えが返ってくるのかもしれない。 

本研究では、こうした先行研究の結果を受けて、大学が

地域事業に取り組むうえで留意すべき点を明確にし、特に

自治体との連携における大学の「知」の還元、すなわち地

域における「知」の活用を促進する手法を明らかにする。

これまで見過ごされてきた当事者・担当者の判断と意思決

定のプロセスにフォーカスし、無意識のうちに作られた思

考の枠組みや壁、認識の相違と向き合うことで、そうした

「知」の障壁を取り払う方策を探っていきたい。 

＊以降「大学」と言う場合は担当教員を含めて扱う。 

【研究方法・研究内容】 

 従来研究(1、2)同様、県立広島大学で実施している「地域

戦略協働プロジェクト」事業を研究対象とし、事業成果

並びにその活用に関する評価結果(1、2)について、自治体及

び大学それぞれの意思決定プロセスの影響を評価した。

本評価で着目したのは、①提案段階で自治体がどのよう

な課題認識を持っていたか、②課題提案を受けた大学が

その課題をどのように捉えたか、③目標設定と実施計画

の策定プロセス、④プロジェクト成果が大学から自治体

にどのように伝えられたのか、⑤自治体はその成果をど

のように理解し活用を試みたのか、の５項目である。 

自治体と大学という立場の違いが地域の課題や事業の

意義、目的についての異なる認知バイアスを生んでおり、

この認知バイアスの違いが提案された課題に対する対応

や成果の活用方法に関する認識の差をもたらしているの

ではなかろうか。本研究では、事例分析によってこの両

者の持つ認知バイアスの違いがもたらす弊害を考察する

ことで、この仮説を検証する。そして、事例解析を積み

重ねることにより、この弊害を克服するための具体的方

策を考察し提案することを目的としている。 

 

【研究・調査・分析結果】 

 各調査項目について、評価検討内容とその目的を示す。 

① 提案段階での自治体の課題認識 

 各プロジェクトは自治体からの提案に基づいて実施内

容が検討されるが、自治体が当該提案に係る課題につい

てどれほど詳細に分析・検討し提案内容に反映させてい

るかを示す指標である。また、プロジェクト終了後にそ

の成果を活用する取り組み・施策等について、どれだけ

具体的に検討しているかについても評価している。 

② 課題提案を受けた大学の課題把握/認識 

 自治体からの提案に基づいて大学は具体的に調査/研

究内容等を検討し、提案内容の実現可能性等について判

断を行っている。しかし、提案内容に関する詳細な情報

が不十分なうえに、提案者の意図や背景事情等が不明な

まま進めることが少なくない(1、2)ことが分かっている。こ

の指標は、そうした提案内容や自治体の意図等に関する

様々な情報の把握や認識共有の程度を示すものである。 
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③ 目標設定と実施計画の策定プロセス 

 自治体からの提案と大学での検討結果に基づいて、両

者協議の上で実施計画を策定し実行段階に移行すること

となっているが、この協議の段階で両者の意思疎通やそ

れぞれの意向の相互確認/理解等が不十分(1、2)な可能性が

ある。実施計画策定においては調査研究等の実務を主に

実施する大学が主導することが多い。大学の意向が反映

されやすく、自治体の意向や意図・目的の反映が疎かに

なり、結果的に自治体での成果活用が進まないという事

態に陥る(1、2)可能性がある。両者間での協議や会合等の頻

度及び検討内容の具体性等をこの協議における検討や議

論の熟度を図る指標とし、進捗/成果報告書等に記載され

た会議・打合わせ等の報告を元に評価データを作成した。 

④ プロジェクト成果の伝え方、報告の手段や方法 

 先行研究(2)におけるアンケートやヒアリング調査を実

施する過程で、得られた結果の解釈や目標に対する成果

の評価等について、説明や報告が不十分ではないかと思

われる事例が散見された。また、適切に報告書等が作成

されている場合でも、適切な報告が適切な担当者になさ

れていなかったために活用が進まなかったという事例も

明らかになったことから、これらの成果報告に関する実

態を明らかにするためにこの指標を導入した。成果活用

を阻む新たな要因ではないかと考えられる。 

⑤ 自治体での成果の理解/活用のための取組みや施策 

 提案段階で想定された成果活用施策/構想等と実際に

実施された成果活用施策/方法について比較分析を行う

指標である。先行研究により、提案段階で具体的に想定

された成果活用施策/構想等を有するプロジェクトの方

が、実際に有効に活用されている(1)ことが示されている

が、提案段階での想定どおりに成果活用がなされたかど

うかは明らかではなかった。そこで、提案段階での想定

内容と実際の成果活用内容を比較し、その変遷を明らか

にする。先行研究では、柔軟な実施計画の修正/最適化が

成果活用を図るうえで重要な役割を果たしている(2)こと

が示されているが、そうであるならば成果活用内容は変

化している可能性が高い。 

 以上５項目について検討評価した結果を図１～５に示

す。項目毎に５段階評価を行っており、その評価基準を

それぞれ表１に示す。 

図１は、提案段階での自治体の課題認識について、自

治体が提案の基となっている「課題」についてどの程度

把握・理解しているかを、提案書や計画書、成果報告書

等の記述を基に評価（以下、図２～５についても同様）

したものである。対処療法的でしかない提案はさすがに

少なかったが、課題について漠然とした考えしか持たな

い状況での提案が多数を占め、次いで課題が明確に設定

された状況が続いている。自治体が具体的な施策等を検

討・準備しているケースは全体の２２％と少数であり、

全体の８割近くが、成果活用に関する検討・準備は不十

分なまま、何らかの課題を把握・認識した時点で提案に

至っていることが分かった。 

 図２は、自治体からの提案を受けた大学が、提案に含

まれる課題についてどのように理解し検討を行ったかに

ついて調べた結果である。自治体の課題認識に沿った検

討結果となることが望ましいわけであるが、提案された

課題の背景情報までも加味して自治体の意図/意向を反

映させようとしたケースは全体の３％（１事例）と極め

表１ 調査項目と評価基準 
項目

評価

提案段階で
の自治体側
の課題認識

提案を受けた
大学側の課
題把握・認識

目標設定と実
施計画の策
定プロセス

プロジェクト成
果の伝達・報
告の方法

自治体での
成果活用の
取組み・施策

１ 低 対処療法的
計画と課題内容
に齟齬

教員の意向に
沿って策定

明確な報告なし
活用されず・活
用困難

２ 漠然とした課
題を認知

大学独自に課題
を解釈

提案を基に大学
で策定

報告書等のみ
個別の課題にの
み活用

３ 課題を明確に
設定

課題内容を明確
に把握

自治体案を大学
が修正

成果報告と提
案・提言

参考データとし
て活用

４ 課題解決策を
立案中

課題解決の目的
を理解

連携して計画を
摺合せ策定

報告・提案＋活
用指導

関連施策を見出
し活用

５ 高 活用する施策
あり

課題の背景施策
を理解

課題を協働で検
討し策定

報告・提案＋活
用策参画

計画された施策
に活用
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提案段階での自治体の課題認識図１
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ロ
ジ
ェ
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提案を受けた大学の課題把握・認識図２
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て少なかった。課題を把握しようと努めている事例は多

いものの、おそらく連絡不足や不十分な連携体制が要因

となって、大学が独自の解釈や判断を行って提案の受け

入れ（マッチングの成立）を決めていると思われる事例

が全体の半数近く（４４％）を占め、内容に齟齬が生じ

ている事例を含めると過半数（５６％）に達している。

大学独自の見解や意図が強く反映されることは、自治体

と大学間で目標設定に齟齬を生じさせる遠因となって成

果活用に悪影響をもたらしている可能性が考えられる。 

 図３は、プロジェクト事業の実施計画を立案/作成する

際の相互連携の状況について調査したものである。この

段階では、自治体と大学は相互に相談を重ねながら提案

内容に沿った形で実施計画を作成することになっている

が、その相互の相談等の連携の頻度や協議内容には、各

プロジェクト間で量的・質的に大きな差異が見られた。

検討委員会のような協働組織において協議が進められる

ことが理想的であろうが、そうした事例は皆無であった。

最も多かったのは大学が単独（「教員の意向」を含む）で

策定しているケース（計６１％）であり、それを自治体

が追認しているものと思われる。さらには、大学が提案

内容よりも自らの意向を優先して策定しているとしか考

えられないケースも少なくなかった。一方で、自治体が

何らかの計画案を作成し、それを大学と共に検討し修正

等を行っているケースが計３９％存在していた。計画策

定に自治体が主体的に関わっている（相互連携が密に行

われている）ケースか約４割という結果であった。 

 図４は、プロジェクト成果の自治体への還元方法が果

たして適切であったのかどうかに関する評価結果である。

様々な手法により大学から自治体へと知見や情報、ノウ

ハウ等が移転されており、中には直接的に担当者や実施

者への指導や訓練といった形で還元されているケースも

あった。しかしながら、全てのケースでその成果が効果

的かつ適切に移転されているとは言えず、中には、単な

る報告書の提出を以って終了としているケース（２２％）

やそうした報告書さえ存在が確認できないケース（１

１％）もあった。一方で、改善策の提案や施策等への提

言、成果を活用する施策にかかわる担当者への実地指導

（２５％）やそうした施策実施に直接関与（１４％）す

るといったところまで関与しているケースもあった。た

だし、成果の還元と言ってもその様態は多様であり、お

そらく提案内容や想定する施策内容との組み合わせによ

ってさまざまな様態があり得るものと考えられる。 

 図５は、プロジェクト終了後に自治体で実施された成

果活用施策や取組みが、提案段階で想定された施策等か

らどの程度乖離しているのかを評価したものである。活

用されていないと判断されるケースが最も多く（３１％）、

個別の課題にのみに活用されたケース（２５％）が続い

ている。また、今後の参考データや知見として活用され

たとするケース（１９％）もあり、全体の７５％が提案

段階で想定した課題の解決を図るという目的には不十分

な状況にあることがわかる。一方で、「計画どおりに活用」

が１４％、「別の方法を見出し活用」が１１％となってい

る。実際に成果活用がなされた事例のうち半数近くが計

0

5

10

15

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数

プロジェクト成果の伝達・報告の方法図4
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目標設定と実施計画の策定プロセス図3
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画修正を経ていることになり、これは先述の柔軟な計画

修正プロセスの有効性を支持していると言えよう。 

 

【考察】 

本研究の結果をまとめ、考察した結果を以下に示す。 

〇 自治体からの提案に含まれる課題について、自治体
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【問題・目的・背景】 
教育の現場においても特別活動や総合的な学習の時間の教

育活動の一環として、地域貢献活動が奨励されている。グ

ローバル・リーダーの育成を目的としたスーパー・グロー

バル・ハイスクール指定校は、社会課題に対する関心や問

題解決能力などの育成を目的とした教育活動を実践してい

る。地域社会の問題を解決できるのか、話し合い活動を通

して論文を班活動によって作成する。その実践課程の中で

の教育効果が重視されるが、その効果の理解については生

徒も教員も不確かな状態で授業が展開されている現状があ

る。一方で、学生を受け入れる側の地域社会においては、

どの様な効果があるのかも学生・学校と地域社会との相互

作用の中で理解する必要がある。本稿では地域貢献活動を

通した学習に焦点を当て、地域と学生の相互作用を解明し、

奨励されている地域貢献活動での教育効果を明らかにした。 

【研究方法・研究内容】 

教育効果を実践的確認し、地域への効果を把握する為に、

高知空港ビル株式会社の搭乗口付近で展開されている“空

飛ブ八百屋”事業に学生を派遣し、学生が活動を通してど

のような学びがあるのか、受け手である高知空港ビル会社

に与えるインパクト、参加者の活動前後の行動・言動など

の観察、インタビューや参与観察からの記述的推論により、

その相互作用についても検証する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

（１）学校と地域の組織間関係 

〇学生の地域参入サイクルと意義 

学生が地域に参入していくシステムを表現した図が以下の

ものである。 

 
図表１ 学生が地域参入するサイクル・一連の流れ 

地域の日常的なコミュニティではマンネリ化が進行する。

リーダーとなる人物や参加者となる地域住民の固定化によ

って変化が発生しない。特に高齢化の進んだ地域ではコミ

ュニティの参加率が低下し、存続も難しい限界集落と呼ば

れる地域も存在している。そのため地域周辺に属している

大学に若者を召募して欲しいというニーズが発生する。そ

れに応じて地域支援事業を行っている学生団体・組織に勧

誘の声がかかり、地域に参入していく。そうすることによ

って今までの変化のない地域に新しい感覚や考え方、アイ

デアがもたらされることによって地域事業や活動に新しい

価値を創造する可能性が生まれる。 

実際に著者の行政施設でのインターンシップの経験で学生

と社会人との感覚の違いを実感した。当施設での大学教授

による基調講演広告紙の改善点を提案し、学生の参加者を

募るための工夫を考察するグループ課題を提起された。学

生は広告に基調講演の聴講料が無料であることが書かれて

いない点を指摘した。対して行政施設は基調講演の一般聴

講者は無料であることは当たり前だと認識していた。この

違いの気づきによって、学生の参加者が実際に増加し、後

の広告には必ず無料と記載されるよう改善された。 

学生との継続したつながりは年月が経つにつれて、学生の

入学と卒業の繰り返しにより、学生団体のメンバー・世代

交代が発生する。絶えず新しい価値を地域に与える可能性

が発生する。 

 

図表２ 学生の地域参入による地域変革メカニズム 

この学生が地域に参入するサイクルは図表２で表される地

域変革メカニズムで発生するダブル・ループ学習の理論に

該当すると考察する。ダブル・ループ学習とは、エラーを

検出して修正するプロセスがシングル・ループ学習であり、

常にチェックを怠らないよう展開しているが、違う要因に
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図表２ 学生の地域参入による地域変革メカニズム 

この学生が地域に参入するサイクルは図表２で表される地

域変革メカニズムで発生するダブル・ループ学習の理論に

該当すると考察する。ダブル・ループ学習とは、エラーを

検出して修正するプロセスがシングル・ループ学習であり、

常にチェックを怠らないよう展開しているが、違う要因に

よってエラーが発生する可能性を予測していくことだと解

釈した（組織心理学者Chris Argyris（1977）のHarvard 

Business Review参照）。経営学的な観点だが、これは日常

的な学習サイクルでも新しい観点によって更なる改善がで

きる、という解釈も可能である。 

上記の理論より地域が学生を受容する意義を述べる。既存

の地域事業の取組みに変化をもたらさない場合、事業の実

践に基づき、改善点や反省点などの学びが蓄積されていく。

次の事業に活かしていくために改善策を練磨し、再び実践

していく。この一連の流れはシングル・ループ学習の理論

に基づき、地域事業は改善・向上されていく。 

この日常的コミュニティの中に学生が参入することによる

効果は、ダブル・ループ学習の理論に基づく解釈ができる。

シングル・ループ学習を繰り返している地域に学生が参入

することによって若者の新しい価値観や考え方が地域に提

供され、今までに発見できなかった問題点や感覚に気づく

ことができると考察する。また、大学で学習した専門知識

を活かして貢献することも可能である。 

〇学生の地域学習サイクルと意義 

 

図表３ 学生の地域体感による自己改革メカニズム 

対して学生は地域貢献活動を通して図表３のメカニズムに

基づいて学習サイクルに変革を与えられている。日々の学

習活動の中で知識を身に付けながら学びの蓄積を重ね、知

識を活用する技法などの改善を図るシングル・ループ学習

を実践している。日ごろの学習活動に加えて地域事業への

参加、または特別活動としての体験学習を通して学校外の

教育活動を実践する。その中で日頃の知識活用に加えて実

社会の現状に応じた対応や感じ方が生徒にとっての変革と

なり、各々に意義を感じ取るダブル・ループ学習が発生し

ている。上記より地域と学生・教育機関は密接に関わるこ

とで相互依存関係を構築していく。地域社会の発展と学習

活動の充実を図るため更なる展開が求められている。 

 

（２）地域貢献を通じて得られる教育効果 

〇教育効果の構造 

 本稿で述べる教育効果は、認知能力と非認知能力の2分

類に定義する。認知能力とは知能指数や計算能力などの数

値評価基準に基づく評価ができる能力のことである。学校

教育における試験や各教科の成績等がこれに該当する。対

して非認知能力とは明確な数値評価基準の存在しない教育

効果のことである。具体的に述べると学校現場における非

認知能力とは生徒指導や進路指導活動、特別活動において

育成されるものであり、他者への感謝の気持ちや協働する

重要性などの精神面が果たすべき側面となるものが挙げら

れる。 

 この非認知能力の定義の中には社会情動的スキルと呼ば

れる能力が存在する。OECDによる社会情動的スキルの取得

構造社会情動的スキルも明確な定義は存在せず、各々で定

義づけできる。 

〇体験型学習による概念と真意の獲得 

 OECDワーキングペーパーを翻訳したベネッセ研究所総

合研究所が発表した『家庭、学校、地域社会における社会

情動的スキルの育成』では、認知的スキル、社会情動的ス

キル獲得のフレームワークが考察されている。当書では

「我々のフレームワークは、社会情動的スキルを「（a）一

貫した思考・感情・行動のパターンに発言し、（b）学校教

育またはインフォーマルな学習によって発達させることが

でき、（c）個人の一生を通じて社会・経済的成果に重要な

影響を与えるような個人の能力」と定義する。この定義は、

状況や文脈を通して一貫している個人の反応パターンに現

れる、構成概念の潜在性を強調している。社会情動的スキ

ルは、環境の変化や投資によって強化することが可能であ

り、結果的に個人の将来の成果を左右しうる。」「我々のフ

レームワークでは認知的スキルと社会情動的スキルとを区

別しているが、この2つは相互に作用しお互いに影響を与

え合うことから、切り離すことはできない。」と述べられて

いる。先述を要約するとある一定のパターンによって認識

される認知される基礎的能力や知識などの認知的スキルと、

目標達成に必要な力や他者と協働する精神などの社会情動

的スキルは、補完し合う相互作用によって切り離すことが

できない。また、認知的スキルと社会情動的スキルは両者

とも一定のパターンによって発生するものだと解釈できる。

つまり、両者の能力の向上は日常生活や学習活動における

事象の発生からパターンを認識し、それを知識や側面とし

て理解することで概念を習得できる。この過程を通して初

めて習得した知識・技術を応用できる力につなげることが

できる、と解釈できる。 

〇得られる教育の推論 
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先行研究の解釈に基づいた、地域貢献活動において得られ

る概念は3分類できる。著者の経験と活動事例から分析し

た考察を述べる。 

 

図表４ 得られる概念の推論 3分類 

①社会における認知能力 

「地域貢献活動を通して得られる、社会で適応していくた

めに必要な認知的能力」と定義する。従来の認知的能力の

中で社会において必要な力を明記している。地域活性化の

基礎基本となる地域資源は何か、地域の特性や他地域との

差異はどういった点かなど、客観的事実に基づく認識がで

きるものに対する認知能力である。また、大学で学習した

知識や以前の経験などの既知の概念に存在しない、新たな

知識や経験の習得も含む。 

②マネジメントの技術 

地域の事業を実践する際には必ず他者とのコミュニケーシ

ョンや良好な関係性、事業コンセプトの統一、明確なビジ

ョンなどの要素が必要である。社会生活において、他者・

他の地域などと協働するために必要な技術を、活動を通し

て育成することができる。 

③精神が果たすべき側面 

従来の社会情動的スキルと呼ばれる非認知的な情動を含む

精神的要素である。貢献活動を通して得られる力は目に見

える成果のみではなく、精神的な幸福や達成感と呼ばれる

感情的な利益も存在している。体験型学習において社会性

や道徳性を養成する際に必要な要素であり、他者と協働す

ることによって与えられるものである。 

 

図表５ 従来型の学習工程と本稿の学習重点 

（３）参与観察とインタビューによる分析 

本稿では日々のパターンによる認識から得られる概念の習

得に加えて、実物に触れることや体感など、概念の真意を

実体験によって感じ取る学習を重視する。座学で得られる

概念とは違い、体験しないと得られないのが、意義の実感

である。体験型学習でのみ得られる実物に触れる感触や感

覚、実社会の現状把握や、知識の真意を感じ取ることを通

して学生が何を感じ取るのかをアンケートとインタビュー

によって分析する。 

本事業では農業組合から農作物を仕入れ、空港ビル会社が

仕入れ量や品質、売上の管理を行い、大学生が販売活動を

通して学びを得ながら地域に貢献していく連携事業である。 

 

図表５ 空飛ブ八百屋 売り場の風景 

学生の関与方法は、販売補助や商品の陳列などの基本作業

に加えて、接客の中から顧客ニーズを分析すること、売り

場の課題など改善点を発見すること、商品の陳列方法や声

掛けなど販売に工夫を取り入れること、アンケート用紙に

記入する作業を実施した。先述のダブル・ループ学習によ

る地域への効果を与えるため、学生の広い観点で自由な意

見を汲み取り、売り場の改善につなげられるようアンケー

ト用紙の発見課題をまとめて空港会社に提言した。また、

定期的に実施することによって、前回の学びの蓄積値を次

回の取組み参加者が改善していく要素を取り入れ、関わる

たびに改善点が取り入れられる仕組みを構築した。この過

程を通して学生がどのような教育効果を得られるのかを考

察する。 

 

（４）検証方法 

本事業に学生を関与させ、活動を通した学びをアンケート

用紙記入とインタビューによって考察していく。学生が関

与した期間は平成27年 10月17日・18日のプレオープン

に始まり、平成28年 1月 16日・17日、3月12日・13日
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（２）インタビューの考察 

どの回答者も、事前に会得している概念もしくは本事業で

会得した概念の真意を、体験活動を通じて体得している。
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地域に期待される「大学の役割」とは何かー「地域志向教育」のあり様をめぐってー 

早川公（仁愛大学） 

Keyword： 地域志向教育、COC/COC＋、カール・ポランニー、互酬、再分配、交換 

 

【問題設定】 
本稿は、一般に「地域づくり」と呼ばれる各種地域活性

化事業における「大学の役割」を「地域志向教育」との観

点から論じ、前者の概念が内包するあり様の概念的整理を

経済史学者カール・ポランニーの提示した「３つの統合（互

酬・再分配・交換）形態」から試みるものである。それに

より、大学と地域をとりまく状況に議論可能となる足場を

提供することを目的とする。はじめに、それぞれの背景を

説明する。	

	

【背景①大学の役割】 

	 高等教育機関の一つである大学は、今や地域活性化の重

要なアクターである。大学が有する学術的知見を地域課題

解決に役立てることはもちろん、「大学生」という若年世代

の人的資本そのものに関する期待も大きい。一方で、それ

らの期待はときに過剰に、また別の場面では誤解されなが

ら形成されることも少なくない。たとえば、筆者が所属す

る組織においても、「地域への協力」というお題目で依頼さ

れる事項が、イベントの設営や賑やかしという、単に若い

労働力のサービス・アンド・サクリファイス（奉仕と自己

犠牲）に思えるケースは存在する。期待の高まりの中で、

必ずしも営利を目的としない大学が地域にどのような役割

を果たせるのか、その適否の評価が必要とされている。	

	 そもそも社会における「大学の役割」とは、教育、研究、

社会貢献（地域貢献）と一般に言われる。長田(2015)の整

理によれば、大学の地域貢献の位置付けは、高等教育とし

ての大学教育の機会の提供、地域を支える専門人材の育成、

大学の知的資源の地域社会への還元の3つになる。さらに

長田は、文部科学省による2006年の教育基本法改正、2012

年の「地（知）の拠点整備事業」（COC）、2015年の「地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業」（COC＋）という政策

を通じて大学の地域へのコミットメントが促され、産学・

産学官連携という古くからの活動と結びついて地域連携

（地域貢献）が連想されることを指摘する[長田2105:23]。	

	 上述の議論にあるように、地域活性化における「大学の

役割」を地域貢献のドメイン（領域）に設定し、そこを軸

として取り組むのは広く国内の大学で見られる光景である。

ただし2010年代以降、それまでの産学・産学官連携と大き

く異なるのは、地域へのコミットメントを教育のドメイン

においても積極的に展開する、いわゆる「地域志向教育」

の流れである。	

	

【背景②地域志向教育】 

	 たとえば国立大学における「地域」の分類を選択した大

学iや、地方私立大学においては、地域に関わりながら教

育・研究を遂行する「地域志向教育」の推進が奨励されて

いる。その最たる例が、先にも挙げたCOC事業である。COC

に代表される地域志向教育は2010 年代において活発化し、

学生と教員が様々なプログラムを通じて地域に関与（コミ

ットメント）する機会は増加しているよう思える。それは、

従来の「大学の役割」として前提にあった、研究シーズを

基にした受託研究の遂行や、「公開講座」に代表される知の

社会的還元とは別のあり様である。	

	 しかしながら、これほど国内で熱心に展開される地域志

向教育であるが、それを概念的に理解する動きは少なく、

個別の輝かしい取組みが「点」的に散見されるのみである。

それを整理するべく、発表者は、地域志向教育が総合性、

実用性、自省性の３つに特徴づけられ、コミットメントは

自省性を伴う「フィールドワーク」を通じて具現化するこ

とを述べた。そして、地域志向教育のスローガンの下に単

なる現地見学や地域課題を題材に何かすればいい、という

取組みの背後にある「素朴な信念」を解体するまなざしの

メンテナンスの必要性を指摘した[早川2017]。	

	 地域志向教育が今後も積極的に展開されると思しき現状

において、今後、各大学で具体的に取り組まれる地域志向

教育が如何に地域活性化に寄与しているかどうかを検証す

る必要がある。さらに踏み込んでいうならば、「大学の役割」

としての地域貢献活動が、教育、研究、社会貢献というド

メインそれぞれの特性を考慮しながら進めるものでなけれ

ば、大学の有する可能性を矮小化することにも繋がりかね

ない。なぜならば、地域における「大学の役割」を議論す

る際の「素朴な信念」は、「地域で何かしていれば内容の質

を吟味しない」という形骸化の危険性を孕んでいるためで

ある。大学と地域の関係性を、単なる時代の要請としてで

はなく、今後の望ましいあり様として議論できる足場の構

築が求められている。	
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【分析枠組み：互酬、再分配、交換】 
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度主義的方法という立場を採る。ポランニーは、その著
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その分析の主要な概念となるのが３つの統合形態と呼ば

れる互酬、再分配、交換である[ポランニー1977]。	
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議論を要約して説明する[若森2015:208-209]。	
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そして統合形態としての再分配の特徴は、財と人の移動

に関する権利と義務がその中心点に位置する権力によっ

て決定される点にある。最後に交換は、「各自に生じる利

得を目指しておこなわれる、人びとの間での財の相互的

移動」とある。この統合形態は、いわゆる貨幣を通じた

市場的交換を意味している。ここでは、取引者間の紛争

が価格の変動によって解決される。	

	 ３つの統合形態は社会において相互補完的に機能する。

そして、これらの関係は社会における経済のドメインと

して図 1 のように３つの基準線とともに示される。
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図1.	３つの統合形態に基づく社会の構成図iv	

	

	 基準線(A)は、強制性志向か自由意志志向かを区分する。

強制性の側には、不可避の制度として存在する再分配ド

メインとしての[国家]と、交換ドメインの[市場]が位置

し、自由意志の側には「支え合い」の原理に基づく互酬

ドメインとして[共同体]が位置する。一方、交換ドメイ

ンと再分配ドメインを区分する基準線(B)は、営利思考と

非営利志向の違いを指摘できる。この基準線に拠れば、

互酬ドメインもまた利得の計算を前提としない点におい

て非営利志向の側に位置する。さらに基準線(C)は、国家

権力志向と市民社会志向とに区分できる。ここでは権力

関係を生み出す再分配ドメインと、原理的に水平的関係

である交換ドメイン並びに互酬ドメインが対置される。

そしてポランニーは、これらの３つの基準線が交錯する

中心に個人を設定し、さらにそれぞれのドメイン内で交

わる領域を[中間団体]、[半計画]、[半市場]と名付け、

合計で６つのドメインによって経済が動態的に構成され

ると論じた。	

	

【考察：大学の役割】 

	 ここまでみてきたように、ポランニーは経済を人間と

社会の関係を制度化された相互作用と設定し、３つの統

合概念を軸として構造論的な理論を編み込んできた。そ

して発表者は、以下でこの３つの統合概念を大学と地域

の関係に適用し、教育、研究、社会貢献のドメインとの

対応関係に読み替えて「大学の役割」を考察することに

する。	

	 まずは社会貢献（地域貢献）である。一般に社会貢献

とは公開講座等の学外者への教育活動や大学の有する知

的資産の開放である[長田2015:19]。これは、大学を中心

として集められた知的・人的資源の還元という点におい

て再分配ドメインに位置づけられる。次に、地域との関

わりから研究を考えると、いわゆる産学連携vと表現され

る自治体や大学所在地周辺の民間企業との共同研究が該

当する。実態としては、「企業の技術開発と大学のシーズ

技術のマッチング」[西村2015:33]であり、双方が予算等

の条件的に折り合いをつけて進める点において組織の営

利活動でもあり、財の相互移動と定義される交換ドメイ

ンとみなせる。最後に教育である。地域行事に（教育を

前提として）参加する、あるいは特定の地域課題を「発

見」したり「解決」したりすることは強制ではない。そ

のことは、社会的使命とされる地域貢献ドメインと異な

る点である。また地域における教育は、学生側にとって

は、何かしたらの知識やスキルの修得viという非営利志向

であるが、その関わりによって地域側にとっては労務の

提供等を受け取る。支え合いをベースとして別々のもの

を受け取る点において、教育は互酬ドメインに位置する

ものと言えよう。	

	 以上のように、ポランニーのフレームワークに依拠し

た上で「互酬：教育」、「再分配：地域貢献」、「交換：研

究」という対応関係を提示した。自明視される３つの「大

学の役割」をあえてこうした観点から論じたのは、「大学

の役割」をコミュニケーション特性の違いとして把握す

る視点を提供するためであるvii。大学が地域に関わる活

動の現場では、ともすればこのコミュニケーション特性

の違いが考慮されないケースが散見される。先に挙げた

学生の無償労働を引き合いに出すと、それは強制性を志

向する再分配なのか、教育としての互酬なのかが混同さ

れているために起こる問題である。大学が地域のために

サービス・アンド・サクリファイスするのは美しいが持

続性はない。同様に、地域の側も先行研究でも触れたよ

うに、予算的制約やビジョンの不透明さの中で大学を「利

用」していくためには、双方にとって意味・意義のある

コミュニケーションとなるような理解が必要である。く

わえて、それらを社会における制度化された相互作用に

していくためにポランニーの理論は有効である。	

	 上記の議論を、図 1 に適用して作成したのが図 2 であ

る。これまでスローガン的に語られてきた「大学の役割」

は３つの統合形態と対応させて整理することができる。

さらに、呉が論じた期待される７つの役割をドメインに

対応させると、3つの基準線がつくるそれぞれのドメイン

に図 2 のように対置できるのではないかと思われる。こ

れらの位置の是非は、もちろん具体的な取組内容ととも

に検討されなければならないが、今後重要になってくる

308



(C)

(B) (A)

↑国家権力志向

↓市民社会志向

[国家]
（再分配）

[市場]
（交換）

[共同体]
（互酬）

個人

[半計画]

[半市場]

[中間団体]

	

図1.	３つの統合形態に基づく社会の構成図iv	

	

	 基準線(A)は、強制性志向か自由意志志向かを区分する。

強制性の側には、不可避の制度として存在する再分配ド

メインとしての[国家]と、交換ドメインの[市場]が位置

し、自由意志の側には「支え合い」の原理に基づく互酬

ドメインとして[共同体]が位置する。一方、交換ドメイ

ンと再分配ドメインを区分する基準線(B)は、営利思考と

非営利志向の違いを指摘できる。この基準線に拠れば、

互酬ドメインもまた利得の計算を前提としない点におい

て非営利志向の側に位置する。さらに基準線(C)は、国家

権力志向と市民社会志向とに区分できる。ここでは権力

関係を生み出す再分配ドメインと、原理的に水平的関係

である交換ドメイン並びに互酬ドメインが対置される。

そしてポランニーは、これらの３つの基準線が交錯する

中心に個人を設定し、さらにそれぞれのドメイン内で交

わる領域を[中間団体]、[半計画]、[半市場]と名付け、

合計で６つのドメインによって経済が動態的に構成され

ると論じた。	

	

【考察：大学の役割】 

	 ここまでみてきたように、ポランニーは経済を人間と

社会の関係を制度化された相互作用と設定し、３つの統

合概念を軸として構造論的な理論を編み込んできた。そ

して発表者は、以下でこの３つの統合概念を大学と地域

の関係に適用し、教育、研究、社会貢献のドメインとの

対応関係に読み替えて「大学の役割」を考察することに

する。	

	 まずは社会貢献（地域貢献）である。一般に社会貢献

とは公開講座等の学外者への教育活動や大学の有する知

的資産の開放である[長田2015:19]。これは、大学を中心

として集められた知的・人的資源の還元という点におい

て再分配ドメインに位置づけられる。次に、地域との関

わりから研究を考えると、いわゆる産学連携vと表現され

る自治体や大学所在地周辺の民間企業との共同研究が該

当する。実態としては、「企業の技術開発と大学のシーズ

技術のマッチング」[西村2015:33]であり、双方が予算等

の条件的に折り合いをつけて進める点において組織の営

利活動でもあり、財の相互移動と定義される交換ドメイ

ンとみなせる。最後に教育である。地域行事に（教育を

前提として）参加する、あるいは特定の地域課題を「発

見」したり「解決」したりすることは強制ではない。そ

のことは、社会的使命とされる地域貢献ドメインと異な

る点である。また地域における教育は、学生側にとって

は、何かしたらの知識やスキルの修得viという非営利志向

であるが、その関わりによって地域側にとっては労務の

提供等を受け取る。支え合いをベースとして別々のもの

を受け取る点において、教育は互酬ドメインに位置する

ものと言えよう。	

	 以上のように、ポランニーのフレームワークに依拠し

た上で「互酬：教育」、「再分配：地域貢献」、「交換：研

究」という対応関係を提示した。自明視される３つの「大

学の役割」をあえてこうした観点から論じたのは、「大学

の役割」をコミュニケーション特性の違いとして把握す

る視点を提供するためであるvii。大学が地域に関わる活

動の現場では、ともすればこのコミュニケーション特性

の違いが考慮されないケースが散見される。先に挙げた

学生の無償労働を引き合いに出すと、それは強制性を志

向する再分配なのか、教育としての互酬なのかが混同さ

れているために起こる問題である。大学が地域のために

サービス・アンド・サクリファイスするのは美しいが持

続性はない。同様に、地域の側も先行研究でも触れたよ

うに、予算的制約やビジョンの不透明さの中で大学を「利

用」していくためには、双方にとって意味・意義のある

コミュニケーションとなるような理解が必要である。く

わえて、それらを社会における制度化された相互作用に

していくためにポランニーの理論は有効である。	

	 上記の議論を、図 1 に適用して作成したのが図 2 であ

る。これまでスローガン的に語られてきた「大学の役割」

は３つの統合形態と対応させて整理することができる。

さらに、呉が論じた期待される７つの役割をドメインに

対応させると、3つの基準線がつくるそれぞれのドメイン

に図 2 のように対置できるのではないかと思われる。こ

れらの位置の是非は、もちろん具体的な取組内容ととも

に検討されなければならないが、今後重要になってくる

のは基準線(A)の右側、すなわち「互酬：教育」が大きく

占めるドメインであると考えられる。つまり、地域志向

教育の重要性がこれらの整理からも改めて指摘できるの

である。ただしその際、これまで優勢であった再分配ド

メインの論理ではないコミュニケーションを大学と地域

の双方が理解し実施していく必要があると言えよう。	

	

(C)

(B) (A)

↑国家権力志向

↓市民社会志向

[地域貢献] [b]
（再分配）

[研究][b][e]
（交換）

[教育][c]
（互酬）

大学

[a] 

[f]

[d] [g]

(a)新しい時代の方向性を社
会に示していく役割

(b)専門的な知識・技術を一
般に理解できる内容に翻訳
し、市民技術や市民調査の
手法を開発して市民に還元
していく役割

(c)地域の価値の再発見

(d)大学の地域コーディネー
ターとしての役割

(e)地域の取組みを全国・海
外に発信すると同時に、全
国・海外の先進的取組み事
例を地域に紹介する役割

(f)公益的分野の事業におけ
る役割

(g)大学が小・中・高等学校
と連携して、地域の教育力
の向上に果たす役割

	

図2.	地域を志向する「大学の役割」の構成(筆者作成)	
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【背景・目的】 
地方創生政策が全国各地で進められている中、地方大

学が若者の地元定着に果たす役割への期待が高まってい

る。その背景には、2014年に、増田元総務大臣らが構成

する日本創成会議・人口減少問題検討分科会が発表した

いわゆる「増田レポート」の中で、地方の人口減少を引

き起こす人口移動の契機として「大学進学」「就職」が挙

げられたことによる。この２つが大学の「入口」「出口」

を示すことから、若者の地元定着に関し、地方大学が担

う役割への期待が高まった。2017年には、地方大学の振

興、地方における雇用創出と若者の就業支援についての

緊急かつ抜本的な対策を検討し結論を得るために、ま

ち・ひと・しごと創生本部に「地方大学の振興及び若者

雇用等に関する有識者会議」が設置され、同年 5 月には

中間報告が公表された。 
さて、地方では、自治体が経費を負担あるいは自ら誘

致した私立大学が設置者変更を行い公立大学へと転換し

た（以下、公立大学化という）事例がみられ、その数は

平成29年度までに8となった。 
公立大学化の理由や経緯はそれぞれ異なるが、最近の

事例を挙げると、福知山市では 4 年制大学という貴重な

財産が市から失われるおそれを避けて、公私協力方式で

設立された京都創生大学（2010年、成美大学に改称）を

公立大学化した（鳥山，2017）。また、人口6万人強の山

陽小野田市は若者の県外流出が止まらず、大学がなくな

ればさらなる衰退につながりかねないとして、山口東京

理科大学を公立大学化したと報道されたi。地域の大学が

閉鎖、あるいは規模縮小に向かえば、地元の進学機会も

縮小あるいは消滅する。若者の県外流出への危機意識は

どの事例にも少なからず共通したものであったのだろう。 
このように人口流出阻止あるいは地元定着の役割への

期待を背景として、既存の私立大学の公立大学化を図る

動きがみられたが、公立大学化は実際に若者の地元定着

を促したのだろうか。 
公立大学化により入学者選抜試験において大手予備校

が予想する偏差値も１０ほど上がったという報道iiがあ

ったが、このことは、それまで入学していた学力層の高

校生の入学が叶わなくなり、流出を生み出すきっかけと

なったのではないだろうか。しかし、例えば彼らが県内

の他大学に入学する選択をすれば、その結果として地元

入学率の上昇に影響を及ぼす可能性はあるだろう。 
本稿ではこの状況に対し、①公立大学した大学の地元

定着の状況、②公立大学化した大学が県内に存在するこ

とによる他大学の地元定着の状況への影響、の２つの観

点から公表資料を用い考察した。 
 なお、本稿中の考察等は個人的な見解に基づき、地元

定着の是非を問うものではない。 

 

【研究対象及び研究方法】 

 2017年度までに公立大学化した私立大学は、以下に示

す8大学である。 
 
表１ 2017年度までに公立大学化した大学 

大学名 公立大学化年 法人設立団体 
高知工科大学 2009 高知県 
静岡文化芸術大学 2010 静岡県 

名桜大学 2010 北部広域市町村圏

事務組合 
公立鳥取環境大学 2012 鳥取県、鳥取市 
長岡造形大学 2014 長岡市 

福知山公立大学 2016 福知山市 

山陽小野田市立山口東京

理科大学 
2016 山陽小野田市 

長野大学 2017 上田市 
 
本稿では、公立大学化を先行して行った4事例のうち、

県立短期大学を礎に設立された静岡文化芸術大学を除く、

3事例（高知工科大学、名桜大学、公立鳥取環境大学）を

研究対象とした。 

研究方法としては、3大学それぞれの公立大学化の経緯

を概括した上で、①入学者に占める県内出身者の割合（以

下、地元入学率という）、②各大学が立地する県全体の地

元入学率、③県内他大学の地元入学率合計の 3 点につい

て、公立大学化の前々年度から2016年度までの推移を追

った。また、地元定着の状況分析には割合だけではなく、

入学者数、入学定員も勘案する必要があると考え、3大学
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下、地元入学率という）、②各大学が立地する県全体の地

元入学率、③県内他大学の地元入学率合計の 3 点につい

て、公立大学化の前々年度から2016年度までの推移を追

った。また、地元定着の状況分析には割合だけではなく、

入学者数、入学定員も勘案する必要があると考え、3大学

の入学者及び各県の県内他大学、県全体のそれぞれに占

める県内出身者（以下、地元入学者数という）、県内大学

の入学定員合計について表にまとめ、前述の 2 つの観点

を考察した。 
地元入学率等の算出については、文部科学省が実施す

る「学校基本調査」における「出身高校の所在地県別入

学者数」、公立大学協会が実施する「公立大学実態調査」、

各大学が集計する入学者数等の数値を参照した。 
 

【調査・分析結果】 

1.高知工科大学 

 高知工科大学（以下、本項においてのみ、同大学とす

る）は、高知県が設置経費のすべて約 268 億円を負担し

1997年に開学した。 
高知県は県内高等教育機関の収容力及び大学進学率が

全国平均と比して低く、第二次産業の振興が課題であっ

た。その状況を背景に、工科系大学新設を選挙公約に掲

げて当選した橋本大二郎知事が設置の指揮を執った。 
同大学が公設民営型の私立大学として開学した理由の

一つには、旧自治省の基準において人口 200 万以下の都

道府県における公立 4 年制大学の設置は 1 大学と定めら

れており、高知県には県立大学がすでに存在したことか

ら、新たな公立大学の設置は不可能だったことがあげら

れる。 
県内への男子学生残留率は、開学前年の7.2％から開学

年には 15.6%と伸びるなど地元定着に寄与したが、2006
年度の入学者数は定員を充たせなかった。 
地方独立行政法人法（以下、地独法という）施行以降、

同大学関係者は公立大学法人制度に基づく公立大学化へ

の移行の可能性を調査していた。県は、当初、前例がな

いことから慎重な姿勢を見せたが、後に、県の大学政策

全体の枠組みの中で同大学の公立大学化も併せて検討さ

れ、2008年7月には県議会が公立大学化の方針を決定し

た。 
その後、2009年4月に公立大学法人が設立され、同大

学は設置者を変更し、公立大学となった。 
以下に、同大学、高知県全体、同大学以外の県内他大

学（高知大学及び高知県立大学（2011 年度に改称））の

地元入学率の推移を示す。点線は公立大学化前の値を表

す（以下、名桜大学及び公立鳥取環境大学の事例も同様）。 
 
 
図1 地元入学率の推移（高知県） 
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同大学が公立大学の枠組みで入学試験を実施した

2010年度入試以降の地元入学率は、同大学、県内他大学、

県全体のいずれも20%台後半を推移している。 
 次に、同大学あるいは県内他大学、県全体の地元入学

者数、入学定員の推移を表形式で示す（以下、名桜大学

及び公立鳥取環境大学の事例も同様）。 
 
表2 地元入学者数及び入学定員（高知県） 

 

高知工科

大学 

県内 

他大学 

高知県

全体 

入学定員

合計 

2007年度 188  350  538  1730  

2008年度 220  338  558  1729  

2009年度 178  364  542  1740  

2010年度 138  364  502  1802  

2011年度 131  425  556  1805  

2012年度 132  354  486  1805  

2013年度 144  407  551  1805  

2014年度 132  384  516  1805  

2015年度 159  422  581  1935  

2016年度 138  439  577  1935  

 

同大学が2015年度に60名、高知大学が2009年度に10

名、高知県立大学が2010年度に 55名及び2015年度に 70

名の定員増を行った影響からか、地元入学者数は微増傾

向にある。 

2009年度に限るが、入学定員の増がないにも関わらず、

同大学は地元入学者数を減少させ、県内他大学で逆に増

加したことは、公立大学化の影響があったのではないか

と推察できる。 

2011年度に同大学の地元入学者数が横ばいであったの

に対し、県内他大学の地元入学者数が増加した理由は、

高知県立大学の定員増の影響であろう。 

2.名桜大学 

311



名桜大学（以下、本項においてのみ、同大学とする）

は、名護市含む沖縄県北部の12市町村と沖縄県が設置経

費を負担し、運営は学校法人名護総合学園が行う私立大

学として 1994 年に開学した。経費負担の内訳は､名護市

が 52 億 9905 万 7 千円、名護市を除く県北部 11 町村が

３億30万円、沖縄県が10億3000万円、合計66億2935
万7千円であったiii。 
大学設置の目的は、沖縄の基幹産業である第三次産業、

特に観光人材の育成と教育研究の推進、高等教育への進

学機会の拡大、地域経済の活性化であった。 
2000 年以降､入学定員が未充足となり、法人の理事会

から学部・学科の見直しが教授会に要請された。これを

受け､学内では既存学部の改革、新学部設置の検討、緊急

対策会議等の設置が行われ、新たな改革案を模索する必

要性を示唆した緊急基本方針も定められた｡ 
この状況下、2008 年 10 月に同大学職員が同じ公設民

営型の私立大学の高知工科大学へ視察に訪れ、同大学の

公立大学化の可能性を模索した（金城、2012：120）。そ

の後取りまとめた『名桜大学の公立大学法人化に向けた

取組み(報告書)』を総務省に提出し公立大学化を相談した

結果､実現の可能性は高いと確信を得、理事長への報告を

経て、大学の主導により公立大学化の作業が始まった｡ 
その後、北部12市町村で構成する北部広域市町村圏事

務組合を設立団体とし、2010年に公立大学法人名桜大学

が設立され、同大学の公立大学化が果たされた。 
 以下に、同大学、沖縄県全体、同大学以外の県内他大

学（琉球大学、沖縄県立看護大学、沖縄県立芸術大学、

沖縄大学、沖縄国際大学、沖縄キリスト教学院大学）の

地元入学率の推移をグラフに示す。 
 
図3 地元入学率の推移（沖縄県） 
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高知工科大学同様、公立大学の枠組みで実施した2011

年度入試以降の地元入学率は安定的に推移している。 

  
表4 地元入学者数及び入学定員（沖縄県） 

 
名桜大学 

県内 

他大学 

沖縄県 

全体 

入学定員 

合計 

2008年度 370  3099  3595  4090  

2009年度 327  3268  3528  4032  

2010年度 390  3138  3699  4037  

2011年度 247  3452  3506  4037  

2012年度 221  3285  3431  4037  

2013年度 214  3217  3501  4037  

2014年度 236  3265  3315  3977  

2015年度 238  3077  3333  3952  

2016年度 228  3105  3311  3952  

 
同大学が2009年度に65名、沖縄大学が2014年度に60

名、沖縄キリスト教学院大学が 2015年度に 30名の定員

増をそれぞれ行っている影響からか、いわゆる隔年現象

が見られるものの、県全体として地元入学者数は減少傾

向にある。 
同大学の公立大学法人化との因果関係は明確には読み

取れないものの、2011年度は同大学での地元入学者数の

減と同時に県内他大学の地元入学者数の増が見られる。 

 
3.公立鳥取環境大学 

公立鳥取環境大学（2015年度に改称。以下、本項にお

いてのみ、同大学とする）は、鳥取県及び鳥取市が 100
億円ずつ負担した公設民営型の私立大学として、2001年

に開学した。 
同大開学前、県内の 4 年制大学は鳥取大学のみであっ

たことから、進学機会の拡大をめざし、私立大学の誘致、

県内の短大設置法人による4年制大学設置が検討された。

しかし実現せず、1997年6月、県と市が設立した「大学

設立準備委員会」が公設民営型の新大学の設置について

検討を始めた。1998年3月「新大学基本計画」を県議会、

市議会に説明し了承を得、開学に至った。 
しかし、開学4年目から定員を充足せず、2010年度の

定員充足率は54％であった。同大学に設置された検討委

員会により、県及び市に対し、学部改編、管理経費の削

減等、経営改善の案が示されると同時に、公立化の検討

が要請された。 
これに対し、県及び市は共同で大学改革の取組の検証

を行い、今後の運営形態を検討した結果、同大学の公立

化に向けた検討を速やかに開始すべきと結論づけ、後に
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公立大学化の可能性を模索した（金城、2012：120）。そ
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結果､実現の可能性は高いと確信を得、理事長への報告を

経て、大学の主導により公立大学化の作業が始まった｡ 
その後、北部12市町村で構成する北部広域市町村圏事

務組合を設立団体とし、2010年に公立大学法人名桜大学

が設立され、同大学の公立大学化が果たされた。 
 以下に、同大学、沖縄県全体、同大学以外の県内他大

学（琉球大学、沖縄県立看護大学、沖縄県立芸術大学、

沖縄大学、沖縄国際大学、沖縄キリスト教学院大学）の

地元入学率の推移をグラフに示す。 
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高知工科大学同様、公立大学の枠組みで実施した2011

年度入試以降の地元入学率は安定的に推移している。 

  
表4 地元入学者数及び入学定員（沖縄県） 

 
名桜大学 

県内 

他大学 
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全体 

入学定員 
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2013年度 214  3217  3501  4037  

2014年度 236  3265  3315  3977  

2015年度 238  3077  3333  3952  

2016年度 228  3105  3311  3952  

 
同大学が2009年度に65名、沖縄大学が2014年度に60

名、沖縄キリスト教学院大学が 2015年度に 30名の定員

増をそれぞれ行っている影響からか、いわゆる隔年現象

が見られるものの、県全体として地元入学者数は減少傾

向にある。 
同大学の公立大学法人化との因果関係は明確には読み

取れないものの、2011年度は同大学での地元入学者数の

減と同時に県内他大学の地元入学者数の増が見られる。 

 
3.公立鳥取環境大学 

公立鳥取環境大学（2015年度に改称。以下、本項にお

いてのみ、同大学とする）は、鳥取県及び鳥取市が 100
億円ずつ負担した公設民営型の私立大学として、2001年

に開学した。 
同大開学前、県内の 4 年制大学は鳥取大学のみであっ

たことから、進学機会の拡大をめざし、私立大学の誘致、

県内の短大設置法人による4年制大学設置が検討された。

しかし実現せず、1997年6月、県と市が設立した「大学

設立準備委員会」が公設民営型の新大学の設置について

検討を始めた。1998年3月「新大学基本計画」を県議会、

市議会に説明し了承を得、開学に至った。 
しかし、開学4年目から定員を充足せず、2010年度の

定員充足率は54％であった。同大学に設置された検討委

員会により、県及び市に対し、学部改編、管理経費の削

減等、経営改善の案が示されると同時に、公立化の検討

が要請された。 
これに対し、県及び市は共同で大学改革の取組の検証

を行い、今後の運営形態を検討した結果、同大学の公立

化に向けた検討を速やかに開始すべきと結論づけ、後に

県議会及び市議会において同大学の公立大学化が承認さ

れた。以降、県、市、同大学が構成する新生公立鳥取環

境大学設立協議会により、法人組織、運営体制のほか、

学部学科改編等が検討されるとともに、正式に、国に対

し法人認可や設置者変更等の手続を進めることになった。 

2012年4月、県と市が共同で公立大学法人を設立した、

同大学は公立大学化を果たした。 
以下に、同大学、鳥取県全体、同大学以外の県内他大

学（鳥取大学及び鳥取看護大学（2015 年開学））の地元

入学率の推移を示す。 
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 同大学の地元入学率は、公立大学化した2012年度入試

以降、隔年現象が見られるものの、20％前後で安定的に

推移している。 
  
表6 地元入学者数及び入学定員（鳥取県） 

 

公立鳥取

環境大学 

県内 

他大学 

鳥取県

全体 

入学定員

合計 

2010年度 99  234  333  1409  

2011年度 97  240  337  1413  

2012年度 71  222  293  1416  

2013年度 64  214  278  1416  

2014年度 40  192  232  1416  

2015年度 56  266  322  1496  

2016年度 41  245  286  1496  

 
 同大学及び県内他大学における公立大学化年前後の地

元入学者数を見るといずれも減少傾向にあり、同大学の

公立大学化は地元入学率上昇に影響がなかったことがわ

かった。2015年度及び2016年度における県内他大学の地

元入学者数の増加は、鳥取看護大学の開学が理由である

と考えられる。 

 

【考察・今後の課題】 

 3大学とも公立大学化年度の地元入学率は、その前々年

度、前年度と比して明らかに低下したが、公立大学化 2

年目以降は概ね一定の割合で安定している。 

 また、3大学と県内他大学との地元入学者数を比較した

ところ、いずれの県においても隔年現象はあるものの、

県内他大学への地元入学者数の増などの影響は見られな

かった。 

今回の分析結果から、公立大学化は地元入学率の上昇、

すなわち地元定着に必ずしも寄与したわけではないこと、

また、公立大学化による地元入学率の低下は、県全体の

状況には影響が少ないことが把握できた。 

本稿は入学者数を基に地元定着の状況を分析するにと

どまっている。以下、今後の課題を示す。 

ひとつめは、公立大学化により入学者選抜試験が難化

し、志願しているにも関わらず地元進学が叶わなかった

生徒が少なくなかった状況が推察されることである。し

たがって、志願者の出身地域の分析も併せて行い、地元

志向の状況と地元入学者数と併せて考える必要がある。 

ふたつめは、就職も人口移動の契機とされている点で

ある。本稿は「入口」の分析であったが、「出口」におけ

る公立大学化の地元定着の効果も分析、考察すべきであ

ろう。 

他の公立大学化の 5 事例の分析と併せ、今後の課題と

したい。 
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自然資本としてのスポーツツーリズムインフラに関する研究 

－滋賀県大津市と和歌山県湯浅町を事例に－ 

○林 恒宏（大阪成蹊大学）・小倉哲也（太成学院大学）

Keyword：スポーツツーリズム、自然資本、地方創生

Ⅰ  背景と目的  

 政府観光局の発表によると平成 28 年

１～ 12 月の訪日外客数は 2,482 万 3 千

人と前年比の 16.2％増となり過去最高

となった。観光庁が策定した観光立国推

進基本計画でしめされた、訪日外国人旅

行者数を平成 28 年までに 1,800 万人に

するという目標を上回る状況である。  

 平成 18 年に策定された観光立国推進

基本法の規定に基づき、観光立国の実現

に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、平成 29 年度からの新た

な「観光立国推進基本計画」が閣議決定

された。本計画は、平成 32 年までに、

1)国内旅行消費額を 21 兆円にする、 2)

訪日外国人旅行者数を 4,000 万人にす

る、3)訪日外国人旅行消費額を８兆円に

する等の目標を掲げるとともに、これら

の達成のために政府全体として講ずべ

き施策等について定めている。具体的な

施策として 1) 国際競争力の高い魅力あ

る観光地域の形成 2) 観光産業の国際競

争力の強化及び観光の振興に寄与する

人材の育成 3) 国際観光の振興 4) 観光

旅行の促進のための環境の整備を提示

している。  

 平成 23 年、観光庁が主導するスポー

ツツーリズム推進連絡会議は国内でス

ポーツツーリズムを推進するための方

針である「スポーツツーリズム推進基本

方針」を策定した。同方針におけるスポ

ーツツーリズムの捉え方の一つとして

「豊かな自然環境や美しい四季を利用

した、スキー、ゴルフ、登山、サイクリ

ング、海水浴、さらに今日では、全国各

地の魅力的な都市・地域で開催されてい

る市民マラソンなど、多くの国民が親し

む「する」スポーツが存在する。」とあ

り、アウトドアクティビティの会場（イ

ンフラ、施設）としての自然環境の重要

性に言及している（表１）。  

表 1.ネイチャースポーツ  

 

出典元：スポーツツーリズムハンドブック ,学芸出版社 ,p78 

スポーツ庁が 2017 年に策定したスポ

ーツ基本計画では第３章今後５年間に

総合的かつ計画的に取り組むべき施策

の「２  スポーツを通じた活力があり絆

空スポーツ
スカイダイビング、グライダー、ハングライダー、パラグライ
ダー、パラシューティング、熱気球、バンジージャンプ、ス
ポーツカイトなど

山/森スポーツ
登山、トレイルランニング、ロッククライミング、オリエンテー
リング、ハイキング、サバイバルゲーム、フライングディス
ク、ブーメランなど

海/川スポーツ
ヨット、ボート、サーフィン、ボディボード、セイリング、水上
スキー、ウェイクボード、釣り、ダイビング、カヌー、カヤック、
スイミングなど

雪スポーツ
スキー（ノルディック、アルペン、フリースタイル、テレマー
ク、スピード）、スノーボード（アルペン、フリースタイル、クロ
ス）、ボブスレー、スケルトン、リュージュ、スノースクート、

車スポーツ
（カー/バイク/自転車/船）
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自然資本としてのスポーツツーリズムインフラに関する研究 

－滋賀県大津市と和歌山県湯浅町を事例に－ 

○林 恒宏（大阪成蹊大学）・小倉哲也（太成学院大学）

Keyword：スポーツツーリズム、自然資本、地方創生

Ⅰ  背景と目的  

 政府観光局の発表によると平成 28 年

１～ 12 月の訪日外客数は 2,482 万 3 千

人と前年比の 16.2％増となり過去最高

となった。観光庁が策定した観光立国推

進基本計画でしめされた、訪日外国人旅

行者数を平成 28 年までに 1,800 万人に

するという目標を上回る状況である。  

 平成 18 年に策定された観光立国推進

基本法の規定に基づき、観光立国の実現

に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、平成 29 年度からの新た

な「観光立国推進基本計画」が閣議決定

された。本計画は、平成 32 年までに、

1)国内旅行消費額を 21 兆円にする、 2)

訪日外国人旅行者数を 4,000 万人にす

る、3)訪日外国人旅行消費額を８兆円に

する等の目標を掲げるとともに、これら

の達成のために政府全体として講ずべ

き施策等について定めている。具体的な

施策として 1) 国際競争力の高い魅力あ

る観光地域の形成 2) 観光産業の国際競

争力の強化及び観光の振興に寄与する

人材の育成 3) 国際観光の振興 4) 観光

旅行の促進のための環境の整備を提示

している。  

 平成 23 年、観光庁が主導するスポー

ツツーリズム推進連絡会議は国内でス

ポーツツーリズムを推進するための方

針である「スポーツツーリズム推進基本

方針」を策定した。同方針におけるスポ

ーツツーリズムの捉え方の一つとして

「豊かな自然環境や美しい四季を利用

した、スキー、ゴルフ、登山、サイクリ

ング、海水浴、さらに今日では、全国各

地の魅力的な都市・地域で開催されてい

る市民マラソンなど、多くの国民が親し

む「する」スポーツが存在する。」とあ

り、アウトドアクティビティの会場（イ

ンフラ、施設）としての自然環境の重要

性に言及している（表１）。  

表 1.ネイチャースポーツ  

 

出典元：スポーツツーリズムハンドブック ,学芸出版社 ,p78 

スポーツ庁が 2017 年に策定したスポ

ーツ基本計画では第３章今後５年間に

総合的かつ計画的に取り組むべき施策

の「２  スポーツを通じた活力があり絆

空スポーツ
スカイダイビング、グライダー、ハングライダー、パラグライ
ダー、パラシューティング、熱気球、バンジージャンプ、ス
ポーツカイトなど

山/森スポーツ
登山、トレイルランニング、ロッククライミング、オリエンテー
リング、ハイキング、サバイバルゲーム、フライングディス
ク、ブーメランなど

海/川スポーツ
ヨット、ボート、サーフィン、ボディボード、セイリング、水上
スキー、ウェイクボード、釣り、ダイビング、カヌー、カヤック、
スイミングなど

雪スポーツ
スキー（ノルディック、アルペン、フリースタイル、テレマー
ク、スピード）、スノーボード（アルペン、フリースタイル、クロ
ス）、ボブスレー、スケルトン、リュージュ、スノースクート、

車スポーツ
（カー/バイク/自転車/船）

バイクトライアル、モトクロス、カーレース、競艇、モーター
ボード、ジェットレース、オートレース、ラリー、サイクルレー
ス、サイクリングなど

動物スポーツ 馬術、競馬、ポロ、ロデオ、犬ぞりレースなど

の強い社会の実現（２）スポーツを通じ

た経済・地域の活性化」においてスポー

ツツーリズムの施策目標を掲げ、現状と

課題、具体的に施策について述べている

（表 2）。  

表 2.スポーツ基本計画におけるスポーツツーリズムの位置づけ  

 

なお、スポーツツーリズムの定義とし

て観光庁（ 2011）は、『スポーツツーリズ

ムとは、日本の優位なスポーツ資源とツー

リズムの融合である。スポーツツーリズム

は、スポーツを「観る」「する」ための旅

行そのものや周辺地域観光に加え、スポー

ツを「支える」人々との交流、あるいは生

涯スポーツの観点からビジネスなどの多目

的での旅行者に対し、旅行先の地域でも主

体的にスポーツに親しむことのできる環

境の整備、そして MICE 推進の要となる国

際競技大会の招致・開催、合宿の招致も包

含した、複合的でこれまでにない「豊かな

旅行スタイルの創造」を目指すものであ

る。』としている。  

文化経済学者の D・スロスビーによる

と、この世の中の資本 (資源 )は、 4 つに

集約されるという。それは、「人的資本」

と「物的資本」、および「自然資本」と

「文化資本」である。（表 3）  

表 3.世の中の４つの資本（資源）  

 

また、近年、「自然資本」という概念が

注目され、自然環境を企業経営を支える

資本の一つとしてとらえ、適切に評価し

管理するための取り組みが進展しつつ

［施策目標］

スポーツツーリズムの活性化とスポーツによるまちづくり・
地域活性化の推進主体である地域スポーツコミッションの
設立を促進し，スポーツ目的の訪日外国人旅行者数を
250 万人程度（平成 27 年度現在約 138 万人），スポー
ツツーリズム関連消費額を 3,800 億円程度（平成 27 年
度現在約 2,204 億円），地域スポーツコミッションの設置
数を 170（平成 29 年１月現在 56）に拡大することを目指
す。

［現状と課題］～抜粋～
　各地で国内外からの観光客誘致が図られており，スポー
ツの参加や観戦を目的として地域を訪れたり，野外活動等
を含め地域資源とスポーツを掛け合わせた観光を楽しんだ
りするスポーツツーリズムの拡大が必要である。

［具体的施策］～抜粋～

イ　 地方公共団体は，国のスポーツツーリズムに係る消
費者動向の調査・分析やスポーツコミッションの優良な活
動事例の情報提供等を活用し，地域スポーツコミッション
の設立支援や，海・山・川など地域独自の自然や環境等
の資源とスポーツを融合したスポーツツーリズムの資源開
発等の取組を持続的に推進する。

第３章今後５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策
２ スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現
（２）スポーツを通じた経済・地域の活性化
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ある（環境省 2015）。  

 しかし、スポーツツーリズムインフラ

を「自然資本」として捉えた研究は見ら

れない。  

 そこで本研究ではアウトドアアクテ

ィビティを活用したスポーツツーリズ

ムの概念と自然資本の概念を整理しつ

つ、琵琶湖や比良山系でのアウトドアア

クティビティの盛んな滋賀県大津市と

マリンスポーツの盛んな和歌山県湯浅

町を事例として取り上げ、自然資本とし

てのスポーツツーリズムインフラにつ

いて、また地方創世総合戦略での取り上

げ方について分析を試みる。  

Ⅱ．研究方法  

スポーツツーリズムと自然資本の概

念整理を行う。また、大津市および湯浅

町行政職員とそれぞれの自治体でアウ

トドア事業を行う民間事業者に対し半

構造化インタビュー調査を行い、それぞ

れの自治体が行うスポーツツーリズム

に関する関係資料を収集し分析を行っ

た。  

 

Ⅲ．結果  

(1)スポーツツーリズムと自然資本   
 スポーツツーリズムのインフラには、

公園（国立・地域）、山、岩、スパ、海

辺、湖、川、屋外空間、荒野といった自

然特性もある（原田・木村 2009）。  
スポーツツーリズムは、環境から自然

資本を投入しコンテンツ（財やサービス）

を生産し消費する経済活動となる（図 1）。

 

 
図 1.自然投入、生産物、残余の物量フロー（出典：SEEA-CF）  

 
(2)大津市の事例  
 ①主な種目：スタンドアップパドル

（以下 SUP）、キャニオニング  
 ②実施場所：SUP（琵琶湖の湖岸、湖
上）、キャニオニング（川、滝）  

 ③地方創生総合戦略への記載  
  基本目標１：インバウンド魅力倍増  
「インバウンドを契機として、本市の

特徴でもある北から南までのそれぞ

れの自然や地域の特性を活かした各

種周遊プランの整備をはじめ、着地型

観光施策とともに観光消費額の増加

につながる食や特産品の開発をめざ

す。」「外国人観光客の多様な滞在・宿

泊ニーズに応えるため、民泊の活用、

自然を体感できる農林水産体験等、幅

広い観点から検討を加える。」  
  基本目標４：持続可能なまちづくり  
「琵琶湖、山系、河川、里山、里地等

の大津の最大の魅力である都市近接

型の豊かな自然は、優れた子育て環境

でもあり、これらを最大限に生かし、

外国人を含む観光客をはじめ、子育て

家族やすべての市民が日々の暮らし

316



ある（環境省 2015）。  

 しかし、スポーツツーリズムインフラ

を「自然資本」として捉えた研究は見ら

れない。  

 そこで本研究ではアウトドアアクテ

ィビティを活用したスポーツツーリズ

ムの概念と自然資本の概念を整理しつ

つ、琵琶湖や比良山系でのアウトドアア

クティビティの盛んな滋賀県大津市と

マリンスポーツの盛んな和歌山県湯浅

町を事例として取り上げ、自然資本とし

てのスポーツツーリズムインフラにつ

いて、また地方創世総合戦略での取り上

げ方について分析を試みる。  

Ⅱ．研究方法  

スポーツツーリズムと自然資本の概

念整理を行う。また、大津市および湯浅

町行政職員とそれぞれの自治体でアウ

トドア事業を行う民間事業者に対し半

構造化インタビュー調査を行い、それぞ

れの自治体が行うスポーツツーリズム

に関する関係資料を収集し分析を行っ

た。  

 

Ⅲ．結果  

(1)スポーツツーリズムと自然資本   
 スポーツツーリズムのインフラには、

公園（国立・地域）、山、岩、スパ、海

辺、湖、川、屋外空間、荒野といった自

然特性もある（原田・木村 2009）。  
スポーツツーリズムは、環境から自然

資本を投入しコンテンツ（財やサービス）

を生産し消費する経済活動となる（図 1）。

 

 
図 1.自然投入、生産物、残余の物量フロー（出典：SEEA-CF）  

 
(2)大津市の事例  
 ①主な種目：スタンドアップパドル

（以下 SUP）、キャニオニング  
 ②実施場所：SUP（琵琶湖の湖岸、湖
上）、キャニオニング（川、滝）  

 ③地方創生総合戦略への記載  
  基本目標１：インバウンド魅力倍増  
「インバウンドを契機として、本市の

特徴でもある北から南までのそれぞ

れの自然や地域の特性を活かした各

種周遊プランの整備をはじめ、着地型

観光施策とともに観光消費額の増加

につながる食や特産品の開発をめざ

す。」「外国人観光客の多様な滞在・宿

泊ニーズに応えるため、民泊の活用、

自然を体感できる農林水産体験等、幅

広い観点から検討を加える。」  
  基本目標４：持続可能なまちづくり  
「琵琶湖、山系、河川、里山、里地等

の大津の最大の魅力である都市近接

型の豊かな自然は、優れた子育て環境

でもあり、これらを最大限に生かし、

外国人を含む観光客をはじめ、子育て

家族やすべての市民が日々の暮らし

の中で存分に享受でき、観光、休息、

散策、レジャー、スポーツ等、それぞ

れの用途に合った過ごし方を可能と

する都市近接型オアシスとしての高

質な快適環境を守り育てていく。」  
 

 (3)湯浅町の事例  
 ①主な種目：シーカヤック、SUP 
 ②実施場所：すはら海岸、海上、無人

島  
 ③地方創生総合戦略への記載  
 （１）歴史的観光資源と自然観光資源

の整備  
 「まちに人を呼び込むためには、きっ

かけが必要であり、本町にとって観光

振興がきっかけづくりの最重点施策

と考えます。観光を核にして、特産物

のみならず、まちの文化・伝統も含め

た「湯浅ブランド化」を推進するとと

もに観光商業への取り組みを推進し、

衰退を続ける商業の復活を目指しま

す。このためには、まち・海・山の素

晴らしい資産に磨きをかけることが

喫緊の最重要課題になっています。」  
 
Ⅳ .考察・結論  
 大津市、湯浅町とも自然資本を活用し

たアウトドアアクティビティ関連施策

を地方創生総合戦略に記載しており、事

業を実施していた。  
  放置していればただの自然。資本（ス

ポーツ施設）としての価値を見出し活用

（運用）することが重要。そのためにも

自然資本としてのスポーツ施設のエリ

アの限定する必要  
がある。また資本としての価値評価（経

済効果、ROI、CVM）を踏まえた施策立
案が必要である。  
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「スポーツ鬼ごっこ全国大会」における地域活性化への取り組み事例の考察 

平峯 佑志（一般社団法人鬼ごっこ協会） 

Keyword：スポーツ振興・地域活性化・地域スポーツクラブ 

 

【実施背景】 
スポーツ鬼ごっこは、鬼ごっこ協会（以下、協会）が開

発した競技である。羽崎泰男代表が、閉館となった「青山

こどもの城」で３０ 年程前から開発に着手した。その背景

は、当時の厚生省から、運動嫌いの肥満気味の子どもに対

して、運動プログラムを開発して欲しいと依頼を受けたこ

とに端を発している。羽崎代表が、様々な可能性を踏まえ

て、既存のメジャーなスポーツやアクティビティを子ども

に試した結果、あまり興味関心を示さずに、体を思うよう

に動かしてくれなかったことを受けて、苦慮した結果とし

て「鬼ごっこ」を試すことになった。当時は、鬼ごっこは

「遊び」として捉えられており、「運動」という側面で見ら

れることは少なかったが、子どもの思いもかけないほどの

意気揚々とした姿から、鬼ごっこをする際は、子どもは運

動ととらえずに、遊びとして体を動かすことを学び取るこ

とができた。そして、本題にあるスポーツ鬼ごっこ（図1）

が誕生した背景としては、大きくは1900年代後半からのデ

ジタルゲームの台頭から、子どもが外遊びや体を動かす遊

びを放課後や休日に行うことがなくなったことから、その

デジタルゲームに対抗するために開発に、羽崎代表が青山

こどもの城において２０数年前から着手することになった。

伝承遊びでもある旧来型の鬼ごっこでは、現代の子どもに

とってはルール設定が物足りなく、戦略性に乏しいものが

多く、示唆の富んだデジタルゲームに魅了されてあまり行

われなくなってきたことの危機感から、ルールを戦略性や

戦術性に富んで作り上げたのがスポーツ鬼ごっこである。 

図１ スポーツ鬼ごっこのイメージイラスト 

 

（C）一般社団法人鬼ごっこ協会 

スポーツ鬼ごっこのルールは、陣取り系の鬼ごっこを基

盤として開発されており、２つのチームに分かれた対抗

戦で、自陣の宝（トレジャー）を守りながら、相手陣地

の宝をとりにいくというシンプルにできている。目指す

姿は、「遊び」と「スポーツ」の中間を目指しており、地

域社会の街中にある路地や空き地、更に大きな都市公園

から小さな自然公園まで、空間や場所を選ばずに子ども

が取り組めることを目指している。普及のための本格的

な活動は、２０１０年６月に協会が設立されてから始ま

った。下記の写真は、協会設立の記念大会（図２）が２

０１０年７月１８日に神奈川県相模原市津久井郡で開催

されたスポーツ鬼ごっこ大会の模様である。この大会は、

「津久井城」という、戦国時代に存在した城の跡地にあ

る津久井城城山公園を舞台にして行われ、スタッフは甲

冑を着て運営を行い、協賛に地域の青年会議所や商工会

議所、観光協会が大会協力に加わり、延べ２００名程の

参加のある大会となった。地域資源の活用を行った成功

事例の大会である。 

図２ 協会設立記念大会の集合写真 

 

協会のビジョンは、鬼ごっこを通じた「地域社会の活性

化」を目指しており、「鬼ごっこのある町づくり」を標語

としている。鬼ごっこが地域社会の道端や公園、学校、

幼稚園、保育園などにおいて活発に行われていたならば、

子どもを見守る親や大人や先生の目があり、社会の安心

安全が担保されていると考えられる。また、子どもが自

ら友達と大人を介さずに遊びを行える社会は、子どもの

健全な育成のためにも、重要な点であると言える。昨今

の子どもを取り巻く児童犯罪などの社会環境の改善や、

子どもの自発性の向上にも資することができる可能性が

隠されているのである。 
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「スポーツ鬼ごっこ全国大会」における地域活性化への取り組み事例の考察 

平峯 佑志（一般社団法人鬼ごっこ協会） 

Keyword：スポーツ振興・地域活性化・地域スポーツクラブ 

 

【実施背景】 
スポーツ鬼ごっこは、鬼ごっこ協会（以下、協会）が開

発した競技である。羽崎泰男代表が、閉館となった「青山
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【問題設定】 

本研究の問題設定としては「子どもの地域社会におけ

る運動機会の減少と、その課題の解決策の考察」を掲げ

る。文部科学省の平成２５年「体力・スポーツに関する

世論調査」によると、子どもが自由に遊べる空き地や生

活道路が減少したと言われている。更に、スポーツ庁の

「平成２６年度体力・運動能力調査」によると、「体力水

準の高かった昭和６０年頃と比較すると依然として低い

状況にある」という結果が出ている。スポーツや外遊び

ができる時間が少なくなったという調査結果が各所で出

ている。子どもが体力低下をした一因は、自由に遊べて

体を動かせる環境が必要であったと考えられる。子ども

が、遊びを行ってきた環境として大きく上げられるのは、

私は以下の３か所であると考えている。①公園（都市公

園、地域の小規模公園）②地域社会の空間（街角、道端、

空き地等）③小学校放課後の校庭の３つである。まず一

つ目の公園であるが、昨今は、ニュースでも公園で遊ん

でいる子どもの声が騒音になり近隣住民からのクレーム

があることや、公園内での利用者同士のトラブルを避け

るためにも、子どもの公園活用に消極的な場所が増えて

きており、遊び場としての機能は果たすことが難しい側

面が出てきている。二つ目の地域の中の空間でるが、道

路の交通量の増加、子どもに向けた犯罪への防犯のため

に、親が遊ばせない事案が増えてきている。最後に、小

学校の放課後もまた子どもに受けた犯罪の増加から自由

に遊べる環境としての機能はなくなり、学童保育や放課

後教室の教員が見守る中でしか、放課後の校庭で遊べな

くなっている。そんな環境の中で鬼ごっこが、果たす役

割は大きいと考えられる。何故なら場所を選ばずに、場

所に合わせて行うことができるからである。興味深いデ

ータとして、笹川スポーツ財団の「子どものスポーツラ

イフ・データ 2015」によると、過去 1年間に「よく行っ

た」運動・スポーツ種目で第 1 位（図３）となり、性別

を問わず人気を博している。現代社会で今もなお、人気

のある鬼ごっこの果たす役割は大きいと考えられる。 

図３ 順位表 

順位 実施種目 実施率（％） 

１ 鬼ごっこ ５０．５ 

２ 自転車あそび ３６．７ 

３ 水泳 ３４．０ 

４ ブランコ ２９．３ 

５ ドッジボール ２８．７ 

 

【事業内容】 

テーマにある「スポーツ鬼ごっこ全国大会（以下、全

国大会）」は、全国で協会の目指す「鬼ごっこのある町づ

くり」のビジョンに共鳴した地域スポーツクラブ等が各

地から集まり、スポーツ鬼ごっこのチームとしての日本

一を決定するために開催されている。全国大会は、各都

道府県の地域大会等を勝ち上がったチームが日本一を競

う大会である。地域大会は、宮城県、茨城県、山梨県、

岐阜県、愛知県、島根県など、東京圏（東京都、神奈川

県、千葉県、埼玉県）以外の地域にも広がりを見せてき

ている。スポーツ鬼ごっこ大会は、勝利至上主義ではな

く、スポーツを楽しむ気持ちや相手チームへのリスペク

トを目指しているため、技能が優れたチームだけではな

く、日頃からの鬼ごっこに取り組んでいる姿勢が評価さ

れて出場ができるチームもあり、予選会からの勝ち上が

りチームと推薦チームの２通りがある大会となっている。

大会趣旨は、「Sports For All」という誰もがスポーツに

親しむことをモットーとしており、子どもから大人まで

がスポーツを通じて、楽しく笑顔になれることを目指し

ている。そして、全国大会では、開催地である地域の活

性化に寄与することが大きな目的となっている。２０１

２年に、第１回大会が開催され、２０１６年で第５回大

会となり、毎年開催されている（図４）。２０１７年は、

１１月２３日に東京都八王子市で開催を予定している。 

図４ 過去の全国 

回数 開催地 協力団体等 

第１回 東京都品川区 商店街組合 

第２回 東京都品川区 商店街組合 

第３回 東京都墨田区 観光協会 

第４回 東京都八王子市 八王子市民 

第５回 東京都八王子市 八王子市民 

第６回 東京都八王子市 八王子市民 

 

第１・２回は東京都品川区の「大井町」で地域の商店

街組合であるＮＰＯとの協働を行った。大人の部には、

大井町地域の民間企業の信用金庫職員チーム、警備会社

チーム、PTAの保護者チームが参加されるなど、普段はス

ポーツになじみのない一般的な大人がスポーツを通じて、

あまり接することのない異業種の地域社会の住民と交流

する機会を持てたことは、参加者にも好評を博していた。

また、全国大会以外にも地域のお祭り（図５）でもスポ

ーツ鬼ごっこを、地域のＮＰＯなどと協働で実施して、

地域の活性化のために活動を展開した。 
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図５ 大井町のお祭りで鬼ごっこ大会を実施 

 

第３回（図６）は東京都墨田区で観光協会との協働を

行った。墨田区は、東京スカイツリーがあるなど観光地

であるため、観光協会には「街歩きツアー」を実施し、

協賛品としてスカイツリーのオリジナルタオルや地域特

製のサイダーなどを提供いただいた。 

図６ 第３回大会 参加者・関係者含めた集合写真 

 

第４回（図７）、第5回は東京都八王子市で市民との協

働により開催した。八王子市民の方の大会運営のサポー

トや事前準備のサポートまで頂いた。 

図７ 第４回大会 競技風景の写真 

 
【事業実施方法・活動実績】 

全国大会は、年齢ごとのカテゴリーの構成で行われ、

大会形式として予選リーグ、決勝トーナメントが行われ

る。全ての試合をトーナメントにせずに、リーグ戦を行

っている理由は、参加されたチームが数多くの試合を体

験して、多くのチームとの交流に繋がるように考えての

ことである。大会運営は、１～５回大会の各開催地の地

域住民や関係者の協力が大きな力となっている。開催地

域ごとの住民特性や、会場となる場所への参加者の誘導

においても、有益な情報を多く持たれており、大変に運

営面で助かっている。大会運営上、参加者と同様に、大

切なポジションであるスポーツ鬼ごっこの試合の審判員

にも、各大会で３０名近くに協力をして頂いており、首

都圏以外の遠方の地域（東海地方、東北地方）等からも

参加をされているなど、地域間での交流を生み出してい

くために大きな役割を果たされている。審判員（図８）

は、大会開催前に審判員向けの研修会を実施して、全国

大会の趣旨説明を行い、目的意識の共有を図った上で、

各試合コートの任務につく流れとなっている。 

図８ 第５回大会 担当審判員のミーティング時の写真 

 

大会予算は、チームエントリー費と地域の協賛企業によ

るスポンサー費により成り立っている。また、各大会で

は協賛企業・団体からの協賛品を頂いている。例えば、

第４回全国大会では、八王子市の地元の農家から、地元

で栽培された新鮮野菜セットを提供頂くなど、地域の良

さを参加者に知ってもらうための工夫をすることを心掛

けている。参加チーム数は、最新の第５回大会は５１ チ

ーム（６００名）、関係者含め来場者は２０００名の参加

があり、参加地域は８都県から集まってきた。年々と参

加地域は増加傾向にある。これまでの参加チーム数と、

参加都道府県数は、下記の図（図９）の通りである。各

数値ともに、回を重ねるごとに数値は向上しており、大

きく成長をしてきている。 

図９ 各大会の参加者数などの推移 

回数 チーム数 都道府県数 

第１回 ３８ ５ 

第２回 ４８ ６ 

第３回 ６０ ６ 

第４回 ５４ ７ 

第５回 ５１ ８ 
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図５ 大井町のお祭りで鬼ごっこ大会を実施 
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また、各大会ともにメディアに多く取り上げられてお

り、全国大会の開催地域や出場チームの活躍が多くの方

に知って頂くことができている。スポーツ鬼ごっことい

う、新しいコンテンツが、各メディアの大きな関心をも

って頂くことが出来ているという結果である。各大会の

掲載メディアの推移は、以下の図（図１０・１１）の通

りである。 

図１０ 各大会の掲載メディアの推移 

 TV 新聞 ラジオ 雑誌・ネット 

第１回 １ ４ ７ ３ 

第２回 １ ４ １ ２ 

第３回 １ ２ １ ０ 

第４回 ０ ３ ０ ５ 

第５回 ０ ３ ０ ３ 

図１１ メディア掲載の合計数の推移 
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【事例分析・今後の展望】 

 全国大会には、地域スポーツクラブが多く参加がある

が、参加選手の中には既存のメジャーなスポーツ種目に

取り組んだことがない、又は、苦手意識のある子ども達

が多くいる。または、普段は各種スポーツの団体やクラ

ブチームにも所属しておらず、学校のクラスチーム、PTA

の保護者が結成したチーム、学童保育や放課後教室が結

成したチームが参加されており、普段はスポーツに親し

みのない子どもにも、スポーツに取り組む機会を提供し

ている。スポーツ鬼ごっこが、運動の苦手意識があり、

普段から運動に親しみのない子どもが取り組めるように

ルールが組まれているが故の結果であると言える。地域

社会において、鬼ごっこが持っている誰もが気軽に取り

組めるという特徴から、鬼ごっこやスポーツ鬼ごっこに

親しむ子どもが増えることで、地域社会の街中で賑やか

な声があふれ、公園で遊ぶ子ども増えて、地域に賑わい

が生まれると考えられる。子どもは、次世代の象徴的な
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運動のできる健全な社会づくりを、今後とも行っていき
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る地域振興の理念を伝え、全国大会への参加都道府県を
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っこの、運動神経に関わらずに誰もが気軽に取り組める
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り組んでまいりたいと考えている。 
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我が国のワインツーリズムへの参加者に関する研究 

－長野県・千曲川ワインバレーへの来訪者を事例に－ 
 

桃井 謙祐（信州大学） 

Keyword： ワインツーリズム、地域ブランド、地域資源 

 

【問題・目的・背景】 
従来ワインの名醸地とはされてこなかった日本でも、近

年、国産のぶどうを原料としてワインを生産する生産者が

増えてきており、また消費者の日本ワインに対する関心も

高まりつつある。このような中で、我が国のワインの生産

地においては、地元産ワインを軸として地域活性化に結び

付けようとする地域も出てきている。 

一方、こうした日本ワインの生産者は、未だ小規模であ

ったり、また創業以来それほど時間が経過していない生産

者も少なからず存在することから、その知名度向上や販路

拡大のために、消費者に直接会社や生産現場を訪れてもら

い、自ら生産するワインや造り手の思いを知ってもらうワ

インツーリズムは重要な手段として注目されている。また

ワインを軸に地域活性化を図る地域にとっても、そのため

の重要な手段として注目されている。 

こうしたワインツーリズムについては、世界的には新興

ワイン産地の一つである米国で先行・発展し、現在世界各

地でも積極的に進められているが、我が国のワインツーリ

ズムに関する研究は未だ萌芽期にあり、特に来訪者・参加

者の属性や嗜好、行動等に関する実証研究は未だ十分に行

われているとは言い難い。 

 このため、我が国のワインツーリズムの現状や課題を明

らかにするための研究の一環として、長野県の千曲川ワイ

ンバレーにおいてその参加者に関する研究を実施した。 

 

【研究方法・研究内容】 

１．先行研究 

 ワインツーリズムに関する研究は世界各地で行われて

いるが、我が国におけるワインツーリズムに関する先行

研究は乏しい。特に、実際にワイン産地・ワイン生産者

を訪れる来訪者の属性や嗜好、行動を対象とした実証研

究は未だ少ない。 

 例えば安田（2012）は、日本のワインツーリズムや酒

蔵巡りの実態を概観する中で、首都圏・関西圏の成人男

女を対象にインターネット調査を実施し、地域の「食」

及び「地域のワイナリー・酒蔵」を主な目的とした国内

旅行の経験や意向、経験した地域、今後行きたい地域、

一人当たりの消費金額などを調査している。しかし、来

訪者の属性や嗜好、行動について詳細に分析したもので

はない。 

 また、敷田・八反田（2013）は、空知地域のワイナリ

ー・ヴィンヤード来訪者アンケートの調査結果と、東京

都及び札幌市におけるワイナリー等の産地訪問への希望

者・体験者を対象にインターネットを通じたアンケート

調査結果に関して、「ワインへのこだわりの程度」に着目

しつつ両者を比較しながら分析を行っている。しかしこ

れについても、来訪者の属性や嗜好、行動について詳細

に分析を示したものではない。 

 こうした現状に鑑み、本研究は、まず長野県の千曲川

ワインバレーを事例に、実際にワイン産地・ワイン生産

者を訪れる来訪者の属性や嗜好、行動等を対象とした実

証研究を行うものである。 

 

２．調査方法 

我が国の2016年9月 17日～12月 18日までの間、長野

県の千曲川ワインバレー特区連絡協議会が実施した千曲

川ワインバレーを巡る循環バス実証事業の利用者を対象

としてアンケート調査を実施した。この循環バスは、当

該地域のワイナリーを巡るには鉄道駅から距離があり、

タクシーを活用しても運賃が高額となることから、軽井

沢駅～上田駅間で実証事業として運行されたものである。 

 調査方法としては、同循環バス利用者にアンケート調

査を実施し、利用者695人に対し、353人から調査票を回

収した。本調査では、循環バスの利用者に対し、乗車地・

降車地やそこへの交通手段、実際払える利用金額などを

調査するとともに、利用者の年代や居住地などの属性や

嗜好、行動等についても併せて調査した。このアンケー

ト調査結果をもとに、千曲川ワインバレー来訪者の属性

や嗜好、行動等に関する計量分析を行った。 

 なお、本調査においては、循環バスの事業性を判断す

るための調査も行ったが、本研究では、来訪者の属性や

嗜好、行動等について主に分析し記述することとする。 

 

３．回答者のプロフィール 
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３．回答者のプロフィール 

回答者の属性は、以下のとおりである。年代別に見る

と、50代が最も多く、続いて40代・60代が多かった。 

 

【表１】回答者の年代 

 人数 パーセント 
20代 18 5.1 
30代 38 10.8 
40代 98 27.8 
50代 109 30.9 
60代 65 18.4 
70代以上 15 4.2 
合計 343 97.2 
無効回答 10 2.8 
合計 353 100.0 

 

 また、居住地については、長野県外在住者の方が県内

在住者より多かった。利用者の中では東京都在住者が最

も多く、全体の約4割を占めていた。 

 

【表２】回答者の居住地 

 人数 パーセント 
長野県外 250 70.8 
長野県内 95 26.9 
無回答 8 2.3 
合計 353 100.0 

 

４．これまでの検討結果の概要 

 本研究に先立って、筆者は桃井（2017）において本調

査における集計結果を整理し、概要以下を示した。 

・ 利用者は、40 代以降の世代が多く、50 代が最多であ

った。また男性より女性の方が利用者が多かった。 

・ 利用者の多くは東京を中心とする一都三県からの利

用者であり、新幹線を利用した日帰り客が多い。他方、

県内在住者の利用は1/4程度にとどまった。利用者の

2/3は、他にどこも寄らずに自宅に帰宅していた。 

・ 利用者は、ワインを買う・味わうことを目的として来

訪した人が多かった。他方、今回の来訪で特によかっ

た点として最も評価されていたのは、ワイナリーや畑

の景観であった。 

・ 利用者が循環バスについて知った手段は、インターネ

ット、友人・知人・家族などから、チラシ、の順に多

かった。 

・ ワイナリー等で利用した一人当たり合計金額は、最多

利用金額帯は3,000～5,999円であったが、12,000円

以上利用するという利用者も15％にのぼった。 

・ 今回の循環バスの利用で、千曲川ワインバレーへの再

訪意図を示した来訪者は96％にのぼった。 

しかし、桃井（2017）では、ほぼ回答の集計結果を示

すにとどまっており、利用者の嗜好、行動等の詳細な分

析までは行っていない。本研究では、上記の集計からさ

らに、利用者属性ごとの嗜好や行動の違い等について計

量分析を実施し、その結果に関して考察する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

 今回、上記の調査結果のクロス分析をさらに進めるこ

とにより、以下のことが明らかになった。 

 

１．来訪目的と年代及び居住地との関係 

 循環バスの利用者の来訪目的について、「ワイナリーに

ついて知る」「ワインを買う・味わう」「景観を楽しむ」「そ

の他」の４つから選択してもらい（複数回答可）、利用者

の属性との関係について分析した。 

 利用者が県内在住・県外在住かによっては来訪目的に

有意差はなかったが、年代によって有意差があるかにつ

いては、χ2検定を行ったところ「ワインを買う・味わう」

についてはp=0.003＜0.05となり有意差が見られ、「ワイ

ンを買う・味わう」目的を有する者に関しては、特に 40

代・50代の利用者に多いことが明らかになった。 

 

【表３】利用者の年代と「ワインを買う・味わう」目的の有

無との関係 

 

ワインを買う・味わう 

合計 いいえ はい 

年代 20代 6 12 18 

30代 13 25 38 

40代 15 83 98 

50代 18 89 107 

60代 23 42 65 

70代以上 6 7 13 

合計 81 258 339 

 

２．循環バス運行についての情報入手経路と利用者の在

住地との関係 

当該循環バスの運行について何で知っていたかについ

て利用者に質問し、利用者の属性との関係について分析

した。利用者の年代によっては情報入手経路にはいずれ

も有意差はなかったが、利用者が県内在住か県外在住か

によって情報入手経路に有意差が見られた。 

 

【表４】利用者の在住地と循環バス運行についての情報

入手経路の関係 

(以下に

続く) 

回答者の属性は、以下のとおりである。年代別に見る

と、50代が最も多く、続いて40代・60代が多かった。 

 

【表１】回答者の年代 

 人数 パーセント 
20代 18 5.1 
30代 38 10.8 
40代 98 27.8 
50代 109 30.9 
60代 65 18.4 
70代以上 15 4.2 
合計 343 97.2 
無効回答 10 2.8 
合計 353 100.0 

 

 また、居住地については、長野県外在住者の方が県内

在住者より多かった。利用者の中では東京都在住者が最

も多く、全体の約4割を占めていた。 

 

【表２】回答者の居住地 

 人数 パーセント 
長野県外 250 70.8 
長野県内 95 26.9 
無回答 8 2.3 
合計 353 100.0 

 

４．これまでの検討結果の概要 

 本研究に先立って、筆者は桃井（2017）において本調

査における集計結果を整理し、概要以下を示した。 

・ 利用者は、40 代以降の世代が多く、50 代が最多であ

った。また男性より女性の方が利用者が多かった。 

・ 利用者の多くは東京を中心とする一都三県からの利

用者であり、新幹線を利用した日帰り客が多い。他方、

県内在住者の利用は1/4程度にとどまった。利用者の
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の景観であった。 

・ 利用者が循環バスについて知った手段は、インターネ

ット、友人・知人・家族などから、チラシ、の順に多

かった。 

・ ワイナリー等で利用した一人当たり合計金額は、最多
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【研究・調査･分析結果】 

 今回、上記の調査結果のクロス分析をさらに進めるこ

とにより、以下のことが明らかになった。 

 

１．来訪目的と年代及び居住地との関係 

 循環バスの利用者の来訪目的について、「ワイナリーに

ついて知る」「ワインを買う・味わう」「景観を楽しむ」「そ

の他」の４つから選択してもらい（複数回答可）、利用者

の属性との関係について分析した。 

 利用者が県内在住・県外在住かによっては来訪目的に

有意差はなかったが、年代によって有意差があるかにつ

いては、χ2検定を行ったところ「ワインを買う・味わう」

についてはp=0.003＜0.05となり有意差が見られ、「ワイ

ンを買う・味わう」目的を有する者に関しては、特に 40

代・50代の利用者に多いことが明らかになった。 

 

【表３】利用者の年代と「ワインを買う・味わう」目的の有

無との関係 

 

ワインを買う・味わう 

合計 いいえ はい 

年代 20代 6 12 18 

30代 13 25 38 

40代 15 83 98 

50代 18 89 107 

60代 23 42 65 

70代以上 6 7 13 

合計 81 258 339 

 

２．循環バス運行についての情報入手経路と利用者の在

住地との関係 

当該循環バスの運行について何で知っていたかについ

て利用者に質問し、利用者の属性との関係について分析

した。利用者の年代によっては情報入手経路にはいずれ

も有意差はなかったが、利用者が県内在住か県外在住か

によって情報入手経路に有意差が見られた。 

 

【表４】利用者の在住地と循環バス運行についての情報

入手経路の関係 

(以下に

続く) 
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 インター

ネット 
新聞・雑

誌の記事 
銀 座

NAG
ANO 

観 光

案 内

所 

チ ラ

シ 

長野県外 94 19 6 6 35 
長野県内 15 19 1 3 31 
合計 109 38 7 9 66 
 

タクシー広告 友人・知人・

家族など 
ＳＮＳ その他の

手段 
合計 

4 52 13 19 217 
0 26 5 3 86 
4 78 18 22 303 

 

それぞれの情報入手経路と利用者の在住地に関しχ2

検定を行ったところ、インターネットに関しては、

p=0.000＜0.05となり、県外在住者と県内在住者とで有意

差が見られ、県外在住者の方が県内在住者よりもインタ

ーネットで循環バスの運行を知った人が多いことが示さ

れた。 

他方、新聞・雑誌の記事に関しては、p=0.002＜0.05、

チラシに関しては、p=0.000＜0.05となり、県外在住者と

県内在住者とで有意差が見られ、県内在住者の方が県外

在住者よりも新聞・雑誌の記事やチラシで循環バスの運

行を知った人が多いことが示された。その他の情報入手

経路については、県内在住者と県外在住者とで有意差は

なかった。 

  

３．利用者の宿泊先と在住地との関係 

利用者の宿泊先と利用者の在住地との関係について分

析した。桃井(2017)ではこのようなクロス分析を行って

いなかったため、県外在住利用者の多くは新幹線を利用

した日帰り客が多いものと推察していたが、今回クロス

分析を行ったところ表５のように集計され、χ2検定を行

ったところ、p=0.000＜0.05となり県外在住者と県内在住

者との間で来訪の際の滞在先に有意差が見られた。県内

在住の利用者については大多数が日帰りであったが、県

外在住の利用者は旅館・ホテルや別荘などに宿泊しなが

ら来訪していた人の方が多いことが明らかになった。 

 

【表５】利用者の滞在先と在住地との関係 

 旅館・

ホテル 
ペンシ

ョン・

民宿 

別荘 日帰り その他 合計 

長野県

外 

108 3 24 93 21 249 

長野県

内 

3 0 1 83 3 90 

合計 111 3 25 176 24 339 

４．一人当たり購買金額と利用者の諸属性との関係 

 利用者の一人当たり購買金額と利用者の諸属性との関

係について、ウィルコクスンの順位和検定及びクラスカ

ル－ウォリスの順位和検定を行い分析した。 

 この結果、以下の諸属性については、利用者の一人当

たり購買金額帯の分布において有意差が生じるものであ

ることが示された。 

・ 他地域のワイナリー訪問経験のある利用者の方が、

他地域のワイナリー訪問経験のない利用者と比べ、

一人当たり購買金額が高い（p=0.000＜0.05） 

・ 一人で来訪した利用者の方が、そうでない利用者と

比べ、一人当たり購買金額が低い（p=0.004＜0.05） 

・ 利用者のグループの人数により一人当たり購買金額

に差があり、合計人数 2 人のグループで購買金額が

最も高い傾向にある（p=0.047<0.05） 

 

５．利用者の来訪目的・特によかったと評価する点と再

訪希望度・他人に薦めたい度との関係 

 先に（１）で挙げた利用者の来訪目的と千曲川ワイン

バレーへの再訪希望度（5段階で評価）との関係について

分析したところ、来訪目的によって有意差が生じている

という結論には至らなかった。 

他方、利用者が特によかったと評価する点と千曲川ワ

インバレーへの再訪希望度との関係についてウィルコク

スンの順位和検定により分析したところ、「食事」が特に

よかったと評価する利用者に関しては p=0.023＜0.05 と

なり、特によかった点として「食事」を挙げなかった利

用者と比べ、再訪希望度が有意に高かった。 

また、利用者の来訪目的と循環バスの利用を他人に薦

めたい度との関係についてウィルコクスンの順位和検定

により分析したところ、「ワインを買う・味わう」を目的

とした利用者に関してはｐ＝0.041＜0.05となり、それを

目的としていない利用者と比べ、循環バスの利用を他人

に薦めたい度について有意差が見られた。 

 さらに、利用者が特によかったと評価する点と循環バ

スの利用を他人に薦めたい度との関係についてウィルコ

クスンの順位和検定により分析したところ、「ワイナリー

等での接客・つくり手との交流」が特によかったと評価

する利用者に関しては p=0.007＜0.05、「循環バスのルー

ト（訪問先）」が特によかったと評価する利用者に関して

は p=0.014＜0.05、となり、特によかった点としてそれら

を挙げなかった利用者と比べ、他人に薦めたい度が有意

に高かった。 
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 先に（１）で挙げた利用者の来訪目的と千曲川ワイン

バレーへの再訪希望度（5段階で評価）との関係について

分析したところ、来訪目的によって有意差が生じている

という結論には至らなかった。 
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なり、特によかった点として「食事」を挙げなかった利

用者と比べ、再訪希望度が有意に高かった。 

また、利用者の来訪目的と循環バスの利用を他人に薦

めたい度との関係についてウィルコクスンの順位和検定

により分析したところ、「ワインを買う・味わう」を目的

とした利用者に関してはｐ＝0.041＜0.05となり、それを

目的としていない利用者と比べ、循環バスの利用を他人

に薦めたい度について有意差が見られた。 

 さらに、利用者が特によかったと評価する点と循環バ

スの利用を他人に薦めたい度との関係についてウィルコ

クスンの順位和検定により分析したところ、「ワイナリー

等での接客・つくり手との交流」が特によかったと評価

する利用者に関しては p=0.007＜0.05、「循環バスのルー

ト（訪問先）」が特によかったと評価する利用者に関して

は p=0.014＜0.05、となり、特によかった点としてそれら

を挙げなかった利用者と比べ、他人に薦めたい度が有意

に高かった。 

【考察・今後の展開】 

 今回の調査分析結果について考察すると、千曲川ワイ

ンバレーへの来訪者に関して、以下のことが考えられる。 

１． 来訪目的に関しては、年代によって差があり、特に

40代・50代の利用者に「ワインを買う・味わう」目

的を有する者が多い。これについては、40代・50代

という年代で特に、様々なワインを実際に飲み味わ

ってみたいという明確な関心が、ワインの産地やつ

くり手を訪問する動機になっていることが窺える。 

２． 利用者が県内在住か県外在住かで、ワインツーリズ

ムに関する情報入手経路が異なると考えられる。今

回、県外在住者の情報入手経路としては、インター

ネットが県内在住者と比べ有意に多かった一方、県

内在住者の情報入手経路としては、新聞・雑誌の記

事やチラシが県外在住者と比べ有意に多かった。こ

れについては、当該循環バスの運行が昨年度初めて

実験的に行われたこともあり、県外メディアではあ

まり話題にならなかったことにもよる面があろうが、

他方、地元以外の遠方からの来訪者に対しては、も

ともとワインツーリズムに深い関心がある者が潜在

的な対象者となることから、インターネットがより

有力な広報手段となりうるのに対し、地元からの来

訪者に対しては、より気軽に来訪しうることから、

新聞・雑誌の記事やチラシが来訪を動機付ける上で

有力な広報手段となったものと考えられる。 

３． 利用者のうち、県内在住者の多くは日帰りであった

一方、県外在住者の利用者の多くは宿泊していた。

前者に関しては、県内在住の利用者のほとんどが近

隣のしなの鉄道沿線市町からの来訪者であった（桃

井（2017））ことにもよるであろう。このため、県内

在住者の誘客に関しては、しなの鉄道沿線以外の他

地域からの誘客も課題として考えられよう。他方、

県外在住者の誘客に関しては、東京から新幹線で日

帰り可能な地域ではあるものの、ワインツーリズム

をきっかけとして、同地域に宿泊してもらえる効果

も一定程度期待しうると言えよう。 

４． 一人当たり購買金額については、他地域のワイナリ

ー訪問経験のある者と 2 人組での来訪者が多くなる

傾向にあり、一人で来ている来訪者は比較的少ない

傾向にあることが示された。つまり、ワインツーリ

ズムの経験者や、一人ではないが少人数で訪れるコ

アなワイン愛好者を惹きつけるマーケティング戦略

の重要性が示唆される。 

５． 利用者の来訪目的と千曲川ワインバレーへの再訪希

望度の間には有意差はなかったが、「食事」が特によ

かったと評価する利用者は、高い再訪希望度を示し

ていた。つまり現状では、ワインの味・品質よりも

食事への評価が千曲川ワインバレーへの再訪希望度

を高める効果をもたらしている。もちろんワイン産

地としては、ワインの味や品質を向上させることも

課題であるが、他方、当該地域のワインツーリズム

の発展のためには、食も含めて一体的にマーケティ

ングを行っていくことも重要であろう。 

また、訪問先やそこでの接客・つくり手との交流が

特によかったと評価する利用者が、循環バスを他人

にも薦めたい度が高かったことから、こうした二次

交通手段を採算に乗せるためには、適切なルート設

定と併せて、訪問先での来訪者へのホスピタリティ

による独特の経験創出も重要と考えられよう。 

 

 今後、今回の調査結果についてさらに分析を進めると

ともに、今回の分析結果について、他のワイン産地も含

め我が国のワインツーリズムへの参加者に関し、どの程

度一般に言えるものかどうか、今後の研究課題としたい。 
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【問題・目的・背景】 

 今日の日本では、人口の高齢化が急速に進み、介護 

人材確保の取り組みが年々著増している。 

この様な状況に伴い、介護職員を対象とする調査研究

が増加している。しかし、いままでは、「賃金・処遇」

「人間関係」等、介護人材離職理由の否定的側面に焦

点を当てた研究が多く、介護労働の肯定的側面に焦点

を当てた研究は多くない。そこで本研究では、“介護職

特有の離職”のターゲットの分析に焦点を当て介護人

材活性化の方向を提言する。 

 介護人材確保は重要課題であり、現政権においても

成長戦略の中核に据えている。介護人材確保について

はこれまで様々な施策が展開されてきたが、「人材確保

が困難な理由の一つとして、介護人材の賃金が他の対

人サービス産業と 比較し賃金が低いことが考えられ

る。また、勤続年数も短くなっている」（首相官邸,2016）

状況である。 

これまでの介護人材確保は賃金・処遇改善にあるとい

う視点での対応策が中心であった。しかし、大和は（大

和,2014:p54）賃金・処遇改善が上昇しても就業継続割

合に変化がないのは、賃金よりも影響を与える要因を指

摘しており、（宮本,2012：p110）宮本は海外との比較デ

ータにおいて、日本において介護と医療の連携が効果的

に実施されていないことから介護人材確保の困難を論

じている。このため近年では「介護周辺業務や軽易な介

護業務に関して、高齢人材の活用や、中間的就労として

従事する人材の活用を進める。 介護の仕事の魅力・意

義に対する理解を深めるため、学生、保護者、地域社会

への情報発信、働きかけの強化や、インターンシップ（就

業体験）等の単位認定の促進 を図る」（首相官邸，前述）

と賃金・処遇改善以外の要因にも視点を向ける必要性が

提起されてきている。 

また介護人材確保が困難な理由としては、前述の理由 

に加え、離職後は異業種へ転職する傾向もみられ介護

職特有の離職の状況も明らかになってきている（浜銀

総合研究所，2016）。これら今後介護人材確保に直面す

る重要な課題である。 

 

【先行研究】 

 介護人材確保に関する研究はこれまで多く蓄積され

てきたが、賃金・処遇改善以外の要因の研究となると

数は限られてくる。 

 介護職員の離職の実態を明らかにした社会調査では

介護労働安定センター（2015）がありその報告書には

「職場の人間関係に問題があった」「法人や施設・事業

所の理念や運営のあり方に不満があったため」という

従来からの離職理由の多くが示されている。一方、浜

銀調査（浜銀、前述）によると、「政策的に離職防止や

復職支援をすべきと考えられる（ターゲット層）」を明

らかにしている。かつては賃金・処遇改善中心の離職

理由が、現在では、介護職員が施設における採用時の

課題の1つになっており、介護職員の認識の変化がう

かがえる。 

 しかしながら、介護職員の離職理由や職務の特性や

その意識についてはこれまで明らかにされていない。 

数少ない先行研究として、福田（2016）による介護職

員のキャリア形成と処遇改善の比較研究がある。福田

は介護職員施設内での研修の実際をアンケート・面接

調査等からの参与観察によって入職後の研修の継続に

より介護職員の意識の変化を明らかにしている。しか

し、介護職員の所有資格の種類について一括りにされ

ている。社会調査や先行研究が限られているのは、離

職率の高さ、転職と都度、就業形態に変化が生じるた

め、研究対象者を正確に見出すことが難しいものと推

察される。そこで本研究では浜銀調査の回答項目（離

職理由）に着目し、二次分析を行うことで介護離職者

の特性を探る。賃金・処遇以外の理由による離職理由

が明らかになれば、介護職員確保に向けた方向性に関

して新しい知見が得られる。また、介護職員の離職理

由に関する研究基盤が確立されていない現状において、

国による全国規模の社会調査では得られない本調査を

二次分析することにより、他研究との関連性を得られ

るため、意義がある。 
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【研究方法】 

（１）使用データ 

 使用するデータは、株式会社浜銀総合研究所が 2015

年に厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保

健健康増進等事業分）として行った「効果的な離職防

止対策推進のための多様な人材層ごとの介護人材の離

職事由に係る調査研究事業報告書」である。 

 当該調査は「離職人材のその後の職業移動の状況や

属性等の別をふまえて、より重層的な分析を行った。

特に、分析を進める中で具体的にどういった人材層が、

どのような理由で離職しているのかを明らかにし、さ

らに、人材層別に復職を促すために効果的であると考

えられる方策等について提案」することを目的に、介

護人材の離職移動とそれら選択に影響を与えるとみら

れる要因に焦点を当てている。対象は「過去、介護職

を離職した経験があり、現在も介護職として勤務して

いる人（G1）」、 

「過去、介護職を離職した経験があり、現在は介護職

として勤務していない人（G2）」、及び、「過去、介護職

以外のサービス業の離職経験がある人（G3）」の3つの

グループについて、それぞれ一定数の回答件数を得る

ことができるように検討をし、調査は webモニター調

査」であり有効回答数は 4,943件である。 

当該調査の選択理由は次の三点である。第一に研究

対象となる「職業移動の状況別や属性別の離職理由に

ついて分析し、”介護職特有の離職”の状況を明らか

にする」という離職項目があることである。第二に、

「ターゲット層」別に離職理由の相違が考えられるた

め、離職防止や復職支援に着目して調査を行うことで

あるべき人材像を明確化されていることである。第三

に離職理由の項目の質問紙調査を行うことで、”介護

職特有の離職”の離職の特性を探ることが可能となる

点である。 

調査時期が 2016 年 2 月につき、年月経過も無いた

め、上記の理由から当該調査の活用は有効だと考えた。   

（２）本研究における対象者 

有効回答数

グループ３（Ｇ３）  過去、介護職以外のサービス業の離職経験がある人 ２，０００件
４，９４３件

表1 調査対象グループ回答件数

１，４３６件

１，５０７件

全体

概要グループ
過去、介護職を離職した経験があり、
現在も介護職として勤務している人
過去、介護職を離職した経験があり、
現在は介護職として勤務していない人

グループ１（Ｇ１）

グループ２（Ｇ２）

 

表１を全回答者（4943人）における調査対象グルー

プの内訳である。このうちグループ１（以下 G1）「過

去、介護職を離職した経験があり、現在も介護職とし

て勤務している人」とグループ２（以下 G2）の「過去、

介護職を離職した経験があり、現在は介護職として勤

務していない人」およびグループ３（以下 G3）「過去、

介護職以外のサービス業の離職経験がある人」を研究

の対象とする。 

なかでも、離職した当時の雇用形態の「正規職員と

して生計中心でありかつ男性」（表 2・3の項目 1）を

選択した2,444人が、本研究において特性を探る対象

者である。 

 

男性 女性 男性 女性 男性 女性
(n=706) (n=482) (n=654) (n=617) (n=1,084) (n=448)

1 正規職員 75.20% 61.20% 66.50% 53.30% 81.20% 63.80%
2 非正規職員 22.50% 37.10% 31.80% 45.10% 16.80% 34.60%
3 その他 2.30% 1.70% 1.70% 1.50% 2.00% 1.60%

合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

表2　調査対象グループ別、離職した当時の雇用形態
G1 G2 G3

 

 

男性 女性 男性 女性 男性 女性
(n=706) (n=482) (n=654) (n=617) (n=1,084) (n=448)

1 正規職員 77.60% 53.70% 73.90% 45.50% 81.30% 47.50%
2 非正規職員 22.40% 46.30% 26.10% 54.50% 18.70% 52.50%

合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

表3　調査対象グループ別、離職した当時生計中心者であったか
G1 G2 G3

 

 離職経験者に対する本研究の対象の割合は 49・

4％となり使用データ元の報告書（株式会社浜銀総合研

究所,2015）では、サンプル数を確保できるものを対象

として年齢別分析しており本研究の対象もサンプル数

を確保できているとみなした。 

（３）方法 

以上の知見を従来からの賃金・処遇改善モデルか

ら”介護職特有の離職”の離職の特性を要件にいれ、

過去に得られた知見と方法論を参考に実践的な方法論

の検証を行っていく。研究者自らが実践のアクターと

なることで抽出された枠組みによる介護職員の活性化

（教育の可能性）モデルの設計と実践を通じてさらな

る方法論の緻密化を順次進めていく。 
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介護職員活性化の要件（モデル）

正規職員・生計中心者

介護人材の処遇・待遇改善（従来型）

介護人材の活性化（教育の可能性）

ターゲット　

介護教育・介護福祉教育の連携（福田2016改）

 

 

【研究・調査･分析結果】 

今回は研究対象も限られていたため介護人材確保

の大まかな可能性を捉えるにとどまった。介護人材確

保に知見は先行研究を適用できていると言い難く今後

さらに具体的な問題を掘り下げるためにも調査研究を

行うことが課題である。 

【考察・今後の展開】 

 本研究においては、介護離職防止による介護人材確

保活性化の可能性を探索してきた。その結果明らかに

なったのは次の三点である。 

第一に介護事業所の業務マネジメント体制強化の観点

から、介護事業所における賃金・処遇改善に向けた取

組を推進しているものの現実には離職に至ることがう

かがえる。  

第二に介護サービスの業務を、介護福祉士等の専門職

とそれ以外の者との業務分担を推進する（医療的ケア

等）。介護人材の中核的な役割を担う介護福祉士につい

て、資質の向上の必要性が示された。  

第三に介護職員が職場に定着し、安心して働き続けら

れるよう、雇用管理改善のための支援の強化の中で、

経済連携協定（EPA）に基づく外国人材受入れの中で今

後の支援先として自治体へのニーズ等今後の課題もう

かがえた。 

今後のこうした介護人材確保における実証的研究を進

めていく所存である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328
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【研究・調査･分析結果】 

今回は研究対象も限られていたため介護人材確保
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第三に介護職員が職場に定着し、安心して働き続けら

れるよう、雇用管理改善のための支援の強化の中で、

経済連携協定（EPA）に基づく外国人材受入れの中で今

後の支援先として自治体へのニーズ等今後の課題もう

かがえた。 

今後のこうした介護人材確保における実証的研究を進

めていく所存である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本稿は，韓国経済教育学会（2017年 8月 23日）夏季

研究大会発表「日本の介護人材確保における教育の可

能性」の一部である。 

 

注 使用データの実査は株式会社浜銀総合研究所が

webモニター調査により実施。調査期間 2016年2月5

日～2月10日である。主に「介護職特有の離職理由と

その背景にある関連要因に関する仮説を設定した上で、

調査票を設計」、「その上で、「ターゲット層」の離職理

由とその関連要因の特徴を明らかに」するなどある。 
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【問題・目的・背景】 
地方経済は、厳しい状況にあり、人口減少・高齢化に留

まらず、価値ある財サービスを生産・供給し、雇用を生み

出してきた中小事業者の数が減少している。特に事業者数

の多くを占め、地域経済を支えてきた小規模事業者の減少

が著しい。地域に根差した中小事業者が事業継続・成長発

展することは、地域経済の活性化を図るうえで、必要不可

欠と言える。かつて隆盛を極めた産地では、厳しい環境変

化を受けて、疲弊・衰退する地域は少なくない。変化の中

でビジネスチャンスを発見し、市場・業界での自社ポジシ

ョニングを見直し、新たな価値創造、持続的な成長を図る

事業者が、産地の他の事業者に好影響を与えて、産地の機

能を支えると共に産地イノベーションの源泉となることを

期待したい。産地で個々の事業者が変革を進め、成果を上

げるには、自らが存立する地域に目を向けて経営資源とし

て活用することが、従来からの制約を取り払い・限界を超

える鍵になると考えられる。地域活性を促すには、付加価

値製品サービスを提供して雇用を生むなど、地域に根差し

た事業者が学習・能力向上を図り、変革と成長を実現する

ことが求められている。 

 

【研究方法・研究内容】 

 本稿で事例として取り上げる対象は、産地にあり、環

境が大きく変化する中で変革を進める中小事業者である。

長年のコンサルティング活動により得られた、経営者や

管理者からの詳細な情報を元に検証を進めながら、独自

の視点による切り口をもって、3社の経営現象プロセスの

抽象化を試みることにより、地域活性化という視点から

取組の共通要素、独自要素を明確にする。本稿での研究

方法は、帰納法アプローチによる定性分析を採用した。 
 

【ケース研究】 
1. A社（所在地：兵庫県、従業員23名） 

(1)事業概要 

当社は、靴下の産地で、靴下を中心にレギンス・タイ

ツ等伸縮性の高い生地に精緻な刺繍を施すメーカーであ

る。1966年に祖母が、近隣の主婦数名と刺繍加工する個

人事業を、自動刺繍機（ジャガードミシン）を導入して

創業、1982年には法人化し本社工場を建設する。現社長

は、事業後継者として1999年に入社、2009年に代表取締

役に就任する。 

当社は、伸縮し生地に傷が付きやすい素材へ、精緻刺

繍を施す量産技術を確立している。1,000を超えるアイテ

ムを扱い、定められた位置に精度の高いワンポイント刺

繍を、一日に 7,000から 9,000 足程度の量産出来るのが

特徴である。量産設備（ジャガードミシン）の計画的な

更新による生産供給の社内インフラ整備のもと、これら

ハードツールを使いこなし品質を支えるのは、地域で生

活する高技能を持つスタッフである。 

(2)バブル崩壊から近年までの環境変化と対応 

最盛期のバブル経済の頃には従業員 40 名以上を抱え、

50アイテム程度の扱い「少品種・大量生産」を行ってい

た。1993年頃から緩やかに受注が減少、一方で海外から

の輸入浸透率は50%となる（他アパレル分野より浸透度合

は低い）。現社長の入社以降、百貨店・靴下を扱う大手ア

パレルの業績不振、SPAの台頭、海外有力ブランドの国内

大手アパレルへのライセンシング契約終了、産地の同業

他社やニットメーカーの廃業など、産地を取巻く構造が

大きく変化する中で、特定顧客に依存する当社は受注数

量を落としていった。既存の取引ルートを通じて顧客開

拓を目指し、位置決め量産等他社が出来ない高品質の刺

繍を提供して受注増を図った。しかし、多品種・少量化

が進み生産性向上が求められる中で、少品種を量産する

固定化した生産体制から、生産計画を毎日組み直す柔軟

な運営体制を整え、生産の準備・段取り力向上を図る。 

(3)直近の環境変化と対応 

受注は、2014年頃からは、円安・中国生産のコスト増

や海外旅行客の爆買いなどで高品質の国産商品が見直さ

れ増産傾向にあったが、2016 年 4 月辺りでピークアウ

ト・減少に転じる。翌年、社長は、地域（人々）に支え

られてきた事業者として、こうした状況を打開し、地域

での雇用等の役割・責任を果たすために、理念・使命を

明文化、ビジョンと今期の重点取組を示した経営計画書

を策定。スタッフ全員に実現をコミットメントする。 

(4)顧客へ新たに提供する価値の創造 

経営課題は、新技術確立・自社独自品の提案である。
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量を落としていった。既存の取引ルートを通じて顧客開

拓を目指し、位置決め量産等他社が出来ない高品質の刺

繍を提供して受注増を図った。しかし、多品種・少量化

が進み生産性向上が求められる中で、少品種を量産する

固定化した生産体制から、生産計画を毎日組み直す柔軟

な運営体制を整え、生産の準備・段取り力向上を図る。 

(3)直近の環境変化と対応 

受注は、2014年頃からは、円安・中国生産のコスト増

や海外旅行客の爆買いなどで高品質の国産商品が見直さ

れ増産傾向にあったが、2016 年 4 月辺りでピークアウ

ト・減少に転じる。翌年、社長は、地域（人々）に支え

られてきた事業者として、こうした状況を打開し、地域

での雇用等の役割・責任を果たすために、理念・使命を

明文化、ビジョンと今期の重点取組を示した経営計画書

を策定。スタッフ全員に実現をコミットメントする。 

(4)顧客へ新たに提供する価値の創造 

経営課題は、新技術確立・自社独自品の提案である。

新たな価値として、①レギンス・タイツへの刺繍量産対

応の強化（量・質）、②コード刺繍・多色刺繍による大型

でデザイン性のある特徴的な刺繍の提供、③法人・個人

のエンドユーザー向け刺繍の直接提供の具現化を目指す。 

(5)変革の推進 

当社には、地域で生活する針・糸を使う仕事が好きな

スタッフが集まっており、事業への貢献意欲があって、

自発的に業務の改善に務めている。近年、離職者はおら

ず、定着率は高い。こうしたスタッフが顧客価値の提供

を支えている。変革を進めるために、①社員会議で社員

の意見を吸い上げ・課題対応、②3S活動、③スタッフと

の日常的なコミュニケーション、④刺繍原画デジタル・

デザイン能力の向上、⑤企画会議による自社商品の企

画・提案力向上に取り組んでいる。社長自ら情報収集し

担当スタッフと情報共有、スタッフの業務を日常的にサ

ポートし、課題抽出と実行を繰り返してスタッフの能力

向上、意見交換・役割分担・実践によるチーム学習・問

題解決で重要な課題の具現化を進めている。また、地域

の特定金融機関からのコンサルティングサービスや公的

支援機関の専門家を活用して、変革と新たな価値提供に

かかるマネジメント力を強化している。一方、アパレル

顧客への提案に向けては、産地の取引ネットワークを活

かしてアクセスする機会を掴み、提案準備を進めている。 

 

2. B社（所在地：兵庫県、従業員12名） 

 (1)事業概要 

当社は、木工製品の産地にあり、木製枠ミラー商品を

主力に、ハンガーラック・マガジンラック等木製インテ

リアを、無垢材を用いて自社工場で製造、流通事業者へ

OEM供給するメーカーである。現社長の父親が 1959年に

スコップや金物の柄を作る木工所として創業、第二次オ

イルショックによる不況が長引く1981年に現社長が入社。

その後、モールダー加工機械・塗装用ロボットの導入、

倉庫増設等の木製インテリア商品の生産基盤を整え、近

隣地域や関西等の中堅家具卸へ商品を供給してきた。 

(2)環境変化とその対応 

バブル経済が崩壊し長引くデフレ経済下で、家具卸で

は販売先を専門店から、売れ筋価格帯が低いホームセン

ターへシフト。生産の低コストを求めた流通事業者がア

ジアでの開発輸入を進めて、国内生産が激減するなど、

国内メーカーの淘汰が進む。受注案件の薄利・競争激化

等厳しい経営環境下であった。当社は、仕入先から紹介

された小売チェーンに対して、海外生産では店頭の売れ

行きに間に合わない・品質が担保できない等の「顧客の

問題を解決」する商品提供で、変化への対応を図った。 

リーマンショック後の消費不況を経て、国内外の専門

店チェーンストアやネット通販等新業態小売が伸張する

一方で、既存の店舗型小売や通販が市場シェアを落とす

など、当社は再び厳しい経営環境に置かれた。これまで、

有力流通事業者から、1ロットで 100～500台を定期的に

受注して見込み生産・提供等安定した業容にあったが、

工場の操業度低下を機に3Sに取組むと共に目下の打開策

を思案した。良い答えを出せずにいたある日、得意顧客

から「即納」の要望を受けて、新たに提供すべき価値と

確信する。業績は底にあったが、既存の生産体制を見直

して、一品から受注生産し即納するフレキシブルな生産

体制を造り込みながら、社長が得意先へ営業したところ、

次々と受注を得ることが出来た。新小売業態等の新規顧

客からの受注も増え業績を上げている。 

(3)変革により提供される新たな価値 

 デザイン性・品質と価格バランスの良さを兼ね備えた

商品を、流通顧客へ企画提案し、商品化・生産、場合に

よってはエンドユーザーへの配送も行っており、企画開

発～製造・物流までの機能を担っている。多品種少量か

つ多頻度の受注～提供で、顧客の品揃え・選択性向上、

在庫負担軽減を支えている。 

(4)変革を進める要 

 社長は取引先・得意先との関係づくりに力を注いでき

た。経営環境が厳しい中で、地域にある取引先・得意先

の力を得てピンチをチャンスに導いている。また、厳し

い中での、中間製品造り置き型から一品仕上げ型のビジ

ネス変革を、地域で生活するスタッフが支えている。ピ

ンチに立っての地域の金融機関の下支えがあり、外部の

専門家等のアドバイスを受け入れて事業を見直し・刷新

できる組織風土がある。努力して課題を解決する意思と

やり遂げる実行力を有する。 

(5)変革の継続 

 地域の金融機関・公的支援機関からの経営支援を積極

活用し、生産・販売等経営の課題解決に取組んでいる。

少量・飛び込み塗装が生産のボトルネックであったが、

少量塗装工程の新設等生産プロセス革新で運営の効率性

向上を実現する。初めての自社オリジナル商品を生活者

へウェブ直販する取組では、経営者自らが新商品化及び

販売計画を立案・実施し、付加価値向上に加え、スタッ

フを巻き込んで組織の一体感を醸成している。販促・顧

客管理面で改善を進め、顧客支持が拡がったので、新た

331



な目標を設定し実現に挑んでいる。生産の柔軟性・効率

性を高める取組，新デザイン商品等の付加価値を高める

取組など、地域に根ざした事業者として経営計画書の立

案に取り組んでいる。 

 

3. C社（所在地：高知県、従業員9名） 

(1)事業概要 
当社は、1921年に創業、そば・うどん等和食の出汁に

使われる宗田節の最大産地にあり、節と関連商品を製

造・販売する。伝統の技術と「業務」向け流通基盤を継

承し、地元で一本釣り水揚げされたソウダガツオを焙乾

加工した宗田節を、創業時から取引する関東・東海・関

西にある問屋へ提供している。三代目の社長と後継者の

四代目となる長男を主軸にした家族経営である。 
(2)高度成長期における産地の大転換 
かつては、全国屈指の鰹節(かつおぶし)産地であったが、

高度成長期におけるライフスタイルの変化・鰹関連製品

の工業化等から資源減少・価格高騰を受けて、地域資源

を見直した結果、宗田節の生産へ転換を図っている。 
(3)環境変化とその対応 
 原魚漁獲の減少（2000年頃の半分量未満）、市場価格の

高騰等調達力の低下、食生活の変化の中で、需要を支え

てきた都内蕎麦店等の中小飲食店の廃業や、販売を担っ

てきた卸の流通・販売力の低下など、収益が圧迫される

厳しい経営環境に置かれている。このため、地域の原魚、

燻製技術等の経営資源を活かし、宗田節の削り節、宗田

鰹の燻製等「生活者」向け自社商品を開発・販売するな

ど、ビジネスの変革を進めている。 
2006年から始めたのは、削り節の生産設備を導入、既

存設備を活かした燻製品開発で、自社生産した自社ブラ

ンド商品を地元・近隣地域へ提供する取組みである。当

時、宗田節の産地でありながら、地元には鰹節の削り節

は有ったが、宗田節の削り節は殆ど見られなかったため、

地元のホテル・土産物店等販売先を開拓する。都内にあ

るアンテナショップから、品質指導を受けて取り扱いが

始まり、その後の新規取引における与信につながってい

る。直接、小売店舗に足を運んで営業し、自社ブランド

商品を、地元・近隣地域にある取引先を徐々に増やすこ

とが出来た。近年では、漁師の減少・サンゴ漁への転換、

漁獲減少・不安定、原魚の質の不安定など、調達環境は

厳しさが増している。こうした中で、直販取引先のエリ

アが拡がり、自社販売サイトでの注文も増えて、自社ブ

ランド商品の販売数量を伸ばす。拡販と共に収益性の源

である製造原価を精査し価格を改めている。なお、当社

は宗田節を生産する水産物加工事業者であるが、自社ブ

ランドの加工食品の市場浸透を目指す中で、加工食品メ

ーカーへ業態変革する認識に至っている。近年では、特

定用途専用商品の開発、ギフト商品の品揃え、一体感の

ある商品パッケージのリニューアルなどの商品力を強化

して、県内外での催事・展示会参加等を進め、顕在化し

た宗田節・出汁需要に応えて、さらに商圏を拡げている。 
(4)変革により提供される新たな価値 
産地で水揚げされた鮮度と質が高い天然も原魚を使い、

手づくり・希少な燻製法で仕上げるプロ向け高品質の本

物食材を、自社サイト・小売ルートを通じて生活者に提

供して日々の食卓、あるいは贈り物として用いられる。 
(5)変革の要 
三代目社長夫婦・四代目夫婦の家族間で風通しが良く

助け合いの精神がある。地域の商工会議所による経営支

援、その外部専門家を使った課題抽出と処方箋検討など、

学習する機会を設けている。厳しい環境で、新たな取り

組みが成果を生むには時間を要するが、社長は商機に対

して目標を明確化して、地道に取組むリーダーシップを

発揮する。一次工程の業務品質を近隣の熟練スタッフが

支え、商品の品質安定・ロス低下につながっている。 
(6)変革の継続 
 顧客からの受注増、品質・量的供給の経営課題を具現

化するために、後継者は、ものづくり補助金制度を活用

して高い生産性と品質が伴う製造プロセスを設計し事業

計画を立案、課題抽出・解決策検討～導入・運用するプ

ロセスイノベーションを実践して問題解決力をつける。

生活者の目線で流通顧客やエンドユーザーとコミュニケ

ーションし、自社商品の料理・メニュー活用、出汁料理

の方法やレシピ提案の学習と実践に取組み、顧客との関

係性強化の能力を高めている。また、公的な事業計画の

承認を得て、継続的な変革に取組んでいる。 

 

【考察】 

  A社では、新分野・新領域で顧客価値を創造し事業化

を実現するには、目的を明確化して、それをスタッフが

理解し組織共有することが重要と認識している（日常業

務に加えて新業務を行う動機付けが必要）。企画会議を使

った課題の解決案検討・実施では、参画するメンバーに

伴走して個々のメンバーの潜在力を引き出して企画立案、

サンプル試作して評価・改善するサイクルを繰り返して

個人・チームの能力を高めている。参加者が自発的に取
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な目標を設定し実現に挑んでいる。生産の柔軟性・効率

性を高める取組，新デザイン商品等の付加価値を高める

取組など、地域に根ざした事業者として経営計画書の立

案に取り組んでいる。 

 

3. C社（所在地：高知県、従業員9名） 

(1)事業概要 
当社は、1921年に創業、そば・うどん等和食の出汁に

使われる宗田節の最大産地にあり、節と関連商品を製

造・販売する。伝統の技術と「業務」向け流通基盤を継

承し、地元で一本釣り水揚げされたソウダガツオを焙乾

加工した宗田節を、創業時から取引する関東・東海・関

西にある問屋へ提供している。三代目の社長と後継者の

四代目となる長男を主軸にした家族経営である。 
(2)高度成長期における産地の大転換 
かつては、全国屈指の鰹節(かつおぶし)産地であったが、

高度成長期におけるライフスタイルの変化・鰹関連製品

の工業化等から資源減少・価格高騰を受けて、地域資源

を見直した結果、宗田節の生産へ転換を図っている。 
(3)環境変化とその対応 
 原魚漁獲の減少（2000年頃の半分量未満）、市場価格の

高騰等調達力の低下、食生活の変化の中で、需要を支え

てきた都内蕎麦店等の中小飲食店の廃業や、販売を担っ

てきた卸の流通・販売力の低下など、収益が圧迫される

厳しい経営環境に置かれている。このため、地域の原魚、

燻製技術等の経営資源を活かし、宗田節の削り節、宗田

鰹の燻製等「生活者」向け自社商品を開発・販売するな

ど、ビジネスの変革を進めている。 
2006年から始めたのは、削り節の生産設備を導入、既

存設備を活かした燻製品開発で、自社生産した自社ブラ

ンド商品を地元・近隣地域へ提供する取組みである。当

時、宗田節の産地でありながら、地元には鰹節の削り節

は有ったが、宗田節の削り節は殆ど見られなかったため、

地元のホテル・土産物店等販売先を開拓する。都内にあ

るアンテナショップから、品質指導を受けて取り扱いが

始まり、その後の新規取引における与信につながってい

る。直接、小売店舗に足を運んで営業し、自社ブランド

商品を、地元・近隣地域にある取引先を徐々に増やすこ

とが出来た。近年では、漁師の減少・サンゴ漁への転換、

漁獲減少・不安定、原魚の質の不安定など、調達環境は

厳しさが増している。こうした中で、直販取引先のエリ

アが拡がり、自社販売サイトでの注文も増えて、自社ブ

ランド商品の販売数量を伸ばす。拡販と共に収益性の源

である製造原価を精査し価格を改めている。なお、当社

は宗田節を生産する水産物加工事業者であるが、自社ブ

ランドの加工食品の市場浸透を目指す中で、加工食品メ

ーカーへ業態変革する認識に至っている。近年では、特

定用途専用商品の開発、ギフト商品の品揃え、一体感の

ある商品パッケージのリニューアルなどの商品力を強化

して、県内外での催事・展示会参加等を進め、顕在化し

た宗田節・出汁需要に応えて、さらに商圏を拡げている。 
(4)変革により提供される新たな価値 
産地で水揚げされた鮮度と質が高い天然も原魚を使い、

手づくり・希少な燻製法で仕上げるプロ向け高品質の本

物食材を、自社サイト・小売ルートを通じて生活者に提

供して日々の食卓、あるいは贈り物として用いられる。 
(5)変革の要 
三代目社長夫婦・四代目夫婦の家族間で風通しが良く

助け合いの精神がある。地域の商工会議所による経営支

援、その外部専門家を使った課題抽出と処方箋検討など、

学習する機会を設けている。厳しい環境で、新たな取り

組みが成果を生むには時間を要するが、社長は商機に対

して目標を明確化して、地道に取組むリーダーシップを

発揮する。一次工程の業務品質を近隣の熟練スタッフが

支え、商品の品質安定・ロス低下につながっている。 
(6)変革の継続 
 顧客からの受注増、品質・量的供給の経営課題を具現

化するために、後継者は、ものづくり補助金制度を活用

して高い生産性と品質が伴う製造プロセスを設計し事業

計画を立案、課題抽出・解決策検討～導入・運用するプ

ロセスイノベーションを実践して問題解決力をつける。

生活者の目線で流通顧客やエンドユーザーとコミュニケ

ーションし、自社商品の料理・メニュー活用、出汁料理

の方法やレシピ提案の学習と実践に取組み、顧客との関

係性強化の能力を高めている。また、公的な事業計画の

承認を得て、継続的な変革に取組んでいる。 

 

【考察】 

  A社では、新分野・新領域で顧客価値を創造し事業化

を実現するには、目的を明確化して、それをスタッフが

理解し組織共有することが重要と認識している（日常業

務に加えて新業務を行う動機付けが必要）。企画会議を使

った課題の解決案検討・実施では、参画するメンバーに

伴走して個々のメンバーの潜在力を引き出して企画立案、

サンプル試作して評価・改善するサイクルを繰り返して

個人・チームの能力を高めている。参加者が自発的に取

り組める場づくり・雰囲気づくりは重要である。個人・

組織が能力を高めるために、まずは経営者自身が企画立

案・実践等による学びと経営の実効性を高める能力を強

化がすることが大切である。社長は、地域に密着した青

年経営者団体での公益事業を通じて、会員経営者同士・

外部との交流などから、模索しながらも地域に根ざした

経営の姿を構想、人に重きを置く経営に取り組んでいる。 

B社では，地域の人々に支えられた社長が，業界・流通

の構造的な変化が生じる中で，ビジネスチャンスを捉え

て，自らの変革を促すリーダーシップを発揮している。

定番製品を一定量・つくり置き供給するストック型で定

型的な生産から、木製細枠ミラー製品カテゴリーに注力

して、受注した製品を翌日生産するノンストック型で非

定型的な多品種少量生産への変革を図る。当社で使用す

る木材の多くは無垢材であり、工業製品のように一定仕

様・品質が保証される素材では無い。自然材料の特徴を

現場で見極めながら評価・加工・仕上げるスタッフの能

力が提供価値の源泉となっている。フレキシブル生産が

当社の強みであるが、負荷工程への応援・補完等チーム

力が柔軟な対応を支えている。顧客価値提供とビジネス

変革の源は人づくりと捉えており、マネジメント人財の

育成に力を注いでおり、現在は生産上の問題発見・改善

検討の能力向上を支援している。また、地域で生活する

スタッフの働く環境をより良くしてゆくことを経営の重

点取組に掲げ、地域から社員を新規に雇用する。当社は、

これまで、公的支援施策を使った事業計画書を作成し採

択や承認を受け、プラン実践と成果を通じて、事業の将

来を実現するための計画立案の重要性に気付いており、

自社経営計画書の策定が、地域に根ざして中長期的に成

長する礎になるものと考えられる。 

 C社では、食生活・需要地・地域資源の大きな環境変化

を受けて、自社での最終商品の製造、小売り・生活者向

けの販売を目指す。拡販には時間を要しているが、試行

錯誤しながら、商品見直し・改良と経営管理の改善を進

め、辛抱強く経営の変革に取り組むリーダーシップが発

揮されている。サイズ・形状が異なる原魚を燻化し旨味

を凝縮するための炎（煙）をコントロールするコア技術

がある。質・量の伴う安定供給を実現し自社商品の市場

浸透を支えたのは、後継者が取り組んだ原価管理であり、

生産プロセスの見直しと刷新である。製造工程を連続し

たプロセスとして捉えて、生産・衛生管理の現状・問題

点を把握、全体像を示すためにフローチャート化を図っ

ている。これを元に生産プロセスの連続性をチェック、

最適プロセスをフローチャートに落とし込み、設備メー

カーと打ち合わせして、具体的なオペレーションの企画

を練り、新生産計画を立案した。生産ラインの立ち上げ・

運用では、業務の改善と標準化を進め、品質安定に成果

を上げるなど、生産管理の能力向上を果たす。また、後

継者は、他県での小売り催事参加、大都市の飲食事業者

が開催した当地食材を使ったフェアへの自社商品提供に

携わり、新規の顧客と接触して販促する能力向上に努め

ている。後継者の妻は、顧客に満足してもらい、顧客と

の関係性を高めるために、レシピ企画・SNSを通じた提案、

県内商業施設の催事でのデモンストレーション販売の実

践を通じて提案・コミュニケーション力を向上させてい

る。地域の商工会議所、そのネットワークなどを活用し、

商品管理・生産刷新・販促等事業の変革を進めている。 

 

【おわりに】 

地域に存立する事業者として、制約・限界がある中で

変革を進めるには、自社の人財、産地の人的ネットワー

ク、地域の金融機関や公的支援機関等の地域資源に目を

向けて経営プランニング・実践し、自社の強みを発揮す

ることが重要と考えられる。3社は、経営者・スタッフの

学習・能力向上と問題解決で、商品サービス・生産等の

変革を進め、事業全体の付加価値向上に向けて努力する。

経営・流通等の情報・ノウハウを持つ公的支援機関や金

融機関等を地域資源と捉え、そのコンサルティングサー

ビスを活用、人財・組織の能力向上に努める。事業遂行

能力をいかに高めるのか、自社の目的・目標を明確化、

地域にある外部経営資源にアクセスし、資源活用の情報

収集・検討と柔軟な対応を図ることが重要である。こう

した取組を通じて顧客価値を実現し雇用等地域活性を果

たすことが期待される。 
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サードプレイス志向と地域自己効力感が地域コミットメントに与える影響

-離職期間有無の差異から-

○片岡亜紀子(法政大学大学院)・石山恒貴(法政大学大学院)

Keyword：サードプレイス、地域自己効力感、地域コミットメント、離職期間

【問題】

1. 問題意識と先行研究レビュー

人口減少や少子高齢化において生き方や働き方が変

化し継続就業を是とする時代から離職期間の有効性に

着目する柔軟な視点が求められている。そんな中、目

的を明確にした地域のサードプレイスが離職者の自信

を高める場として有用性が認められている(片岡・石山

2016)。同時に地域のサードプレイスがコミュニティと

して地域活性化の核として期待されている(小林・山田

2014)。サードプレイスは、Oldenburg(1989)が提唱し

た概念であり、家庭でも職場でもない第 3のインフォ

ーマルな公共生活の場、とびきり居心地よい場所を意

味する。日本では交流を主な目的とする交流型、個人

が居心地よくすごすマイプレイス型に区分できるとさ

れる(小林・山田,2014)。加えて交流型はなじみが形成

される社交的な交流(井川・高田・三浦,2005)、キャリ

ア形成など明確な目的をもつ交流(片岡・石山,2016)

に分かれると考えられる。地域のサードプレイスでは

人々の交流が見られるが、引地・青木・大渕(2009)は、

地域での交流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ることを示しており、羽田

野(2007)は地域での交流や学習が自信を高めていたこ

とを示していた。しかしサードプレイスから得られる

地域での自信、そこから生じる地域への愛着に着目し

た研究は管見の限り見られない。そこで本研究はサー

ドプレイス志向と地域での自信の高まりが地域の愛着

形成にどのような影響を及ぼすのか、生き方、働き方

の変化を鑑み離職期間を経験したもの、そうでないも

のの視点を考慮しながら解明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。サードプレイスの要因として

先行研究から明確な目的をもち交流する「目的交流型

サードプレイス志向」、社交を目的とする「社交的交流

型サードプレイス志向」、個人が居心地よくすごす「マ

イプレイス型サードプレイス志向」に分け設定した。

次に、サードプレイスの交流や学習が地域での自信

を高めていたことから、地域への自信を意味する地域

自己効力感を設定した。自己効力感は Bandura(1977)

が提唱した概念であり、必要な行動をうまくできるか

どうかという効力予期を意味する。自己効力感には課

題や場面に特異的に影響するものと一般化した日常場

面に影響するもの 2つの水準がある(Bandura,1977；坂

野・東條,1986)ことから、「地域自己効力感(課題特異

的)」と「地域自己効力感(一般性)」に分け設定した。

最後に、地域のサードプレイスの経験が自信を高め

地域コミットメントに影響していた(引地・青木・大渕,

2009)ことから、結果変数として地域コミットメント

(柴田・板倉・関・真鍋,2005)を設定した。地域コミッ

トメントは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援用している概念であり、地域活

性化に寄与していることから結果変数として妥当であ

ると考えた。

以上、サードプレイス志向が地域自己効力感に影響

し、地域自己効力感が地域コミットメントに影響する

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

334



分析モデルに基づき、4つの仮説を設定した。

仮説 1:サードプレイス志向は目的交流型、社交的交流

型、マイプレイス型に分かれる

仮説 2:地域自己効力感(課題特異的)は地域学習と地

域交流に分かれる

仮説 3:サードプレイス志向は地域自己効力感を介し

地域コミットメントに正の影響を及ぼす

仮説 4:離職期間有無の違いによって、地域コミットメ

ントへの影響までの形成過程に差がある

【研究方法】

2017 年 4 月 13 日から 4 月 14 日にかけて、全国の被

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。回答者は 1035 名、平均年齢は

46.4 歳(標準偏差 14.1 歳)、男性 463 名(44.7%)、女性

672 名(56.3％)、離職期間なしは 520 名(50.2%)、離職

期間ありは 515 名(49.8%)であった。

質問紙について、サードプレイス志向は、小林・山

田(2014)、Oldenburg(1989)、川村・谷口(2013)、片岡・

石山(2016)の先行研究に基づき設定した。地域自己効

力感(課題特異的)は、羽田野(2007)、引地・青木・大

渕(2009)に基づき、それらの自信に関する項目を設定

し、地域自己効力感(一般性)は、坂野・東條(1986)の

尺度に地域に関する文言を加え設定した。地域コミッ

トメントは地域への愛着形成を多角的に分析できる柴

田・板倉・関・真鍋(2005)の地域コミットメントに基

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」である。

【分析結果】

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。

サードプレイス志向に関し想定した 21 項目の質問

に天井効果とフロア効果が無いことを確認し、2因子

解を採択した。第 1因子は「新しい発見・出会いがあ

る場所である」など 14 項目で構成され「交流型サード

プレイス志向」と名付け、第 2因子は「一人でくつろ

げる場所である」など 7項目で構成され「マイプレイ

ス型サードプレイス志向」と名付けた。よって仮説 1

「サードプレイス志向は目的交流型、社交的交流型、

マイプレイス型に分かれる」は支持されなかった。

次に、地域自己効力感は課題特異的に関し想定した

21 項目の質問と一般性に関し想定した 16 項目の質問

について因子分析を行った。天井効果とフロア効果が

無いことを確認し、それぞれ 2因子解を採択した。地

域自己効力感(課題特異的)の第 1 因子は「地域に目標

として学べる人がいる」など 12 項目で構成され「地域

学習自己効力感」と名付け、第 2因子は「地域の人と

親しく交流できる」など 9項目で構成され「地域交流

自己効力感」と名付けた。よって仮説 2「地域自己効

力感(課題特異的)は地域学習と地域交流に分かれる」

は支持された。地域自己効力感(一般性)の第 1 因子は

「地域に貢献できる力があると思う」など 8項目で構

成され「行動積極性と能力自信」と名付け、第 2因子

は「ひっこみじあんなほうだと思う」など 8項目で構

成され「失敗に対する不安」と名付けた。

最後に、地域コミットメントに関し想定した 15 項目

の質問に天井効果とフロア効果が無いことを確認し、

2因子解を採択した。第 1 因子は「現在の地域で仕事

を続ける義務がある」など 8項目で構成され「地域へ

の規範的関与」と名付け、第 2因子は「私は地域の一

員である」など 7項目で構成され「地域への情緒的関

与」と名付けた。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.サードプレイス志向、地域自己効力感、

地域コミットメントの変数間の関係

次に、統制変数、サードプレイス志向、地域自己効

力感が地域コミットメントに与える影響に違いがある
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のか検証するため、全回答者 1035 名のデータに基づき、

階層的重回帰分析を行った。結果を表 2に示す。Step1

は統制変数として年齢、性別ダミー(男性=1、女性=0)、

離職期間ダミー(期間あり=1、期間なし=0)、7 都府県

を大都市とした大都市ダミー(大都市=1、大都市以外=0)

を投入し、Step2 はサードプレイス志向の下位尺度を

投入し、step3 は地域自己効力感の下位尺度を投入し

た。分析の結果、地域への規範は step1 では男性、高

年齢、大都市以外、離職期間なしが影響し、step2 で

は男性、大都市以外、離職期間なし、交流型、マイプ

レイス型が影響し、step3 では男性、大都市以外、離

職期間なし、地域交流以外の地域自己効力感が影響し

ていた。地域への情緒は step1 では高年齢、大都市以

外、離職期間なしが影響し、step2 では男性、高年齢、

離職期間なし、交流型が影響し、step3 では統制変数

とサードプレイス志向の影響がなくなり、地域学習以

外の地域自己効力感が影響していた。

表 2.地域コミットメントに関する階層的重回帰分析

次に、離職期間有無の違いによって、サードプレイ

ス志向と地域自己効力感が地域コミットメントに与え

る影響を多母集団同時分析により分析した。結果を図

2、図 3に示す。分析モデルに基づき、「交流型サード

プレイス志向」、「マイプレイス型サードプレイス志向

」を第 1段階、「地域学習自己効力感」、「地域交流自己

効力感」、「失敗に対する不安」、「行動積極性と能力自

信」を第 2段階、「地域への規範的関与」、「地域への情

緒的関与」を第3段階と想定し、共分散構造分析はSPSS

の Amos24.0 で行った。分析結果の適合度指標は

GFI=.994、AGFI=.970、RMSEA=.025 であり、十分な適

合と考えられる。離職期間の有無にかかわらず、サー

ドプレイス志向から地域自己効力感を媒介し、地域コ

ミットメントへ有意な正のパスが見出された。よって

仮説 3「サードプレイス志向は地域自己効力感を介し

地域コミットメントに正の影響を及ぼす」は支持され

た。また、離職期間なしでは「マイプレイス型サード

プレイス志向」から「行動積極性と能力自信」を介し

て「地域への規範的関与」と「地域への情緒的関与」

に、「交流型サードプレイス志向」から直接「地域への

情緒的関与」に有意な正のパスが見がれたが、離職期

間ありでは見られなかった。一方、離職期間ありでは

「失敗に対する不安」から「地域への情緒的関与」に

有意な正のパスが見られたが、離職期間なしでは見ら

れなかった。離職期間有無の違いによるパラメータ間

の差の検定を行ったところ、「行動積極性と能力自信」

を介した「地域への情緒的関与」へのパスと、「失敗に

対する不安」を介した「地域への情緒的関与」へのパ

スは 0.1%で有意に、「交流型サードプレイス志向」か

ら「地域への情緒的関与」へのパスは 1％で有意に異

なっていた。よって仮説 4「離職期間有無の違いによ

って、地域コミットメントへの影響までの形成過程に

差がある」は支持された。

図 2.<離職期間なし>サードプレイス志向、

地域自己効力感、地域コミットメントに関するモデル

図 3.<離職期間あり>サードプレイス志向、

地域自己効力感、地域コミットメントに関するモデル
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【考察】

1. 理論的意義

(1)サードプレイス志向と地域自己効力感について

交流型サードプレイスは目的、社交が明確に分かれ

ていないことがわかった。加えて交流型の影響が高け

ればマイプレイス型の影響が低いというわけではなく、

同じような傾向が見られた。

また、サードプレイス志向は地域自己効力感に影響

していることがわかり、地域のサードプレイスが自信

を高める場として有益であることが明らかになった。

(2)媒介モデルについて

サードプレイス志向は、地域学習自己効力感を介し

地域への規範的関与に、地域交流自己効力感を介し地

域への情緒的関与に影響していた。サードプレイス志

向は地域自己効力感を媒介することで地域コミットメ

ントを高めていることが明らかになった。

また、実際に地域行動をしなくとも自信によって地

域コミットメントが高まることが確認されたことで、

地域自己効力感の意義が明らかになった。

(3)離職期間有無の違いによる地域への情緒的関与へ

の影響の差について

地域自己効力感(一般性)は地域コミットメントに影

響していたが、離職期間がある場合は失敗に対する不

安が地域への愛着を高めていた。離職による不安や離

職中に地域へかかわることで、地域から離れられない

という気持ちが高まったことが考えられる。

離職期間有無の違いを見ることで地域自己効力感の

ポジティブな面だけでなく、ネガティブな面がより地

域コミットメントを高めていることが明らかになった。

2. 実践的意義

地域には、一人でくつろぐ場と交流する場が共存す

るサードプレイスが必要である。特に離職期間がある

場合はマイプレイス型より交流型によって自信を高め

ていたことが明らかになった。生き方や働き方が多様

化する中、一人でくつろぐ場を確保しつつも交流が促

される地域のサードプレイスを増やしていくことが、

地域の担い手を増やしていく方策になるであろう。
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わが国におけるフードバンク活動の課題の解明と今後の役割

原田佳子（美作大学）

： 食品ロス、フードバンク、貧困格差拡大

【はじめに】 
わが国では、 年より消費者庁を窓口として、農林水

産省、経済産業省、文部科学省、環境省、内閣府の 府省

庁が、食品ロス削減に向けて国民大運動を行なっている。

年国連サミットでは「持続可能な開発のために

アジェンダ」の中で、 のゴールと のターゲットを設

定した。食品ロス削減においても国際開発目標を設定し、

食品ロスはグローバルな課題となっている。それに呼応し、

年わが国で開催された 新潟農相会合、 富山環相

会合では、食品ロスを重要な課題として位置付け、同年

月に「経済財政運営と改革の基本方針 」「日本再興戦

略 」には、更なる食品ロス削減やフードバンク活動の

推進が盛り込まれた。図 で示すように、農林水産省によ

るとわが国の食品ロスは、 年推計で 万トンであり、

これは世界全体の食糧援助量約 万トンの約 倍とな

り、年間の日本の米の生産高の約 ％であり、ご飯 ｇ

人 日残していることになる。

一方で、生活保護受給者の増加や格差拡大が顕在化し、

一方で、食料自給率（カロリーベース）は世界主要国中

最下位であり、多くの食料を輸入に依存している。また、

高齢者や非正規雇用者などの中には、経済的な理由で適切

な食事を摂取できない者も増加しており、不合理不条理が

混在しているのが今日のわが国の現状である。

【問題意識】

株式会社三菱総合研究所の報告（ ）によると、現在、

わが国には約 の主だったフードバンク活動主体があり、

地域の実情に応じた様々な活動を展開している。ミッショ

ンに違いはあるが、食品関連事業所や農家、個人などから

寄贈された食品を必要としている人たち（主には経済的理

由で生活に困窮している人びと）に無償で分配している活

動はどこも行なっている。

私は、 年 月広島市安佐北区でフードバンク（

法人あいあいねっと）を起ち上げた。活動を遂行する中で、

食品ロスの発生や貧困・格差拡大は社会の構造的仕組みの

中から生じるのではないかと疑問を持つようになった。そ

こで、食品ロスに依存するフードバンク活動に違和感を覚

えるようになった。

【研究の目的】

フードバンク活動は一般的に「食品ロスを食品関連企業

や農家、個人などから無償でもらい受け、必要としている

（主に生活に困窮している人々を支援する団体）に無償で

分配する活動」と解釈されている。が、食品ロス発生は多

くの問題があり減らさなくてはならない。食品ロスに依存

する活動は、様々な矛盾と多くの課題を抱えている。その

ひとつに、食品ロスの発生、貧困者の増加、格差拡大の要

因が整理されていないことにあると考える。本研究では、

これらの要因を明らかにし、持続可能な循環型社会の枠組

みで、「あいあいねっと」の活動事例から、わが国の今後の

フードバンクの役割を示す。

【研究方法】

 食品ロスに関わる課題を明らかにし整理する。

 食品ロス発生のメカニズムを明らかにする。

 貧困や格差拡大の要因を明らかにする。

 株式会社三菱総合研究所「食品産業リサイクル状況

等調査委託事業報告」（ 年 月）より、フード

バンク活動における食品ロス削減効果を検証する。

 持続可能な循環型社会の枠組みで、わが国の今後の

フードバンクの役割を提示する。

【研究結果】

 食品ロスに関わる課題を明らかにし整理する。

（ ）逼迫する世界の食糧事情

まず、農林水産省（ 年）の「知ってる？日本の食

糧事情」によると、世界の人口は、 年に約 億人だ

ったが、 年には、約 倍の約 億人まで増加する

見込みである。世界の食糧事情は、 年に約 億トン

だったが、 年には約 億トンまで増加する見込みで

ある。しかし、世界の穀物の生産量は。これまでは単位

面積当たりの向上に支えられていたが、近年は増加率が
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フードバンクの役割を提示する。

【研究結果】

 食品ロスに関わる課題を明らかにし整理する。

（ ）逼迫する世界の食糧事情

まず、農林水産省（ 年）の「知ってる？日本の食

糧事情」によると、世界の人口は、 年に約 億人だ

ったが、 年には、約 倍の約 億人まで増加する

見込みである。世界の食糧事情は、 年に約 億トン

だったが、 年には約 億トンまで増加する見込みで

ある。しかし、世界の穀物の生産量は。これまでは単位

面積当たりの向上に支えられていたが、近年は増加率が

鈍化している。今後、先進国を除いた中間国や途上国の

経済成長が予想されている。現に、中国や東南アジアな

どでは経済が成長し、富裕層が増え食生活も豊かになっ

ている。経済が成長し、国民一人当たりの所得が向上す

るにつれて、一人・一年当たりの肉類の消費量は増加す

る傾向にある。肉類の生産には、その何倍もの資料穀物

を与える必要がある。農林水産省での試算（日本におけ

る飼養方法を基にしたとうもろこしによる試算）による

と、牛肉 の生産に必要なとうもろこしは 、豚肉

は 、鶏肉は となっている。食料の輸出国であった

中国は、世界最大の大豆輸入国となっている。世界の人

口増加や需要に対し、将来、食料の生産が追いつかない

ことが予想される。

（ ）日本の食料自給率

図 が示すように、わが国は、主要国の中で食料自給率

（カロリーベース）が一番低く、図 に示すように

年には ％だった食料自給率は、 年には半分近

くまで落ち込んでいる。そのため、多くの食料を外国か

らの輸入に依存しなければならない。気候や世界の様々

な状況の影響を受けやすい食料を他国に依存するのは、

食料安全保障の観点から大きなリスクを抱えている。

（ ）日本の第一次産業従事者数の減少

図 は、わが国の農家数の年次推移、図 は漁業就業者

数の推移と 歳以上就業者数の推移である。わが国の第

一次産業従事者数は年々減少している。

 食品ロス発生のメカニズムを明らかにする

食品ロスは、事業系と一般家庭系があり、図 を見る

と事業系の食品ロスは 万トン、一般家庭系の食品ロ

スは 万トンである。事業系の食品ロス発生は、●新

商品販売や企画変更に合せて店頭から撤去された食品

（定番カット） ●欠品を防止するために保有するうち、

期限切れなどで販売できなくなった在庫 ●定番カット

食品や販売期限切れ食品等の慣行的な返品 ●製造過程

での印刷ミス、流通過程での汚損・破損などの企画外品、

が主な原因である。一般家庭系の食品ロス発生は●過剰

廃棄 ●食べ残し ●直接廃棄が主な原因である。

（ ）現在、世界のほとんどの国が採用している経済体制

は資本主義経済である。自由競争により利益を追求して

経済活動を行なえば、社会全体の利益も増大していくと
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いう考え方に立脚している。確かに、より良い物をより

安く生産するには合理的な方法である。しかし、他者に

勝ち抜くためには、財やサービスは、常に過剰に提供さ

れる必要がある。多くの場合、予想を立てて生産や仕入

れを行なうので、予想が外れれば、ロスの発生に繋がる。

特に食品は単価が安いので、利益を上げるためには、大

量に販売しなければならず、当然大量生産となり、予想

が外れれば大量の食品ロスが発生することになる。

（ ）食品ロスが発生する構造的な仕組みについて言及し

たが、他にも、制度的、慣習的、消費者のモラルなど様々

な原因が存在する。その主なものを列記すると

●賞味期限と消費期限 ●業界の三分の一ルール ●消

費者の過剰な安全志向 ●製造のオートメーション化

などがある。

年和食がユネスコ無形文化遺産に登録された主

たる要因は、「和食は自然尊重を基本精神として、健康と

持続可能な開発の促進など包括的な社会的習慣からな

る」すなわち、自然を大切にし食品ロスの発生（もった

いない）を抑制する和食の基本的姿勢が評価されたから

である。日本人は、この遺産を世界中の後世に伝承する

責務を負っている。

 貧困や格差拡大の要因を明らかにする

資本主義経済と社会保障制度は密接な関係にある。資

本主義経済は、 世紀後半のイギリスでおきた産業革命

をきっかけに成立した。近代以前の封建制や絶対君主制

の社会では、多くの人々は農業などを営み、自給自足の

生活がほとんどであった。生まれ育った土地で一生過ご

し、家族や親戚などの血縁や近所付き合いなどの地縁の

中で、互いに支えあって生きてきた。しかし、産業革命

を契機に、自給自足生活を送っていた農民は、労働者と

して工場などに雇われ、働いて得た収入で生計を維持す

る社会に変化していった。しかし、 世紀後半になると、

不況による失業や貧富の差の拡大といった資本主義経済

の矛盾や弊害が明らかになってきた。 で述べたように、

資本主義経済は競争社会であり、必ず負け組みが生まれ

る仕組みとなっている。資本主義経済には宿命として、

貧困や格差拡大が内在しているのである。そこで、この

課題を解決するのが社会保障である。 年に施行され

た日本国憲法第 条において「すべての国民は、健康で

文化的な最低限の生活を営む権利を有する」「国は、すべ

ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛

生の向上及び増進に努めなければならない」すなわち、

貧困をなくし、格差拡大を縮めるよう施策を講じること

は国の責任であると憲法に明確に記されているのである。

以上からわかるように、「食品ロス」、「貧困及び格差拡

大」は、偶発的に生じるものではなく、資本主義経済の

構造的仕組みの中から必然的に生じるものなのである。

「食品ロス」「貧困及び格差拡大」は、一見何の関係もな

いようだが、その要因を調べると根は同じなのである。

 フードバンク活動における食品ロス削減効果

株式会社三菱総合研究所の報告によると、フードバン

クが取り扱った食品量（食品ロス削減量）は、 年か

ら 年の 年間の平均は約 トンである。図

に示すように、わが国の食品ロス全体量の 万トン 年

に対して、 ％であり、フードバンク活動を、食品

ロス削減の活動と位置付けるには極めて微々たる量であ

る。

 農林水産省のサイトの関係図の問題点

図 は、農林水産省によるフードバンク関係図である。

食料を提供する各企業・個人が支援者であり、フードバ

ンク活動主体者を通して受益者である生活困窮者支援団

体（各福祉施設・団体）に食料が流れていく。「 法人

あいあいねっと」では、提供する食料が生活困窮者支援

団体にとって負担になっていないか、欲しくない物が届

いていないかなど聞き取り調査を行なった。親しい間柄

の団体では、忌憚のない答えを得ることができたが、「い

ただいているのだから不満はない」がほとんどの団体の

答えであった。無償で食料をもらっているのだから、言

いたいことも我慢しているのである。

図 の受益者がいなければ食品ロスは削減できない。

食品ロス削減の観点から見ると、むしろ、支援者と受益

者の立場は入れ替わるのである。このような視点で考え

ると、この関係図は、食品ロス削減というより、ミッシ

ョンが生活困窮者支援の関係図となっている。

【考察】

私は、今までの「 法人あいあいねっと」の活動の中

から得た学びを通して図 のモデルを提案する。食料の

図 フードバンク関係図

出所）農林水産省サイト
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団体にとって負担になっていないか、欲しくない物が届

いていないかなど聞き取り調査を行なった。親しい間柄

の団体では、忌憚のない答えを得ることができたが、「い

ただいているのだから不満はない」がほとんどの団体の

答えであった。無償で食料をもらっているのだから、言

いたいことも我慢しているのである。

図 の受益者がいなければ食品ロスは削減できない。

食品ロス削減の観点から見ると、むしろ、支援者と受益

者の立場は入れ替わるのである。このような視点で考え

ると、この関係図は、食品ロス削減というより、ミッシ

ョンが生活困窮者支援の関係図となっている。
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私は、今までの「 法人あいあいねっと」の活動の中

から得た学びを通して図 のモデルを提案する。食料の

図 フードバンク関係図

出所）農林水産省サイト

流れは、農林水産省の関係図と変わらないが、「食品ロス

削減」をミッションに置くと、支援者、受益者など関係

なく、すべてが繋がり、活動がより濃厚になる。図の二

重線で示しているように新たな関係性が生まれる。まさ

に、「食品ロス削減国民大運動」という現在、国が進めて

いる形になる。

【今後の展開】

生活困窮者支援を活動の第一義に取り上げるのでなく、

フードバンク活動を行なっている主体者だからこそ実体

験として理解できる食品ロスの実態を、市民や地域社会

に知らせ、食品ロス削減の情報発信基地となる。そして、

食品ロスが少しでもなくなるような社会の仕組みを構築

することは、同時に貧困や格差拡大もなくなっていく社

会に繋がっていく。フードバンク活動主体者はその要と

なり、広く国民全体の関係性を密にしていく。資本主義

経済による高度成長により、断絶された絆を地域に取り

戻していく。

このような活動こそが、人口減少の中での少子高齢化

のわが国に、今一番求められているフードバンク活動の

役割であり、今後の活動のあり方であると考える。

私が代表を務める「 法人あいあいねっと」のミッシ

ョンは、「限りある資源を有効活用し地球資源を守り、だ

れもが思いやりの気持ちを持ち、誰もが“その人らしい”

生活をすることのできる地域社会」である。この活動で

検証を重ね、私の考案したモデル図が全国のモデルにな

るようミッション遂行にまい進していきたい。

【まとめ】

本稿で、食品ロスの発生、貧困の増加、格差拡大は、

資本主義経済の構造的仕組みの中から生まれることを明

らかにした。冒頭でも記したように、 年国連サミッ

トで採択された「持続可能な開発のためのアジェンダ

」には、食品ロスを半減する、貧困を撲滅するなど

のゴール・ のターゲットが掲げられた。その達成

には、資本主義経済の今後のあり方を巡って、わが国を

含め世界のあらゆる国の国民を主体とした活発で具体的

な議論が必要であろう。
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森岡清志（ ）「地域の社会学」

コルナイ・ヤーノシュ（ ）「資本主義の本質につ

いて」
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 地域におけるアニメツーリズムの可能性～地域活性化事例の比較を中心に～ 

坂本ひとみ（高知学園短期大学・高知県観光特使） 

Keyword： 地域活性、人材育成、ツーリズム 

 

【はじめに】 

近年、観光学においては、コンテンツツーリズムという

形態が注目を浴びてきている。ここ数年では、アニメ・漫

画・ゲーム作品といったサブカルチャーと関わりのあるツ

ーリズムが増加し、イラスト等を利用した舞台探訪などに

より、観光客が増加したケースも多い。なかでも、アニメ

と関わりのある観光客誘致のケースでは、大きな経済効果

を地域にもたらした成功事例としてメディアでも取り上げ

られた。一方では、コンテンツツーリズムに頼ろうとした

結果、失敗したケースなどもあり、そもそもの目的である

地域再開発や地域振興などが見失われているものもあると

感じる。ツーリズムが成功した地域では、次のステージへ

継続させるために地元を巻き込み人材育成に力を入れてき

たところもある。そのため、コンテンツ自体が古くなって

も継続して新しいコンテンツの投入をはかり、集客も維持

しながら、本来の地域からの広がりを見せているところも

ある。 

 本稿においては、コンテンツツーリズムの一つであるア

ニメツーリズムに焦点を当て研究を行う。アニメツーリズ

ムの持つ特徴を明らかにしたうえで、地域の継続的な活性

化に繋がるビジネスモデルのポイントを探ることをこの研

究の目的とする。 

【研究内容】 

1コンテンツツーリズム 

2005年 3月に国土交通省、経済産業省、文化庁のコン

テンツ関連部署連名で出された「映像等コンテンツの制

作・活用による地域振興のあり方に関する調査」の報告

書において初めて「コンテンツツーリズム」という言葉

は用いられた。この報告書の中では、〔地域に関わるコン

テンツ（映画、テレビドラマ、小説、まんが、ゲームな

ど）を活用して、観光と関連産業の振興を図ることを意

図したツーリズムを「コンテンツツーリズム」と呼ぶこ

とにしたい。〕と定義している。 

2アニメツーリズム 

2.1アニメツーリズムとは 

 2007年 7月、月刊雑誌に実在する神社をアニメの舞

台として紹介する「しおり」が付録された。それを発端

にその神社を聖地としてアニメファンの観光客が数十万

人単位で増加。最終的な効果は 20億円を超えると言われ

た聖地巡礼があった。このことが全国自治体の目に留ま

り、アニメツーリズムが地域振興として広がるきっかけ

となった。2009年 6月には、埼玉県産業労働部観光課地

域資源・フィルムコミッション担当が事務局になった「埼

玉県アニメツーリズム検討委員会」において初めてアニ

メツーリズムという言葉が使われた。2016年9月には「ア

ニメツーリズム協会」が航空会社や旅行会社等などのメ

ンバー構成で設立された。「アニメ聖地」を繋ぐ広域周遊

観光ルートを設定し、国内だけでなく外国人観光客を対

象としオールジャパン体制で造成、発信し始めた。この

協会は、地域の観光資源の掘り起こしや訪日観光客のエ

リア送客を促進することを目的としている。観光地を 88

ヶ所に選定することでオフィシャル化し、地域と企業、

コンテンツホルダーをつなぐことで、地域の受け入れ環

境の整備とコンテンツを活用したサービスや商品の提供

を促進し、新たな経済効果を創出することが狙いである。 

2.2聖地巡礼 

さびれた温泉街を舞台とした作品や東日本の震災後の

復興に腐心していた町などを舞台とした作品が生まれ、

それらの舞台が「聖地」となり、アニメファンが訪れ多

額の経済効果を生んだ。アニメファンにとっては特別な

場所という意味合いも強く、「聖地巡礼」と称されている。

これらの背景には、情報通信技術の発展とともに、多種

多様なコンテンツツーリズムの中でもアニメツーリズム

が地域振興として注目されるようになってきていること

もある。近年では、アニメツーリズムが地域振興として

広まる中で、若者を中心とした「聖地巡礼」の観光客の

増員にアニメの貢献は大きいと言えよう。 

3事例研究 

全国の事例を研究し、タイプ別に分けて、アニメツー

リズムの地域への影響を考察するとともに、地域の継続

的な人材育成の成功事例も調査した。 

アニメがヒットしたことで観光客が増加する事例では、

地元の人はそのアニメを知らなかったというケースもあ

る。地元で放映されていないというケースでは、アニメ

の主人公等の衣装に身を包んだ若者達が、アニメの舞台

とされた場所を「聖地巡礼」として訪れたことで、村民
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 地域におけるアニメツーリズムの可能性～地域活性化事例の比較を中心に～ 

坂本ひとみ（高知学園短期大学・高知県観光特使） 

Keyword： 地域活性、人材育成、ツーリズム 

 

【はじめに】 

近年、観光学においては、コンテンツツーリズムという

形態が注目を浴びてきている。ここ数年では、アニメ・漫

画・ゲーム作品といったサブカルチャーと関わりのあるツ

ーリズムが増加し、イラスト等を利用した舞台探訪などに

より、観光客が増加したケースも多い。なかでも、アニメ

と関わりのある観光客誘致のケースでは、大きな経済効果

を地域にもたらした成功事例としてメディアでも取り上げ

られた。一方では、コンテンツツーリズムに頼ろうとした

結果、失敗したケースなどもあり、そもそもの目的である

地域再開発や地域振興などが見失われているものもあると

感じる。ツーリズムが成功した地域では、次のステージへ

継続させるために地元を巻き込み人材育成に力を入れてき

たところもある。そのため、コンテンツ自体が古くなって

も継続して新しいコンテンツの投入をはかり、集客も維持

しながら、本来の地域からの広がりを見せているところも

ある。 

 本稿においては、コンテンツツーリズムの一つであるア

ニメツーリズムに焦点を当て研究を行う。アニメツーリズ

ムの持つ特徴を明らかにしたうえで、地域の継続的な活性

化に繋がるビジネスモデルのポイントを探ることをこの研

究の目的とする。 

【研究内容】 

1コンテンツツーリズム 

2005年 3月に国土交通省、経済産業省、文化庁のコン

テンツ関連部署連名で出された「映像等コンテンツの制

作・活用による地域振興のあり方に関する調査」の報告

書において初めて「コンテンツツーリズム」という言葉

は用いられた。この報告書の中では、〔地域に関わるコン

テンツ（映画、テレビドラマ、小説、まんが、ゲームな

ど）を活用して、観光と関連産業の振興を図ることを意

図したツーリズムを「コンテンツツーリズム」と呼ぶこ

とにしたい。〕と定義している。 

2アニメツーリズム 

2.1アニメツーリズムとは 

 2007年 7月、月刊雑誌に実在する神社をアニメの舞

台として紹介する「しおり」が付録された。それを発端

にその神社を聖地としてアニメファンの観光客が数十万

人単位で増加。最終的な効果は 20億円を超えると言われ

た聖地巡礼があった。このことが全国自治体の目に留ま

り、アニメツーリズムが地域振興として広がるきっかけ

となった。2009年 6月には、埼玉県産業労働部観光課地

域資源・フィルムコミッション担当が事務局になった「埼

玉県アニメツーリズム検討委員会」において初めてアニ

メツーリズムという言葉が使われた。2016年9月には「ア

ニメツーリズム協会」が航空会社や旅行会社等などのメ

ンバー構成で設立された。「アニメ聖地」を繋ぐ広域周遊

観光ルートを設定し、国内だけでなく外国人観光客を対

象としオールジャパン体制で造成、発信し始めた。この

協会は、地域の観光資源の掘り起こしや訪日観光客のエ

リア送客を促進することを目的としている。観光地を 88

ヶ所に選定することでオフィシャル化し、地域と企業、

コンテンツホルダーをつなぐことで、地域の受け入れ環

境の整備とコンテンツを活用したサービスや商品の提供

を促進し、新たな経済効果を創出することが狙いである。 

2.2聖地巡礼 

さびれた温泉街を舞台とした作品や東日本の震災後の

復興に腐心していた町などを舞台とした作品が生まれ、

それらの舞台が「聖地」となり、アニメファンが訪れ多

額の経済効果を生んだ。アニメファンにとっては特別な

場所という意味合いも強く、「聖地巡礼」と称されている。

これらの背景には、情報通信技術の発展とともに、多種

多様なコンテンツツーリズムの中でもアニメツーリズム

が地域振興として注目されるようになってきていること

もある。近年では、アニメツーリズムが地域振興として

広まる中で、若者を中心とした「聖地巡礼」の観光客の

増員にアニメの貢献は大きいと言えよう。 

3事例研究 

全国の事例を研究し、タイプ別に分けて、アニメツー

リズムの地域への影響を考察するとともに、地域の継続

的な人材育成の成功事例も調査した。 

アニメがヒットしたことで観光客が増加する事例では、

地元の人はそのアニメを知らなかったというケースもあ

る。地元で放映されていないというケースでは、アニメ

の主人公等の衣装に身を包んだ若者達が、アニメの舞台

とされた場所を「聖地巡礼」として訪れたことで、村民

からの問い合わせが多くあり、役場が対応に追われたケ

ースもあった。これは、アニメの中の「聖地」が本来の

有名な観光スポットとは違い、日常に埋没している「水

路」であったり「橋」であったりと身近な場所が多いこ

とから、作品を知らない地元の人たちが、観光地とは異

なる場所を観光する観光客の受け入れに戸惑ったためで

ある。また、「聖地巡礼」の観光客が増えるに従い、商工

会議所や観光協会と協力し、町興しとしてグッズやイベ

ントを展開して成功を収めている例もある。そして、埼

玉県久喜市の鷲宮神社の初詣の事例は、初詣客 13 万人

（2007年）からアニメ放映後には、47万人（2011年）ま

で増加したといわれている。 

地域の人たちだけでなく、アニメファンも積極的に地

域活性の役割を担い活躍している事例もある。地元地上

波テレビ局では放映されないという形で開始されたアニ

メだが、放送直後から少しずつ観光客が増加、訪れたフ

ァンは、自主的に街をきれいに掃除し、自分たちで自費

出版の観光マップ「聖地巡礼ノート」を作成し観光客に

配布する。その動きを受けて商工会議所も企画を展開し

ていくという広がりを見せている。 

 地元企業の協力により制作されたアニメでは、最初か

ら町興しが目標達成になっている。そのため、アニメ放

映前からイベントやグッズの企画をし、町興しを盛り上

げている。2010年以降は、地方ではこの手法が増加傾向

にある。最も大きな成功事例は、東北地方太平洋沖地震

の影響で震災前の賑わいを取り戻すことが困難であった

茨城県大洗町の仕掛けである。2013年の 1年間の観光客

数は人口 1万 8千人の大洗町に約 16万人、経済効果は 7

億（7億 2100万円）と言われている。 

 既に知名度の高いアニメを町興しに利用する事例もあ

った。徳島県のアニメ制作会社と徳島市観光協会が仕掛

けたものだ。「阿波踊り」の宣伝に制作されたポスターも

街頭から無くなるということがあった。このアニメ制作

会社では、その後も地域ぐるみのアニメイベントを開催

し、地域活性と観光に貢献している。最近では、地域活

性に繋がるビジネスコンテストへ応募して受賞すること

で制作されたアニメが地域の活性化や産業・観光振興を

担っていく例もある。 

また、海外では、一昨年タイ・バンコクに日本のアニ

メグッズ専門店が進出した。バンコクのある大学の構内

を日本のアニメのキャラクターに扮した学生が歩いてい

る姿も見受けられた。日本のアニメを見て日本語を覚え

るという海外の若者も少なくない。 

【研究結果】 

 全国の事例を研究し、地域活性への影響をタイプ別に3

つに分類をする。一つは、アニメがヒットしたことで観

光客が増加する「聖地巡礼型」。アニメ制作側は、作品に

合った風景を探しアニメに描いていくが、アニメファン

は、自ら作品中の風景を探し当て聖地巡礼をする。地元

で放映されている場合は、地元の準備、受け入れ態勢や

協力姿勢もあり、順調に地域活性へと繋がり成功するケ

ースもあった。しかし、地元では放映されておらず、ま

た視聴している人の割合が少ない場合は、地域活性まで

に時間がかかり、地元の理解が得られないまま終わった

ケースもある。 

 二つ目は「町興し型」。「町興し」を目的として制作さ

れたアニメで成功を収めた例である。地元企業の協力な

ども得られ、アニメ放送の前から戦略的に町興しに取り

組むものである。そのため、放映前からイベントやグッ

ズが展開される。 

 3つ目は、「知名度のあるアニメ型」。既に知名度のある

アニメを町興しに使用し成功を収めたものである。継続

的な活性化を狙った地域ぐるみのアニメイベントの開催

で、地域活性と観光に貢献している。 

 これらの継続的な成功事例の裏には、アニメ制作会社

の地域活性への貢献と彼らの人材育成への取り組みが大

きい。アニメ制作会社によれば、地域には魅力的な資源

も人材もあるのだが、気が付いていない部分が多いとい

う。資源がない、人材もいないと感じている地方は多い。

地域活性に取り組むアニメ制作会社では、そのような地

域に入り資源にメッセージを持たせてアニメとして発信

する。そして、「聖地巡礼」を中心とした観光を一時的な

もので終わらせないための仕掛けを作り続ける。毎年の

継続的な新規コンテンツの導入だけでなく、地元の人た

ちを巻き込んだ人材の育成に取り組み続ける。どれだけ

周辺の地域と人を巻き込めるかが、継続の鍵となってい

る。 

 また、アニメのストーリーも最近では限界集落の問題

やシャッター通りの問題を扱うものもある。地域活性そ

のものをアニメのストーリーの中に入れている作品も見

受けられる。 

しかし、過去にアニメ効果により成功した事例で地域

活性が成功するとは限らない。変化し続ける時代に、発

信も常に変化し続けることが重要である。そのためには

常に戦略的に企画もしていかねばならない。「面白いこと

が大事」という価値観のもと、「みんなの面白さを追求し
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続けることが新しい価値の創造に繋がる。」「目的のため

の手段を作ってみる挑戦が必要」という気持ちでアニメ

制作会社は作品を世に送り出そうとしている。アニメの

スタートから7年目を迎える「聖地巡礼」の仕掛けでは、

少しずつアニメ制作会社の手を離れ、地元の人たちの運

営のもとアニメにまつわる様々な行事が開催されている。

また、アニメから生まれた地域の行事とはいえ、地域で

の活動が盛んになるにつれ、アニメとは関係性の薄いも

のも増えてくる。しかし、「オタク」と言われるアニメフ

ァンは、地元への「聖地巡礼」に感謝をし、関連性が薄

くなろうとも様々な形で地域活性に関わっている。この

ような地元主体で地域活性を担う取り組みとして、最近

ではアニメに関連する「実行委員会」を立ち上げる形を

とり、行政や地元の人たちを巻き込んだ積極的な地域活

性の展開が見られるようになってきた。 

【考察】 

 アニメツーリズムが増加する一方で、経済効果が算出

されているところは多くはない。理由には、ここ最近の

ものが多くデータがそろっていないことと、アニメのメ

ディア・ミックス性から効果範囲が絞りにくいという点

がある。また、作品内容によっては地元に受け入れられ

なかったケースもあり、継続的な「聖地巡礼」の地域活

性には繋がらなかった事例も見受けられる。しかし、経

済効果だけではなく、心理的に若者や地域の人々への影

響は大きいところがある。作品がきっかけでその地に移

住してきたという若者や作品の聖地である地元に戻った

という若者もいる。そして、聖地巡礼ツアーを商品化し

た旅行代理店では、近年、日本国内の参加者だけでなく

海外からの参加者も増えてきているという。 

地域が戦略的に取り組むことで、人を惹きつける地域

資源は大いに活かされる。そして、アニメによる地域活

性の成功のためには、一つは、アニメにより既存の価値

観を変化させる影響力、そして多様な継続的アプローチ

と地域の人材育成が必要である。そのような中、地域の

文化の継承や人材育成をアニメ制作会社が仕掛け、地域

に貢献する動きもある。聖地に行かなければわからない

仕掛けもアニメの中に盛り込んでいる。地元に根付くア

ニメ制作会社では、地域活性へのこだわりは強く、アニ

メの作品の中に出てくるアイテム「木彫りの靴」を実在

する地域の伝統工芸「間野山彫刻」で登場させる。また、

高岡市（富山県）の伝統工芸「高岡銅器」では、若手職

人による「高オタクラフト実行委員会」制作チームが結

成されている。彼らは、アニメ、漫画、ゲームなどの文

化を愛する若き伝統工芸後継者たちである。2013年より

活動を開始し、伝統工芸とオタク文化を融合したアイテ

ムを次々と発表している。アニメの作品の中だけでなく

これらのアイテムの実物に会えることも聖地巡礼の醍醐

味だろう。アニメ制作会社の人たちは、地域に入り地域

の「弱み」も「強み」理解し、地域の「痛み」も感じで

初めて地域活性は成功するという。 

今後の課題は、イラストレーター不足解消である。ア

ニメを地域活性、観光の資源とし国内外に継続的・精力

的に発信するには、イラストレーターが足りていない。

急激なアニメ文化の開花を背景に、制作会社の「人」が

追い付いていない現状もある。 

本来のコンテンツツーリズムは、「聖地巡礼」による観

光客の増加が地域活性に貢献してきた事例である。映画

や音楽などのヒットによる偶然性のもので、映画の風景

や歌の歌詞に出てくる場所が自然に年齢を問わない「聖

地巡礼」になっていた。しかし、アニメによる「聖地巡

礼」で爆発的な地域活性につながった事例をきっかけに、

その後は「偶然」ではなく「仕掛ける」というアプロー

チが増えてきた。 

これらアニメツーリズムによる地域の観光振興を地域

の活性化につなげようとする全国的な動きについて、今

後も継続的に検証をする。また、クロアチアやオースト

ラリアなど、日本のアニメの作中に海外の風景や建物が

使用されたことによる観光客増加の事例や、海外の似た

ような建造物が SNS により拡散され、アジアからの観光

客が増えた事例もあることから、海外へのアニメツーリ

ズムについても今後考察をしていく。 
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続けることが新しい価値の創造に繋がる。」「目的のため

の手段を作ってみる挑戦が必要」という気持ちでアニメ

制作会社は作品を世に送り出そうとしている。アニメの

スタートから7年目を迎える「聖地巡礼」の仕掛けでは、

少しずつアニメ制作会社の手を離れ、地元の人たちの運

営のもとアニメにまつわる様々な行事が開催されている。

また、アニメから生まれた地域の行事とはいえ、地域で

の活動が盛んになるにつれ、アニメとは関係性の薄いも

のも増えてくる。しかし、「オタク」と言われるアニメフ

ァンは、地元への「聖地巡礼」に感謝をし、関連性が薄

くなろうとも様々な形で地域活性に関わっている。この

ような地元主体で地域活性を担う取り組みとして、最近

ではアニメに関連する「実行委員会」を立ち上げる形を

とり、行政や地元の人たちを巻き込んだ積極的な地域活

性の展開が見られるようになってきた。 

【考察】 

 アニメツーリズムが増加する一方で、経済効果が算出

されているところは多くはない。理由には、ここ最近の

ものが多くデータがそろっていないことと、アニメのメ

ディア・ミックス性から効果範囲が絞りにくいという点

がある。また、作品内容によっては地元に受け入れられ

なかったケースもあり、継続的な「聖地巡礼」の地域活

性には繋がらなかった事例も見受けられる。しかし、経

済効果だけではなく、心理的に若者や地域の人々への影

響は大きいところがある。作品がきっかけでその地に移

住してきたという若者や作品の聖地である地元に戻った

という若者もいる。そして、聖地巡礼ツアーを商品化し

た旅行代理店では、近年、日本国内の参加者だけでなく

海外からの参加者も増えてきているという。 

地域が戦略的に取り組むことで、人を惹きつける地域

資源は大いに活かされる。そして、アニメによる地域活

性の成功のためには、一つは、アニメにより既存の価値

観を変化させる影響力、そして多様な継続的アプローチ

と地域の人材育成が必要である。そのような中、地域の

文化の継承や人材育成をアニメ制作会社が仕掛け、地域

に貢献する動きもある。聖地に行かなければわからない

仕掛けもアニメの中に盛り込んでいる。地元に根付くア

ニメ制作会社では、地域活性へのこだわりは強く、アニ

メの作品の中に出てくるアイテム「木彫りの靴」を実在

する地域の伝統工芸「間野山彫刻」で登場させる。また、

高岡市（富山県）の伝統工芸「高岡銅器」では、若手職

人による「高オタクラフト実行委員会」制作チームが結

成されている。彼らは、アニメ、漫画、ゲームなどの文

化を愛する若き伝統工芸後継者たちである。2013年より

活動を開始し、伝統工芸とオタク文化を融合したアイテ

ムを次々と発表している。アニメの作品の中だけでなく

これらのアイテムの実物に会えることも聖地巡礼の醍醐

味だろう。アニメ制作会社の人たちは、地域に入り地域

の「弱み」も「強み」理解し、地域の「痛み」も感じで

初めて地域活性は成功するという。 

今後の課題は、イラストレーター不足解消である。ア

ニメを地域活性、観光の資源とし国内外に継続的・精力

的に発信するには、イラストレーターが足りていない。

急激なアニメ文化の開花を背景に、制作会社の「人」が

追い付いていない現状もある。 

本来のコンテンツツーリズムは、「聖地巡礼」による観

光客の増加が地域活性に貢献してきた事例である。映画

や音楽などのヒットによる偶然性のもので、映画の風景

や歌の歌詞に出てくる場所が自然に年齢を問わない「聖

地巡礼」になっていた。しかし、アニメによる「聖地巡

礼」で爆発的な地域活性につながった事例をきっかけに、

その後は「偶然」ではなく「仕掛ける」というアプロー

チが増えてきた。 

これらアニメツーリズムによる地域の観光振興を地域

の活性化につなげようとする全国的な動きについて、今

後も継続的に検証をする。また、クロアチアやオースト

ラリアなど、日本のアニメの作中に海外の風景や建物が

使用されたことによる観光客増加の事例や、海外の似た

ような建造物が SNS により拡散され、アジアからの観光

客が増えた事例もあることから、海外へのアニメツーリ

ズムについても今後考察をしていく。 
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ICT時代における観光フリーペーパーの役割に関する研究 

正木 聡（法政大学地域研究センター） 

Keyword： 観光フリーペーパー、観光情報、観光行動、観光地域活性化 

 

【問題・目的・背景】 
近年は ICT時代が本格的に到来し、観光情報はスマート

フォン（以下スマホ）による Webや SNSの利用が急速に普

及して、直近ではこれまで現地で観光行動をする際に利用

している従来の印刷メディアであるガイドブックの存在を

脅かす状況も考えられる。 

今後の印刷メディアの可能性を考える上で、ICT 時代に

おいてもここ近年で非常に数多くの「特別編集版」と称す

る観光フリーペーパーが作成されており、従来からある掲

載記事を広告で構成するタブロイド新聞型やいわゆる観光

パンフレット、情報誌とは異なり、既存の市販ガイドブッ

クや観光情報誌のタイトルと編集方法を活用した冊子で、

ガイドブック、観光情報誌と同様のものが無料で入手でき

るような状況がある。 

 既存調査の中で ICT時代での観光情報源が何かを調べて

いるものでは、現地観光行動では現地情報源と称するもの

があり、現地情報源には観光案内所、ホテルのフロント、

観光フリーペーパーが含まれている。 

 近年は多くの人々が観光行動で常に携行しているスマホ

から観光情報を常に得られる環境がありながら、現地で観

光案内所やホテルのフロントに立ち寄り、人に聞く観光情

報とそこで得られる観光マップや観光パンフレットととも

に「特別編集版」観光フリーペーパーを手にしていること

があるであろう。 

 無料で冊子タイプの「特別編集版」観光フリーペーパー

は、気軽に手に取ることが出来、いわゆる広報、宣伝的や

有料広告での掲載のパンフレットとは異なるように思える。   

ガイドブック、観光情報誌のタイトルやロゴが付いた「特

別編集版」観光フリーペーパーの現状での発行年次、発行

地域と既存のガイドブック、観光情報誌との比較、また、

現地観光行動において観光者にどのような観光情報を提供

しているかを把握して、既存のガイドブック、観光情報誌

との関係を明らかする。 

【研究方法・研究内容】 

 「特別編集版」観光フリーペーパーは、全国の書店や

ネット等で販売するガイドブック、観光情報誌とは異な

り、原則はそれぞれ現地の観光案内所やホテル、観光拠

点、駅構内等で配布しているものであり、その発行年次

や発行地域がどのようになっているかは独自調査を行い、

実際に入手出来るものを資料として、既存のガイドブッ

ク、観光情報誌との体裁、概観の相違点やその特徴を誌

面構成、特集記事、掲載の観光対象などから考察する。 
 また、筆者は出版社において発行元からの依頼で「特

別編集版」観光フリーペーパーを制作する編集者でもあ

り、その参与観察とともに事例でこれらが発行されるよ

うになった経緯、掲載する観光情報の選択方法、発行元

や制作者の意図、意向等を明らかにする。 

【研究・調査･分析結果】 

１、「特別編集版」観光フリーペーパーとは 

 一般的なフリーペーパーとは、収入を広告掲載で賄い

利用者へは無料で配布している刊行物であり、実際に掲

載は有料で純広告や広告企画で行う観光フリーペーパー

は存在するが、本研究で対象とする「特別編集版」観光

フリーペーパーは異なるものである。 

「特別編集版」観光フリーペーパーとは、市販する出

版物のガイドブック、観光情報誌の「特別編集版」とい

う位置づけで、同じタイトルやロゴを使用、体裁や編集

方法も本書、本誌に準ずるものである。 

原則は有料での広告掲載はなく、取材記事、編集記事

を基本として、収入はその「特別編集版」を発行すると

ころが負担して読者、観光者へは無料で配布している。 

「特別編集版」観光フリーペーパーの発行元は、県、

市町村の地方自治体及び観光協会、鉄道、バスなど交通

事業者、観光事業者で、委託され編集制作を行うのがガ

イドブックや観光情報誌の出版社である。 

 

写真-1 「特別編集版」の装丁（2017）（筆者撮影） 
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２、「特別編集版」の発行年次状況 

 「特別編集版」は、2000年代の後半から見られるよう

になっているが、主要な『るるぶ』（JTBパブリッシング

制作）、『じゃらん』（リクルートライフスタイル制作）、『ま

っぷる』（昭文社制作）、『ことりっぷ』（昭文社制作）な

どが揃い始めるのは2012年頃からであり、2015年頃から

『ウォーカー』（KADOKAWA制作）が加わった。 

2012年には 25種類、2013年は 30種類、2014年は 61

種類、2015年は 47種類、2016年は82種類、2017年は年

半ばで50種類（筆者調べ）が制作されて増加傾向で、2012

年以降だけでも295種類がある。 

2016 年は『ことりっぷ』が 34 種類、『るるぶ』は 29

種類、『じゃらん』は 13 種類と各誌とも一番多く制作し

ている。 

 

図-1 「特別編集版」の発行年次の推移（2017）     

（筆者作成） 

３、「特別編集版」の発行地域状況 

 「特別編集版」の発行地域を地方別にみると、関東が

144種類と一番多く、東北の47種類、中部の43種類、近

畿の41種類、九州・沖縄の31種類と続いている。 

 

図-2 「特別編集版」の発行地域の状況（2017）     

（筆者作成） 

 「特別編集版」は既存のガイドブック、観光情報誌の

タイトルとなる収録地域より狭域で、『るるぶ』では青森

県の「上十三」、茨城県の「小美玉」、埼玉県の「北本市」、

千葉県の「東庄」、岐阜県の「池田山」など、『じゃらん』

は青森県の「深浦」、秋田県の「増田」、岩手県の「大槌

町」、福島県の「三島町」、埼玉県の「桶川」、千葉県の「睦

沢」、熊本県の「ゆのまえ」など、『まっぷる』は埼玉県

の「三郷市」、千葉県の「匝瑳市」、和歌山県の「由良町」

など、『ことりっぷ』は埼玉県の「上尾」、愛知県の「長

久手さんぽ」など、既存のガイドブック、観光情報誌で

は作られていない地域、取り上げが少ない地域がつくら

れていることがわかる。 

 「特別編集版」観光フリーペーパーと既存のガイドブ

ック、観光情報誌を比較して考察する。 

４、『るるぶ』「特別編集版」の事例 

  

写真-2 左：『るるぶ』「特別編集版」茨城県北（2016） 

右：『るるぶ』茨城（2016）の装丁（2017）(筆者撮影) 

『るるぶ』「特別編集版」茨城県北は、2016年に茨城県

でグリーンツーリズムに取り組む（公財）グリーンふる

さと振興機構が発行したもので、制作はＪＴＢパブリッ

シングである。体裁はAB判、44ページ、中綴じ。 

 茨城県北地域は、2017年 4月から 9月まで放送のＮＨ

Ｋの朝のテレビ小説（以下朝ドラ）「ひよっこ」の舞台と

なった地域で、「特別編集版」に収録しているのは北茨城

市、高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町

で、その中から「ひよっこ」の架空の地域“奥茨城村”

のモデルとなった大子町で掲載の観光対象を見る。 

 巻頭の特集ページでは、高萩の里山ドライブ、キャン

プ・バーベキュー、ハイキングと、牧場、やな、プラネ

タリウムなどの体験もの、バンジージャンプ、カヌー、

森林浴、トレイルレース、釣りなどのアウトドアを紹介

している。 

 また、農作業体験やおやき、こんにゃく、そば打ち、

ゆば引き上げなどの手作り体験を通しての食育、自給自

足のサバイバルキャンプ、小中学生向けの農家民泊体験、

中学生向けの漁村民泊体験の特集ページがあり、発行元

が茨城県の関連でグリーンツーリズムを推進する団体で、

そのガイドブックになっていることが伺える。 
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大子町 特別編集版 るるぶ

見どころ、体験 17 13

奥久慈だいと観光やな ○ ○
大子おやき学校 ○ ○
奥久慈ゆばの里 ○ ○
奥久慈茶の里公園 ○ ○
大子広域公園オートキャンプ場グリンヴィラ ○ ○
月居山・袋田の滝ハイキング ○
奥久慈憩いの森 ○
OSJ奥久慈トレイルレース ○
みらんど袋田 ○
旧上岡小学校 ○
袋田の滝 ○ ○
観瀑トンネル ○
吊橋 ○
第１、第２観瀑台 ○
遊歩道 ○
月待の滝 ○
八溝山 ○
黒田りんご園 ○
奥久慈りんごの村 ○
奥久慈りんごのふる里 ○
奥久慈りんご園 ○
奥久慈浅川りんご団地 ○
豊田りんご園 ○
奥久慈自然休暇村 ○

買う 1 4

特産物直売所奥久慈 ○
お菓子の麻呂宇土 ○
奥久慈屋吉餅 ○
こんにゃく関所 ○
道の駅奥久慈だいご ○

食べる 3 14

地ビールレストラン大子ブルワリー ○ ○
遊森歩 ○ ○
daigo Café ○ ○
三六亭　 ○
滝見屋 ○
多喜乃家・菊池みやげ店 ○
奥久慈レストランLutin ○
お食事処茶の里 ○
だいこん ○
ゆばの里豆仙 ○
寿昌庵けん坊 ○
玉屋旅館 ○
山賊料理前原 ○
月待の滝もみじ苑 ○

宿 2 2

滝味の宿豊年万作 ○ ○
袋田温泉思い出浪漫館 ○
ホテル奥久慈館 ○

温泉 0 2

袋田温泉関所の湯 ○
フォレスパ大子 ○

祭 7 2

西金つつじヶ丘つつじ祭り（4月） ○
こどもの日久慈川に鮎を放そう！（5月） ○
御田植祭（中田植）（6月） ○
大子町花火大会と灯籠流し（8月） ○
奥久慈大子りんご祭り（10月） ○
袋田の滝ライトアップ（11月） ○ ○
キャンドルナイト（11月） ○
紅葉（11月） ○

30 37  

表-1 「特別編集版」茨城県北と『るるぶ』茨城での大子

町の観光対象一覧（2017）（筆者作成） 

 大子町地域の観光対象掲載件数は、「特別編集版」が30

件、『るるぶ』は37件と多く、見どころ、体験は、『るる

ぶ』が12件で、「特別編集版」は17件と多い。 

キャンプ、ハイキング、トレイルレースといったアウ

トドア体験を掲載しているのは「特別編集版」だけでの
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写真-3 左：『ことりっぷ』「特別編集版」東急線さんぽ  

横浜・みなとみらいエリア（2016） 

右：『ことりっぷ』横浜（2016）の装丁  

（2017）(筆者撮影) 

『ことりっぷ』「特別編集版」の東急線さんぽ 横浜・
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存の『ことりっぷ』横浜を単に流用して制作していない

ことが伺える。 
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横浜・みなとみらい 特別編集版 ことりっぷ

見どころ、体験 6 12

帆船日本丸 ○ ○
象の鼻パーク ○ ○
横浜美術館 ○ ○
港の見える丘公園 ○ ○
山手資料館 ○ ○
エリスマン邸 ○ ○
臨港パーク ○
赤レンガパーク ○
ロイヤルウイング ○
マリーンルージュ ○
マリーンシャトル ○
シーバス ○

買う 9 8

ＭARKS IS みなとみらい ○ ○
横浜赤レンガ倉庫 ○ ○
Ｍarine　＆　Ｗalk　YOKOHAMA ○ ○
横浜かをり ○
えの木てい本店 ○
エモトマチ ○
霧笛楼元町仏蘭西菓子店 ○
横浜博覧館マーケット ○
ウチキパン ○
横浜ランドマークタワー ○
クイーンズスクエア横浜 ○
オービィ横浜 ○
横浜ワールドポーターズ ○
コレットマーレ ○

食べる 13 14

象の鼻カフェ ○ ○
kaoris ○ ○
エコモベーカリー横浜元町 ○
カフェコクテル堂横浜みらとみら店 ○
オービィ横浜 ○
アマルフィイカフェ ○
BankART Studio NYK ○
Oateria Austro ○
錫蘭紅茶本舗 ○
馬車道十番館 ○
サモアール ○
ハーバーズムーン ○
KATIA ○
海鮮びすとろ「ピア21」 ○
タパスブランコ ○
マンジャマンジャ ○
カフェトスカ ○
スカイラウンジ「シリウス」 ○
ラヴェラ ○
下町ダイニング＆カフェザシー ○
バビーズランドマークプラザ ○
ラシーヌワッフル＆フロスト ○
ブレッツカフェエクスプレス ○
レナーズ ○
横浜馬車道アイス ○

宿 0 3

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル ○
横浜ロイヤルパークホテル ○
横浜ベイホテル東急 ○

28 37

表-2 『ことりっぷ』「特別編集版」と『ことりっぷ』横

浜でのみなとみらいの観光対象一覧（2017）（筆者作成） 

 飲食施設で 2冊とも掲載しているのは 2件だけで、
それぞれ10件強、物販施設は2冊とも同様なものは3
件だけで、それぞれ 5～6 件は独自で選択しており、
同じ『ことりっぷ』のタイトルでもそれぞれの主旨に

合わせて変えていることがわかる。 
「特別編集版」では日帰りでの東急線みなとみらい

チケット利用促進の販促を兼ねていることが考えられ、

『ことりっぷ』では欠かせない宿泊施設の掲載がない。 

スマホでのWeb、SNSによる観光情報の提供が急速に発

達している現状ではあるが、日本全国の主だった観光地

に限らず、観光地域活性化、地域おこし、観光交流人口

増加を目論む自治体や観光誘客を促進する観光事業者、

交通事業者が「特別編集版」観光フリーペーパーを発行

していることがわかった。 

 また、実際に制作を行うのは既存の出版社ではあるが、

ガイドブック、観光情報誌のタイトルと編集方法を流用

したものに留まらず、「特別編集版」観光フリーペーパー

は内容をカスタマイズして、発行元の意図を鑑みより観

光者のニーズを喚起するようにしている。 

 体裁は既存のガイドブックや旅行雑誌と同様で、簡便

な冊子でかつ観光案内所やホテルロビー、駅構内等での

無料配布であり、現地で比較的簡単に入手が可能である。 

 今までの一般的なフリーペーパーは、観光情報を広告

で掲載しているものであったが、参与観察からもわかる

が「特別編集版」の観光フリーペーパーは広告掲載では

なく、出版社の編集方法に加えて、発行元の意図と観光

者の意向を勘案したものが見受けられる。 

また、生活情報誌や女性雑誌など一般雑誌出版社のタ

イトルと編集方法を活用して観光情報を提供する「特別

編集版」観光フリーペーパーも出現している。 

【考察・今後の展開】 

 スマホはプロバイダーや携帯電話会社への月極め支払

いはあるが、観光情報そのものには費用発生はせずに無

料で情報提供が得られ、観光において観光情報は無料と

いうことが定着するのではないであろうか。 

 それに伴い観光者へ観光情報をメディアに載せて有料

販売するというビジネスモデルが崩壊する可能性があり、

広告で観光情報を提供する観光フリーペーパーではなく、

ガイドブック、観光情報誌のタイトルと編集方法を活用

した「特別編集版」の観光フリーペーパーに今後も需要

が継続するようであれば、市販のガイドブックや旅行雑

誌の提供する観光情報は求められているということが推

測され、収益をどのように確保するかは難しいと思われ

るが、市販のガイドブックや旅行雑誌のあり方について

は今後の課題としたい。 

【引用・参考文献】 

正木聡, 2013年, 観光振興における観光メディアの機能

に関する研究, 地域活性学会第 5 回研究大会論文集, 

pp.201-204 

久保まり子, 2015, フリーペーパーの最新動向 2015：変

わるフリーペーパーの役割,（公益）日本印刷技術協会 
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【引用・参考文献】 
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産学官連携における〈自立〉と〈自律〉に関する考察 

加藤文俊（慶應義塾大学） 

Keyword:フィールドワーク、産学官連携、地域資源 

 

【問題意識】 

	 近年、大学の研究室やゼミが、（地方の）まちを訪れ

てフィールドワークを実施する活動が増えている。筆

者は、この十数年、全国のまちを巡りながら「キャン

プ」と呼ぶワークショップ型のフィールドワークを企

画、実施してきた。こうした「産学官連携」によるフ

ィールドワークの持続可能性を模索するとき、費用面

での〈自立〉ばかりではなく、活動主体としての〈自

律〉について考えることも重要な課題となる。本稿で

は、青森県深浦町において実施した「深浦キャンプ」

を事例に、地域と大学との関わり方について論じたい。	

【背景・研究内容】 

	 （大学生）と地域との連係の試みは、それほど新し

いことではない。最近増えている（ように見える）の

は、大学のカリキュラムのなかに学生たちの「現場体

験」を取り込もうという、一連の試みだととらえたほ

うが適切かもしれない。	

	 学生にかぎったことではないが、「現場」での即時的

な判断や行動力が問われることは少なくない。多様で

複雑な問題に向き合うとき、細分化された専門性では

なく、複合的・総合的に状況を定義する能力やセンス

が求められる。そして、その状況そのものが、めまぐ

るしいスピードで変化している。さらに、対面的な場

面ではなく、ネットワークを介したやりとりに向かい

がちな若者たちの「コミュニケーション能力」を育む

という問題意識も「フィールドワーク」への関心の高

まりと無関係ではないように思える。10 年ほど前から

聞くようになった「社会人基礎力」をめぐる議論は、

こうした一連の問題意識の表れだと理解することも

できる。	

	 「キャンプ」は、短期集中で行うワークショップ型

のフィールドワークである。実習をとおして、まちに

暮らす人びとに接近し、成果をまちに還元することを

主眼にデザインされるものである。このプロセスを介

して、緩やかに“シビックプライド”の醸成に寄与す

ることを目指している（加藤,	2015）。	

	

これまでの「つながりかた」 これからの「つながり方」 

問題解決 関係変革 

ビジネスモデル ボランティアモデル 

調査者 関与者 

表１：調査者から関与者へ 『キャンプ論』（2009）を元に作成 

 

	 『キャンプ論』（加藤,	2009）においては、まちとの

関わり方について考察している（表１）。たとえば、大

学（研究室）と地域コミュニティが直接的な「契約関

係」を結ぶと、（程度の差はあるものの）われわれは、

地域コミュニティを“クライアント”として見るよう

になる。そして、当然のことながら、その「契約関係」

のなかで、何らかの成果物を出すことに責任感・使命

感をいだく。地域コミュニティの側も、委託・依頼し

たという立場であるから、ある種の「消費者意識」を

抱いて、地域活性に役立つ便利な“処方箋”を求めが

ちになる。大学（大学生）は、「よそ者（＋若者・ばか

者）」の力で何かを発見し、それを活かそうとする。	

	 「調査者」として、事前にあたえられた問題・課題

の「こたえ（ソリューション）」を探すことが求められ

ている場合には、「契約関係」を結んでおくほうが、効

率的でわかりやすい。われわれがポスターづくりのワ

ークショップを始めた頃、こうした関係で成り立って

いる「大学と地域との連携」が、多いように見受けら

れた。実際に、大学の研究室が、地域コミュニティの

かかえる問題に対して何らかの“処方箋”を提案して

いる事例は、たくさんあるはずだ。	
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図１：「ビジネスモデル症候群」と向き合う 

 

	 だが、筆者が「キャンプ」という概念を提唱しなが

ら、その方法や態度について整理しようと試みていた

のは、「ビジネスモデル症候群」とも呼ぶべき発想が多

すぎることへの問題意識からだった（図１）。「ビジネ

スモデル症候群」ということばは、より具体的には企

業や自治体から委託される調査・研究を想定しながら

使っている。たとえば委託研究という形で（資金的な

サポートを受けて）地域を調査し、成果物を出す過程

では、われわれの身の丈に合わない歓待を受けること

もある。ついつい、自分たちは“クライアント”に対

して、何かを提供することのできる存在なのだと過信

してしまう。そして、そもそも肝心の（まちに還すべ

き）成果物への執着心や責任が薄れてしまうことさえ

ある。	

	 地域の人びとにとって、いわゆる「報告書」の類い

は、じつはそれほど面白いものではない。さんざん写

真を撮ったり話を聞いたりしておいて、地域の人びと

には何が還るのか。「報告書」を届けたとしても、そも

そも難解なことばが使われていて、わかりにくい。形

式ばった「報告書」や、誰が実現するかもわからない

「企画書」だけが、置き去りにされる（宮本・安渓,	

2008）。たとえ資金的なサポートをえられるとしても、

そのような活動を継続するよりは、むしろ、自らの懐

を痛めて出かけて行ったほうが、より自由に〈自律的〉

に動くことができるのではないだろうか。ついその気

になって、“偉そうな調査者”になることは避けたい。

いささかナイーブだが、「ボランティアモデル」とも呼

ぶべき関係を結びながら、フィールドワークを実施す

る方法を模索していた（図２）。	

	

図２：「キャンプ」の試み 

	

	 一連の「キャンプ」の試みをつうじて、あたらしい

「つながりかた」の可能性がわかってきた。それは、

「調査者」という立場を放棄し、「関与者」になること

を目指し、ボランタリーに関わりながら、人と人との

ゆるやかな連係を生み出すものである。	

	 「キャンプ」という活動では、可能なかぎりわれわ

れの〈自律性〉を優先したかかわり方を実現しようと

試みている。「契約関係」に応えようという責任感・使

命感を過度に抱くことなく、もう少し自由にふるまう

ことのできる学習環境を目指す。すぐさま何らかの変

化を生むような活動にはならないかもしれないが、地

域のさまざまな「資源（resource）」を、「資産（asset）」

に変えるためのきっかけづくりになるような、コミュ

ニケーションの機会は提供できるはずだ（Kretzmann

ほか,	1993）。	

	 われわれのワークショップをとおして制作される

ポスターは、まさに「話の種（conversation	piece）」

なのであって、人と人との会話を促したり、あるいは

「鏡」のように、自分自身への意識を高めたりするの

に役立つ。そして、難解な形式ではなく、わかりやす

い形でフィールドワークの成果をまとめること、それ
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を取材対象となった人びとに還すことこそが、活動の

中心的なねらいになるべきだと考えるようになった。

「ボランティアモデル」ということばが適切かどうか

はわからないが、大学と地域コミュニティとのあいだ

には、可能なかぎり形式的な「契約関係」を結ばない

ようにして活動することが重要だ。われわれは、“クラ

イアント”の要求に応えるために成果をまとめるので

はない。なにより、「調査されるという迷惑」を考えな

がら、適切な関係を築きたい。同時に、自分たちの移

動性（モビリティ）を高める必要がある。何らかの方

法で、活動資金を捻出しなければならない。その方法

について思索と試行をくり返しながら、「キャンプ」を

続けてきた。	

【事例：深浦キャンプ】 

	 2015 年６月、「深浦キャンプ」（青森県深浦町）を実

施した（注１）。経緯の詳細は省くが、図３のように、

自治体と企業、そして大学との三者で関係を結ぶこと

で、「産学官連携」のプロジェクトが実現した。どの立

場で語るかによって、この「座組み」の見え方は変わ

ってくるが、大学（研究室）とまちとのあいだには、

通常の「キャンプ」と同様の関係性が担保されていた。

つまり、学生たちは深浦に暮らす人びとを取材し、そ

の成果をポスターにまとめて表現し、最終日には成果

報告会（ポスター展）を開くというものだ。まちの人

びとには、取材に協力してもらい、現地での移動や作

業環境などについては自治体のサポートを仰いだ。こ

れまでに続けてきた２泊３日の行程はほぼそのまま

で、滞在先の条件を勘案しながら、詳細を調整した。	

	 いっぽう、自治体は、企業に対してプロモーション

支援（旅行予約の件数アップを目指したコミュニケー

ションデザイン）を委託している。たとえば特設サイ

トを公開し、そのサイトを介して、宿泊予約件数の増

加を目指す。成果は、予約件数や来訪者数という具体

的なデータとなって表れる。われわれは、そのプロモ

ーション用の素材を提供するという役割で、旅費・宿

泊費の支援を受けた。	

	

図３：「深浦キャンプ」の実施体制（2015, 2016, 2017） 

	

	 特徴的だったのは、われわれがふだんおこなってい

るポスターづくりは、いつもと同じやり方で実施する

ことができたという点だ。つまり、（自治体から業務を

委託されている）企業に指示されて行動することはな

かった。学生たちは通常どおりに活動し、そのプロセ

スを企業の担当者が取材するという形で進行した。つ

まり、取材している学生たちを、さらにその「外」か

ら取材して記事を書き、それがプロモーション用サイ

トの素材になるという流れだ。もちろん、学生たち自

身も取材を受けたり、あるいは現場にはふだんはいな

いはずの企業の担当者が同行していたり、まったく同

じだったとは言えないのだが、それでも、ストレスを

感じることはなかったようだ。	

【経過・分析結果】 

	 2015 年６月にこの方法で「深浦キャンプ」を実施し、

幸いなことに、それなりに高評であった。ポスター（お

よびポスター展）という形での成果のみならず、宿泊

予約件数の増加にもつながったようだ。われわれは、

交通費・宿泊費のサポートを得て、いつもと同等の〈自

律性〉を保ちながら「キャンプ」を実施することがで

きた。同時に、自治体と企業との契約関係についても、

好ましい結果となった。その成果をふまえて、2016 年

11月、2017年６月にも同じやり方で、「深浦キャンプ」

を実施するにいたった（注２）。	

	 なにより感謝すべきなのは、自治体も企業も、われ
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われの「キャンプ」という方法と態度をよく理解し、

肯定的に受け入れてくれたという点だ。われわれの制

作するポスターでは、屋号や商品名など、ビジネス・

プロモーションに必要だとされる情報は、意図的に割

愛する。人びとの「生きざま」を表すために、ポスタ

ーをつくるからである。その方針についても、最初の

段階から共感をえることができた。通常のポスターと

はちがうという点が理解されていたからこそ、取材の

方法もポスターづくりの実践も、なんら干渉されるこ

となくすすめることができた。	

	 プロジェクトを続けるための方法は、他にもいろい

ろと考えることができるはずだ。〈自立〉と〈自律〉を

実現するためにも、引き続きアイデアを練る必要があ

る。だが、どのような方法を考案するにせよ、われわ

れの行動を規定する「キャンプ」の考え方を明快に説

明し、理解してもらうことは大前提だ。活動内容の理

解を促すためのコミュニケーションには、努力や工夫

を惜しまず、また、毎回の活動の記録や所感を地道に

蓄積しておくことも大切だ。	 	

【おわりに】 

	 「深浦キャンプ」は、委託調査に近い形を取りなが

らも、〈自立〉と〈自律〉を実現する新しい運営モデル

の可能性を示唆するものである。われわれの実験的な

試みにおいては、三者間での有形・無形の交換が行わ

れ、安定的な関係が結ばれた。また、幸いなことに、

「深浦キャンプ」は、それなりに高評をえることがで

きた。フィールドワークの成果のみならず、観光振興

という観点からは宿泊予約件数の増加にもつながっ

た。	

	 この方法で、これまでに３回の「キャンプ」を実施

したが、その過程で「産学官」の関係性が徐々に育ま

れたことは間違いないだろう。事前の調整や、現場で

の即時即興的な対応も、回を重ねるたびに円滑に進行

できるようになった。その意味で、われわれの「産学

官」連携は、フィールドワークのみならず、ひとつの

学習過程を共有していたと言えるだろう。いっぽう、

２年半のあいだに３回の「キャンプ」を実施すること

で、ある種の「慣れ」を自覚する場面がたびたびあっ

た。これは、プロジェクトの持続を考える際に、惰性

や（組織上の）弛みにつながる可能性がある。〈自立〉

と〈自律〉をどのように協調的に併存させれば良いの

か。一連の実践を批判的にふり返り、「産学官連携」プ

ロジェクトの評価に活かすことが求められている。	

【注】 

注１：「深浦キャンプ」は、深浦町、宿泊予約サイト「楽

天トラベル」（運営会社：楽天株式会社）、加藤文俊研

究室（慶應義塾大学）の共同プロジェクトとして実施

された。	

注２：「深浦キャンプ」の経過、成果（ダイジェストビ

デオをふくむ）については、下記サイトを参照のこと。

http://camp.yaboten.net/entry/fukap	

http://camp.yaboten.net/entry/fukap2	

http://camp.yaboten.net/entry/fukap3	
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コミュニティ意識や信頼にもとづく幸福度分析 

神原 理（専修大学） 

 

Keyword：主観的幸福度（Subjective Well-being）、社会関係資本（Social Capital）、信頼（Trust） 

 

【問題・目的・背景】 
	 1990年代以降の日本では、ボランティアやＮＰＯによる
地域活動は希薄化する地縁関係を補填し、ソーシャル・キ

ャピタルの醸成に寄与すると考えられてきた。内閣府経済

社会総合研究所（2005）は、個人レベルのソーシャル・キ
ャピタル（個人ＳＣ）は生活上の安心感を醸成し、自らの

住むコミュニティへの高い評価は生活上の安心感を高める

可能性があると述べている。他方、小塩隆士（2016）は、

①個人ＳＣと幸福度との相関関係は過大推計されやすく、

②幸福度は地域レベルより個人ＳＣと密接な関係があり、

個人ＳＣの影響を制御すると、地域ＳＣと幸福度の相関が

かなり低くなると指摘している。	

	 そこで本研究では、コミュニティ意識や信頼と、幸福度

（生活満足度）との関係について分析を行った。結果、雇

用形態やくらしむきといった面で安定的な生活基盤が保持

されているかどうかが幸福度に影響を及ぼしていることが、

自明ではあるものの改めて明らかになった。また、「地域へ

の関与度」は幸福度に対して少なからぬ影響をもたらす要

因ではあるものの、必ずしも幸福度に大きな影響を及ぼす

訳ではないことも明らかになった。しかし「信頼」は、幸

福度に対して直接的・間接的に正の影響を及ぼしていた。

ただし、個人レベルでの「信頼」が高い層と、地域レベル

での「信頼」が高い層によって、幸福度への影響関係が異

なる結果となった。	

	 なお本稿は、東アジア諸国における「ライフスタイルと

価値観に関する国際比較調査」（専修大学社会知性開発研究

センター／ソーシャル・ウェルビーイング研究センター）

の一環として行われた「SWB日本調査2105」の成果の一
部である。調査目的は「幸福」や「生活の質（Quality of Life）
に対する考え方や条件などの国際比較をとおして、より望

ましい社会の実現に向けた政策提言へとつなげていくこと

にある。	

	

【研究方法・研究内容】 

	「SWB日本調査2015」は、(株)日経リサーチに委託し、
同社の登録モニター11,804 名に対して 2015 年２月に
Webアンケートを行った。サンプリング方法は、層化抽
出法（2010年国勢調査の人口分布に比例して全国抽出）。	

	 調査内容は、Ⅰ.フェイスシート（年齢、性別など23項
目）、Ⅱ.幸福度（主観的幸福度、生活満足度など11項目）、
Ⅲ.社会関係資本（人々に対する信頼、近所づきあい、地
域活動への参加など８項目）、Ⅳ.リスクと社会的安全網
（生計に支障をきたすような経験、個人的な問題で頼り

にできる人や組織など６項目）の計48項目である。本研
究では、コミュニティ意識と信頼、及び幸福度に関する

設問に絞って多変量解析を行った。	

	

【研究・調査･分析結果】 

 因子分析の結果、「F1.生活満足度」「F2.リスクと社会
的安全網」「F3.地域への関与度」「F4.信頼」「F5.くらし
むきの変化」の５つの要因を抽出し、各因子の有意な正

の相関関係が明らかになった（表１）。 
 

表１：５因子の相関 

	

F1.生

活満

足度	

F2.リス

クと	

社会的安

全網	

F3.地域

への	

関与度	

F4.信頼	

F5.くら

しむき

の変化	

F1.	 1	 .182**	 .129**	 .319**	 .429**	

F2.	
	

1	 .362**	 .405**	 .147**	

F3.	
	 	

1	 .280**	 .087**	

F4.	
	 	 	

1	 .174**	

F5.	
	 	 	 	

1	

**	相関係数は	1%	水準で有意	(両側)	

 
	 この５因子をもとにパス解析を行った結果、全体的な

傾向としては、「信頼」と「くらしむき」は「生活満足度」

に正の影響をもたらしており、「信頼」は「リスクと社会

的安全網」や「地域への関与」とも正の影響関係にある

が、「地域への関与度」と「生活満足度」との間には強い

影響関係はみられなかった（図１）。	
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図１：パス解析の結果	

	

	

	 クラスタ分析の結果、「地域への関与度」と「信頼」を

基準に「１.高関与・高信頼層」「２.低関与・低信頼層」

「３.低関与・高信頼層」「４．低関与・中信頼層」の４

クラスタを抽出することができた。	

	

図２：各クラスタの因子特性	

	

	

表２：各クラスタの特徴	

1.高関与・高信頼層	

・地域への関与度が最もかつ唯一高い	

・信頼やリスクと社会的安全網も最も高い	

・地域レベルのソーシャル・キャピタル（ＳＣ）が最

も高く、個人レベルのSCも比較的高い	

・くらしむきの変化と、生活満足度は平均的な値	

・年齢：40 代 23.8%、50 代 30.0%、60 代 26.1%（計

79.9%）	

・男女比：男性が最も多い（69.2%）／女性は最も少

ない（30.8%）	

・子供：2人以上が65.6%、要介護者のいる割合が最

多（20.9%）	

・会社などの役員（8.5%）や、課長・部長（31.2%）

が多い	

・人生の階梯：６（23.4%）、７（27.0%）	

2.低関与・低信頼層	

・地域への関与度、信頼、リスクと社会的安全網、く

らしむきの変化、生活満足度のすべての因子に対して

低い値	

・個人レベル、地域レベルともに低いソーシャル・キ

ャピタル	

・くらしむきは15歳時から将来にわたって低い	

・年齢：30 代 19.2%、40 代 31.5%、50 代 29.3%（計

80.0%）	

・非正規雇用（パートや契約）の占める割合が最多

（30.7%）、役職なし（55.5%）	

・人生の階梯：５（25.7%）、６（19.5%）、４以下が最

多（34.1%）	

3.低関与・高信頼層	

・地域への関与度は低いが、信頼は最も高く、リスク

と社会的安全網も高い	

・個人的ＳＣが最も高く、地域レベルのＳＣも比較的

高い	

・生活満足度は平均的な値だが、くらしむきの変化は

将来に悲観的	

・年齢：30 代 23.9%、40 代 26.2%、50 代 27.2%（計

77.3%）	

・正規雇用が最も多い（61.0%）、課長・部長（32.5%）

が多い	

・人生の階梯：６（23.2%）、７（26.7%）	

４.低関与・中信頼層	

・地域への関与度は最も低く、リスクと社会的安全網

も低いが、信頼は平均的	

・個人的ＳＣは高いが、地域レベルのＳＣは低い	

・くらしむきの変化は15歳時から将来にわたって高

く、生活満足度は最も高い	

・年齢：30 代 29.3%、40 代 23.0%、50 代 23.0%（計

75.3%）	

・男女比：男性が最も少ない（57.7%）、女性は最も多

い（42.3%）	

・子供０人が最多（30.8%）、要介護者のいる割合は最

少（12.4%）	

・人生の階梯：７（34.3%）、８（29.4%）	
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	 パス解析の結果、コミュニティ意識や信頼と幸福度と

の関係には、４クラスタクラスタ間で大きな差がみられ

た。	

「１.高関与・高信頼層」は地域への関与度や、地域
レベルのソーシャル・キャピタルが最も高いにも関

わらず、それが生活満足度にはあまり高い正の影響

をもたらしていないことがわかる。また、「F4.信頼」
と「F2.リスクと社会的安全網」や「F3.地域への関
与度」との関係も、あまり高い正の影響関係にはな

いようである。	

「２.低関与・低信頼層」は、個人レベル、地域レベ
ルともにソーシャル・キャピタルが最も低く、「F4.
信頼」と「F2.リスクと社会的安全網」や「F3.地域
への関与度」との関係が負の影響関係になっている。	

	 「３.低関与・高信頼層」は、回答者全体のモデル
（図１）があてはまらなかったため、「F5.くらしむ
きの変化」を削除して解析した。この層は地域への

関与度が低いものの、「F4.信頼」は「F2.リスクと
社会的安全網」や「F3.地域への関与度」と正の影
響関係になっている。また、「F4.信頼」は「F2.リ
スクと社会的安全網」や「F3.地域への関与度」を
介して「F1.生活満足度」に正の影響をもたらして
いる。「F4.信頼」が「F1.生活満足度」に及ぼす直
接的な影響（.07）よりも、「F3.地域への関与度」
を介した間接的な影響の方が高い（.35×.53=.186）。
「３.低関与・高信頼層」は、個人レベルのソーシャ
ル・キャピタルが最も高く、地域レベルのソーシャ

ル・キャピタルも比較的高いことから、信頼にもと

づく人々との関係性が彼らの生活満足度を高めて

いると推測できる。 
 「４.低関与・中信頼層」は、「F5.くらしむきの変
化」が最も高いが、「F1.生活満足度」とは弱い負の
影響関係にある。「F4.信頼」は「F2.リスクと社会
的安全網」や「F3.地域への関与度」と正の影響関
係になっている。 
	

【考察・今後の展開】 

	 分析の結果、①雇用形態やくらしむきといった生活基

盤が幸福度に影響を及ぼしていること、②「信頼」は、

幸福度に直接的・間接的に正の影響を及ぼすものの、③

「地域への関与度」は、必ずしも大きな影響を及ぼす要

因とはいえない、④各クラスタ間では、「信頼」が「個人

レベルか地域レベルか」によって、幸福度への影響関係

（パス図）が異なっていることが明らかになった。 
	 今後は、個人ＳＣと地域ＳＣとの詳細な関係を明らか

にするとともに、それらが幸福度に及ぼす影響（媒介効

果など）について分析していくことが課題となる。	

	

【引用・参考文献】 

	 ・小塩隆士（2016）「ソーシャル・キャピタルと幸福度：
理解をさらに深めるために」『ソーシャル・ウェルビーイ

ング研究論集』第２号、専修大学社会知性開発研究セン

ター／ソーシャル・ウェルビーイング研究センター、19
〜34頁。 
・内閣府経済社会総合研究所（2005）「コミュニティ機能
再生とソーシャル・キャピタルに関する研究調査報告書」

http://www.esri.go.jp/jp/prj/hou/hou015/hou015.html
（2017.5.1参照）。	

359



地域における高齢者雇用の促進プロセスの研究-金沢市の（株）オハラの事例	 

○岸田泰則(法政大学大学院)	 

Keyword：地域雇用、高齢者雇用、労働市場の媒介項、関わりあう職場、ジョブクラフティング

	 

【研究の背景と目的】	 

	 地域雇用の課題として、近年は人手不足が地域の成

長を阻むケースが指摘される。その解決策として地域

の高齢者雇用の活用があげられるが、高齢者が働きた

くても働く場のない事例がいくつか見受けられる。そ

こで本稿では、地域の高齢者を外部労働市場から雇用

している金沢市の食品加工会社（株）オハラ（以下オ

ハラ）の事例を取り上げ、高齢者雇用の促進プロセス

を採用面と定着面に分けて解明する。 

【先行研究とリサーチクエスチョン】	 

	 高齢者雇用の採用面と定着面に分けて先行研究を検

討する。まず採用にあたっては労働の地理学の分析視

角を用いる。その理由は高齢者が働きたくても働く場

がないということは地域の労働市場の社会的調整機能

の問題でもあるため、空間の概念からの分析が有効で

あると判断したからである。そのため「労働市場の媒

介項（labor	 market	 intermediaries）」という概念を

取り上げる。「労働市場の媒介項」とは、労働需要と労

働供給の仲立ちになる組織のことである。労働市場の

媒介項の定義は研究者によって異なるが、本稿では中

澤（2014）が採用した「求人と求職者のマッチング、

職業訓練、キャリアサポートなど、いくつかのサービ

スの組み合わせによって、雇用関係を仲介する組織」(B

enner	 et	 al.,2007)という定義を採用する。中澤（20

14）は労働市場の媒介項の機能として、Benner	 et	 al

（2007）が提示した労働需給のスキル・ミスマッチの

解消のほかに、時間的ミスマッチの克服、空間的ミス

マッチの架橋をあげる。また、労働力は擬制商品であ

り貯蔵が効かないというその特質から需給の時間的ミ

スマッチが生じやすい商品であり、そのため労働市場

の媒介項を活用した数量的フレキシビリティが求めら

れることを指摘する。そのほか高齢者が地域に根付い

ていることを考慮し、「根付きの空間（Spaces	 of	 dep

endence）」の概念を検討する。Cox(1998)が提唱した「根

付きの空間」とは労働者にとってローカルな社会関係

が存在する空間であり、地元などもその範疇に入る。 

	 また地域雇用の先行研究でも、佐口（2006）は地域

労働市場の仲介組織に着目しており、ハローワークが

地域の政策に柔軟に関与することの重要性を指摘する。

さらに渡邊（2007）は、地域レベルでの雇用創出とり

まとめ部署の設置が地域雇用創出の第一歩と指摘する。 

	 定着については、まず鈴木（2013）の「関わりあう

職場」の概念を検討する。鈴木（2013）は「関わりあ

う職場が支援と勤勉と創意工夫を職場のメンバーに促

す」というメッセージを提示した。岸田・石山（2016）

は企業への質的調査の結果、「対話による関わりあう職

場」が高齢者の自律性を高めることを明らかにした。

その高齢者の自律性を高める過程においては、企業側

からの従業員支援も効果的であることを示唆している。	 

	 また鹿生・大木（2015）は X 社の高齢者が自律的に

役割を変更することを求められている事例を紹介し、

高齢者が自ら役割設定を行うジョブクラフティング行

動を提唱する。このジョブクラフティングは、

Wrzesniewski	 &	 Dutton（2001）では「従業員が自ら積

極的に担当する仕事をデザインすることにより生産性

の向上や仕事のやりがいや動機付けを高めようとする

行動」と定義され、仕事のタスク境界を変えるタス

ククラフティング、仕事の関係の境界線を変える関

係的クラフティング、従業員が彼らの仕事の認識タ

スク境界を変える認知的クラフティングの 3 つの形

態がある。 

	 ここまでの先行研究を踏まえ、次の通りリサーチク

エスチョン（RQ）を設定する。 

RQ1:地域の高齢者雇用の場を創出したオハラでの採用
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面で有効な施策は何であったのか	 

RQ2:地域の高齢者雇用の場を創出したオハラでの定着

面で有効な施策は何であったのか	 

【研究方法】	 

	 本稿の研究方法は、事例研究法による。具体的に

は、インタビュー調査、文献調査の 2 つの手法を用

いた。インタビュー調査は、オハラの経営者である

小原繁社長と高齢者パート 4 名から聞き取り調査を行

った。文献調査ではオハラを取り上げた新聞記事・

雑誌記事、ホームページなどの公表資料などを用い

た。そのほか採用面での調査を補う上で、石川県人

材確保・定住推進機構（以下 ILAC）のスタッフ 2

名からも聞き取り調査を行った。	 

【調査・分析結果】	 

1．オハラの概要	 

	 金沢市津幡町でこんにゃくを製造していたオハラは、

こんにゃくは冬にしか売れないので夏場対策としてく

ずきりやゼリーの製造を始め、その後、焼き芋ペース

トの加工へと事業領域を拡大していった。特に焼き芋

ペーストの加工事業は、金沢野菜として名高い五郎島

金時（さつまいも）というブランド商品の規格外のも

のを OEM 加工した新事業であった。この事業が立ち上

がった 2013 年に、オハラは生産の急拡大に人手が追い

つかない問題に高齢者パートを外部労働市場から雇用

することで対処した。高齢者パートを雇用するという

アイデアは小原社長の知己の（株）加藤製作所の加藤

社長が著した高齢者雇用の著作（加藤、2013）にヒン

トを得たという。この高齢者の雇用は、新聞折り込み

チラシにより募集したものであり、現在従業員 80 名の

うち高齢者パートが 22 名を占め、高齢者が戦力となっ

ている事例であった。加藤（2013）で紹介された（株）

加藤製作所は高齢者を外部から雇用し、土曜日曜に工

場を稼働する事例であったが、オハラは同じく高齢者

を外部から雇用し平日の早朝 3:00 から工場を稼働す

る事例であった。石川県ではオハラは新規に外部から

高齢者を雇用するモデル企業となっている。	 

	 次の節では高齢者雇用を促進するオハラのマネジメ

ント施策を、採用と定着の 2 つの側面から分析する。	 

2.採用面での施策の分析	 

	 まず始めに高齢者雇用の採用面から分析する。オハ

ラでは高齢者を外部労働市場から雇用するにあたり、

ハローワークではなく新聞折り込みチラシを活用した。

そのほか、地元の北國新聞などのメディアに自社の高

齢者雇用を記事として取り上げてもらうなどの露出を

図っていた。高齢者の募集にはハローワークも巷の求

人誌も有効ではないと判断し、新聞折り込みチラシに

加えメディアの取材を受け宣伝効果を狙う手法をとっ

ていた。	 

	 オハラの採用基準は前職の技能は特に問わず元気で

意欲のある人ということであった。具体的には時間を

守る、約束を守る、職場で人間関係を築けるなどの人

柄重視の採用基準をもっていた。実際に高齢者パート

の前職は、パン職人、染色工員、介護、郵便局員、主

婦、自営業、企業の経営者など千差万別であった。	 

3.高齢者労働市場の媒介項について	 

	 新聞折り込みチラシは 2013 年、2014 年と大きな採

用実績を上げたが、2015 年、2016 年とここ 2 年は効果

が上がっていないという。小原社長は高齢者就労が促

進していることが原因の一つと推測する。また 60 歳前

半層の就労促進が進んだ結果、採用面談に来る高齢者

は 66、67 歳が多くなってきたという。	 

	 そのため、小原社長は高齢者雇用の求人面での行政

のバックアップを強く求めていた。シルバー人材セン

ターでは毎日派遣することができないため、高齢者の

スキル向上が期待できないという。また地域の高齢者

にとってハローワークが認知されているとは言い難い

とみなし、「若者向けのヤングハローワークのようにシ

ニア向けのシニアハローワークが求められる」と小原

社長は語る。具体的には、県や市の広報誌に高齢者雇

用の窓口や求人情報を載せるなどの工夫を求めていた。	 

	 このように小原社長は高齢者の外部労働市場での需

給マッチング機能を石川県に対して求めていたが、
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2017 年 7 月から ILAC がこの高齢者雇用のマッチング

機能をスタートさせた。ILAC の高橋雅彦課長、稲場宏

人材コーディネーターによると、ILAC は UI ターンの

求人開拓のために企業巡りを行っているが、その一環

のなかで高齢者の求人開拓も実施するようになったと

いう。「石川県は製造業が多くその製造業の企業を訪問

するなかで人が集まらないという事実があったため、

若い人だけでなく高齢者の求人開拓も行うようになっ

た」と稲場コーディネーターは語る。求職者を企業へ

紹介するのはハローワークが行うが、ILAC はそのハロ

ーワークへ高齢者求人企業を紹介する。あるいは UI

ターンの高齢者であれば、ILAC が直接企業へ紹介する

こともあるという。現にオハラには ILAC 紹介による高

齢の求職者が採用面談に来ていた。	 

4.定着面での施策の分析	 

	 オハラから高齢者雇用の話を聞き模倣する企業は多

いが、高齢者が定着している企業は少ない。なぜオハ

ラで高齢者が定着したのかを分析した結果、次のとお

り 4 点をマネジメント施策としてあげる。第 1 に、職

場内の活発な対話があげられる。感謝の言葉を日々カ

ードにしたためることでお互いの存在を認め合うこと

や職場内での活発な対話があることが観察された。こ

れは「努力賞カード」と呼ばれ、このカードでお互い

を承認する、褒める、感謝の思いを伝えるなどのコミ

ュニケーションをとっている。	 

	 第 2 に、「根付きの空間」のなかでの雇用確保と同じ

地域の近い年代との職場内コミュニティーの形成があ

げられる。高齢者は早朝勤務のパートをこなしている

が、皆が始業時間の 30 分以前に職場に出社するという。

毎朝始業前の会話が楽しくて出社する高齢者が多い。

ほとんどの高齢者は半径 10km 以内の近隣から車で 15

分程度かけて通勤しており、「根付きの空間」のなかで

雇用が確保され、言葉も同じ地域も年齢も近い仲間の

コミュニティーが職場のなかに形成されていることが

定着の一つの要因といえる。	 

	 第 3 に現役世代が高齢者を尊敬する姿勢があげられ

る。オハラでは高齢者のことを「達人」と呼んでいた。

「高齢者を見ていると仕事が楽しそうに見え、高齢者

の姿勢から（現役世代は）元気をもらえる」（小原社長

）といった効果があるという。「（高齢者は）何か超越

している感じで、いつのまにか『達人』という名前が

ついた」と小原社長は語る。ここには高齢者を叱責す

ることはなく、むしろ高齢者を尊敬している姿勢がう

かがえる。	 

	 第 4 に、従業員にお互いに教えあう姿勢があること

があげられる。高齢者パートの A さん（74 歳・女性）

は仲間でアドバイスをし合いながら仕事をしているこ

とを語り、B さん（70 歳・女性）は入社 3 ヶ月である

が高齢者からも現役世代からも励まされ仕事を教わっ

ているという。B さんは包装の仕事を教わるなかで自

分なりに工夫しながら製品の包装をするようにしてい

ると語る。このようにオハラでは高齢者が創意工夫を

しながら、職場のコミュニティーのなかで自己の存在

価値を認知している様が見られた。	 

5.高齢者のジョブクラフティング行動について	 

	 前述の B さんの創意工夫のように、オハラでは高齢

者にジョブクラフティング行動が数多く見られること

が特筆される。A さんは高齢者仲間で喫茶をしながら

お互いの思いを吐露する機会を意図的に設けていると

いう。C さん（78 歳・男性）は自分の仕事だけでなく

前後の工程の仕事がうまく行くように配慮していると

いう。就業時間よりも早く出社し前工程の人の作業を

手伝い、帰る前には必ず次工程の人がうまくできてい

ることを確認してから帰宅するという。	 D さん（68

歳・男性）は相当な腕前の機械オペレーターであった

が、機械の扱いについて「最初は教えてもらった通り

にやり、段々覚えてきたら周りが見えるようになるか

ら、そうなると自分なりに考えられるようになる」と

語り、今では機械の故障を自分で治すことができると

いう。オハラでは製造業での単純作業においても、高

齢者パートがジョブクラフティング行動をとっていた

ことが観察された。	 
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6.	 高齢者雇用のメリット	 

	 最後に企業側の高齢者雇用のメリットとして、雇用

のフレキシビリティとスキル形成投資の最小化の 2 点

をあげる。まず雇用のフレキシビリティであるが、オ

ハラのような農産物の１次加工業は季節により仕事量

の山谷が大きく変動する仕事であり、時間的なミスマ

ッチが発生しやすい。その時間的ミスマッチの調整に

役立つのは高齢者パートである。高齢者パートが時間

的ミスマッチを埋めることにより企業にとっては雇用

のフレキシビリティを確保できる事例であった。雇用

のフレキシビリティは労働者にとってはリスクとなる

（Allen	 and	 Henry1997）が、高齢者パートは「賃金だ

けのために働いているわけではない」（小原社長）ので

そのリスクを甘受できるといえる。	 

	 次にスキル形成投資の最小化であるが、「（現役世代

とは違い、）高齢者には社会人としての受け入れ教育は

不要である」と小原社長は語る。さらには過去の長い

人生経験や前職で得たスキルがオハラの仕事で生かさ

れることも多いという。このように外部からの高齢者

雇用にはスキル形成投資の最小化のメリットも有する。	 

	 オハラの事例ではこの 2 つの側面から高齢者パート

が企業の戦力となっていることが確認された。	 

【考察】	 

	 本稿では地域の高齢者の外部労働市場を形成するた

めのインプリケーションが、採用と定着の２つの側面

で導出された。採用面では高齢者のための地域労働市

場の媒介項の形成が求められることが示唆された。地

域の雇用創出とりまとめ部署すなわち ILAC での高齢

者の求人開拓が、地域の高齢者雇用促進の第一歩とな

る事例であった。定着面では、ジョブクラフティング

行動のように、高齢者自身がキャリアを形成しようと

する試みがあって外部労働市場の成立に寄与しうるこ

とが示唆された。	 

	 今後の課題として	 、端緒に着いたばかりの ILAC の

高齢者求人開拓の活動成果の分析があげられる。	 
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コミュニティ形成における住民の主体性発揮プロセス －震災復興の文脈を中心とした検討－

中尾 公一（東北大学）

： 住民主体，コミュニティ形成，震災復興

【問題・目的・背景】 
地域やコミュニティの活性化の現場では，「住民主体」の

重要性が指摘される。住民がサービスの受け手とだけ捉え

ていては，高齢者社会への対応は極めて難しくなる（田

尾 ；伊藤 ）とされる。

東日本大震災のような災害からの復興の過程においても

住民が支援の受け手として脆弱な位置に置かれるだけでは

なく，自ら安全を創出する能力を有する（Wisner,etal.，2004）

とも指摘される。復興庁は行政，専門職種， ，企業の

活動等，様々な主体が支援に関わる連携体制の構築に

加え，「住民主体の支え合いによる共助の仕組みを充実させ

ていくことが重要」と指摘する（復興庁， ）。

しかし災害からの復興において，住民が支援の受け手か

ら，主体性を発揮していったのかの過程は十分に明らかに

されていない。

そこで本研究では，東日本大震災からの震災復興過程に

おいて，住民自身が支援者（ ・大学等の支援団体と自治

体）による支援を受けながらも，どのように主体性を獲得

していったのかを，分析することを目的とする。

【研究方法】

調査方法

住民主体に影響を与える要因は多岐にわたることから，

定量分析よりも，本研究では論理探索的な定性調査に基づ

く分析を行うことが有効と考えた｡ 
そこで上記の研究目的を達成するため，先行研究の関連

文献調査，二次資料の収集に加え， 年 月 年

月までの調査期間で，東日本大震災の最大の被害を受けた

宮城県内の18地区で合計69名（住民組織：23名，自治体：

24名，支援団体等：22名）から，1回あたり45分から150

分間，必要に応じて複数回の半構造面接を実施した。 
面接では，住民や自治体，支援団体の関係者が震災復興

の過程で「地域づくり」や「コミュニティ形成」と考えた

ことや，住民主体に関するエピソード等を尋ねた。 
面接時やその後に議事録を作成，浄書の上，それぞれの

記録を確認してもらう形で，データベース化していった。  
データの分析方法

調査により得られたデータは，帰納・演繹コーディング・

アプローチ（Inductive and Deductive Coding Approach） 

(Fereday & Muir-Cochrane, 2006)を用いて分析した。

この手法は，帰納アプローチ（Inductive Approach）と演

繹アプローチ（Deductive Approach）とを合体させたもので

ある。このアプローチは，データ主導で現実を反映させや

すく，理論に基づくコーディングも行える点で優れている。

帰納アプローチとしては，修正版グランデット・セオリ

ー・アプローチ（M-GTA） 木下 ；小田切 に

基づき，まず面接等で得られたデータを概念としてまとめ

る「オープン・コーディング」を行った。

同コーディングでは，単一のインタビューの協力者から

得られたデータから概念の名称，定義，具体例となるヴァ

リエーション，理論的メモの 点からなる，分析ワークシ

ートを作成した。そこに他のインタビュー・データを付加

し，概念の修正を繰り返し，全員分のデータを分析した時

点で，同コーディングを終えた。

表１：分析ワークシートの例示 

【概念名】住民の当事者意識の喚起 

【定義】 住民の当事者意識の喚起に配慮が必要なこと 

【代表的な語り】  

・住民組織 J「支援団体主導でまちをつくるのであれば、 

 『私は必要ないかな』と思った。」 

・支援団体 vi「住民のモチベーションが大切。（中略）住 

 民が考えた取組には責任感や当事者性が生まれる。」 

 （他は省略） 

【理論的メモ】 

 支援者は，住民のモチベーションを削がず，住民の主体

的意識を喚起するよう，適度な支援が必要となる。 

関連概念：「過剰支援の抑制」 

 (筆者作成)

次に「概念」同士の関係性を，定義や意味合い，時間軸

等からまとめた「カテゴリー」として生成する「選択コー

ディング」を行った。

最後に先行研究や研究上の問いに合わせて解釈的理解を

得ようとする，演繹コーディングを行った。演繹コーディ

ングでは，本来の住民組織の機能に着目した。先行研究

（Maclever ；山崎 ；田尾， など）によれば，

住民組織は下表２の５つの機能を持つことが明らかとなった。 
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中尾 公一（東北大学）

： 住民主体，コミュニティ形成，震災復興

【問題・目的・背景】 
地域やコミュニティの活性化の現場では，「住民主体」の

重要性が指摘される。住民がサービスの受け手とだけ捉え

ていては，高齢者社会への対応は極めて難しくなる（田

尾 ；伊藤 ）とされる。

東日本大震災のような災害からの復興の過程においても

住民が支援の受け手として脆弱な位置に置かれるだけでは

なく，自ら安全を創出する能力を有する（Wisner,etal.，2004）

とも指摘される。復興庁は行政，専門職種， ，企業の

活動等，様々な主体が支援に関わる連携体制の構築に

加え，「住民主体の支え合いによる共助の仕組みを充実させ

ていくことが重要」と指摘する（復興庁， ）。

しかし災害からの復興において，住民が支援の受け手か

ら，主体性を発揮していったのかの過程は十分に明らかに

されていない。

そこで本研究では，東日本大震災からの震災復興過程に

おいて，住民自身が支援者（ ・大学等の支援団体と自治

体）による支援を受けながらも，どのように主体性を獲得

していったのかを，分析することを目的とする。

【研究方法】

調査方法

住民主体に影響を与える要因は多岐にわたることから，

定量分析よりも，本研究では論理探索的な定性調査に基づ

く分析を行うことが有効と考えた｡ 
そこで上記の研究目的を達成するため，先行研究の関連

文献調査，二次資料の収集に加え， 年 月 年

月までの調査期間で，東日本大震災の最大の被害を受けた

宮城県内の18地区で合計69名（住民組織：23名，自治体：

24名，支援団体等：22名）から，1回あたり45分から150

分間，必要に応じて複数回の半構造面接を実施した。 
面接では，住民や自治体，支援団体の関係者が震災復興

の過程で「地域づくり」や「コミュニティ形成」と考えた

ことや，住民主体に関するエピソード等を尋ねた。 
面接時やその後に議事録を作成，浄書の上，それぞれの

記録を確認してもらう形で，データベース化していった。  
データの分析方法

調査により得られたデータは，帰納・演繹コーディング・

アプローチ（Inductive and Deductive Coding Approach） 

(Fereday & Muir-Cochrane, 2006)を用いて分析した。

この手法は，帰納アプローチ（Inductive Approach）と演

繹アプローチ（Deductive Approach）とを合体させたもので

ある。このアプローチは，データ主導で現実を反映させや

すく，理論に基づくコーディングも行える点で優れている。

帰納アプローチとしては，修正版グランデット・セオリ

ー・アプローチ（M-GTA） 木下 ；小田切 に

基づき，まず面接等で得られたデータを概念としてまとめ

る「オープン・コーディング」を行った。

同コーディングでは，単一のインタビューの協力者から

得られたデータから概念の名称，定義，具体例となるヴァ

リエーション，理論的メモの 点からなる，分析ワークシ

ートを作成した。そこに他のインタビュー・データを付加

し，概念の修正を繰り返し，全員分のデータを分析した時

点で，同コーディングを終えた。

表１：分析ワークシートの例示 

【概念名】住民の当事者意識の喚起 

【定義】 住民の当事者意識の喚起に配慮が必要なこと 

【代表的な語り】  

・住民組織 J「支援団体主導でまちをつくるのであれば、 

 『私は必要ないかな』と思った。」 

・支援団体 vi「住民のモチベーションが大切。（中略）住 

 民が考えた取組には責任感や当事者性が生まれる。」 

 （他は省略） 

【理論的メモ】 

 支援者は，住民のモチベーションを削がず，住民の主体

的意識を喚起するよう，適度な支援が必要となる。 

関連概念：「過剰支援の抑制」 

 (筆者作成)

次に「概念」同士の関係性を，定義や意味合い，時間軸

等からまとめた「カテゴリー」として生成する「選択コー

ディング」を行った。

最後に先行研究や研究上の問いに合わせて解釈的理解を

得ようとする，演繹コーディングを行った。演繹コーディ

ングでは，本来の住民組織の機能に着目した。先行研究

（Maclever ；山崎 ；田尾， など）によれば，

住民組織は下表２の５つの機能を持つことが明らかとなった。 

表２：住民組織の５つの機能

先行研究に基づき筆者作成

 そこで，「選択的コーディング」を終えた，「カテゴリー」

が，先行研究で明らかにされた，住民組織がもつどの機能

に該当するのかを検討することとした。

【結果】

住民組織の動き

オープン・コーディング

住民組織が主体性を発揮する過程に関し，半構造インタ

ビュー調査等で得られたデータを概念としてまとめた結果，

「住民意見の集約の難しさ」，「住民組織の長が自分の考え

を持つこと」，「金銭管理の問題」，「経費負担面での自立」，

「不平不満やトラブルへの対処」，「支援が必要な住民への

対処」，「役員にかかる作業負担」，「震災前の取組」，「イベ

ント開催を通した主体性」，「支援団体に鼓舞された主体性」，

「地域とのつながりを意識した主体性」，「個々の意見の尊

重」，「上手に適材適所に巻き込む」，「個々の住民を把握で

きない」，「女性の力」の１５の概念が生成された。

選択コーディング

オープン・コーディングで生成した１５の概念のうち，

「住民意見の集約の難しさ」，「住民組織の長が自分の考え

を持つこと」，「役員にかかる作業負担」の３概念は，住民

組織の意見集約に係る概念であり，これらをまとめて「意

見集約」としてカテゴリー化した。「金銭管理の問題」，「経

費負担面での自立」の２概念は，「資金管理」としてカテゴ

リー化した。「不平不満やトラブルへの対応」，「支援が必要

な住民への対応」の２概念は，課題対応に関する内容であ

り，「課題対応と作業負担」としてカテゴリー化した。「震

災前の取組」，「イベント開催を通した主体性」，「支援団体

に鼓舞された主体性」，「地域とのつながりを意識した主体

性」の４概念はいずれも住民が主体的になる経路を示して

おり，「住民の主体性発揮」としてカテゴリー化した。「個々

の住民を把握できない」，「個々の意見の尊重」，「上手に適

材適所に巻き込む」，「女性の力」の４概念は，カテゴリー

「個々の住民の巻き込み」としてまとめた。

以上，１５の概念は，「意見集約」，「資金管理」，「課題対

応と作業負担」，「住民の主体性発揮」，「個々の住民の巻き

込み」という５つのカテゴリーに整理された。

演繹コーディング

上記の選択的コーディングでまとめられた５つのカテゴ

リーが，住民組織の５機能の何れに該当するかを検討した。

その結果，「意見集約」と「資金管理」については，ルー

ルや規範を形成する，「規範形成機能」に分類されるものと

考えられる。また，「課題対応と作業負担」については，地

域問題の紛争解決の過程で出てくるものであり，「紛争解決

機能」に分類した。また「住民の主体性発揮」と「個々の

住民の巻き込み」は，住民自身が地域への参画を通して，

役割を担い，同時に地域の豊かさを創出していくという意

味で，「住民の役割・参画創出機能」と「住民生活の豊かさ

創出機能」の双方にまたがるものであると考えられ，２つ

の機能にまたがるものとして分類された。

上記の過程をまとめて表示すると次表３のようになる。

表３： 住民組織の主体性発揮に関するカテゴリー，概念等 

住民組織機能 カテゴリー 概念

規範形成

意見集約

住民組織の長が自分の

考えを持つこと

役員にかかる作業負担

住民意見集約の難しさ

資金管理
金銭管理の問題 【伝】

経費負担面での自立

紛争解決 課題対応
不平不満トラブル対応

要支援の住民への対応

住民の役割・参

画創出

＋住民生活の

豊かさ創出

住民の主体性

発揮

震災前の取組 【伝】

イベント開催を通した

主体性

支援団体に鼓舞された

主体性

地域とのつながりを意

識した主体性 【新】

個々の住民の

巻き込み

個々の意見の尊重

適材適所に巻き込む

個々住民の把握不可能

女性の力

（筆者作成）

住民組織の機能 説明

①規範形成機能 ルールや規範づくり

②紛争解決機能 地域問題 ゴミ問題等 の紛争解決

③対外関係調整機

能

自治体との関係 要望伝達，サービ

ス補完 の調整機能

④住民の役割・参

画創出機能

個々の住民が地域の参加意識と，役

割について認識をもつ機能

⑤住民生活の豊か

さ創出機能

精神的・文化的生活の向上，福祉の

充実
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支援者による機能獲得支援

オープン・コーディング

支援者（ ・大学等の支援団体と自治体）による住民

支援の動きに関し，半構造インタビュー調査等で得られ

たデータを概念としてまとめた結果，「住環境の改善支

援」，「住民トラブルの対応支援」，「自治体の積極的な自

治会形成支援」，「組織基盤の形成支援」，「制度面での支

援」，「自治体の住民組織運営からの距離感」，「自治体と

の関係での『住民主体』の反作用」，「過剰支援の抑制」，

「住民の当事者意識の喚起」，「住民ニーズや関心の観察

と実現」，「住民の動きへの支援団体の側面支援」，「住民

の力の活用」の１２の概念が生成された。

選択コーディング

オープン・コーディングで生成した１２の概念のうち，

「自治体の積極的な自治会形成支援」，「組織基盤の形成支

援」，「制度面での支援」の３概念は，住民組織としての組

織基盤形成を支援するものであるから，「組織基盤形成支

援」としてカテゴリー化した。また，「住環境の改善支援」，

「住民トラブルの対応支援」の２概念は，自治体や警察に

よる支援が必要なものもあることから，「自治体による住民課題

解決支援」としてカテゴリー化した。

「自治体の住民組織運営からの距離感」，「過剰支援の抑

制」，「住民の動きへの支援団体の側面支援」は，支援者が

支援を控え住民主体を高揚させようとするものであるから

「支援量の調整と住民主体」としてカテゴリー化した。ま

た，「住民の当事者意識の喚起」，「住民の力の活用」，「住民

ニーズや関心の観察と実現」の３概念は，いずれも顕在化

していなかった住民の力を活用するものであることから，

「住民のポテンシャルの活用」としてカテゴリー化した。

以上，１２の概念は，「組織基盤形成支援」，「自治体によ

る住民課題解決支援」，「支援量の調整と住民主体」，「住民

のポテンシャルの活用」の４つのカテゴリーに整理された。

演繹コーディング

選択的コーディングで生成した４つのカテゴリーが，住

民組織の５機能の何れを支援するものかを検討した結果，

「組織基盤形成支援」は，住民組織の形成やその基盤整備，

支援を通して，住民組織の規範形成を下支えするものである

ことから，「規範形成機能の支援」に分類した。「自治体による

住民課題の解決支援」は，住民間トラブルや地域課題の解決

支援であることから，「紛争解決機能の支援」に分類した。 

「支援量の調整と住民主体」があってから，「住民のポテ

ンシャルの活用」が行われることは，いずれも「住民の役

割・参画創出機能」を支援したり，「住民生活の豊かさ創出

機能」という二つの機能を支援するものであることから，

カテゴリー・グループの中では「住民の役割・参画創出機

能＋住民生活の豊かさ創出機能の支援」とした。

上記の過程をまとめて表示すると次表４のようになる。 

表４： 支援者による配慮に関するカテゴリー・概念等 

支援対象機能 カテゴリー 概念 

規範形成機能

支援 

組織基盤形成

支援【新】 

住民組織形成支援  

制度面での支援 

紛争解決機能

支援 

自治体の住民

課題解決支援 

住環境の改善  

トラブルの対応 【新】 

住民の役割・

参画創出機能 

＋住民生活の

豊かさ創出機

能支援 

支援量の調整と

住民主体 

自治体との関係での

「住民主体」の反作用 

自治体の住民組織運

営からの距離感 【新】 

過剰支援の抑制 【新】 

住民のポテンシ

ャルの活用 

住民の当事者意識の

喚起  

住民の力の活用 

住民ニーズや関心の

観察と実現 

（筆者作成）

3.結果のモデル化 

 上記では，住民組織がもつ５つの機能が「震災復興過程

における住民の主体性発揮」と「支援団体による配慮」という

側面を通して徐々に発揮されることを見てきた。そこで生成

したカテゴリー同士の関係性を見ることで，一定の理論的説

明が可能と判断し，下図１のように結果図をモデル化した。 

 

 図１：住民の主体性形成モデル（筆者作成） 

 

 震災復興過程の住民主体の動きは，支援が必要な住民へ

の対応や住民同士のトラブル等の「課題への対応」から始まっ

た。 「自治体の住民課題解決支援」があって，紛争解決機能

が発揮されていった。また住民組織が「意見集約」や「資金管

理」を行っていく上で，自治体や支援団体による「住民組織の
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ルの活用」を行う一方で，住民組織の長等が「個々の住民を

巻き込む」ことでも得られるようになった。なおこれらの一連の

過程で，住民組織は自治体や支援団体との対外関係調整機

能を発揮し続けたこととなる。 

 

 【考察・今後の展開】

本論の振り返りと残余の議論

震災復興過程の住民主体は，住民自身が意見集約や資

金管理の難しさを経験しつつ，課題解決に追われる一方

で，自治体や支援団体等の支援を得ながら，規範形成や

紛争解決，対外関係を調整しながら，組織基盤を形成し

ていく過程と，支援者の支援量の減少に伴い，住民自ら

の役割や参画機能の発揮と，生活の豊かさを追求する過

程により，形成していくことが明らかとなった。

最後に上記で検討できなかった，「地域コミュニティの

特性による相違」と「災害後と平時のコミュニティ形成

の相違」について，簡単に触れておきたい。

コミュニティの特性による相違

 上記の調査対象の 18地区は，震災後の内陸・高台移転の

過程で，震災前の住民組織を概ね維持した「伝統的コミュニ

ティ」（7 地区）と，震災前の住民組織を維持することなく，多

様な地域出身の住民が，新たに住民組織を結成して共同性

を育む「新設コミュニティ」（11地区）とに分類された。 

 「伝統的コミュニティ」では，震災の発生後も，住民組織は

規範形成，紛争解決，対外関係調整といった基本的機能を

維持していたため，住民同士や行政との関係において，「新

設コミュニティ」が経験した緊張関係はなかった。また，震災

前の経験や人脈による祭事も開催された。 

 その一方で「新設コミュニティ」では，紛争解決機能や規範

形成機能を発揮する上で，自治体や支援者による支援を得

た点で，「伝統的ミュニティ」と相違した。（上記表３，表４の凡

例：【伝】伝統的コミュニティ，【新】新設コミュニティ参照） 

災害後と平時のコミュニティ形成の相違

 震災復興の文脈から離れて，通常時に住民主体が発揮さ

れた事例として，①全国防災まちづくり大賞を受賞し「日本

で一番住みたい団地」と言われる，東京都立川市の大山団

地の事例と，②平成 27 年に，最優秀公民館に表彰された，

広島県大竹市の玖波公民館の事例がある。 

 前者は，会計管理や役員選出方法の見直しに加え，地域

住民による共同清掃や地域行事の開催，孤独死防止，子育

て支援，葬儀等の多機能を発揮していった。    

 後者は，地域外出身の 1 名の公民館職員が，地域がもつ

歴史的価値を再認識し，公民館で「学びのカフェ」を開催し，

同カフェに参加した住民同士が「横のつながり」形成して，

住民が様々なイベントを開催・参加していった。 

 震災復興過程においては，住民組織が一から形成される

点，その過程で外部支援を得ていた点で大きく相違するが，

住民の役割・参画創出機能，住民生活の豊かさ創出機能の

発揮過程では類似する点も見られた。さらに分析を深めて

いき，異同点を明示することを，今後の追究課題としたい。  
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Keyword： ヘルスケアビジネス、地域活性、インバウンド 

 

【問題・目的・背景】 
日本は世界でも有数の高齢社会に突入している。総人口

は 2010年頃にピークアウトし(図 1)、年齢別人口構成も戦

後のピラミッド型からつぼ型へと変化している(図 2)。 

 

図 1 日本の人口推移 

出典 総務省統計局「国勢調査結果」「我が国の推計人口」

「人口推計」および国立社会保障・人口問題研究所 「日

本の将来推計人口（平成24年１月推計）」 

 

図 2 日本の人口ピラミッド 

出典 総務省統計局統計調査部国勢統計課 「国勢調査報

告」「人口推計年報」（2016年 2月 22日公表）より 2009

年データを抜粋 

今後は急速な少子化も相まって高齢人口が占める割合は

徐々に高まり、「2050年問題」と言われる2050年には逆ピ

ラミッド型の超高齢化社会を迎えると予想されている。 

 高齢化に伴い日本のヘルスケアビジネスは急速に発展し

てきている。日本はその高い医療水準と長年蓄積されてき

たノウハウが今後のグローバル化したビジネス環境で大い

なる強みとなる可能性を秘めている。 

 本研究では、過疎化が急激に進み、目ぼしい 3次産業の

少ない高知県が、ヘルスケアビジネスにおいて、高いポテ

ンシャルを秘めていることを、明らかにしていった。 

【研究方法・研究内容】 

 ヘルスケアビジネスを推進するために、日本と高知県が

抱える医療のこれまでの時系列的な推移とそこで浮かび上

がった課題について、統計データを基に分析した。 

また、ヘルスケアビジネス推進するためには、様々なステ

ークホルダーの関係性が課題となる。この組織間関係にお

ける組織間流動について分析を行った。 

また、海外からのインバウンドビジネスを推進するため

には、対象国のビジネス状況について分析することが必須

である。そのため、近年急激に来日者数が急増している中

国を対象として、健診ビジネスに着目して分析を行った。 

日本は、The World Bank の 2014 年のデータによれば、

日本は 13.7床/千人と世界で最も単位人口当たりの病床数

が多い(図 3)。 

 

図 3世界各国の人口千人当たり病床数 

出典 The World Bank 2014 

その実態を分析してみると、都市部以外の地方では、人

口減少と高齢化という二重の課題を抱えていることが明ら

かである。 

 総務省統計局の2012年のデータによれば、高知県は人口

10万人当たりの病院数は 18.0と全国で最も多い。Top5を

みても、鹿児島県(15.3)、徳島県(15.0)、大分県(13.5)、
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なる強みとなる可能性を秘めている。 

 本研究では、過疎化が急激に進み、目ぼしい 3次産業の

少ない高知県が、ヘルスケアビジネスにおいて、高いポテ

ンシャルを秘めていることを、明らかにしていった。 

【研究方法・研究内容】 

 ヘルスケアビジネスを推進するために、日本と高知県が
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日本は、The World Bank の 2014 年のデータによれば、

日本は 13.7床/千人と世界で最も単位人口当たりの病床数

が多い(図 3)。 

 

図 3世界各国の人口千人当たり病床数 

出典 The World Bank 2014 

その実態を分析してみると、都市部以外の地方では、人

口減少と高齢化という二重の課題を抱えていることが明ら

かである。 

 総務省統計局の2012年のデータによれば、高知県は人口

10万人当たりの病院数は 18.0と全国で最も多い。Top5を

みても、鹿児島県(15.3)、徳島県(15.0)、大分県(13.5)、

佐賀県(13.0)となっており、全国平均の 6.7と比較すると

ずぬけて多いことが明らかである(図4)。 

 

図 4 人口10万人当たりの病院数 

出典 厚生労働省、「厚生統計要覧」、2016年 

人口 10万人当たりの病院数は、西高東低という傾向が顕

著である。沖縄を除き特に中国、四国、九州と西へ行くほ

どの比率が高くなっている。1985年の第１次医療法改正に

よる病床規制で簡単に病床の増床はできなくなっているこ

とから、単純な要因が原因ではないと推測される。各地域

特性が影響していると思われるが、1 つの要因として医師

の供給源である医学部が、もともと西日本は早くから多か

ったとためとも言われている。しかしながら、高知県は、

田中内閣の｢無医大県(15県)解消｣「一県一医大」構想のも

と高知医科大学として医学部が設置されたのは 1979 年で

あり、このことが影響しているとは考えにくい。四国の他

の各県も国立大学の医学部があるだけである。その設立年

も愛媛大学医学部は 1973年設立、香川医科大学(現香川大

学医学部)は 1978年年設立である。徳島大学は歴史が古く

前身の徳島医学専門学校は1943年設立である。 

高知県は、2010 年から 2015 年において人口の減少率も

4%と全国第4位である(図 5)。 

 

図 5 人口の増減率(2010年－2015年) 

出典 総務省統計局，「平成27年国勢調査」2016年 

平成28年12月1日現在の推計人口(高知県総務部統計課)

によると県の人口は 714,615 人で、そのうち高知市に

333,587人居住しており実に48%を占めている(図6)。 

 

図 6 高知県市町村別人口 

出典 高知県総務部統計課,平成 28年10月１日（平成27

年国勢調査基準） 

県人口に占める 75歳以上の後期高齢人口比率も秋田県、

島根県に続く17.1%と全国3位に位置する(図7)。 

 

図 7 都道府県別後期高齢者比率 

出典 総務省統計局「人口推計」（平成26年 10月1日現在） 

 この様に現在の高知県は、全国的に見て人口減少と高齢

化が顕著に進んでいる県となっている。 

 だが、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別

将来推計人口（平成 25（2013）年 3 月推計）」によると、

高知県と東京都の階層別人口推移を比較すると、図 8のよ

うに高知県は、2020 年をピークに 65 歳以上人口が減少し

ていくが、一方東京都は、65歳以上人口が増加の一途に 
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図 8 年齢層別人口推移(東京都、高知県) 

出典 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将

来推計人口（平成25（2013）年 3月推計） 

なると予測されている。図 4で見たように東京都の病院数

は、全国平均より低く、今後、急激な病院の増設や病床の

増床は望みがたい。その状態で図 8のような人口推移をた

どると明らかに需給バランスが崩れた状態になることが予

測される。一方、高知県は現時点でも病院数が人口当たり

最も多い状態であるのに、2020年以降は更に過剰状態にな

ると考えられる。このような偏在化の流れは、他の大都市

部でも顕著になると予測される。この高齢者医療に対する

アンバランスを、都市部から医療施設が過剰になる高知県

を初めとした西日本の各県へ分散化させる政策が必要にな

ると考える。これは、過疎化が進む地方の人口減少への歯

止めと地域の活性化や雇用の創出につながると考える。 

 高知県のヘルスケアビジネスをグローバル化させるため

には、豊富な病院をはじめとした医療施設やスタッフを生

かしたビジネスの展開を企画推進する必要がある。 

 日本と中国では,ヘルスケア政策の変遷に大きな差があ

る。人的リソースを必要とするノウハウ部分や,蓄積された

過去データといった点で日本は先行している(図9) 

 

 

図 9 中国と日本のヘルスケア政策の変遷 

 (出典) 標準化研究 第15巻第2号 P81 

中国は改革開放路線と社会主義市場経済の下,経済発展

が急激に進展した.急激な経済成長に伴い国民の収入は

劇的に増加し、IT 技術は急速に進化している。これに

伴い生活習慣も大きく変化している。そのため、生活習

慣病の3大疾病(ガン、心疾患、脳梗塞)に対するリスク

が急速に高まっている。 

 IT面での成長は著しく、診療関係では電子カルテの導入

も急激に進んでいる。ただし、ノウハウに依存する人的リ

ソースについては、まだまだ日本のアドバンテージが大き

い。 

 予防医療について中国と日本では大きく政策面での違い

がある。日本では、生活習慣病特にメタボリック対策に

ついて、従来の診療を中心としたアプローチから未病,

予防のためのアプローチ強化による罹病リスク低減へ

と2008年に特定健康診査（いわゆるメタボ健診）・特定

保健指導の実施という国の政策が舵を切られた。 

 特定保健指導には,リスクの程度に応じて動機付け支

援と積極的支援がある.日本の企業は,厚生労働省の指

導により健診指導の実施と報告が指導されており,保険

組合や企業の産業医,企業内保健師による指導が行われ

ている.この様に組織間関係論の制度的パースペクティ

ブに強く影響されている. 

 中国では、2010 年にようやく毎年健診の義務化が実

施された。未だ都市部を除くと中国の健診受診率は低い。 

2015年から始まった第13次5か年計画でも予防医療へ

のシフトが打ち出されているが、日本のように企業が従

業員の健康状態を把握することが義務化されるところ

までは至っていない。 

 日本のように企業が従業員の健康状態を把握して介

入指導するというシステムを、米国やイギリスなどの欧

米各国や、イギリスを宗主国として仰ぐカナダやオセア

ニアのニュージーランドやオーストラリアといった

国々はとっていない。特定の疾病(乳がん等)の予防につ

いて検診制度が各国に存在するが、日本のような毎年の

健康診断を行う制度自体が存在しない。 

中国の都市部の富裕層は、中国国内の健診(検診)施設

に飽き足らず、高度な医療技術を持つ日本への医療ツー

リズムの機運が高まっている。実際、がん治療など高度

化治療を受診するための費用は、中国で自由診療として

個人負担をするよりも、日本で特別個室を利用して手厚

い治療を受ける方が低コストである。 

中国人の富裕層は、治療や健診を受けるために、家族

とともに来日する。家族は、観光地やリゾート地で過ご

すという傾向がみられる。 

このような中国の富裕層を日本の医療機関や観光地が取
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中国人の富裕層は、治療や健診を受けるために、家族

とともに来日する。家族は、観光地やリゾート地で過ご

すという傾向がみられる。 

このような中国の富裕層を日本の医療機関や観光地が取

り込むためには、従来の中国国内の国営病院を窓口とする

のではなく、民間健診会社や民間病院等との提携による富

裕層の送り出しと、日本側の医療機関や健診機関の受け入

れ側の体制(医師や看護師、薬剤師、医事スタッフの多言語

対応)、家族の観光地への誘導施策を充実させることが必要

である。 

そのために高知県のように人口当たりの病院数の多い西

日本の各県は、病院アンバランス状態を逆手にとり、ヘル

ススケアビジネスを展開することが可能である。観光地(温

泉等)を持ち優良な医療施設とスタッフを提供することで

大いにインバウンド重要を取り込むポテンシャルを持って

いると筆者は考える。 

【研究・調査･分析結果】 
 日本の高齢化の進展に伴う都市部の抱える課題として 

第一に 2030 年に後期高齢者が全人口に占める割合が最大

化すると予測されている。しかしその時、都市部に集中し

た人口の付けが回ってきて、十分な医療を受ける余裕が都

市部にはなくなると予測される。すなわち地方の施設の活

用が必然的な課題となる。 

 第二に近年、グローバル化が進展し、中国をはじめとし

た ASEAN地域から、日本へ健診や医療を求めたインバウン

ドビジネスが展開され始めている。 

 将来、過疎化により地方の対人口当たり施設数は、過剰

になると推測される。施設の維持と過疎化の歯止めのため

に、先進的な医療システムや健診システムを活用し、観光

資源と組み合わせたインバウンド需要に対応することが必

須となることがわかった。 

分析の結果、インバウンドの対象国となる中国では、日

本との医療制度や保険制度の時系列的な成り立ちの違いと

文化性により、関連ステークホルダー同士の関係性が資源

依存パースペクティブのみならず、組織セットパースペク

ティブや制度化パースペクティブに強く影響されることが

明らかとなった。 

【考察・今後の展開】 

現在、日本の先進医療をノウハウや人材も含めてシステ

ム輸出するというアウトバウンドの流れもでてきている。 

高知県の抱える現状と、これらの課題を逆手にとって高

知県をヘルスケアビジネス先進県に変身させるため課題の

抽出と分析を引き続き行いたい。 
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協働による復興まちづくり協議会の運営とその展開に関する研究 

鈴木孝男（事業創造大学院大学） 

Keyword：東日本大震災、復興まちづくり協議会、防災集団移転促進事業 

 

【問題・目的・背景】 
	 本研究では、東日本大震災の被災地である東松島市に

おける復興まちづくり協議会の活動に着目し、その活動

の分析を通じて運営手法と課題を明らかにすることを目

的としている。被災自治体の多くでは、津波により住宅が

倒壊・流出し壊滅的な被害が生じたエリアを災害危険区

域に指定して建築を制限している。一方で、一刻も早く生

活基盤を回復するために、高台や内陸に移転して宅地を

確保する防災集団移転促進事業（以下、防集事業）や経済

的理由により自力で住宅を再建できない被災者用の災害

公営住宅の整備、宅地と公共施設を一体的整備する土地

区画整備事業の手法が採られている。東松島市の場合は、

震災前の近所同士がまとまって同じ場所に転居するので

はなく、市内に複数整備された新しい住宅団地や災害公

営住宅のどれかを選択できるようにしている。早い段階

に被災地から去った被災者も多いことから、今時震災の

復興においては震災前の集落や地区等の住民構成が崩れ

てしまうことを避けては通れない状況にある。 
	 移転先の復興まちづくりは、住民の意向を組み入れ

て描いていかないと、震災前の生活を取り戻すことは

難しくなるという解釈が一般的である。行政やコンサ

ルタント任せでは，震災前の暮らし方を次世代に継承

できない計画になりかねない。2011年6月に東日本大
震災復興構想会議が出された「復興への提言〜悲惨の

なかの希望〜」を見てみると、第１章の中で、「被災地

における地域づくりを推進するにあたっては，（中略）、

「減災」の考え方に立って、「地域コミュニティ」と「人

と人をつなぐ人材」に注目する必要がある」としてい

る。すべてを喪失した地域の再生を考えるにあたって、

まず必要なのは、被災した人々の声を聴きつつ、その

要望を実現できる所に「つなぐ」ことである」として

いる。「東日本大震災の被災地における復興まちづくり

の進め方（合意形成ガイダンス／2012年6月、国土交
通省）」の中でも、多世代の意見を尊重して地域の総意

を取りまとめていく体制づくりが持続可能な地域を再

建していく上で欠かせないと強調されている。東松島

市の震災復興計画「復興まちづくり計画（2011年12月

策定）」では，「地域コミュニティの再興プロジェクト

として重点的な事業に位置づけられている。その具体

的な内容として、被災者で構成される復興まちづくり

協議会「集団移転促進協議会」によるビジョン「復興

地区計画」を策定することや、住民のつながりを再生

するための人材として「復興まちづくり推進員」を設

置することが謳われている。このように、集団移転等

を検討していく上で住民と行政の一体的な話し合いを

徹底に積み重ねていくことと、その推進体制として人

的支援を盛り込んでいる点が、他の被災地の復興計画

には見られない東松島市の特徴である。 

 
【調査対象と方法】 

	 東松島市は、震災前の人口は 4 万３千人で、東日本大

震災の津波等による家屋被害が全世帯の 97％と大きな被

害を受けた自治体である。図１に示すように、市内では７

カ所の集団移転団地に宅地 717 区画と災害公営住宅 571

戸の整備を進めており、それぞれの地区で復興まちづく

り協議会を設置して事業を展開してきた。本論では、その

一つ「野蒜北部丘陵振興協議会（以下、協議会）」を調査

対象とする。この協議会は、前述の復興まちづくり計画に

基づいて設置した住民組織「復興まちづくり協議会」であ

り、移転先まちづくりの方針を検討する役割を担ってい

る。新しい街の名称は公募により野蒜ヶ丘」と命名され、

宅地と災害公営住宅を合わせて約 400 世帯規模の地域に

なる。住宅だけでなく、津波で失った蒜地域の主要の機能

を、後背地の山林を切り開いて造成した91.5ha の土地に
移転する大規模な高台移転である。工事のスピードアッ

図１ 東松島市の集団移転団地（東松島市の広報より） 
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プを図るために、大型のベルトコンベアーが設置され 1
日に10トントラック1,650台分の土砂が搬出された。高
台には、野蒜駅と東名駅の２つの JR駅と路線、小学校、
市民センター、保育所、駐在所、消防署等の公共性の高い

施設が一体的に整備されている（図２）。2017年度内に、
全ての宅地と公営住宅の引き渡しが完了する予定である。

工事が完了するまでに、じつに６年半を越える歳月を費

やされた。 
	 本研究では、協働による復興まちづくりの視点から、野

蒜北部丘陵振興協議会のこれまでの取り組みや運営等に

ついて分析・考察をしていきたい。また、東国の復興支援

員制度を活用して設置された「復興まちづくり推進員」を

調査し、人的支援のあり方についても考察していく。	

	 なお調査の方法は、野蒜北部丘陵振興協議会の集会へ

の参加、協議会役員や市役所職員（生活再建支援課や市民

協働課）への定期的なヒアリング、震災発生の直後から参

与観察によるものとする。	

	

【研究・調査･分析結果】 

(1)復興まちづくり協議会の役割 

 協議会は2012年11月に「野蒜地区復興協議会」を既
存の野蒜まちづくり協議会の下部組織として設立し、移

転元地を含めて野蒜地区全域の復興まちづくりを検討す

るために復興、医療福祉、産業振興、教育施設、高台移転

の部会を構成していた。移転計画が具現化した2014年5
月からは北部丘陵団地の暮らしやすいまちづくりに特化

した検討組織として、野蒜まちづくり協議会とは切り離

して「野蒜北部丘陵振興協議会」に改組された（図３）。

市の生活再建支援課が事務局を担い、専門部会として宅

地を借りて自力で住宅を再建する住民で構成される高台

移転部会、公営住宅入居者で構成される災害公営住宅部

会などが設置された。検討事項が非常に多いため、多いと

きには週２〜３回の頻度で話し合いが持たれた。市役所

からは、建設、都市計画、市民協働、生活再建、福祉、教

育、総務等の部局から参加しており、求めに応じて情報提

供をしたり、住民意向を素早く計画へ反映していく体制

になっている。こうした部局横断的な市の協働体制も東

松島市の特徴である。 
	 野蒜北部丘陵振興協議会のこれまでの活動を整理する

と以下の役割に分類される。まずハードに係る分野では、

①住宅団地の土地利用の検討、②宅地決めのルール検討

とその実施、③住宅のデザインや街路樹等の街並みに係

る検討、④集会所や公園等の共有スペースに係る検討に

大別される。ソフトに係る分野では⑤住民の意向確認や

情報周知を徹底するための懇談会の実施、⑥顔合わせ会

の開催など事前コミュニティの形成、⑦自治会のあり方

検討に大別される。ハード事業に関わる検討では、行政だ

けでなく、建設系コンサルタント、集会所等の設計者、工

事業者（ＵＲ）も参加し、適宜情報提供を受けたり、その

場で内容を調整するなど建設的な話し合いの進行に一躍

を担っている。一般的の住宅団地の開発では、行政主導で

決めたり、専門家の発案で計画し工事を進めても差し支

えがないような案件についても、復興まちづくりをスム

ーズに進めていく上では住民意向を確認してプいくロセ

スが極めて重要である。与えられた時間が限られる復興

期間の中で、非常に難解で膨大な復興事業について、一つ

ひとつ話し合って決めていかなければいけない。なぜな

らば、住民への情報提供や説明が不十分であったりする

と、行政に対する不信感が住民に募ってしまい、合意形成

が停滞する場面が多々見られたからである。また、協議会

のメンバーは、住民の総意に応えていく責任があり、いい

加減な物事の決め方とすると住民から不信を買ってしま

い住民間に分断を引き起こしてしまう危険性がある。こ

うしたことへの配慮から、移転予定者が住んでいる全て

図２ 野蒜北部丘陵地の土地利用計画図（協議会資料より） 図３ 復興まちづくり協議会の改組の様子 
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の仮設集会所を巡回する懇談会（写真１）を開催し、住民

の声に広く耳を傾けることによって自分たちが検討して

いる方向が間違っていないかと再確認したり、先行事例

を視察して学習するなどを行っている。 
	 課題も浮き彫りになってきた。第一に、協議会のメンバ

ーが年齢の高い男性に偏ってしまったことである。多世

代の意見を尊重していくことが欠かせないという認識

がありながら、仕事を優先する若者が参加しにくい事

情も確認できた。若い世代の意見を集約する手立てを

段階的に盛り込んでいく必要がある。第二に、移転先

には、市民センター、小学校、駅舎等の移転先以外の

住民も利用する公共性の高い施設が整備されるが、周

辺住民の参加が過度に弱い点である。第三に、協議会

の対応を全て応援職員に任せてしまい住民との意思疎

通がうまくいかない場面が生じる懸念がある点である。

第四に、行政から膨大な情報が小まめに提供される協

議会の参加者と、そうではない非参加者との情報格差

が生じる点である。流動的な住宅再建等の情報を正確

に認識してもらうために、被災者同士の対話でお互い

の考えや想いを共有していく場を丁寧に提供していく

ことが効果的である。第五として、協議会では暮らしの

トータルデザインを描くべきだが、話し合っている内容

が土地利用や住宅再建に偏っている点である。高齢化社

会への備えをはじめ、ソフト面の検討を充実していく必

要があると考える。	

 
 (2)後方支援としての復興まちづくり推進員の役割 

	 復興まちづくり推進員（以下、推進員）は、2011 年か

ら導入されている。初年度は宮城県の事業として宮城大

学が受託して導入され、2012年度から2016年度は東北圏

地域づくりコンソーシアム、2017 年度からは東松島ひと

まちネットが市から委託を受け導入されている。受託者

が変化しているが、地域コミュニティの自治力を再生す

るという役割は変わらず現在も活動を続けている。	

	 協議会の活動をサポートしてきたこれまでの推進員の

役割を見てみると、①話し合いの場づくり、②話し合いへ

の参加が難しい被災者の意向集約（仮設集会所を巡回す

る懇談会や顔合わせ会の運営サポート、写真２）、③災害

公営住宅見学会でコミュニティカフェ設けるなどのコミ

ュニティのつながり回復、④子どもや女性を含む多世代

が参加できる機会の提供、⑤専門家のつなぎ、⑥情報発信、

⑦行政や支援団体との協働促進（橋渡し役）、⑧活動資金

となる助成金のつなぎ、に整理される。	

	 推進員は地域づくりを経験者が少ないため、高度な支

援は期待できない中で、協議会や被災者に寄り添い上記

の役割を見出してきた。2017年度は6名の人員体制とな

っており、野蒜地域以外の活動も抱えているため、充分に

協議会の要望に応え切れている訳ではない。あくまでも

やれる範囲で対応してきた中でいくつか課題が見えてき

た。まず推進員の役割は、協議会に単なる「支援」を提要

するだけではなく、住民主体の自治基盤を育んでいくこ

とにあり、協議会の力量を見極めて後方から支援してい

く判断力が求められる。住民意向を聞き取るコミュニケ

ーション力や、集約した意向等の情報を分析し支援ニー

ズをあぶり出していく力、さらには住民参加の機会を根

気強く積み重ね、世代の分け隔てなく住民がやれること

を少しずつ増やしていくコーディネート力が求められて

くる。地域に対する住民の帰属意識や愛着心を再生して

いく支援こそが、地域の持続性を形成していくことにつ

ながる。しかしながら、年度の切り替わり時期にメンバー

の入れ替わりが発生するため経験を積み重ねスキルを高

めていくことが難しいという現実もある。高度な支援ス

キルや豊かな経験を持った専門家等による推進員をサポ

ートする体制を整えていく必要がある。	

	

写真１ 仮設集会所を巡回する地区懇談感の様子 写真２ 顔合わせ会の様子 
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【考察・今後の展開】 

	 生活再建の先行きが見えない不安を抱えた時期では

あるが、できるだけ早い段階から一定の住民の代表性を

確保し合意形成を図っていく復興まちづくり協議会の

手法は、移転が伴う復興まちづくりの促進において有効

であることが確認できた。被災者同士の対話を通じて

お互いの考えや想いを共有し、流動的な住宅再建等の

情報を正確に認識してもらう機会提供や各種復興事業

への住民意向の反映を徹底していくことが、合意形成

のスピードアップと計画のクオリティ向上につながっ

ていくだろう。 
	 大規模災害の復興においては、行政のマンパワーが圧

倒的に不足する事態に陥る。しかし、行政主導で復興

事業を推進してしまっては、返って住民に不安を与え

てしまい合意形成が難航する危険性がある。実際に、

住民理解を得ることに苦戦して復興事業が遅れてしま

った事例も被災地の中に散見される。他の被災自治体

と比べて東松島市の被災規模が小さい訳ではないのに、

専門家や支援者などのマンパワーをうまく活用して行

政の負担を補いながら、協議会を設置しこれまで話し

合いを重ねてくることができた。大きな住民反発を生

まなかったこのやり方は、国等から高い評価を得てい

る。こうしたことを実現できた要因としては、住民に

判断を委ねようとする首長の強いリーダーシップと震

災前から協働のまちづくりを進めてきた蓄積が住民と

行政の双方に備わっていたからだと考察できる。 
	 しかし、上記で指摘した通り反省点や課題は見られ

る。とくに震災直後は、復興まちづくりの方針を早く

決めていかなければ復興予算の獲得が難しくなるとい

う風潮があり、そのことに行政や被災者はかなり振り

回されてしまった。復興まちづくり協議会は、土地利

用計画の検討段階から被災した住民と行政等との協議を

経て、予算の範囲内で実現可能な移転先団地の方向性を

見出していく住民の合意形成プロセスであるが、国等の

ガイドラインで促されたにも関わらず、実際に導入され

た事例は少ない。住民が深く関与して復興事業を展開

していくことを、国が率先して保証していれば、導入

に踏み切る自治体が増えたのではないだろうか。 
	 野蒜北部丘陵振興協議会は，新しい自治会が設立され

るまでの一時的な組織である。その後は自治会や野蒜

まちづくり協議会が新しい地域づくりのエンジンにな

り代わる。総務省では、中山間地域や過疎地などでは，

地域の暮らしを守っていく事業主体として「地域運営

組織（RMO）」の設置を促す方向が模索されている。
これから生じると見込まれる復興まちづくりの様々な

課題を含めた日常的な課題への対応力を備えていくた

めの組織強化や協働・連携体制の構築が、野蒜地域に

も求められてくるだろう。これからが本当の意味で地

域コミュニティを再生し自治力を創造していく段階に

入ってくる。参与観察を通じて引き続き動向を見守っ

ていきたい。 
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   伝統産業が発生・成長した要因の分析と今後の発展に関する研究 －輪島塗を事例に－ 

〇渡邉毅（法政大学大学院）、岡本義行（法政大学大学院） 

Keyword：輪島塗  ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ  要因分析図   

【問題・背景・目的】  
1.問題の背景 

江戸時代の地方は、経済的に自立し持続性のある社会を

作っていた。当時から国内流通が活発で各地域は、特色あ

る商品作物や日用工芸品を流通商品として移出していた。

特色ある工芸品は、現在において伝統工芸品として残って

いる。陶磁器業や繊維業などの伝統工芸技術の幾つかは、

明治以降近代工業の礎になった。今、多くの伝統工芸品は

消費者の趣向の変化で生産額の減少が続いている。 
石川県の輪島は、伝統工芸品の輪島塗が有名である。江

戸時代に加賀藩は農業に不適な地域の輪島に 8割 8分の重

税を課した。そこで輪島塗を始めて全国に売り歩いた。輪

島塗は名声を得て地域の経済的な持続体制の一因となった。 

 

2.問題意識 

 現在の輪島塗の生産額は、図－1に示すようにﾊﾞﾌﾞﾙ後の

1990以降は減少している。 

 
図－1：輪島塗の生産額推移（輪島市統計書平成28年） 

輪島塗にはﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力がある。それを示すのが表－1 と図

－2である。表－1は地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞとして思いつくものの「想

起度」と、買ってみたいものの「購買意欲度」ともに輪島

塗が 1 位である。図－2 は伝統工芸の漆器へのｱｸｾｽ数を示

す。ここでも輪島塗は他漆器を大きく引き離し1位である。 
輪島市の地域活性化には、このような強いﾌﾞﾗﾝﾄﾞを持つ

輪島塗を中心に進めるべきと考える。 
 

表―1：「ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ調査」による想起度・購買意欲度ﾗﾝｷﾝｸﾞ 

 1位 2位 3位 4位 5位 

想起度 輪島塗 有田焼 西陣織 伊万里焼 瀬戸焼 

購買意

欲度 

輪島塗 琉 球 硝

子 

薩 摩 切

子 

紀州備長

炭 

有田焼 

 
図－2:各漆器産地の漆器の検索数ﾗﾝｷﾝｸﾞ順 

 

3.目的 

輪島塗は江戸時代に数々のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを起こし、名声と優

位性を得た。その時のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝは何か。それを産みだした

文化的要因は何かを、明らかにすることにある。しかし、

現在の輪島塗にはｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが起こっていない。その要因も

明らかにする。さらに、従来の分析法の組み合わせによっ

て、新たな分析の方法を提示することも目的の1つである。 

 

【研究方法・研究内容】 

現状分析にはﾎﾟｰﾀｰの 5つの競争要因分析や SWOT分析を

用いる。外部要因や技術などのﾊｰﾄﾞ要因抽出には文献など

を用いた、文化的要因には、聴き取り調査内容をKJ法で分

析し、要因抽出を行った。その後、要因分析図（Fish Bone）

を作成する。要因分析図での時代差を検討することで、発

生・成長した要因や失った要因を抽出する。 

 

表－2：各時代と分析法との組み合わせ 

 ﾎﾟｰﾀｰ分析 SWOT 要因分析図、歴史的変遷図 

江 戸 時

代、 

黎明期 

5 つの競争要因

の分析 

➡ 3つの戦略 

SWOT分析 

➡脅威と

弱み対策 

 

江 戸 時

代、 

最盛期 

  ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ発生時期変遷図 

外的要因：文献等での分析 

文化的要因：聴き取り、 

KJ法の構造化の図 

ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘﾕｰ状況把握 

現在 5 つの競争要因

の分析 

➡ 3つの戦略 

SWOT分析 

➡脅威と

弱み対策 

文化的要因：聴き取り、 

KJ法の構造化の図 

ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘﾕｰ状況把握 
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【研究・調査･分析結果】 

1. 江戸時代の黎明期 

1－1 黎明期の輪島の状況 

能登の輪島は気候が厳しいために、農業には向かない。

かつ強風などにより木も育ちづらい。そのような自然環

境の中、ものづくりを主とする産業を興して、稼ぐしか

ない。古くから素麺や漆器を作ってきた。厳しい気候の

ため、素麺の原料の小麦も漆器の原料の漆も十分にはな

い｡原料を移入し、付加価値をつけて製品化を行った｡ 

1－2 黎明期の分析 

ﾎﾟｰﾀｰ 5つの競争要因分析やSWOT分析では、黎明期の

輪島塗の優位な点はほとんどない。そこから得られた、

勝つための戦略は以下のようにとなった。 

基本方針：高品質でｺｽﾄﾊﾟﾌｧｰﾏﾝｽの優れた漆器をユー 

      ザーに直接届ける 

① 高品質漆器の提供：丈夫で高耐久漆器の製造技術を 

         確立すること 

② 高品質漆器の安定製造：漆器の品質を安定に製造、 

           かつ量産体制をつくる                   

③ 市場拡大：新規市場を拡大するために、新規ﾕｰｻﾞｰ 

     が買い易い仕組みをつくる 

以上の 3 つを実現するためにｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを起こすことが

必要である。 

 

2. 江戸時代の最盛期 

2－1 輪島塗の経緯 

江戸初期には産業・商業活動がすでに活発であった。

ゆえに、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを起こすための地盤としてのｲﾉﾍﾞｰﾃｨ

ﾌﾞ･ﾐﾘｭｰが存在していたと考えられる。 

2‐2 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの発生とその時期 

 

図－3：江戸初期の歴史事項と輪島塗ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ発生時期 

2－2 江戸時代に何時、どのようなｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを産みだし

たのか。（目的－1の答は図－3に従って説明を行う） 

加賀藩は1670年の村御印で、輪島に8割 8分の税を課

した。この税を納めるため江戸初期から産業を興して製

品を売り利益を得る必然性があった。輪島塗は輪島特有

の珪藻土の「地の粉」の使用と布着せを始めるなど、堅

牢な漆器を生産できるようになり、17世紀後半に輪島塗

の技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを起こした。 

輪島塗を売るために、全国のｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰを直接訪問する

行商による販売する方式を始めた。1688～1718年流通ｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝが起こった。 

輪島は米の移入はすでに1648年に認められていた。税

は米で納めなければならない。輪島はモノを売り、その

代金で米を買って税を納めていた。更に漆器の販売が拡

大させるために、量産体制の必要性に迫られた。そのよ

うな中で品質管理を行う同業者組合である「大黒講」と、

漆器工程を分業化した「六職」ｼｽﾃﾑを開始した。天明年

間 1781～1789年にｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを起こした。 

名声を得た輪島塗は、従来は親藩や譜代の大名の藩の

漆器が主だった京阪・名古屋にも販売を行えるようにな

った。そこで新規ﾕｰｻﾞｰに漆器を購入し易くするための

椀講を実施し、文政年間1818～1830年に販売･ｻｰﾋﾞｽｲﾉﾍﾞ

ｰｼｮﾝを起こした。 

すなわち、輪島塗は産地と消費者は直接結びつく「6

次化」が起こっていた。 

だが、最大のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝは塗師屋の機能の拡大である。 

2‐3 文化的要因について 

江戸時代最盛期の文化的要因の分析には、現在の輪島

塗の塗師屋と職人の聴き取り調査結果から得た。 

（1）対象者、質問内容、聴き取り分析法 

塗師屋からは4名で 5回、1回あたり2時間であった。

職人は3名で 3回、1回あたり 1時間であった。 

質問内容は「輪島塗について思うところ聴かせて欲し

い」と、自由に話すことで本音などが聴けると考えた。 
対象者には、研究ﾃｰﾏの説明を行い、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの保護と

録音、分析方法を説明し了解を得られた。ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ内容は

IC ﾚｺｰﾀﾞで全て論音し、その後逐語録を作成後分析した。 

（2）KJ法による構造化図の作成 

図－4は塗師屋、図－5は職人の構造化の図を示す。これ

らから、能登人、塗師屋、職人が持つ文化をﾍﾞｰｽにした

文化や気質､即ち文化的要因を調べた。 

（3）文化的とは要因は何か。（目的―2の答え） 

能登人気質は根気強さと強い信仰、互恵精神を持って

いる。塗師屋はﾘｰﾀﾞｰとしての誇りと郷土愛を持ち、職人

の気質は強い責任感で、ｵﾝﾘｰ･ﾜﾝ主義である。 

377



 
図－4：塗師屋の輪島塗に対する構造化の図 

 

図－5：職人の輪島塗に対する構造化の図 

 

3.現在の輪島塗 

輪島塗の江戸期最盛期と現代との要因分析図とｲﾉﾍﾞｰﾃ

ｨﾌﾞ･ﾐﾘｭｰの比較を行い、現在の輪島塗にはｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが起

こっていない要因を明らかにする。 

3－1 要因分析図からの比較 

 KJ法によっていられた事柄、聴き取り調査で得た事柄

から要因分析図を作成した。図－6図－7の要因分析図を

比較する。 

 
図－6：輪島塗最盛期の要因分析図 

 

 

図－7：現在の輪島塗の要因分析図 

3－2 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘｭｰからの比較 

（1）ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘｭｰの概念のまとめ 

 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘｭｰの定義にまとまったものはない。表－4

に幾人かが概念を述べたものの一覧である。表－5は、筆 

者が表－4の概念を要素ごとにまとめたものである。 

表－4: 幾つかのｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘｭｰの概念 

地域空間 

（ｶﾏﾆ） 

地域住民 

ｵｯﾀｰﾃｨ 

生産構

造（ｵｯﾀ 

産業的風

土（ｵｯﾀｰ 

人材教育 

（岡本） 

地域の風

土（松原） 

・接近性 

・諸個人間

のｼﾅｼﾞｰ性 

・ﾈｯﾄﾜｰｸ

（近・遠） 

・自助 

相互支援 

・地域機

関（組合、

まとめ役 

・専門家

された

中小企

業の集

積 

・暗黙の

知識 

・行動基

準の共有

（規範） 

・人材育

成 

・歴史と

文化 

・地域の

個性 

・ 

表－5：ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘｭｰの要因と各時代の評価 

  江戸時代最盛期 現代 

ｿｰｼｬﾙ･ｷｬ

ﾋﾟﾀﾙ 

・ﾈｯﾄﾜｰｸ 

・規範（行動基準の共有） 

・絆（自助、相互支援、

地域機関） 

○ 

○ 

 

○ 

○～△ 

△ 

 

× 

人材育成 ・徒弟制度 

・暗黙の知識 

○ 

○ 

△～× 

△～× 

風土 ・歴史と文化 

・地方の個性 

○ 

○ 

○～△ 

○～△ 

地域の生

産構造 

専門家された中小企業の

集積 

○ ○～△ 

地域空間 ・接近性 

・個人間のシナジー性 

○ 

○ 

△～× 

△～× 

3－3 現在の輪島塗にはｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが起こっていない要因

について。（目的－3の答え） 

(1)要因分析図から 

① 文化の項目からは、「互助精神」が失われた。 

② 人については、新たに項目に加わった「作家」との
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図－7：現在の輪島塗の要因分析図 
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・専門家
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中小企

業の集
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文化 
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・ 

表－5：ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘｭｰの要因と各時代の評価 

  江戸時代最盛期 現代 

ｿｰｼｬﾙ･ｷｬ

ﾋﾟﾀﾙ 

・ﾈｯﾄﾜｰｸ 

・規範（行動基準の共有） 

・絆（自助、相互支援、

地域機関） 

○ 

○ 

 

○ 

○～△ 

△ 

 

× 

人材育成 ・徒弟制度 

・暗黙の知識 

○ 

○ 

△～× 

△～× 

風土 ・歴史と文化 

・地方の個性 

○ 

○ 

○～△ 

○～△ 
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集積 
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○ 

○ 

△～× 
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3－3 現在の輪島塗にはｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが起こっていない要因

について。（目的－3の答え） 
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① 文化の項目からは、「互助精神」が失われた。 
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3－4 幾つかの対立点について 

 塗師屋、職人の聴き取り調査において 4 つの対立点が

輪島塗内であることが感じられた。産地内での対立は、

発展を阻害する。対立点項目と対策は以下のようになる。 

① 仕事の依頼と流通経路 得意先の行商⇔卸問屋経由 

市場のﾆｰｽﾞを知るためにも、お得意様にかかわらず塗 

師屋が直接販売を行うべきである。 

② 漆器製作者    職人 ⇔ 作家 

作家は現在において輪島塗の名声を維持してくれてい

る。職人は、輪島塗の品質維持に重要な役割を持つ。こ

の 2 者は対立すべき対象ではなく、協力すべきである。

産地内で対象商品の振り分けをし、相乗効果を得る。 

③ 後継者育成方法   徒弟制度 ⇔ 研修所 

従来の徒弟制度は現実にはあまり行われていない。研

修所では期間が短いために、卒業後、職人の技術ﾚﾍﾞﾙに

達していない。ゆえに、彼らを再教育や研修を延長させ

て高度な技術を身につけさせる。 

④ 輪島塗職人 組合に属する職人 ⇔ 非組合の職人 

漆器製造者しては対等に扱う。職人は塗師屋から仕事

を受注するので、塗師屋全員が組合に属していれば、職

人は対等となる。 

 以上の対立を解消することが今後の発展につながる。 
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現在の輪島塗にはｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが起こっていない。ｲﾉﾍﾞｰｼｮ

ﾝを産むｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘｭｰの縮小とそれに絡む文化、気質、

学習機能が減少した。そして、ｺﾐｭﾆﾃｨ形成やｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐ

ﾘｭｰ形成に特に重要な、「互恵精神」が消失したなどであ

る。互恵精神の消失は4つの対立を生じさせた。 

今後の発展については、ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾐﾘｭｰの形成、ｺﾐｭﾆﾃ

ｨ再編による互恵精神の復活、4つの対立点の解消を行う

ことが今後の発展につながる。 

 

【考察・今後の展開】 

日本各地には多くの伝統工芸品の産地がある。しかし、

その多くは現在衰退している。本稿は、伝統工芸品の輪

島塗が過去にどのように発生し成長、発展をしてきたか

の要因の分析を行い、過去と現在を比較した。そこから

今後の活動が考えられる。 

戦後は販売方式として卸問屋経由が増えた。そのため

にﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ力の消失により顧客の要望が把握できなく市

場対応が遅れた。これは伝統工芸品全てに言える。今後

は海外を含めた顧客対応を自ら行うべきであると考える。 
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【問題・目的・背景】 

中国では、経済発展に伴い、都市住民が憩いや癒しを

求めて、農村にやってくるようになっている。自然環境

豊かな農村地域が新たに人気を集めているのである。こ

のため、中国の農村では農業資源を活用した農家民泊や

農家レストランが賑わいを見せている。このような観光

を中国では、郷村観光や農家楽などと呼んでいる。 

中国の農家楽は、都市住民が農村の景観を楽しみなが

ら、食事、マージャン、交流を行うというものである。

日本におけるグリーン・ツーリズムに匹敵する娯楽であ

る。農家楽の発祥地とされている四川省では、成都市周

辺だけでも観光農園やレストランが 1 万か所以上に登

り、週末ともなれば農村観光で往来する住民によりって

成都市は大渋滞を起こしている（JETRO2017）。また、中

国における郷村観光政策は、新農村建設や三農問題の対

応策としても有効な手段として期待されている（鐘・秋

山 2016）。 

 中国の農家レストランの経営規模は、日本に見られる

家族のみの運営とは大きく異なり、大きな収益と地域の

雇用を生み出す場ともなっている。さらに、農村観光を

展開する次世代の中から起業家が見受けられるようにな

っており、活躍の場を広げている。 

本稿では、中国の農家レストランはどのような要因に

よって賑わいを見せているのかについて検証する。この

解明により、日本においても活用できるヒントを得られ

ることが期待される。 

なお、事例地は中国内陸部の陝西省漢中市とした。理

由は、①農村が多い地域であること、②漢中市は中国内

陸部の一般化できる農村地域（中国では人口規模、面積

が平均的な地域）であること、③調査協力が得られるこ

との３点による。 

【研究方法・研究内容】 

１．リサーチクエッション 

本稿のリサーチクエッションの 1点目は、中国内陸部に

おける農村レストランの現状がいかなるものかである。2

点目は、中国における農家レストランの集客の要因が何か

である。3 点目は、中国における農家レストランの集客要

因のうち、日本でも活用できるものは何かである。 

２．研究方法 

 本稿の資料は、陝西省漢中市において実施したアンケ

ート調査およびヒアリング調査結果を使用する。なお、

分析方法は、ヒアリング調査についてはKJ法を、アンケ

ート調査についてはクロス集計および主成分分析を使用

した。 

【研究・調査】 

１．アンケート調査概要 

アンケート調査は農家レストランを利用する中国漢中

市の都市住民を対象に行った。 

アンケート調査の概要は「表１」のとおりである。 

 

表１ アンケート調査概要 

 
 

なお、アンケートの内容は、①農家レストランまでの

時間と距離、②誰と来ているのか、③農家レストランを

利用する理由、④頻度、⑤使用する金額である。また、

ヒアリング調査は農家レストラン経営者に対する質問と

して、①売上と集客数、②農家レストランで提供してい

るサービス内容、③資金の調達方法、④後継者問題とし

た。利用客には、①利用頻度、②利用する理由、③利用

目的、④誰と来ているか、である。 

２． 中国内陸部における農家レストランの現状 

（１）陝西省漢中市の概要 

漢中市は陜西省の西南部に位置し、漢江に沿って広が

る漢中盆地に在る。1区 10県から成る市の総面積は、2

万 7,200㎢であり、人口は340万人（2013年）である。

漢江の豊富な水資源と漢中盆地の肥沃な土地により、農
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業は主産業のひとつである。農作物の中でも米の生産地

として有名な地域であり、陝西省の消費量の５割強が漢

中市で生産されている状況である。また、漢中市の農業

は、農民専門合作社2,115社（2014年）が中心となって

事業・活動を行っている（農林水産省）。 

しかしながら、近年の中国陸部の土地開発により、農

村の姿が変化している。中国の農地は私有地ではなく国

有地である。したがって、農業の近代化と土地開発の狭

間で農民の心が揺らいでいる。国は、土地開発により発

生する土地使用権の譲渡に際して、農民に対して多様な

支援策を実施しているが、農民の暮らしはなかなか急激

な都市化に追いつかないのが現実である。 

こうした動向のなかで、農村部に広がる農村レストラ

ンは、農村観光として都市住民から支持を得て賑わいを

見せている。 

（１） 農家レストランの年間使用回数 

 農家レストランの年間使用回数の中央値は、男性は５

回、女性は４回であった。中には、４０回を超えるケー

スも見受けられ、頻繁に利用する層がいることが明らか

になった。 

 頻繁に利用している、という女性利用者に利用理由を

聞くと、「料理のメニューが豊富、仲間との交流の場によ

く使っている」、と述べていた。つまり、手軽に楽しめる

社交の場ということであろう。 

（２） 利用者の職業と農家レストランまでの所要時間 

 

注：事業単位とは、日本の独立行政法人と類似する団体。 

図１ 農家レストラン利用者の職業 

 

中国の職業は、日本における分類とは多少異なってい

るが、大別すれば民間か公かに分かれる。調査から明ら

かになったのは、民間も公も、多様な職業の客が農家レ

ストランを使っていることである（図１）。 

 客の自宅から農家レストランまでの所要時間は、自動

車で 1時間以内（約 6割）が最も多く、次いで 2時間以

内（3割）であった。少数ではあるが、中には、３時間以

上を費やしてくる客もいた。 

（３） 農家レストラン利用者の年齢層 

農家レストランは若年層と中年層に人気の施設となっ

ている。農家レストランを利用する年齢の中央値は、男

性は 38歳、女性は 36歳であった。次に、利用者の年齢

分布について、ヒストグラムを作成して検証した。最も

多い層は 30代であり、次いで 40代であった。この分布

に、男女の差は認められなかった。 

比較的若い層に使われている背景には、都市住民の農

家レストランの同伴者と交通手段が関わっていると考え

られる。同伴者について分析を行ったが、①仲間、②仲

間プラス家族、③職場の仲間、④家族といったカテゴリ

の間に有意差は認められず、多様な同伴者と訪れている

ことが明らかになった。また、高齢者が少ないのは、そ

の年代では運転免許の取得率が低く、交通手段として自

家用車が必要である農家レストランには行きづらいため

であると考えられる。 

こうした状況から、農家レストランは若年層と中年層

の多様な仲間や家族とのコミュニティの場となっている

と考えられる。 

（４） 選択される農家レストランの要件 

入りたい農家レストランの要件は、「故郷の味」、「価格」、

「癒し空間」、である。若年層は癒し空間を求める傾向に

あり、高齢者は故郷の味を求める傾向にあった（図２）。 

したがって、いかにして低価格で故郷の味を提供し、

癒す空間を演出するのか、が選択される農家レストラン

の要件と考えられる。 

 

図２ 入りたい農家レストランの要件 
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（５） 農家レストランの収益 

農家レストランで1回に使用する金額は、中央値で450

元（日本円：7,429円）であった。また、各年代の使用金

額の中央値は、20代と 30代が 8,255円、40代が 7,429

円、50代 4,953円、60代 1,932円である（表２）。 

 

表２ 農家レストラン年代別の使用金額 

 
注：為替は2017年8月 9日の換算。 

 

以上から、農家レストランで使用する金額は、若年層

において多い傾向があった。ただし、この使用金額が何

人で利用した金額なのかは不明である。農家レストラン

に誰と来ているのかについては先述のとおり、家族のみ

ならず仲間や職場の仲間と来ていることが確認されてい

る。したがって、年齢が高い層において低い傾向がある

のは、同伴者数が少ないことによる可能性も考えられる。 

（６）農家レストランの人気の理由 

農家レストランが賑わう理由について、アンケート結

果を用いて因子分析を行った。プロマックス回転を行っ

た結果、2つの因子が見いだされた（表３）。 

そこで因子1を「レストランとしての質」、因子2を「訪

れることで得られるメリット」とした。つまり、農家レ

ストランに人が集まる要因としては、レストランとして

の質の高さそのものももちろんのこと、観光先として訪

れることでその他の付加価値も得られることをあげるこ

とができる。 

 

表３  因子分析の結果 

 
 
 
３．農家レストランの現状（ヒアリング調査から） 

（１）農家レストラン経営者（農民）の現状 

農家レストランで使う金額が 1組平均で 7千円を超え

ていることを考えると、農家の収入としては高額である

と考えられる。農家レストランの収入額、資金の調達先、

後継者について、ヒアリング調査（2017年 3月）を行っ

た。 

以下に漢中市近郊にある農村部の農家レストランの主

に実施した、ヒアリング質問とその回答を示す。 

 

 

＜農家レストランヒアリング内容＞ 

① 資金調達先 

知り合いの村長が保証人となり、信用金庫から融資

を受ける。担保は無く村長が保証人となってもらっ

ているため、事業は失敗できない。 

② 農家レストランの収益性 

年収は農業収入よりはるかに高額な800万円（日本

円）である。この規模は小さい方である。 

③ 料理人の人材育成 

料理人は、国の主催による料理人講習会に参加させ

ている。定期的無料で開催されるため、料理人は

年々に腕をあげている。このことがリピーターの獲

得に結びついている。 
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④ 後継者問題 

子供は近隣の町で働いているが、年収は200万円（日

本円）である。子供もこの（農家レストラン）年収

は魅力のようだ。数年後には町から戻って、農家レ

ストランを継ぐ予定である。 

 

 農家レストランは農業者の誰でもができる事業ではな

いようだ。事業を行うには、資金調達や腕の良い料理人

を獲得するためのネットワークが必要となっていた。さ

らに、中国の農地は国有地ではあるものの、農業の後継

者がいるか否かも事業を行う大きな要因となっていると

考えられる（図３）。 

 

図３ 農業者の農家レストラン開業の要件 

 

（２）農家レストラン利用客の利用する理由 

ヒアリング調査（実施日：2017年3月）は KJ法を使っ

て分析を行った。 

 

図４ 農家レストランを利用する理由 

 

農家レストランの利用者はリピーターが多かった。家

族というコミュニティの充実だけではなく、知人・友人、

職場仲間とのコミュニティの充実に繋がる手段としても

使われている。日帰りのわりには充実感を感じられるも

のとなっている。その理由としては、価格のわりに質の

高い農家レストランのサービスがあった（図４）。 

４．日本の農家レストランとの差異 

中国の一般的な農家レストランの年収は数千万が普通

であり、億を稼ぎ出す農家レストランも少なくない。日

本の農家レストランとの大きな違いは、３点である。 

１点は、規模が格段に違っている。日本の家族経営と

は違い、農家の主が料理人や接客係を雇用して、事業と

して展開している。２点は、国からの支援策や指導にあ

る。料理人の定期的な講習会参加費の無料化により、料

理人は腕をあげている。また、清潔感を保つために、容

器洗浄は個々の農家レストランで行うのではなく、地域

全体で集中管理を行い施行されている。しかも、１人前

で使用する器はラッピングすることで、都市住民への清

潔感を与えている。３点は、メニューの豊富さである。

日本の農家レストランは地方の郷土料理が中心であるが、

中国はいずれの都市住民の口にも合うように工夫を行っ

ている。また、スキルをあげるために講習会に参加して

常に努力を行っている。 

【考察・今後の展開】 

本稿のリサーチクエッションの考察を以下に示す。 

１． 中国内陸部における農村レストランの現状 

日帰りで楽しめる手軽な観光として人気を呼んでおり、

家族とのコミュニティの場としての機能だけではなく、

知人・友人、職場などのコミュニティの充実に繋がる手

段としても使われていることから、都市住民の手軽な社

交場となっていると考えられる。 

２． 中国のおける農家レストランの集客要因 

集客要因は、レストランとしての質の高さに加え、観

光先として訪れることで、その他の付加価値も得られる

ことにあると考えられる。 

２． 日本で活用できる中国の農家レストランの要件 

 レストランとしての質の高さを上げることで、社交場

として活用できる場となる可能性が示唆される。また、

食の提供だけではなく、いくつかのサービスの選択肢に

より農村空間を楽しめる工夫が必要ではなかろうか。つ

まり、その他の付加価値が得られるということである。 

 以上が考察である。事例数やデータの少なさから、一

般化できる知見であるかはまだ明らかではない。中国内

における他地域との比較、また、日本における農村観光

の実態調査も必要であり、現在も引き続き調査を行って

いる。 
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【Introduction】 

From the second half of the 20th century, coal-mining 

regions of the leading economies were losing their 

competitiveness. Finally, their domestic coal-mining 

industry had to be shut down. These regions were waiting 

for a challenging path of the regeneration of their 

socio-economic structures. To ease the pain policies 

were exerted to transform their local socio-economic 

structure. An international study of the aftermath, of 

the regeneration policies exerted in the leading 

economies showed us that the Campine(BE), Limburg(NL), 

Aachen(DE), and the Ruhr(DE) had a rather positive 

outcome. While, regions such as Sorachi(JP), Nord-Pas 

de Calais(FR), and Wales(EN) are still struggling with 

their renewal.(Kasper and Knotter 2013) In this study 

we will get deeper into the path of regeneration that 

had been traced in Yūbari, the major coal-mining town 

of Sorachi and the Campine. The aim of this study is to 

unveil some of the mechanisms behind their differences 

in regeneration outcomes. There are not much region 

comparisional studies about coal-mining areas, but one 

worth mentioning is the comparison between Wales and 

Cambridge.(Simmie and Martin 2010)   

In the first chapter, we will go deeper into 

the notion of ‘resilience’ and its meaning in the 

aftermath of closing down of a coal mine. Also, how the 

term can be used to describe the reformation of a local 

economic structure in the wake of a major shock, such 

as the closure of a regional core industry as a coal 

mine.(Martin and Sunley 2015) In the second chapter, we 

will compare Yūbari, one of the largest coal-mining 

towns of the Sorachi coal-mining region in Hokkaido with 

the Campine in Belgium. By choosing one coal-mining town 

we can scale down the Sorachi-coal mining area, so that 

it would fit to the scale of the Campine coal-mining 

region which consists out of six municipalities. (see 

fig 1) Both regions have nothing in common but their 

coal-mining history and their period of closure 

(1992-1995). For this study, we will resort to elite 

interviews and the study of policy related 

documentations. Finally, the evolution of the region 

itself will be described through the analysis of big 

data, such as the demographic evolutions. To decide 

whether the regeneration has been a success or a failure. 

 

Fig 1: Map of Yūbari and the Campine mining region. 

 

【In the wake of a shock】 

In this paper, we will go deeper on the concept of 

resilience. The concept of resilience emerged since the 

50’s and can roughly be classified into three main 

interpretations; 1) the engineering interpretation, 2) 

the equilibrium interpretation, and 3) the positive 

adaptability interpretation.  

The first notion of resilience is based upon 

a system that rebounds to a pre-shock state as a feather 

does after stretching it. The second one, the 

equilibrium interpretation, emphasizes upon the 

stability of system structure. It focusses upon the size 

of shock that can be tolerated before system moved to 

a new state. The latter one, positive adaptive 

resilience, is described by known as bouncing forward, 

and originates from the psychological and management 

sciences. Recently, adaptive resilience it made its 

shift to the fields of evolutionary economy and economic 

geography. In this paper, we define resilience as a 
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【In the wake of a shock】 

In this paper, we will go deeper on the concept of 

resilience. The concept of resilience emerged since the 

50’s and can roughly be classified into three main 

interpretations; 1) the engineering interpretation, 2) 

the equilibrium interpretation, and 3) the positive 

adaptability interpretation.  

The first notion of resilience is based upon 

a system that rebounds to a pre-shock state as a feather 

does after stretching it. The second one, the 

equilibrium interpretation, emphasizes upon the 

stability of system structure. It focusses upon the size 

of shock that can be tolerated before system moved to 

a new state. The latter one, positive adaptive 

resilience, is described by known as bouncing forward, 

and originates from the psychological and management 

sciences. Recently, adaptive resilience it made its 

shift to the fields of evolutionary economy and economic 

geography. In this paper, we define resilience as a 

positive adaptability in anticipation of, or in 

response to economic shocks. This form of resilience 

focusses upon the capacity of a regional system to 

maintain its core performances despite those shocks by 

adapting its structure, functions and organization. 

  There are various theories in which the 

adaptive resilience can be embedded. Here we list up 

five. The New Economic Geographic Theory focuses upon 

shifts towards a new spatial equilibrium in the 

aftermath of a shock. Another well-spread theory is the 

Evolutionary-Schumpertian that describes shocks as 

“gales” of creative destruction recreates the 

region’s economic system. In the Geographical 

political theory shocks are seen as adjustments of 

capital accumulation within the struggle between 

workers and capitalists. The Institutional Approach 

focusses upon how the policy of the governance 

influences resilience. And the theory of path 

dependence, is focussing on regions which are getting 

locked in into a path. The resilience happens when a 

shock makes them derive from their growth path and put 

them in another growth mould. (Martin and Sunley 2015) 

 

【The Campine and Yūbari Compared】 

In this part, we will compare two coal-mining regions, 

the Campine and Yūbari. The abundant coal deposits in 

both regions were discovered rather late, during the 

second industrial revolution. (1870-1914) By then, 

the transportation means were well developed and 

enabled to transport coal to the industrial centres 

who were formed during the first industrial revolution. 

Therefore, both regions missed the chance to attract 

or create new coal-related industries as in the other 

coal fields during the first industrial revolution. 

Thus, these latter discovered coal-mining areas 

became coal production centres for the established 

industrial centres elsewhere. As a result, both 

regions had the most of their active working 

population working in the coal-mines.  

However, after the international coal 

crises of 1958, the coal production in both regions 

was gradually declining. Since then we are witnessing 

different regional evolutions. In Yūbari, the 

national government decided to modernise the mines and 

increase coal production in an attempt to improve the 

competitiveness of the coal mining sector. In fact, 

in Japan, Yūbari was the city which, resorted the 

longest to this policy by even building in 1975 a new 

modern coal-mine. However, this policy came to an 

abrupt end in 1982, when the mine had to close down 

after a deadly gas explosion. 

 

 

Graph 1: The population Evolution. 

 
In this period, the Campine region became a 

target for direct foreign investment from mainly 

American companies. Critical policy geographers 

explain this phenomenon as the after-war American 

Fordism model which was in need for new pristine 

regions to expand their mass production. Those regions 

were characterised by its low wages and positive work 

ethic, with a willingness to adopt technological 

innovation and increase productivity. (Kesteloot and 

Groupe de la Mort-Subite 1990) This is only one part 

of the story, local policy makers who were alarmed by 

the dual economy of coal and agriculture. And created 

in 1951 an organ to tackle the dual economic structure 

of coal-mining and agriculture. This organ was called 

the LER (Limburgse Economische Raad, eng. Limburg 

Economic Council) its main activity was to lure for 

new foreign and national companies.  

This wave of foreign direct investment 

started with the venue of companies such as Ford 

Automotive (1962) and Philips (1956). Furthermore, 

after 1967, the coal-mining companies were obliged to 

invest half of their profits into the region (34 

million euro). In this way, between 1960 and 1974, 
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there were about 300 new companies and 49.000 new 

employment places created. 

During this period, the national government 

decided to phase out the coal-mines. But when it 

started with the Closure of the Zwartberg coal-mine 

in 1966, an unforeseen deadly strike occurred. The 

government was obliged to sign the Zwartberg Accords 

with the labour unions. By doing this, it agreed that 

the coal-mining industry would last until 1997 and all 

that jobs that would get lost in the mining sector had 

to be recreated. However, by the fall of the 

international energy prices by the plaza accords of 

1985, the closure of the mines had to be accelerated 

in Japan as well as in Belgium.  

Also, by the end of the ‘70s, the foreign 

direct investment wave in the Campine coal-mining 

region was over, and unemployment rose to levels above 

20%. In fact, the regional economy was already in 

crises before the coal mines were closed down. Thus, 

the government had not only to replace the 17.437 jobs 

lost in the coal-mine sector, it also had to diversify 

the local economy and tackle the unemployment figure 

to the Flemish average. (from 21,2% to below 14,4%).  

In both regions, the government introduced 

regeneration policies to help the region through its 

reorganisation, however the way it exerted it was 

different. As we could learn from The uniqueness of 

the decision-making process in Flanders and in Japan 

are already described by Suzanne Culter (Culter 1999). 

From the 70’s the Belgium state transformed 

its structure in that of a Federal Government, and 

since 1980, the economic policy was a competence for 

the local Flemish government. Thus, it had to close 

the mines and exert the regeneration policies. This 

it did together with the local, national and even the 

European Community. By recognising the Campine 

coal-mining region a target-2 region, five European 

development funds for 16 million euro were activated 

for the period of 1987-1991. This formed the basis for 

the ‘Toekomst contract’ (the Future Contract) Which 

coordinated the forces the European, the national, the 

Flemish and the Local government. Thanks to the 

success the contract has been prolonged for another 

five years. The plan embraced various aspects such as 

investments in tourism, scientific research, social 

policies and social insurances, education and 

training for former coal miners, social housing, 

health, sustainability, and environment. Two thirds 

of the investments were for social projects which did 

not only target the miners but whole mining community. 

By doing this, a far thriven change of the regional 

socio-economic structure was realised. 

 

Chronology of the regional development of Campine and Yūbari 
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1967  
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Culture and state structures seem to be an 

important aspect of how local citizens dealt with 
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citizens left the city. (See Graph 1.) By leaving 
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the city of Yūbari did, entering the competition with 
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In a way, it depended upon the national building bubble. 

But, when the tourism centres were not attracted 

enough costumers, and the bubble busted, and it lead 
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  【Conclusion】 
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This study hints that socio-cultural 

elements such as the decision-making process, the 

state structure, and the company culture, could be 

possible determinants that influences the way 

regeneration comes into place. However, further 

research is necessary to determine if those elements 

are really game-changers within the regeneration 

process of former coal-mining regions. 
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中国内陸部の土地開発と「中所得国」の行方：陝西省漢中市を事例として 

屈博煒、（法政大学大学院） 

 

Keyword： 中所得国、農村、労働力、中小企業、土地開発 

 

【問題・目的・背景】 
現在の中国の課題は、「中所得国の罠」の回避にある。 

中国は改革開放以来、農村の若者を中心とした豊富な労

働力の活用により、急激な経済成長を遂げてきた。この

経済成長により、「中所得国」となったのは 2008 年とさ

れる。しかしながら、次なる段階である「高所得国」に

は未だに届いていない。 

 産業の進展が最初に起きた湾岸地域では、経済発展に

ともない労働働不足が生じ、必然的に賃金が上昇した。

これを回避するために、産業は内陸部へと移転して行く。

同時期に、国でも労働不足回避と内陸部と沿海地域の所

得格差を縮小する政策として、内陸部への産業移転を加

速させてきた。 

こうした政策の結果として、内陸部の経済成長率が沿

海地域を上回る成長を遂げている。しかしながら、内陸

部の経済成長も湾岸地域同様に、「中所得国」から抜け出

せない可能性が高い。それは、急激な進展にともなう人

材が不足しているからである。また、他方で急激に進行

している中国内陸部における土地開発に、全ての住民が

ついていけないという現状がある。 

しかも、この土地開発の手法は、中国内陸部において

経済発展のトップを走る四川省成都市の手法である。街

の中心市街地に超高層ビル群を建設して、地域を活性化

させようとするものである。つまり、不動産建設と投資

を中心とした経済発展である。この手法がいずれの地域

においても成功するとは考えられない。それは、歴史・

文化、風土など、資源や環境が違うからである。 

それでは、中国内陸部が「中所得国の罠」に陥らない

ためには何が必要な要件となるのだろうか。これを明ら

かにするには、現状を解明する必要がある。 

そこで、本稿では事例地をとおして、この課題を検証

することにした。事例地には陝西省漢中市とした。漢中

市を選択した理由は、①中国内陸部の一般的な人口規模

の市である、②土地開発中である、③地域活性化を課題

としている地域である、④研究の調査協力がえられる、

この 4 点による。また、本稿の研究目的は漢中市の地域

活性化への提言とする。 

【研究方法・調査内容】 

 研究方法は、質的調査とおよび漢中市の各種データ、

資料を使用する。分析方法は、質的調査ではKJ法を使う。

また、各種のデータの分析には、クラスター分析とクロ

ス集計を使用した。 

本稿のリサーチクエッションは、漢中市の民間の中小

企業の実態であるが、筆者は中国内陸部が「中所得国の

罠」に陥らないためには、民間の中小企業の集積と発展

が必要であろう、と考えている。したがって、研究内容

は民間の中小企業経営者および地方政府員等へのヒアリ

ング調査によりこの課題に迫ることとした。具体的な調

査項目は、①従業員規模、②従業員のスキル、③民間中

小企業の業種、④民間中小企業の現状と課題、である。 

【研究・調査・分析結果】 

1. 漢中市の概要 

 漢中市は、陝西省の南西部に位置する地方都市である。

人口は 385.21万人（2015年 12月）であり、中国の人口

規模としては一般的な地方都市である。歴史的には、春

秋時代に設置された重要な軍事要塞であり、劉邦が興し

た漢王朝により、中国を代表する「漢」の名称の由来と

なる地域である。 

漢中市の北界には秦嶺山脈、南界には巴山、その間を

漢水が流れている漢中盆地は、昔から「天漢」と呼ばれ

るほどに、肥沃な大地に恵まれた環境にあった。したが

って、古くから農業が盛んな地域である。また、秦巴山

区には豊かな原始林があり、野生植物は 3,000 種類があ

るといわれている。特に、薬用植物は 1,300 種類とされ

ており、天麻（テンマ）や西洋参（セイヨウジン）など

の主要産地として知られている。さらに、この自然豊か

な地域にはパンダ、オオサンショウウオ、ゴールデンモ

ンキーが生息しており、トキの生息地として有名であり、

陝西漢中トキ国家級自然保護区となっている。  

他方で自然災害における課題があった地域である。そ

れは、降雨量の多い地域であるという特徴から、特に夏

には雨が集中し、水害が絶えなかった地域である。しか

し、近年の土地開発によりこの課題は解消しつつある。 
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２．産業構造 

  漢中市の産業構造は、複雑である。この複雑さを解明

するにあたり、中国の1960年代の国策に戻ってみていく

ことにする。 

1960年代の世界情勢は核戦争が懸念された時代である。

そこで、中国では毛沢東により「三線建設」が出される。

「三線建設」政策とは、中国の軍事戦略のひとつである。

中国は戦争に突入した際を想定して、沿海部（第一線）

だけに軍需工場を建設するのではなく、内陸部（第三線）

へと軍需工場を移転させたのである。この際の第二線と

は、第一線と二線の狭間にある地域を指しているのであ

る。内陸部の西部地域に位置する漢中市は、この第三線

地区に位置していたために、重点都市の指定を受けて軍

需工場が建設されることになったのである。現在でもこ

の軍需工場は健在であり、生産される品は違ってきてい

るものの、国の工場であるという構造には変わりはない。

したがって、工場が稼ぎ出す資産は地元自治体の収入に

は結びつかないのである。つまり、この工場の収益は国

の収益となるのである。 

 以上のような背景を持つ漢中市の2015年のGDPは、前

年度の 9.6%の増加となる。産業別増加の割合は第一次産

業 18%、第二次産業44%、第三次産業38%、となっており，

二次産業が最も多い産業として漢中市の産業をけん引す

る形である。 

 

図１ 漢中市のGDPに占める産業別の割合の推移 

出典：漢中市（筆者加筆） 

しかし、これは表面上の産業構造であり、実際の漢中

市の産業構造は一次産業が中心である。したがって、先

述したように複雑な構造とは、第二次産業が国の管轄と

地方自治の管轄の二重構造をしているのである。このこ

とが、中国の地方都市が「中所得国」から抜け出せない

要因となっている可能性もある。 

３．産業別の従業員数 

 それでは、実際の漢中市の住民はどのようにして生計を

立てているのだろうか。2015年の漢中市のデータによれば、

第一次産業の従業人数が 84.51万人（73.7%）、第二次産業

の従業人数が 11.29 万人、第三次産業の従業人数が 18.91

万人（9.8%）、である（図２）。これは中国全国と比較する

と、第一次産業は２倍以上に登り、第二次産業と第三次産

業で働く住民は半分以下である。つまり、漢中市の産業構

造は土地開発以前とさほど変化がないのである。 

  

 

図 2  産業別の従業人数において漢中と全国との比較  

資料：漢中市「統計年鑑2015」、国家統計局「2015年国 

  民経済および社会発展統計公報」から筆者作成 

 

４．民間中小企業の現状 

（１）民間中小企業の類似点 

漢中市の民間の中小企業の業種ごとのデータを使って、

似た者同士のグルーピングを試みた。目的は、グルーピン

グすることで、漢中市の民間中小企業の構造の手がかりを
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（２） グルーピングの結果 

  クラスター分析の結果、４つのグループの特徴を割り

出すことができた（図３）。以下に、４つのグループの特徴

を示す（表１）。 
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このグループの業種は、農林水産業、電気ガス等供給

業、交通運輸業、コンピュータ関連業、賃借ビジネス業、

の６業種である。 

４つのクラスターの中で、売上、従業員数、１件あたり

の平均従業員数、国税、が最も小さいグループである。 

② クラスター２（B） 

業種は、採鉱業である。製造業につぎ２番手を走る業

種である。 
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最も小さいことである。 

 

 以上がグループの特徴であるが、漢中市の人口 385万人

であることを考えれば、民間の中小企業規模が非常に小さ

いことが見てとれる。 

５．ＧＤＰと給与の推移 

漢中市の近年の推移を見ると、幾分かは差が縮小され
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てはいるが、都市と農村の差は 3倍である（図４）。この
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とりわけ農民はこの急激な開発についていくだけの技

能・技術のスキルを持ち合わせていない可能性が高い。

このことは、農民の出稼ぎ労働がいっこうに減少しない

ことにも表れている。 

 

図４ 漢中市の一人当たりの収入額の推移 

資料；漢中市より筆者作成 

６．内陸部中級市の課題（ヒアリング調査から） 

 民間の中小企業経営者および地方政府関係者等にヒア
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また、地方政府の財源は税収にあるが、国有企業の税収
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図５ 技術力を持った人材の不足 

 

【考察・今後の展開】 

 本稿のリサーチクエッションは、漢中市の民間中小企

業の現状を明らかにして、「中所得国の罠」に陥らない要

件を見出すことであった。以下に考察を記す。 

 「中所得国の罠」に陥らない要件には、民間の中小企

業、とりわけ製造業の集積と活性化が必要であろうと考

えられる。また、これを可能にするためには、農村の余

剰労働者の活用が不可欠であるが、単純作業による製造

業だけでは経営が成り立たなくなっている、という現状

がある。したがって、高度な製造業を行うには、働く意

欲がない農民の意欲をいかにして高めるのか、と技術力

の育成をどのようにするのかが重要となろう。 

さらに、国有企業にも競争力を持たせることで、民間

企業への新たな事業への門戸を開くことも必要であろう。 

 この考察は研究半ばで出したものであり、調査不足は

否めない。したがって、今後のさらなる調査研究の必要

性を感じている。 

【引用・参考文献】 

・関志雄 「ポスト・ルイス転換点の中国経済」2012年，経済産

業研究所 

・経済産業省Webサイト（http://www.meti.go.jp/） 

・人民日報Webサイト（http://j.people.com.cn/） 

・中国国家統計局「2015年国民経済および社会発展統計公報」 
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広域連携の主導理念の考察－大阪湾フェニックス事業のスキーム変更を事例としてー

樋口 浩一（関西大学ガバナンス研究科博士課程後期課程）

： 広域連携、フェニックス事業、ネットワーク組織

【背景・研究目的】

広域連携は単独処理を原則とする地方自治体の事務事業

を共同で実施するもので、人口減少時代の行政執行に活用

が期待されている１。行政ニーズが高度化多様化する中で、

地方自治体間においてどのように広域連携が成立し運営さ

れていくのか、その動機や理念とは何か。そこで、廃棄物

行政に関する近畿の大規模な広域連携である大阪湾フェニ

ックス事業において 年に実施された根本的スキーム

変更を材料として、広域連携の歴史的背景も視野に入れつ

つ、組織論の視点から考察する。

【先行研究・分析枠組み】

統治メカニズムとしての市場・組織・ネットワーク

実際の企業間関係では、企業間で交換される資源が財や

情報だけでなく、権力、情緒、信頼なども含まれ、関係の

内容領域が重複し、１つの関係に複数の内容が含まれる場

合が多い 渡辺 。渡辺は、例として、ウズィー

（ ）の説をあげ、企業間の関係は、「市場関係」

と「埋め込まれた紐帯」の２つのタイプに分類できるとし

た。後者は、長期にわたって繰り返される密接で個人的な

関係であり、信頼、情報、協同の問題解決という３つの利

益をもたらすと論じ、二者関係が、市場関係よりも埋め込

まれた関係である場合に企業の生存率が高いとした。

また、経済学において、市場と組織（ここでは組織の代

表としてのハイアラーキー）という２つの統治メカニズム

以外に、両者のハイブリッド（混合）型、あるいは中間組

織が認知されるようになって、例えばノーク（ ）

は、「市場の相互作用と官僚制的統合」を組み合わせたもの

として戦略的提携を提示した２。

さらに、パウエル（ ）は、上記の戦略的提携

のような組織形態を、「ネットワーク型組織」と呼び、市場

ともハイアラーキーとも異なる、行為者間関係を統治する

１つの方法とした。渡辺は「ネットワークでは、取引当事

者間の関係にみられる互酬性や評判が統治メカニズムとし

て重要である。ネットワーク型組織の特性として強調され

るのは友好やオープンエンドな相互依存にもとづく情報交

換・学習の促進、そして協働・信頼の創造である」とした

（渡辺  ）。

ネットワーク組織

公文によれば、ネットワーク組織とは、説得・誘導型の

行為がその中での支配的な相互制御行為となっている複合

主体（＝組織）（公文 ）であるとし、広義のネ

ットワークとは、説得・誘導型の行為がその中での支配的

な相互制御行為となっている社会システムの総称であり、

一方、狭義のネットワークとは通有・互酬型の行為がその

中での支配的な相互制御行為となっている社会システムの

総称である、と定義している（公文 － ）。

そして、互酬システムとは、財やサービス（恩や貸し）

の一方的な提供（後の時点での）を手段とする誘導が、相

互制御の支配的な方式となっている社会システムとし、

通有システムとは、情報や知識の一方的な提供を手段とす

る誘導が、相互制御の支配的な方式となっている社会シス

テムである、と定義した（公文 ）。

とくに、市場メカニズムと対比する意味で、「互酬」は、

お返しへの期待が相互の暗黙の了解に過ぎず、「取引」では

なく「誘導」の一種だと説明している。（公文 ）

そのうえで、社会システムを、①国家＝脅迫・強制型（ハ

イアラーキー）、②企業＝取引・搾取型（市場）、③ネット

ワーク組織＝説得・誘導型の つに大別できるとした（公

文 カッコ内は筆者補足）。

広域連携の組織論

社会システムが、 ハイアラーキー型（官僚制組織）

効率優先型（市場取引） 協働型（ネットワーク組織）が

あることを基礎として、広域連携の歴史的展開をふまえ以

下の類型化ができる。

まず、一部事務組合の原型（町村組合）は明治の市町村

制公布の時期まで遡り、小規模な市町村に初等教育を所管

させるための制度として活用された３。戦前の一部事務組合

は国の行政補完の性格が強くハイアラーキー型の広域連携

である。つぎに戦後改革のもとで地方自治法が原初的に予

定したものは単純な役割分担と相互補完によるものである。

それは相互の利益に基づく取引として市場型と位置付けで

きる。

そして高度経済成長期に増加し続ける廃棄物処理のため、
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焼却処分方針を打ち出した国の補助金などによる誘導で一

部事務組合の設立が相次ぐ４。このような広域連携は国の強

い影響下にあって成立しており、効率優先の準ハイアラー
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大阪湾フェニックス事業のスキーム変更

港湾管理者が護岸を建設し、その中に廃棄物を埋立て、

出来上がった土地を港湾管理者に引き渡すというのが、そ

の基本スキームである。 年に事業開始以来、このスキ

ームに従って事業が行われてきたが、 年以後、港湾管

理者から負担の不均衡が指摘され、議論の結果、排出者で
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ある自治体・民間事業者からセンター料金を介して護岸使

用料を支払うというスキーム変更が行われた。

その事実経過は以下のとおりである。

年 月 港湾管理者から監督官庁（国交省、環境省）

に対して、竣工土地の早期売却が可能となるよう政令改正

に加えて、港湾管理者の負担軽減（排出者の費用負担増）

のための「抜本的な事業スキーム改善」の要望

年 月 港湾管理者から監督官庁（国交省、環境省）

に対して、排出者負担のなど財政負担の公平化、国の財政

支援などによる港湾管理者の負担軽減の要望

年 月 港湾管理者から監督官庁（国交省、環境省）

に対して廃棄物埋立護岸の使用料徴収を含む港湾管理者の

財政負担軽減の要望

年 夏からセンターが港湾管理者と交渉、国（両省）、

府県・市町村代表機関（促進協議会）、各府県産廃協会への

根回し開始。概ね秋から年末に大筋合意が図られた。

年 月 センターから港湾管理者の負担軽減のため

の 年度から 年ごと 回の値上げの告知

年 月 下記のとおりスキーム変更の実施

① 期事業（神戸沖・大阪沖処分場）にかかる港湾管理者

負担（護岸整備費の補助裏分）の１ （ 億円）を排出

者が負担する。

②負担の方法としてはセンターが護岸使用料として排出量

（埋立量）に応じて港湾管理者に支払い、その相当分をセ

ンターが料金に上乗せして排出者から徴収する。

③このため、センターは 年度から 年ごと 回の料金

改定を実施する。改定額は品目を問わず各回、トンあたり

円（消費税別）とする。④センターは基本計画の変

更を行い、 期事業の計画期間を 年間延伸し 年度ま

でとし、一廃枠５のうち 万㎥を産廃枠に移行する。

各当事者の行動の分析

港湾管理者

期事業である神戸沖・大阪沖処分場は 期（尼崎沖・

泉大津沖処分場）と異なり、埋立区域全域が管理型処分場

であり、がれき・コンクリートがらなどの安定型処分場と

比べ、センター法制定以後の環境法制上の厳格化から早期

の土地利用が困難になるなどの問題が発生した 。土地売却

ができず護岸整備費を起債に依存する港湾管理者にとって

過度の財政負担となる。そこで港湾管理者は財政負担の公

平化を主張し、護岸使用料の提案を行った 。しかし、セン

ターをはじめ関係者が動かず、 年夏の交渉開始までセ

ンターとの間で険悪な状況となっていた。

センター

当初は見直しに慎重であったが、①次期事業の着手のタ

イムリミットがせまってきたこと ②基本計画の中で産廃

枠が不足６し 速やかな事業計画改定が必要となりそのため

には港湾管理者の同意が不可欠であること、などから港湾

管理者との問題決着がせまられるようになった。 年度

になって、港湾管理者との交渉の結果、同年夏になって護

岸使用料の支払に応じる決断をおこない、その実現のため

排出者など関係者の説得を行った。

国

港湾管理者の護岸使用料提案に対して、国交省は肯定的

であったが、環境省には直ちには理解されなかった。それ

は、港湾管理者は当初の基本スキームに納得して参加した

もので、その後の事情変化は当然甘受すべきという考え方

によるものであった。国も地元自治体の合意が最優先と考

えており、参加自治体全ての同意がネックとなったが、こ

れを得て７スキーム変更が実施された。

府県

府県と主要市で構成する促進協の事務局として大阪府

と兵庫県が各府県と市町村の意見を取りまとめる役割とな

っていた。 年の港湾管理者の問題提議以降、継続的に

協議されるが具体化に至らなかった。結局、 年夏から

のセンターと港湾管理者の交渉を踏まえこれをフォローす

る役割となった。基本的にセンターと同行して国・市町村

の根回しを行った。

市町村

スキーム変更について護岸使用料の負担による料金値上

げというデメリットを受けるのは市町村である。さらに先

述のとおり産廃枠の捻出のために各市町村の処分枠の供出

が求められる状況もあった。結果としてとくに大きな反対

もなく受入れられた。事業発足時と比べてフェニックス事

業への依存度が格段に高まっていることが背景にある。

民間産廃業者

料金が直接営業に関わるだけに値上げ反対の声は大きく、

説得に年末ちかくまで時日を要した。業界を代表する各府

県産廃協会にセンターが粘り強く説明し最終的に合意を得

るに至った。理解を得るための理屈としては、フェニック

ス事業の長期的安定的な運営、とくに次期フェニックス計

画地の確保のためには港湾管理者の理解と協力が不可欠で

あることであった。その際、当面の産廃枠不足への対応や

産廃・一廃同額値上げの点が重要な説得材料となっている。

この合意は、大阪府・兵庫県などの産廃業者にとってもは
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やフェニックス事業はなくてはならぬものになっているこ

とを示すものである。

【分析結果・考察】

大阪湾フェニックス事業の主導理念

先の理論分析からフェニックス事業の事例を考察すれ

ば以下の主導理念の変遷が判明する。

計画段階

大阪湾フェニックス事業は当初、国の政策として検討

が開始され、国の公団事業として計画された。当時、事

務の共同化や広域連携の例としては市町村相互、が中心

で、そこに単独の都道府県が関わるものがせいぜいで、

都道府県域を超えるダイナミックな発想は無かった。従

って、フェニックス事業は国の強い支配の及ぶ事業とし

て位置づけられた。この段階では、「モデルⅠ」のハイア

ラーキー型のものであった。

制度化段階

しかし、現実に計画が動き始めた時期が第 臨調によ

る行政改革と重なり、大蔵省が公団方式を認めず、やむ

なく国の出資のない特殊法人としてスタートとなった。

設立段階では国の主導（法制化）の下で「モデルⅢ」の

準ハイアラーキー型として国の強い影響下で事業開始が

なされている。

同時に設立にあたって、大阪府・兵庫県が中心になっ

て関係自治体においてフェニックス計画の実現に向けた

自発的な動きが観察される。そして事業実施、運用の過

程で国の影響力は次第に低下し、地方自治体を主体とす

る「モデルⅣ」のネットワーク組織となっていった。そ

の象徴的な事象が消極的な国を説得して、全自治体合意

によって実施されたスキーム変更である。

その後

ダイオキシンの搬入基準超過の問題によって事業継続

が危うくなる事例も発生し、ネットワーク組織の形成・

運営における参加自治体間の信頼関係の重要性が改めて
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「軽トラ市」の実態分析と将来展開に関する考察 

○戸田敏行（愛知大学）、小川勇樹（愛知大学）・小澤高義（豊橋市） 

Keyword： 地方創生、定期市、軽トラ市 

 

【研究の背景と目的】 
定期市の新たな形態として、軽トラックによる市「軽ト

ラ市」が全国 100箇所以上で開催されており、衰退する商

店街等の活性化策として定着しつつある。2015 年 11 月に

は「全国軽トラ市でまちづくり団体連絡協議会」が発足し

ており、「全国軽トラ市・地域創生」宣言を決議し、軽トラ

市相互の連携にも新たな発展をみせている。2005年に第 1

号とされる岩手県雫石町でのスタートから 10 年余を経て

軽トラ市は全国的な活動を継続しており、まちづくり機能

としての軽トラ市を評価するとともに、高齢社会に対応す

る移動販売等の観点を加えた将来展開を考える必要がある。 

こうした背景から本稿は、①全国軽トラ市の概要を把握

し、②三大軽トラ市の１つとされる愛知県新城市で開催さ

れる「のんほいルロット」（2009年開始で月1回開催、2017

年時点で出店約70台、来街者約 2千人）を事例として、実

施体制、出店者、来街者、商店街影響、広域的な軽トラ市

連携の実態分析を行い、軽トラ市の将来的展開について考

察することを目的とする。 

【研究方法】 

 軽トラ市運営団体への全国アンケート調査（2015年）、

新城軽トラ市に関するアンケート調査およびインタビュー

調査（2016年）を実施した。調査概要は以下の通りである。 
①全国軽トラ市運営団体アンケート調査：第1回目（7月）

は133団体配布、56団体回収。第2回目（9～10月）は

59団体配布、40団体回収。 
②新城軽トラ市運営者インタビュー調査（2～11月） 
③新城軽トラ市出店者アンケート調査（11月）：近3年間

で新城軽トラ市に出店実績のある出店者204名に配布､

107名回収。 
④新城軽トラ市来街者調査（7～9月）：年代・同伴者構成

別カウント調査、聞き取りアンケート調査（回収164名）。 
⑤新城商店街アンケート調査（10～11月）：商店､しもた屋､

住宅の計59軒配布、39軒回収。 
⑥近隣軽トラ市連携意向アンケート調査（11月）：愛知県

東三河地域、静岡県遠州地域、長野県南信州地域で開催さ

れる軽トラ市運営団体16団体配布、16団体回収。 

 

図 1 軽トラ市全国分布 

【調査･分析結果】 

1.軽トラ市の全国的傾向 

①開催概要 

全国平均では、年間7.8回開催、来街者2100人である。

開催は月1回型が最も多く、季節型など定期市の傾向を持

っている。来街者は100人以下から1万人を超えるものま

である。出店台数は１回30台程度が最も多いが、最大170

台まで多様である。 

②来街者・出店者の地理的範囲 

市外からの来街者が2割を超え、出店者は3割を超える

など自治体を越えた広がりを持つ。開催場所は道路が半数

を超え、道路使用許可などの課題を有している。 

 

図 2 年間開催回数と来街人数 
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図 3 市外出店者・来街者の割合 

③継続意識 

軽トラ市の恒常化を目指す団体が6割弱に達し、一過性

イベントからまちづくり機能に移行しつつある。 

 

図 4 継続意識 

④販売品目、連携相手 

 販売品目では生鮮食品を扱う軽トラ市が9割を超え、加

工食品、調理品が続く。また、連携したい相手は農協が4

割と最も多く、生鮮食品の生産者との連携を強めたいとい

う意向が示されている。 

 

図 5 連携したい相手 

⑤全国組織への求め 

 軽トラ市全国組織への求めとして、運営ノウハウなどの

情報ネットワークが 7割を超える。各団体が独自に軽トラ

市を開始・運営する中、蓄積されたノウハウを共有するこ

とが求められている。 

 

図 6 全国組織への求め 

 

2.新城軽トラ市の実態分析 

①設立経緯と実施体制 

新城軽トラ市の運営は、実行委員会の下に設置されてい

るワーキンググループ（以下WG）によってなされている。

WGのメンバーは商店主や商工会、行政関係者、ボランティ

アなどから構成される。毎月１回ワーキングが開催され、

前回軽トラ市の反省や対応、次回軽トラ市の出店者配置や

イベント企画などを決定している。WGメンバーに商店主や

行政関係者が参画していることから、商店街店舗との調整

や行政との調整をスムーズに行うことが可能となっている。

また、WGのリーダーやサブリーダー、各部会の部長など中

核を担うメンバーは、過去の商店街振興事業で組織された

「まちづくり協議会」や「㈱山湊」から参加しているメン

バーであり、商店街振興事業が集大成された事業形態と考

えられる。 

 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ワーキンググループ

リーダー

サブリーダー

実行委員会

事務局 会計

部長

スタッフ スタッフ スタッフ

出店拡大部会会場・イベント部会 企画・広報部会

部長 部長

 
図 7 運営体制 

年 組織 構成員数

1996年
～2006年

まちづくり協議会 20名

まち協から参加 山湊から参加

7名 23名

まち協から参加 山湊から参加 ルロットから参加

3名 7名 34名

他組織からの参加（移行）の内訳

1997年
～2013年

㈱山湊 30名

2009年～
のんほいルロット
実行委員会

44名

 

表 1 商店街振興組織の変遷 
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②出店者の特性 

調査時点で80回開催しており、全登録は394台である。

食品関係が多いが、近年はエステなど対人サービスも加わ

っている。地域的には市外が7割である。隣接する静岡県

からの出店が増加しており、広域化の傾向を示している。 

近 3年の出店者を対象としたアンケートでは、軽トラ市

１回あたりの平均売上は30,760円、平均買い物客数は53.2

人である。また、営業形態をみると、店舗を有した出張販

売者が半数、農林業直販者2割、軽トラ専業者1割、その

他副業や実験的販売者など多様性を有している。 

 

図9 営業形態 

出店者は、新城軽トラ市以外にも他の軽トラ市（35台）

やイベント（63台）、個別の移動販売（20台）を行ってお

り、軽トラ市は移動店舗が集結する一形態と考えられる。 

また、出店限界時間は60分程度が多く、広域的な出店者

募集や軽トラ市相互の連携可能性がある。 

軽トラ市 イベント 個別販売 軽トラ市 イベント 個別販売
○ ○ ○ 18 11.9 27.6 80.4
○ ○ × 49 12.3 17.9
○ × ○ 3 10.3 85.0
○ × × 25 11.1
× ○ × 4 6.2

出店対象 年間平均出店回数
台数

 

表 2 年間出店回数 

出店動機は商品宣伝、固定客づくり、売上増大が4割程度

と多い。また、出店成果は「様々な人々と交流」6割と「商

品 PR」5割が「収益」4割を上回っている。出店動機と比

較すると交流や商品PRの成果がより高く現れている。 

  

図 10 出店動機 図 11 出店成果 

出店者の情報入手手段として最も多いのは出店者間の口

コミである。また､出店者同士の情報交換相手は同業種3

割よりも異業種6割が多く､隣り合う店が頻繁に変わる軽

トラ市の特性を反映していると考えられる。 

  

図 12 情報入手手段 図 13 出店者相互の情報交換 

③来街者の特性 

来街者カウントでは高齢者を主とする1人での来街が4

割、グループ来街が6割である。交通手段では近隣からの

徒歩が2割であり、車利用が7割と多い。来街頻度をみる

と、定期利用が４割強、不定期３割、初来街２割とバラン

スの良い構成と思える。定期利用者は、市内居住者（６割）、

高齢者（６割）が多く、初来街は若者（３割）、壮年（３割）

が高く、居住地は市外（県内の 4割、県外の5割）である。

アンケート総数からみると、定期的に来街する市内の高齢

者が来街者の15％となっている。 

  

図 14 年代別来街頻度  図 15 居住地別来街頻度 

 

図 8 地域別出店台数 
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若者 壮年 高齢 若者 壮年 高齢 若者 壮年 高齢
人 5 0 4 1 24 4 15 5 7 1 6 0 36
割合 3.0% 0.0% 2.4% 0.6% 14.6% 2.4% 9.1% 3.0% 4.3% 0.6% 3.7% 0.0% 22.0%
人 53 4 25 24 17 1 8 8 2 0 1 1 72
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割合 52.0% 5.5% 28.2% 18.4% 39.8% 4.3% 24.5% 11.0% 8.6% 0.6% 6.7% 1.2% 100%
総数

総数
市外で県内市内 県外

初めて来た

定期的

不定期

 
表 3 居住地別・年代別の来街頻度 

来街目的は買い物が7割で多く、他は少ない。また、前

後の立ち寄りも少数に留まり、観光的な結びつきは不十分

である。軽トラ市の一人当たり平均予算額は1675円であり、

年代別でみると高齢者が2162円と高い。構成別でみると一

人（2293円）、家族連れ（子供なし）（2287円）が高い。 

 
表 4 来街目的 

 

 

表 5 立ち寄り行動  表 6 居住地別来街頻度 

軽トラ市の情報入手手段は、口コミが4割と最も多い。

市内からの来街者は防災無線が 3割を超え、市外（県内）

はテレビが2割であり、居住地により入手手段が異なる。 

 

表 7 軽トラ市情報の入手手段 

④商店街への影響 

会場となる商店街の軽トラ市への賛同は 8割以上と高い。

商店、しもた屋、住宅に分類すると、軽トラ市の今後の継

続意向は商店の 6割に対して、しもた屋・住宅は 9割と高

い。通常は閉店日であるが、軽トラ市に合わせて特別に開

店する店舗が 3割あり、売り方としては店外への商品陳列

が 6割と多い。また、売り上げ増大、取扱商品を増加した

店舗が2割ある。 

 

図 16 軽トラ市当日の商店街店舗の開店状況 

 

図 17 軽トラ市当日の商店街店舗の取り組み 

⑤広域的連携 

近隣市町村での軽トラ市運営団体へのアンケートでは、

静岡県磐田市や掛川市で開催される比較的出店規模や来街

者規模の大きな軽トラ市で広域連携の意向を有している。 

来街者数 出店台数
静岡県浜松市① 20,000 60 どちらともいえない
静岡県磐田市 10,000 106 連携すべき
静岡県掛川市 3,000 36 連携すべき
静岡県袋井市① 3,000 30 どちらともいえない
愛知県新城市 2,000 80 連携すべき
静岡県浜松市② 2,000 22 どちらかといえば連携すべき
静岡県牧之原市 2,000 30 どちらかといえば連携すべきでない
静岡県湖西市 1,000 20 どちらともいえない
静岡県浜松市③ 300 25 どちらともいえない
静岡県袋井市② 300 15 どちらともいえない
愛知県田原市 300 20 どちらともいえない
長野県宮田村 250 5 どちらかといえば連携すべき
静岡県浜松市④ 200 10 どちらともいえない
静岡県浜松市⑤ 150 15 どちらともいえない
静岡県森町 80 12 どちらともいえない
静岡県掛川市 50 10 どちらともいえない

軽トラ市１回あたりの
軽トラ市 連携の意向

 

表 8 近隣軽トラ市の状況と連携意向 

【考察】 

スタートから10年を経た軽トラ市は、全国に多様な形態

で発展しており、全国組織の強化が重要である。拠点的な

軽トラ市である新城市の実態分析から、軽トラ市と個別移

動販売の連動、軽トラ市相互の広域連携、軽トラ市と周辺

観光の連携が必要と言えよう。軽トラ市は、店舗自体が移

動・集合出来る特性を有しており、人口減少下での地域資

源有効利用や大規模災害に対応する可動的なまちづくりの

先駆けであり、地方創生の有効な手法と考えられる。 

【参考文献】 

［1］関満博（2015）『中山間地域の「買い物弱者」を支える』，評論社  

［2］石原潤（1987）『定期市の研究』，名古屋大学出版会 
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 タイトル 船舶の安全対策強化システムを活用した地域活性化について 

（WIB方式の OSHMS全国大会を発祥の地である島根県開催を目指して） 

氏名 坂田真一郎（筑波大学大学院）（所属）久宗周二（高崎経済大学） 

Keyword： WIB,労働安全衛生、OSHMS 

 

【背景と目的】 
国土交通省が平成 27年 8月に国土形成計画を発表した、

その中の国土基本構想には、「対流」という言葉が使われて

いる。「対流」とは、流体内において温度の違いにより生じ

る「対流」という用語を援用し、多様な個性を持つ様々な

地域が相互に連携して生じる地域間のヒト、モノ、 カネ、
情報の双方向の活発な流れである「対流」を全国各地でダ

イナミックに湧き起こし、イノベーションの創出を促す「対

流促進型国土」の形成を図ることを国土の基本構想とする

と述べている。「対流」は、地域の多様な個性が原動力とな

って発生するものであり、したがって、地域間の個性の違

いが際立つほど対流はよりダイナミックになる。このため、

対流を発生させるためには、まず地域は、地域に密着した

独自の個性を持つ必要があり、見つけ出す必要がある。そ

してその個性を磨き、集積することによって際立たせ、海

外を含む地域外に情報発信することにより、ヒト、モノ、

カネ、情報を呼び込む。これが対流の第一段階である。さ

らに、対流の第二段階として、地域の個性を使って新しい

価値を創造する意欲を持ちつつ、他の地域の個性に関する

情報をキャッチし、様々な交わり、結びつきを通じて イノ
ベーションを生み出す。その際、イノベーションを促す対

流の場（対流拠点）や人材、仕掛け等が重要である。 一方、
対流は温度の違いによって発生するが、時間の経過ととも

に熱交換が進み、最後には温度の違いがなくなって対流は

消えてしまうものである。このため、地域間の対流を維持、

拡大させるためには、常に地域の新たな個性を見いだし磨

き上げるか創造するとともに、新たな地域との連携を模索

することにより、オンリーワンを持ち続けることが必要と

なる。このように、地域にとっては、進取の気性と競争環

境にあることへの認識が常に必要である。同時に、対流を

維持、拡大させるには、地域が持続可能である必要があり、

地域の安全・安心や生活サービス機能等の確保等、定住環

境を保持する必要があると述べている。 

このような国土形成計画の称するところの「対流」を筆

者ら研究している労働安全衛生の研究から、この「対流」

を発生させることの可能性を論じることが本稿の目的であ

る。 

【筆者らの研究概要】 

 筆者らの研究は、前述したとおり労働安全衛生について

である。筆者らの研究対象としては船員を対象としたもの

である。その研究に至った経緯であるが、船員労働災害の

発生率は、平成26年度職務上休業4日以上で千人率を比較す

ると、全船員は9.7人、全陸上労働者は2.3人でおよそ4倍と

高くなっている。職務上死亡で同じく千人率で比較すると、

全船員0.3人に対して同様の計算をすると全陸上労働者は

限りなく0に近く、船員が死亡でも高い率だということが判

る。その中でも特に高い千人率は漁船で職務上休業4日以上

は13.5人で全船員の9.7より高い数値である。職務上死亡に

至っては0.5と全船員の0.2の2倍以上となっている。つまり、

漁船船員は全産業の中でも最も怪我や死亡する確率が高い

職業といえる。久宗によると船は波浪による船体の揺れ、

甲板も濡れた中で作業し、特に漁船は、揺れる中で網を上

げたりするため労働災害が多くなっていると分析している。

また、船員の労働災害の防止を図るためには、船内の労働

環境を改善することが必要、しかし船は、船種、大きさ、

海域により仕様、船内設備が大きく異なる、そこで、個々

の船舶ごとに船員による自主的に船内を改善することが効

果的と述べている。それを船内向けの自主改善活動と呼び、

英語ではWork Improvement on Boardを略してWIBという。

WIBは ILOが開発した WISE(Work Improvement small 

Enterprise)に準拠している。WISEは、建設や農業を含めて

各産業で国際的に成果を上げている自主改善活動である。

川上によるとWISEの方法論は、生産性と安全衛生を結

びつけることで、小企業所有者の興味を引きつけ

ると述べている。また、WISEの効果的な研修を行

うためには次の点を重視している。(1)現地の慣行

を基礎にした多面的改善、(2)現地の条件に合った

前向きな成果と実行可能な解決策、(3)経営陣と労

働者を研修パートナーとして結びつける実地学習

方式であること。WISE成果としてはアジア地域で、

小企業の企業主と労働者の双方にとって有益であ

ることが証明されたと述べている。このWISE方式

を船内でも使えるようにリミックスしたものが

WIBである。前述したWISEの重視点である(1)現地
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である。その研究に至った経緯であるが、船員労働災害の
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ると、全船員は9.7人、全陸上労働者は2.3人でおよそ4倍と

高くなっている。職務上死亡で同じく千人率で比較すると、

全船員0.3人に対して同様の計算をすると全陸上労働者は

限りなく0に近く、船員が死亡でも高い率だということが判

る。その中でも特に高い千人率は漁船で職務上休業4日以上

は13.5人で全船員の9.7より高い数値である。職務上死亡に

至っては0.5と全船員の0.2の2倍以上となっている。つまり、

漁船船員は全産業の中でも最も怪我や死亡する確率が高い

職業といえる。久宗によると船は波浪による船体の揺れ、

甲板も濡れた中で作業し、特に漁船は、揺れる中で網を上

げたりするため労働災害が多くなっていると分析している。

また、船員の労働災害の防止を図るためには、船内の労働

環境を改善することが必要、しかし船は、船種、大きさ、

海域により仕様、船内設備が大きく異なる、そこで、個々

の船舶ごとに船員による自主的に船内を改善することが効

果的と述べている。それを船内向けの自主改善活動と呼び、

英語ではWork Improvement on Boardを略してWIBという。

WIBは ILOが開発した WISE(Work Improvement small 

Enterprise)に準拠している。WISEは、建設や農業を含めて

各産業で国際的に成果を上げている自主改善活動である。

川上によるとWISEの方法論は、生産性と安全衛生を結

びつけることで、小企業所有者の興味を引きつけ

ると述べている。また、WISEの効果的な研修を行

うためには次の点を重視している。(1)現地の慣行

を基礎にした多面的改善、(2)現地の条件に合った

前向きな成果と実行可能な解決策、(3)経営陣と労

働者を研修パートナーとして結びつける実地学習

方式であること。WISE成果としてはアジア地域で、

小企業の企業主と労働者の双方にとって有益であ

ることが証明されたと述べている。このWISE方式

を船内でも使えるようにリミックスしたものが

WIBである。前述したWISEの重視点である(1)現地

の慣行を基礎にした多面的改善としては、WIBでは

現場をリスペクトすることで実施している。(2)現

地の条件に合った前向きな成果と実行可能な解決

策については、前述したとおり船は、船種、大きさ、

海域により仕様、船内設備が大きく異なる、そこで、個々

の船舶ごと実行可能な解決策を実行している。(3)経営陣

と労働者を研修パートナーとして結びつける実地

学習方式であることについては、経営陣と船員が

全員参加で講習に参加することで実施している。

また、WISEの事例より、無理せずできることから

実行すること、低コストで実施すること、良好な

事例を参考することなどに共通項がある。久宗に

よるとWIBの基本的な考え方は「自分たちの職場は

自分達が一番よく知っているので自分たちで守る。

だから自分達で点検して、自分達で改善してい

く。」で、労働災害が発生して被害を受ける前に全

員で改善して、労働災害を予防することだと述べ

ている。 

次に WIB 講習の実施方法について、図表１のとおり、最

初に研究会の企画、運営を行うこと、次に WIB 研修会は

ステップ１からステップ 4 に分かれるステップ１は労働

災害の特徴と改善点の理解、図表２のとおり船員労働災

害防止の取組について及び図表３のとおり WIB チェック

リストの使い方を学ぶ、ステップ２においては、図表４

のように船内の良好事例を学ぶ（船舶内での労働安全衛

生にかかわるよい事例）の紹介及びその良好事例写真へ

の投票、ステップ３においては、図表５のようにWIB 

チェックリスト及び改善のすすめ方シートの活用でのグ

ループワークとして船内巡検してグループ討議、ステッ

プ４の改善実施については、図表６の改善のすすめ方シ

ートによる計画と実施、その先に改善のすすめ方シート

の改善結果を報告、成果の交流を行う。 

次に、WIB 講習をマネジメントにしたものが、WIB 方式

OSHMS（Work Improvement on Board Occupational Safety 

and Health Management System）のことである。日本語

では自主改善活動による船内労働安全衛生マネジメント

システムと呼ばれている。このシステム基礎は、前述し

て図表に示した WIB 講習である、講習の中で参考として

このマネジメントシステムを説明し、WIB講習のチェック

リストや改善のすすめ方シートなどの改善活動を期間を

定めて計画的に、会社単位で継続的に改善を行うことを

目的として開発されたものがWIB方式 OSHMSである。 

WIBと島根県との関係では、船員の労働災害の高さが挙げ

られる、島根県は中国 5 県の中でも、最も労働災害率が

高く、全国平均と比較しても高い、その状態が長い間続

いているのが実態であった。そこで、WIB講習を島根県の

漁業協同組合と船員災害防止協会協力を得て、島根県全

域で行い、特に災害発生率が高い、浜田地区においては 

図表１ 

図表２ 

図表４ 図表３ 
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二年連続で講習をおこなった。浜田地区でも船員災害発

生率が高かった事業者の一つに株式会社浜田あけぼの水

産があった、その事業者に協力を得て全国で先だってWIB

方式 OSHMSを平成 26年度より導入した。WIB方式 OSHMS

導入により船員の休業日数が大幅に減少した結果も出て

いる。また、浜田あけぼの水産の成功により、島根県隠

岐地区の運輸安全マネジメントが機能せず、安全対策に

おいて活性化の乏しかった、隠岐観光株式会社にも WIB

方式 OSHMS の導入したところ、運輸安全マネジメントを

含めて、船員の意識が高まり、改善案が船員から寄せら

れるようになり安全対策も船員自らが立てるようになっ

た。つまり全国で初めて安全・安心のための新しいマネ

ジメントシステムが島根県に導入され、従業員と経営陣

が一丸となってマネジメントシステムを実施して、船員

災害の減少したことは成功と言えよう。 

【地域活性策へのリミックス】 

 対流としての第一段階である、個性を磨き、集積とい

う点をWIB方式OSHSMSで導入とし、次に海外を含む地域

外に発信する方法としては、水産庁の補助事業である安

全推進員講習会およそ4000人に対して講習を行い、成功

例である島根県の２事業者の結果を資料化した。また国

土交通省の事業である自主改善活動指導員講習において

はおよそ1000人に2事業者の資料を含んだ講習を行った。

また、講習だけではなく、学術学会での口頭による発表

も行われ、その数は国内で 8回、海外が 4回と世界にも

発信されている、加えて、自主改善活動のシンポジウム

も2回行われた。そのシンポジウムの資料の一例として、

浜田地区における「どんちっち」ブランドをさりげなく

資料に挿入する手法も試みた。西ノ島においては、さり

げなく摩天崖や明暗の岩窟などを資料の中身として紹介

した。更に新聞やテレビでは取り上げられ、内容にまで

踏み込んだものとして 2017 年 3 月 2 日の日本水産

 

経済新聞が安全操業の特集を組み株式会社浜田あけぼの

水産のWIB方式OSHMSを紹介した。 

また、対流の第二段階として、地域の個性を使って新し

い価値を創造する意欲を持ちつつ、他の地域の個性に関

する情報をキャッチし、様々な交わり、結びつきを通じ

て イノベーションを生み出すについては、次のような経
緯をたどることになった。西ノ島の事業者に WIB 方式

OSHMSを導入する前段階で、山陰地方初の海の駅が設置さ

れた、その設置過程で西ノ島役場を含め事業者と対話し

た、その中で特に観光関連で隣町の海士町の勢いについ

て言及があり、西ノ島が危機感を感じていることが伝わ

った。そこで、高崎昼市で地域活性化の実績を持ち、な

おかつ WIB 講習の講師である共著者の久宗の前述の話を

して講演の承諾を得たのちに、西ノ島役場に講演協力を

得て、WIB講習と観光講演を同時期に行うことになった。

観光講演はこれまでの WIB 講習をベースに地域活性化へ

のリミックスを行い、WIB講習の対比では、最初に研究会

の企画、運営を行うことは講演会企画を行うことして、

ステップ１は（WIB 講習＝労働災害の特徴と改善点の理

解）を（観光講演＝観光の現状を学ぶ）とした。ステッ

プ２は（WIB講習＝船内の良好事例を学ぶ）では、（観光

講演＝全国の様々な観光地のケースを紹介する）ことに

した。ステップ３の（WIB講習＝WIBチェックリスト及び

改善のすすめ方シートの活用でのグループワークとして

船内巡検してグループ討議）について、（観光講演＝西ノ

島の魅力を「よそもの視点」）で案内した。ステップ４の

改善実施については、（WIB講習＝改善のすすめ方シート

による計画と実施、その先に改善のすすめ方シートの改

善結果を報告、成果の交流）を行うことを（観光講演＝

「観光メニューすすめ方シート」を配布してそれをもと

に参加者全員で交流）を行った。観光講演は 2 回行い、

その結果実現されたものは、若者によるワーキングホリ

図表４ 図表５ 
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【考察・今後の展開】 

 西ノ島における「対流」発生については新しい航路や

岩牡蠣みがき体験ツアーなどの従来にないものを生み出

した点ではイノベーションと考えると、それを換言して

観光イノベーションとすれば「対流」は成功と言えるで

あろう。今後の展開としては、日本版ＤＭＯの設立を目

指し、日本版ＤＭＯは観光庁によると地域の「稼ぐ力」

を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観

光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役と

して、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を実現するための戦略を策定

するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を

備えた法人であると述べている。しかしながら、浜田地

区においては、WIB方式OSHMSの発祥の地であるにもかか

わらず、西ノ島のようの対流が起きていない、筆者らの

行政への働きかけが少なかったことも影響している。今

後は船だけではなくバスやトラックにもWIB方式を広げ、

陸の交通機関の第一号に島根県のバス会社やトラック会

社に導入を目指すことを切望する。そして WIB 方式のリ

ミックス版を用いた安全安心の聖地化を進め、WIB方式リ

ミックス版の全国大会を島根県での開催を目指したい。 
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・国土交通省 2015年8月 国土形成計画（全国計画） 

P10－11  
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疾病発生状況報告（船員法111条）集計書 P6 陸上労
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・久宗周二（高崎経済大学） 2016年4月 参加型自主

改善活動のすすめ 創成社 Pⅲ（はじめに） 
・川上剛 アジアの発展途上国における労働安全衛生シ
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https://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/kik
an/ilo/topics/other/oshms.html 
・久宗周二（高崎経済大学） 2016年4月 参加型自主
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【問題・目的・背景】 

本研究は、主観的幸福度を活用した地域政策の評価手法

の開発とその有効性の検証を目的とする。 

近年の日本においては、未婚率の上昇、出生率の低下、

高齢者の単身世帯の増加等の家族形態の変化、コミュニテ

ィの弱体化、雇用の流動化、所得の不安定化、格差の拡大

等、個人の幸福度や生活満足度に影響を与えるとされる要

因が大きく変化している。 

一方、日本全体の人口が減少する中で大都市への人口流

出が収束せず、各地で地方創生のための総合戦略等の計画

が作成されているが、政策の効果を測定し、計画の進捗を

モニタリングするための客観的な成果指標の必要性が指摘

されている。地方創生にあたって、経済面が重要であるこ

とは当然であるが、経済力のみでは住民の福祉の向上は必

ずしも達成できない。そのため、地方創生の政策立案及び

成果指標として、経済的指標のみならず、主観的幸福度を

勘案した指標が求められる。 

幸福度に関する研究から成熟社会における幸福度は、所

得など経済的要因のみによって決まるのではなく、自己実

現や社会とのつながり、健康、社会における格差等、その

他の要因も重要であることが明らかになっている(Diener 

and Biswas-Diener:2002 ,Diener and Seligman：2004

他)。2000 年代後半より近年の幸福度研究の成果を活用し

た幸福度指標の作成が世界各国で進んでいる。イギリスの

Quality of Life の指標は、経済、環境、社会の分野から

成り、国、地域、自治体の 3つのレベルが設定され、自治

体レベルでは、Local quality of life indicatorsとして

10分野 45項目の指標が用いられている。OECDは経済、社

会、環境問題を勘案して社会進歩を包括的に見るため指標

を開発し、 2012年に Better life Indexとして発表した。

OECD （2011） では幸福度を測定する狙いとして、社会が

どういった種類の進歩を求めていくべきかについて市民参

加の議論を進めること（目標の共有）、人々の生活が向上し

ているのか悪化しているのかを、今までよりも正確に示す

各種指標を探すこと（進捗の検証）、幸福度や社会進歩の優

れた測定法があれば、公共政策に有益な情報が提供される

ことを認識し、幸福度を左右する要因を知って、幸福度の

向上に必要な各種政策を立案すること（政策への活用）の

3つを挙げている。 

日本では高度経済成長を遂げた 1970年代から、GNPのみ

では国民の幸福度や真の豊かさを測定できないとして、「社

会指標」「国民生活指標」等、各種の社会指標を作成してき

た。しかし、指標選択の恣意性や政策の評価や実施に結び

付いていないとの批判や課題が提示されていた。近年の研

究や諸外国の事例を踏まえ 2010 年に内閣府に幸福度に関

する研究会が設置され 2012年 12月に幸福度指標試案が発

表された。この指標試案は、主観的幸福感を上位概念とし

て①経済社会状況、②心身の健康、③関係性の 3つの領域

で作成され、持続可能性を別建てで設定している。また、

地方自治体においても、独自に生活の質や幸福度を加味し

た指標を作成し、地域政策に役立てようとする試みがある

（熊本県、福井県、兵庫県、札幌市、荒川区他）。政策分野

や生活領域ごとに統計データに主観的な満足度等を加えて

指標を作成し、分野や領域ごとに目標を定めて地域のビジ

ョンや計画に反映させ、評価指標とすることを狙いとして

いる。 

しかし、幸福度指標の政策への適用については、幸福度

を指標化するアプローチが確立されておらず指標選択の恣

意性を免れていないこと、行政による価値観の画一化につ

ながる可能性があること、代表性の高い指標であるため、

政策の立案や改善に活用しにくいといった課題がある（森

田：2013、2014）。また、主観的幸福度には「快楽のトレッ

ドミル」と呼ばれる一時的に幸福感や満足感を感じても時

間が経つとその状況に順応して幸福度が元に戻る傾向があ

り(Diener,Lucas&Scollon:2006)、さらに政策に活用するこ

とがわかっている場合には個人が戦略的に回答を操作する

可能性があるといった問題点（富岡：2010）も指摘されて

いる。 

このように幸福度研究は進んでいるものの、地域政策が

どのようなメカニズムで住民の幸福度に影響するのかにつ

いては必ずしも明らかになっておらず、地域政策の検討に

あたって幸福度の指標は十分に活用されていない。 
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高齢者の単身世帯の増加等の家族形態の変化、コミュニテ

ィの弱体化、雇用の流動化、所得の不安定化、格差の拡大

等、個人の幸福度や生活満足度に影響を与えるとされる要

因が大きく変化している。 

一方、日本全体の人口が減少する中で大都市への人口流

出が収束せず、各地で地方創生のための総合戦略等の計画

が作成されているが、政策の効果を測定し、計画の進捗を

モニタリングするための客観的な成果指標の必要性が指摘

されている。地方創生にあたって、経済面が重要であるこ

とは当然であるが、経済力のみでは住民の福祉の向上は必

ずしも達成できない。そのため、地方創生の政策立案及び

成果指標として、経済的指標のみならず、主観的幸福度を

勘案した指標が求められる。 

幸福度に関する研究から成熟社会における幸福度は、所

得など経済的要因のみによって決まるのではなく、自己実

現や社会とのつながり、健康、社会における格差等、その

他の要因も重要であることが明らかになっている(Diener 

and Biswas-Diener:2002 ,Diener and Seligman：2004

他)。2000 年代後半より近年の幸福度研究の成果を活用し

た幸福度指標の作成が世界各国で進んでいる。イギリスの

Quality of Life の指標は、経済、環境、社会の分野から

成り、国、地域、自治体の 3つのレベルが設定され、自治

体レベルでは、Local quality of life indicatorsとして

10分野 45項目の指標が用いられている。OECDは経済、社

会、環境問題を勘案して社会進歩を包括的に見るため指標

を開発し、 2012年に Better life Indexとして発表した。

OECD （2011） では幸福度を測定する狙いとして、社会が

どういった種類の進歩を求めていくべきかについて市民参

加の議論を進めること（目標の共有）、人々の生活が向上し

ているのか悪化しているのかを、今までよりも正確に示す

各種指標を探すこと（進捗の検証）、幸福度や社会進歩の優

れた測定法があれば、公共政策に有益な情報が提供される

ことを認識し、幸福度を左右する要因を知って、幸福度の

向上に必要な各種政策を立案すること（政策への活用）の

3つを挙げている。 

日本では高度経済成長を遂げた 1970年代から、GNPのみ

では国民の幸福度や真の豊かさを測定できないとして、「社

会指標」「国民生活指標」等、各種の社会指標を作成してき

た。しかし、指標選択の恣意性や政策の評価や実施に結び

付いていないとの批判や課題が提示されていた。近年の研

究や諸外国の事例を踏まえ 2010 年に内閣府に幸福度に関

する研究会が設置され 2012年 12月に幸福度指標試案が発

表された。この指標試案は、主観的幸福感を上位概念とし

て①経済社会状況、②心身の健康、③関係性の 3つの領域

で作成され、持続可能性を別建てで設定している。また、

地方自治体においても、独自に生活の質や幸福度を加味し

た指標を作成し、地域政策に役立てようとする試みがある

（熊本県、福井県、兵庫県、札幌市、荒川区他）。政策分野

や生活領域ごとに統計データに主観的な満足度等を加えて

指標を作成し、分野や領域ごとに目標を定めて地域のビジ

ョンや計画に反映させ、評価指標とすることを狙いとして

いる。 

しかし、幸福度指標の政策への適用については、幸福度

を指標化するアプローチが確立されておらず指標選択の恣

意性を免れていないこと、行政による価値観の画一化につ

ながる可能性があること、代表性の高い指標であるため、

政策の立案や改善に活用しにくいといった課題がある（森

田：2013、2014）。また、主観的幸福度には「快楽のトレッ

ドミル」と呼ばれる一時的に幸福感や満足感を感じても時

間が経つとその状況に順応して幸福度が元に戻る傾向があ

り(Diener,Lucas&Scollon:2006)、さらに政策に活用するこ

とがわかっている場合には個人が戦略的に回答を操作する

可能性があるといった問題点（富岡：2010）も指摘されて

いる。 

このように幸福度研究は進んでいるものの、地域政策が

どのようなメカニズムで住民の幸福度に影響するのかにつ

いては必ずしも明らかになっておらず、地域政策の検討に

あたって幸福度の指標は十分に活用されていない。 

本研究においては、地域政策がどのようなメカニズム

で住民の主観的幸福度に対して影響を与えるのかを明ら

かにするため、図１のような分析の枠組みを設定した。

ここでは地域政策の客観的指標の代理指標として個別の

地域政策への主観的評価を用いた。幸福度は、性別、年

齢、所得、健康など個人の属性に規定される（仮説1）が、

地域政策によっても影響され（仮説2a）、地域政策の領域

によって幸福度への影響の度合いは異なる（仮説2b）。地

域政策の一部は、個人の地域への関与を媒介して幸福度

に影響する（仮説3）。 

 

図 1 地域政策と幸福度に関する分析の枠組み 

【研究方法・研究内容】 

全国の20歳以上の男女を対象とし、株式会社マクロミ

ルモニター会員に対する web調査（2016 年 3 月 7 日~8
日）を実施した。男女・年代別・地方別に割付し、有効

回収数 1691、男性 843 名、女性 848 名、年齢は 20～29

歳 276 名、30～39歳 365名、40～49歳 342名、50～59

歳 333名、60歳以上375名である。地域別では北海道80

名（4.7%）東北123名（7.3%） 関東 570名（33.7%）、中

部301名（17.8%）、近畿271名（16.0%）、中国102名（6.0%）、

四国57名（3.4%）、九州187名（11.1%）である。 

調査項目は、①個人の属性、②生活満足度（LS）／人

生満足度尺度（SWLS）／主観的幸福度（SWB）、③地

域への関与や帰属感、④個別の地域政策の評価、⑤政策

領域別満足度、⑥地域推奨度（RPS）、⑦時間割引率、⑧

表明選好法による政策パッケージへの評価、⑧将来シナ

リオの主観的幸福度による評価である。 
生活満足度は「満足」から「不満」の 5 件法、人生満

足度はディーナーのSatisfaction with life scale (Diener 
et al.：1985）を用い、7件法の5つの質問への回答の合

計得点である。主観的幸福度は「とても幸せ」を 10 点、

「とても不幸」を0点とする10件法である。個別の地域

政策の評価は、国民生活選好度調査（平成 20 年度）の

60 指標を参照し、年金等の国全体に関わる政策を除き、

コミュニティや高齢者福祉、社会参加、子育て支援など

の項目を追加した46項目について充足度を5件法で尋ね

た。地域への関与の設問は白井他（2013）の「住民の地

域への関与」の尺度を参考に地域との関連が薄い項目を

省き、帰属意識に関する項目を追加した。地域推奨度

（RPS）は、顧客ロイヤルティを測るNPS（Net Promoter 
Score）指標を参考に「あなたは今お住まいの地域に住む

ことを家族や友人にすすめたいと思いますか」を 0～10
の11件法で尋ねた。 
【研究・調査･分析結果】 

 生活満足度については「満足している」が6.3%。「まあ

満足している」が47％、「どちらともいえない」が25.7％、

「あまり満足していない」が 15.3％、「不満である」が

5.7%で、「満足している」を 5 点、「不満である」を 1点

とした場合の平均値は3.33、標準偏差1.00である。 

人生満足度尺度の得点分布をみると、20-24点が31.5％

と最も多く、次いで15-19点の 25.9％、25-29点の 15.4％

となっている。平均点は19.12（標準偏差：6.57）であり、

前野（2001）の調査の平均 18.9点を若干上回っている。 

 

主観的幸福度は 7点がもっと多く 21.6％、次いで 5点

が 16.7％、9点が 16.1％、6点が 14.7％となっている。

平均点は 5.93（標準偏差 2.20）で、平成 23 年度国民生

活選好度調査の同様の質問の平均値6.41を下回っている。 

先行研究において幸福度に影響を与えると指摘されて

いる属性との関係について確認すると、生活満足度、人

生満足度得点、主観的幸福度のいずれについても、女性

が男性よりも高く(p<0.001)、年代別では、40代 50代が

低く（p<0.05）、60代以上は高い（p<0.01）。既婚者は未

婚者に比べて高く、子ども有りは無しに比べ高い

（p<0.001）。学歴別では高学歴（大卒以上）が高く、世

帯収入では高い方が幸福度も高い（p<0.001）。健康状態

のよくない人は低く（p<0.001）、また時間割引率につい

図 2 人生満足度得点の分布 
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ては時間割引率の高い人は幸福度が低かった（p<0.01）。

これらは全て先行研究に一致する結果である。なお、居

住年数による幸福度の差はなかった。 

地域への関与に関する設問について、得点分布の低い

方への偏り（床効果）が見られた項目を外し、主因子法

Promax回転による因子分析を行った結果、「地域活動」「地

域愛着」、「公共交通利用」の 3 因子が抽出された。因子

間の相関は「地域活動」と「地域愛着」が0.35、「地域活

動」と「公共交通利用」が0.16、「地域愛着」と「公共交

通利用」が0.29と比較的低い数値となっている。 

地域の個別政策の評価に関する46項目について探索的

因子分析を行った結果、6 つの因子が抽出された。第 1

因子は仕事や収入に関する「雇用所得」の因子、第 2 因

子は「環境住宅」、第 3因子は「地域交流」、第 4因子は

「生活利便」、第 5因子は「介護福祉」、第 6因子は「安

心安全」因子と考えられる。想定と異なり、医療に関す

る項目は第 4 因子「生活利便」に含まれ「介護福祉」と

は異なる因子となった。また、子育てや教育に関する項

目は、因子としては抽出されなかった。因子間の相関は

0.35～0.73と高い。特に「地域交流」「介護福祉」「安心

安全」は強い相関となっている。 

因子分析で抽出した設問への回答を1～5点として平均

点を算出したものを尺度得点として、地域への関与、地

域政策の評価についての変数とし、相関分析及び階層的

重回帰分析を行った。属性別の分析において幸福度に対

し時間割引率と世帯年収が影響を与えていることが明ら

かになったため、以下の分析では世帯年収の無回答及び

「わからない」を除き、時間割引率について信頼性のあ

るデータの得られた 1158名を対象として分析を行った。 

まず、主観的幸福度の指標とした、生活満足度（LS）、

人生満足度（SWLS）、主観的幸福度（SWB）の相関関係を

見ると、生活満足度と人生満足度が0.697、生活満足度と

主観的幸福度が 0.705、人生満足度と主観的幸福度が

0.796といずれも強い相関がある。また、地域への関与及

び地域政策への評価と生活満足度、人生満足度、主観的

幸福度と相関係数を算出したところ、いずれも弱～中程

度相関がみられた。生活満足度、人生満足度との相関係

数が高いのは「雇用所得」、「地域交流」、「地域愛着」で

ある。主観的幸福度との相関係数が高いのは、「雇用所得」、

「環境住宅」、「地域愛着」である。主観的幸福度に関わ

る項目（LS、SWLS、SWB）は互いに強く相関するものの、

地域政策への評価との関係には相違がみられた。 

次に、主観的幸福度に関する階層的重回帰分析を行っ

た結果を表１に示す。多重共線性が見られたため、相関

係数が特に高かった「地域交流」「介護福祉」「安心安全」

を合成し新たに「交流安心」の変数を作成した。 

Step１では統制変数として、性別、年齢、婚姻状態、

学歴、世帯年収、健康状態、時間割引率を投入し、Step2

では地域政策への評価として「雇用所得」「環境住宅」「交

流安心」「生活利便」の 4指標を、Step3では地域への関

与の「地域活動」「地域誌愛着」「公共交通利用」の 3 指

標を投入した。従属変数は生活満足度、人生満足度、主

観的幸福度の3変数である。 

生活満足度について、Step1では時間割引率を除き属性

はいずれも有意な影響を与えていた。Step2では、属性に

加え、「雇用所得」、「環境住宅」がいずれも正の影響を与

えていた。Step3では、年齢及び環境住宅政策の影響が消

え、「地域活動」、「地域愛着」が正の影響を与えていた。

人生満足度は、Step1では同様だが、Step2では、属性に

加え、「雇用所得」、「交流安心」が正の影響を与え、Step3

では、「交流安心」の影響が消え、「地域活動」、「地域愛

着」が正の影響を与えていた。主観的幸福度は、Step1

では同様、Step2では、属性に加え、「雇用所得」、「環境

住宅」、「生活利便」がいずれも正の影響を与え、Step3

表 1 幸福度を従属変数とした階層的重回帰分析結果（N=1158） 

β β β β β β β β β
性別（女性ダミー） .113 *** .094 *** .103 *** .079 ** .060 * .068 ** .176 *** .153 *** .160 ***

年齢（60歳以上ダミー) .069 * .051 * .039 .109 *** .090 ** .067 ** .099 *** .073 ** .059 *

婚姻状態（既婚ダミー） .111 *** .107 *** .093 *** .163 *** .160 *** .140 *** .205 *** .196 *** .186 ***

学歴（大卒以上ダミー） .148 *** .110 *** .118 *** .129 *** .086 ** .084 ** .138 *** .103 *** .107 ***

世帯年収 .136 *** .098 *** .102 *** .097 *** .054 * .058 * .091 ** .051 * .054 *

健康状態（不健康ダミー） -.343 *** -.267 *** -.257 *** -.250 *** -.163 *** -.147 *** -.280 *** -.201 *** -.190 ***

時間割引率（20％以上ダミー） -.047 -.030 -.029 -.010 .009 .008 -.015 .001 .002

雇用所得政策 .221 *** .211 *** .249 *** .236 *** .182 *** .174 ***

環境住宅政策 .091 ** .054 .062 .027 .158 *** .125 ***

交流安心政策 .058 .021 .128 ** .069 .036 .001

生活利便政策 .054 .056 .031 -.002 .081 * .058

地域活動 .066 * .109 *** .046

地域愛着 .129 *** .180 *** .153 ***

公共交通利用 -.042 .019 -.012

調整済R2 .235 .346 .363 .166 .311 .351 .230 .353 .372

⊿R2 .240 *** .113 *** .018 *** .171 *** .146 *** .041 *** .235 *** .124 *** .021 ***

ｓｔｅｐ2 ｓｔｅｐ3

個人属性

地域政策の

評価

地域への関

与

生活満足度（ＬＳ） 人生満足度(SWLS) 主観的幸福度（ＳＷＢ）

ｓｔｅｐ１ step2 ｓｔｅｐ3 ｓｔｅｐ１ ｓｔｅｐ2 ｓｔｅｐ3 ｓｔｅｐ１
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ては時間割引率の高い人は幸福度が低かった（p<0.01）。

これらは全て先行研究に一致する結果である。なお、居

住年数による幸福度の差はなかった。 

地域への関与に関する設問について、得点分布の低い

方への偏り（床効果）が見られた項目を外し、主因子法

Promax回転による因子分析を行った結果、「地域活動」「地

域愛着」、「公共交通利用」の 3 因子が抽出された。因子

間の相関は「地域活動」と「地域愛着」が0.35、「地域活

動」と「公共交通利用」が0.16、「地域愛着」と「公共交

通利用」が0.29と比較的低い数値となっている。 

地域の個別政策の評価に関する46項目について探索的

因子分析を行った結果、6 つの因子が抽出された。第 1

因子は仕事や収入に関する「雇用所得」の因子、第 2 因

子は「環境住宅」、第 3因子は「地域交流」、第 4因子は

「生活利便」、第 5因子は「介護福祉」、第 6因子は「安

心安全」因子と考えられる。想定と異なり、医療に関す

る項目は第 4 因子「生活利便」に含まれ「介護福祉」と

は異なる因子となった。また、子育てや教育に関する項

目は、因子としては抽出されなかった。因子間の相関は

0.35～0.73と高い。特に「地域交流」「介護福祉」「安心

安全」は強い相関となっている。 

因子分析で抽出した設問への回答を1～5点として平均

点を算出したものを尺度得点として、地域への関与、地

域政策の評価についての変数とし、相関分析及び階層的

重回帰分析を行った。属性別の分析において幸福度に対

し時間割引率と世帯年収が影響を与えていることが明ら

かになったため、以下の分析では世帯年収の無回答及び

「わからない」を除き、時間割引率について信頼性のあ

るデータの得られた 1158名を対象として分析を行った。 

まず、主観的幸福度の指標とした、生活満足度（LS）、

人生満足度（SWLS）、主観的幸福度（SWB）の相関関係を

見ると、生活満足度と人生満足度が0.697、生活満足度と

主観的幸福度が 0.705、人生満足度と主観的幸福度が

0.796といずれも強い相関がある。また、地域への関与及

び地域政策への評価と生活満足度、人生満足度、主観的

幸福度と相関係数を算出したところ、いずれも弱～中程

度相関がみられた。生活満足度、人生満足度との相関係

数が高いのは「雇用所得」、「地域交流」、「地域愛着」で

ある。主観的幸福度との相関係数が高いのは、「雇用所得」、

「環境住宅」、「地域愛着」である。主観的幸福度に関わ

る項目（LS、SWLS、SWB）は互いに強く相関するものの、

地域政策への評価との関係には相違がみられた。 

次に、主観的幸福度に関する階層的重回帰分析を行っ

た結果を表１に示す。多重共線性が見られたため、相関

係数が特に高かった「地域交流」「介護福祉」「安心安全」

を合成し新たに「交流安心」の変数を作成した。 

Step１では統制変数として、性別、年齢、婚姻状態、

学歴、世帯年収、健康状態、時間割引率を投入し、Step2

では地域政策への評価として「雇用所得」「環境住宅」「交

流安心」「生活利便」の 4指標を、Step3では地域への関

与の「地域活動」「地域誌愛着」「公共交通利用」の 3 指
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加え、「雇用所得」、「環境住宅」がいずれも正の影響を与

えていた。Step3では、年齢及び環境住宅政策の影響が消

え、「地域活動」、「地域愛着」が正の影響を与えていた。
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加え、「雇用所得」、「交流安心」が正の影響を与え、Step3

では、「交流安心」の影響が消え、「地域活動」、「地域愛
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表 1 幸福度を従属変数とした階層的重回帰分析結果（N=1158） 

β β β β β β β β β
性別（女性ダミー） .113 *** .094 *** .103 *** .079 ** .060 * .068 ** .176 *** .153 *** .160 ***
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ｓｔｅｐ１ step2 ｓｔｅｐ3 ｓｔｅｐ１ ｓｔｅｐ2 ｓｔｅｐ3 ｓｔｅｐ１
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図 3 交流安心政策の地域活動、地域愛着を通じた人

生満足度への影響 

【考察・今後の展開】 

 幸福度は個人の属性だけでなく、地域政策への評価が

影響すること、3つの幸福度指標は互いに相関するものの、
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地域景気動向指数の季節調整法に関する考察 －島根県景気動向指数の事例から－ 

澤田路子（島根大学生物資源科学研究科地域活性化人材育成特別コース）・保永展利（島根大学生物資源科学部） 

 

Keyword：地域景気動向指数 季節調整法 X-12-ARIMA 

 

1 はじめに 

1.1 問題の所在 

景気動向指数は、総体的経済活動により景気の長期的

な変動を把握するための指数であり、全国の景気動向指

数については、内閣府が生産、雇用など様々な経済分野

での重要かつ景気に敏感に反応する指標を合成して作

成し、毎月公表している。 

他方で、地域景気動向指数は、都道府県・地域別の指

標を内閣府と同様の方法で合成したもので、自治体や民

間の調査研究機関などが作成し、地域の景気変動を把握

するために用いられている。内閣府委託調査を実施した

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2008）は、地域

景気動向指数の課題として、①地域別統計の課題、②季

節調整法や CI（Composite Index）といった作成・見直

しに係る技術上の課題、③地域景気動向指数の利用・活

用上の課題、④採用系列の「独自性」と「共通性」の課

題の4点をあげている。本研究では、課題②の季節調整

法に焦点をあてる。 
景気動向指数の算出にあたっては、原則、季節調整済

の値を使用する。採用する指標で季節調整値が公表され

ていればその公表値を使用することが出来るが、公表さ

れていない場合は独自に季節調整を行う必要がある。現

在、日本国内の公的統計における季節調整は、米センサ

ス局が開発した季節調整法X-12-ARIMAのプログラムを使

用するのが一般的で、上記の知識や具体的な手順を習得

することは、人事異動がある自治体職員には負担が大き

く、実務上の課題となっている。 
 

1.2 既存研究と本研究の目的 

季節調整法 X-12-ARIMA 全般についての既存研究には、

奥本（2000）、有田（2012）などがあり、地域景気動向指

数の季節調整法の既存研究には、大阪府立産業開発研究

所（2009）、平井（2013）などがある。しかし、数年毎に

人事異動がある自治体職員が理解して取り組めるように

手順などについて分かりやすく提示した研究は、管見の

限りほとんど見当たらない。 

そこで本研究では、地域景気動向指数の各系列（地域

データ）をX-12-ARIMAを使って季節調整するにはどのよ

うにしたらよいか、島根県景気動向指数の事例を通じて、

具体的な手順などを考察すること目的とする。 

 

1.3 研究方法 

まず、既存研究・資料を整理し、季節調整やX-12-ARIMA

の概要を明らかにし、季節調整法の具体的な手順などを

検討する。そして、その手順を島根県景気動向指数で検

証することとした。 
 

2 地域景気動向指数の作成における季節調整法の現状 
2.1 都道府県別景気動向指数の概要 

地域景気動向指数のうち都道府県別に公表されている

景気動向指数をみると、37道府県が公表している。うち

35道府県は自治体が作成・公表している注1）。 

景気動向指数の計算方法は、①採用指標の変化率を合

成することにより景気変動の大きさやテンポ（量感）を

とらえる目的のCI（Composite Index）と、②採用指標の

変化方向を合成することにより景気局面を判断し、景気

基準日付（景気の転換点）を把握するためのDI（Diffusion 

Index）がある。また、CIとDIそれぞれにおいて、景気

に対し先行して動く先行指数、ほぼ一致して動く一致指

数、遅れて動く遅行指数の３つの指数を作成する。 

従来、内閣府では、DIを公表の中心にしていたが、2008

年6月より、国際基準ともなっているCIを中心とした公

表方式に切り替えた。そこで都道府県においてもCIの作

成を行うようになっている。 

 

2.2 季節調整と季節調整法 

経済データは、天候、休日数などの暦、ボーナス・ク

リスマスなどの社会的慣習に影響を受けるため、1年を周

期とした季節性と呼ばれる変動が含まれている。 

一般に原系列（時系列データ）を構成する成分として、

①トレンド（Trend）、②サイクル（Cycle）、③季節変動

（Seasonal variation）、④不規則変動（Irregular 

variation）の４つを想定し、加法型モデルの場合、（1）

式のように表される。 

ttttt ISCTY    （1） 
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ttttt ISCTY    （1） 

 tY は原系列、 tT はトレンド(Trend)で経済成長などの

長期的な変動、 tC はサイクル(Cycle)で、景気循環など

の周期的な変動、 tS は季節変動(Seasonal variation)で、

季節が変わることで変化する要因を、 tI は不規則変動

(Irregular variation)で、上記3つに含まれない変動を

示している。 

景気動向指数は、景気変動を把握するためのもので、

CIでは前月からの変化率を使用し、DIでは3か月前との

値の比較を使用する。このため、景気動向指数算出にあ

たっては、時系列データ（原系列）から季節性を取り除

いた値（季節調整済値）を使用することが必要である。 

この原系列 tY から季節変動 tS を取り除くことを季節

調整といい、季節調整をどのような方法で行うかを季節

調整法という。 

簡便に季節変動 tS を取り除く方法に、前年同月比があ

る。しかし、前年比は 1 年前の値を基準として用いるた
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  図1 X-12-ARIMAの概要 
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3 季節調整法の課題と対応方法の検討 

3.1 季節調整法の公表状況について 

全国の景気動向指数は、内閣府が季節調整法の詳細を

公表している。一方、都道府県別景気動向指数では、37

道府県のうち、季節調整法の詳細を公表しているのは青

森、宮城、埼玉の 3 県である。都道府県別景気動向指数

で共通に使用されている指標の一つである新設住宅着工

床面積の季節調整法を表1にまとめた注2）。 

 

表1 新設住宅着工床面積の季節調整法 

宮城県 埼玉県

データ期間 1989.1～ 1989.4～

データの変換 （記載なし） 対数変換、うるう年調整

外れ値 outlierコマンドによる outlierコマンドによる

td1nolpyear

日本型曜日調整２

(0 1 1)(1 1 1) (3 1 1)(0 1 1)

（処理なし）

データの
読み込み

回帰変数による
異常値等の除去

ARIMAモデル

曜日調整

 

 

3.2 季節調整法の選定手順 

季節調整法の選定は、年１回見直しが行われるのが一

般的である。その際、他の自治体などが公表している季

節調整法をそのまま使用するのは適切ではない。地域に

よって時系列データが異なるためである。また、一度選

定した季節調整法を固定して使用するのも適切ではない。

時系列データは年々変化するからである。 

地域データの季節調整を円滑に行うためには、季節調

整法の簡便な選定手順が必要である。 

 

3.3 既存研究から検討した手順 

X-12-ARIMAには、公式の手順はない。また奥本（2000）

などで手順が検討されているものの、自治体職員が対応

出来る簡便な手順がわかりやくまとめたものはなかった。

このため、既存研究をもとに表 2 に示した手順を検討し

た注３）。 

  

表2 検討した季節調整法の手順 

処理１ 処理２ 処理３

データ期間 (データによる） 同左 同左

データの変換 function=auto 処理1の結果による 同左

外れ値 outlierコマンドによる 処理１の結果、outlierコマンド 同左

(0 1 1)(0 1 1) automdlコマンド automdlコマンド

データの
読み込み

回帰変数による
異常値等の除去

ARIMAモデル

曜日調整 （処理なし） （処理なし）
ｔ値P値などを参照し、回

帰変数を指定する

 

今回検討した手順では、季節調整法を処理 1、処理 2、

処理3の３段階で検討することとする。  

処理1では、季節調整を行いたい時系列データに対し、

ARIMA モデルとして標準的なものである(011)(011)を選

び、outlierコマンドで異常値の自動探索を行う。曜日調

整など他の回帰変数は指定しない。データの変換は、対

数変換の要否を自動選択する機能を使用する。 

 次に処理2では、処理1で検出された異常値を外れ値

の回帰変数として指定し、automdlコマンドによりARIMA

モデルを選定する。データの変換は、処理 1 の結果によ

り処理する。 

 処理 3 として、曜日調整の回帰変数を検討する。主な

回帰変数は表 3 のとおりで、選定にあたっては、t 値 P

値などを参照する。 

 

表3 曜日調整の回帰変数 

回帰変数

td うるう年調整を含む

tdnolpyear うるう年調整を除く

td1coef うるう年調整を含む

td1nolpyear うるう年調整を除く

日本型曜日調整１

日本型曜日調整２

各曜日数の影響

平日数の影響

曜日調整の内容

日本のカレンダーによる祝日、土曜日

日本のカレンダーによる祝日、土曜日、盆暮れ等  
 

4 島根県景気動向指数での実証 

4.1 検討手順により選定した季節調整法 

既存研究から検討した手順（以下、「検討手順」という。）

により、島根県景気動向指数の系列の季節調整を行い、

主な系列において表4の結果が得られた。 

 

表4 検討手順により選定した季節調整法 

新設住宅着工戸数 建築着工床面積 松江城入場者数

データ期間 1980.1～2016.12 1980.1～2016.12 1980.1～2016.12

データの変換 function=log function=log function=log

外れ値 （処理なし）
ao2003.Jan
Is2009.Mar
Is2010.Mar

tc1995.Feb
ao2011.Jan

(0 1 1)(0 1 1) (0 1 1)(0 1 1) (0 1 1)(0 1 1)ARIMAモデル

（処理なし） td1coef

データの
読み込み

回帰変数による
異常値等の除去

曜日調整 （処理なし）

 
 

4.2 考察 

 検討手順の処理1、処理2は自動機能を使用しているた

め、比較的スムーズに処理を行うことが出来た。しかし、

処理 3 については、検討する回帰変数が多く、また自動

機能もないため、検討に時間を要した。 

 景気動向指数の採用系列の見直しにおいて、様々な地
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4.2 考察 

 検討手順の処理1、処理2は自動機能を使用しているた

め、比較的スムーズに処理を行うことが出来た。しかし、

処理 3 については、検討する回帰変数が多く、また自動

機能もないため、検討に時間を要した。 

 景気動向指数の採用系列の見直しにおいて、様々な地

域データの季節調整を行う必要がある場合、処理 2 によ

るデータにより行うことも実務上、必要と考えられる。 

 

4.3 検討手順の課題 

 第 1点目として、考察で述べたように、処理3 におけ

る曜日調整における手順は、改善を検討する必要がある。 

 第 2 点目は外れ値の処理である。外れ値の処理につい

ては、異常値を自動探索する outlier コマンドを使用し

たが、outlierコマンドには、以下の弱点があることを知

っておく必要がある。 

outlierコマンドは、異常値のうち一部の形式（加法型

(ao)、水準変化(ls)、減衰型(tc)）しか検出出来ないの

で、この形式に当てはまらない異常値（傾斜的水準変化

（rp）、複数の変動の組み合わせなどで表されるようなも

の）には対応できない。また、異常値として洗い出すし

きい値のデフォルト値が高いため、異常値を検出しきれ

ない可能性がある。 

  

5 まとめと今後の課題   

近年のデータ量の増大、ソフトウエア等の進歩により、

データの作成・分析が以前に比べ格段に行われており、

手法の高度化が進んでいる。 
時系列分析の季節調整法においても、米国センサス局

は、2012 年に配布していた季節調整プログラムを

X-12-ARIMA か ら X-13ARIMA-SEATS へ 更新し た。

X-13ARIMA-SEATS は、X-12-ARIMA をベースに、スペイン

銀行が 1996 年に開発したモデルベースの季節調整法

TRAMO-SEATS の機能を利用出来るようにした新たな季節

調整法である。 

近年、データは新しい資源と言われる。地域にはその

地域固有のデータがあり、それはその地域の資源となる

可能性を秘めている。地域データを作成・分析した結果

から新たな価値を生み出す可能性があり、地域データを

作成・分析する行為そのものが新たな価値を生み出す可

能性もある。このため、地域においてデータ作成・分析

に積極的に取り組み、新しい知見の吸収に努める必要が

ある。 
本研究ではこのような問題意識のもと、時系列分析の

一つである季節調整法に取り組んだ。自治体職員にとっ

て実務上の課題である季節調整法について、簡便な手順

をある程度明らかに出来、実務の改善に資すると考える。

今後も、地域データに対する積極的な取組みを行ってい

きたい。 

 
註 

1）長野県と岡山県は、民間の調査研究機関が作成してい

る。 
2）青森県は、この指標は前年同月比を使用している。 

3) 特に奥本（2000）40～42頁を参考にした。 
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〇岩垣穂大（所沢市社会福祉協議会）・又木倖明（早稲田大学人間科学部）・扇原 淳（早稲田大学人間科学学術院） 

Keyword： コミュニティカフェ，ICT， Webシステム，地域交流 

 

【背景】 
2017年 4月より，埼玉県所沢市においても介護予防・

日常生活支援総合事業がスタートし，住民同士の支え合

いによる地域包括ケアシステムの構築が推進されてきた．

生活支援の担い手として高齢者の社会参加が期待されて

おり，活動場所の整備や役割の創出が各支援機関には求

められてきた． 

そのような状況の中，所沢市内にも大小様々な規模の

コミュニティカフェが開設され，高齢者の社会参加の場

となっている．なお，本研究においてコミュニティカフ

ェとは，「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」と定義する（菅原ら，2013）． 

総務省は「我が国が抱える様々な課題(少子高齢化,地

域経済の活性化等)に対応するために,ICT(情報通信技

術)の利活用は必要不可欠なもの」としており，コミュニ

ティカフェの活用においても ICT を利用した様々な試み

が行われている（杉本ら2016）．しかしながらその効果に

ついて評価を行った研究はこれまでにあまり見られない．

そこで本研究では，所沢市においてコミュニティカフェ

を対象とした Web システムの制作とその評価を行ったの

で報告する． 

 

【研究方法】 

 所沢市役所が民間事業所に委託する認知症カフェ（み

んなのカフェ）の情報に加え，社会福祉協議会よりコミ

ュニティカフェに関する情報を得た．各カフェの代表者

に電話による連絡を行い，許可が得られた23ヶ所のカフ

ェに聞き取り調査を行った．その後，写真撮影，Webへの

掲載を行った． 

評価の方法として，Web上にて自由記述アンケート調査

を実施した．質問内容はカフェの情報や Web システムに

対する改善点・要望とした．アンケートへの回答は訪問

調査を行った各サロンの運営者に加え，一般住民，およ

び福祉関係者に依頼した． 

2016年 10月から 12月までに回答されたもののうち，

分析不可能な回答を除いた37件を分析の対象とした．分

析には KJ 法を用い，「専門職」と「市民」に分けて相関

図を作成した． 

 

写真1:ホーム画面 

 

 

写真2:地図情報ページ 

 

【結果】 

「専門職」の回答が 6部，「市民」の回答が 31部であ

った．年齢は 20歳以下 3人，21-40歳 13人，41-60歳 9

人，71歳以上 13人,性別男性35％，女性65％であった． 

「専門職」からの意見は，『人の情報に関する指摘』，『場

所の情報に関する指摘』，『レイアウトに関する指摘』，『マ

ップ全体に関する指摘』の 4 つに大きくカテゴリー分け

された． 

「市民」からの意見は，『人の情報に関する指摘』，『場

所の情報に関する指摘』，『レイアウトに関する指摘』，『マ

ップ全体に関する指摘』の4つに加え，『コンテンツに関

する指摘』，『費用の情報に関する指摘』，『相談場所に関

する指摘』を加えた 7 つのカテゴリーに大きく分類され

た． 
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【考察】 
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写真3:介護事業所に併設されたサロン 

 

 

写真4:近隣住民の憩いの場として機能するカフェ 

 

 
写真5:集合住宅の住民に利用されるカフェ 
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【研究の趣旨と背景】 

 現在、多くの地方自治体が必要に迫られているものの

一つが、人口減少や高齢化による地域コミュニティ存続

に向けた取り組みである。地域で暮らしていく上では

様々な課題が生じるが、個人でそれらの課題をすべて解

決することは難しい。課題によっては地域のコミュニテ

ィによる解決が必要であり、地域のコミュニティを存続

できなくなることは、その地域に暮らす人々の生活が成

り立たなくなることに繋がる。しかし、とくに中山間地

域等において、人口減少と高齢化による担い手不足によ

り、この先、地域のコミュニティが維持できなくなるこ

とは想像に難くない。 

本研究では、この課題を解決するための方策の一つと

して、地方自治体に需要の多い「小さな拠点」における

「PPP」導入の可能性に着目し、その実現に向けて地方

自治体が取り組むべきことを考察するものである。 

小さな拠点については、たとえば国土交通省が「小学

校区など複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分

散している様々な生活サービス（医療、介護、福祉、教

育、買い物、公共交通、物流、燃料供給、金融機関等）

や地域活動の場などを「合わせ技」でつなぎ、人やモノ、

サービスの循環を図ることで、生活を支える新しい地域

運営の仕組み」1)と定義している。たとえば国土交通省の

「『小さな拠点』を核とした『ふるさと集落生活圏』形成

推進事業」には、旧中学校校舎を改修し、地域の医療・

福祉、防災の活動拠点として活用する事例や、旧小学校

校舎を改修し、地域コミュニティ、生涯学習等の拠点と

して活用する事例などがみられる 2）。 

PPPとは、Public Private Partnershipの頭文字をと

ったもので、内閣府は「公共施設等の建設、維持管理、

運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の

創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効

率化を図るもの」3）と定義している。従来のPPPは、「財

政資金の効率的使用」に重きを置くものであることが、

内閣府の定義から読み取れる。 
また、PPP は PFI（Private Finance Initiative）を

含む大きな公民連携の概念であるともいえる。PFI は、

「PFI 法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営

等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行

う手法」4）のことである。PPPと PFIは図 1のように 4

つの類型に整理することができる。 
 

 
 
 

 

内閣府はPPP/PFIを積極的に推進しているが、その重

点対象分野が公共施設の空港、港湾、水道、下水道、有

料道路などを活用した事業とされていることもあって、

PPPは大規模施設を中心に進展してきた。 

本研究では、各省庁から打ち出されている複数の政策

を有機的に連携させることで、これまであまり進展して

こなかった地方自治体における小さな拠点等の小規模

施設においても PPP の効果的な活用が可能であること、

そのために自治体で取り組むべきことを指摘したい。 

 
【研究方法】 

 まず、先進事例を文献及びヒアリングにより調査し、

そこから参考となる点や課題を抽出したうえで、小さな

拠点に PPP を導入した際のあるべき姿を検討した。次に

モデル地区を設定し、実地調査及び地区内で実際に廃校

を活用し事業化している K 社にヒアリングを行ったうえ

で、PPP導入の可能性として、モデル地区にある施設を活

用してどのような事業が展開できるのか、VFM（Value For 

Money）は生まれるのかについて検討した。 

 

【研究・調査・分析結果】 

先進事例調査とあるべき姿の検討 

先進事例として、道の駅を活用した小さな拠点づくり

の事例「道の駅 美山ふれあい広場」（京都府南丹市）と、

図 1 PPP/PFIの類型図 

2) 
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存の施設を活かすことで初期投資を抑えられるメリット

がある。 
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図 32 T市 I地区の地域資源イメ

ージ 

図 2 S県 T市 I地区の地域資源 

写真 1 K社のキノコ生産風景（旧図工室を活用） 
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ほどの廃校を活用したキノコ産業のキノコの産直マーケ

ットを開設することが考えられる。また、国道を行く人々

や、スポーツ施設利用者を対象とした、キノコを使った

健康食レストラン等の収益施設を併設し、運営すること

も想定できる。さらには、キノコ生産事業の影響を受け、

新たな林業経営として別種のキノコ栽培を森林組合が始

めることも想定できる。そして、高齢者デイサービスを

行っている社会福祉協議会が給食や配食サービスを利用

するに当たり、収益型事業との協働関係を構築すること

も考えられ、その相乗効果が期待できる。 
 

 
 

 
また、公民館については、教育産業事業者や社会教育

系 NPO、食品産業事業者などが、公民館を改修して青少年

を対象とし、キノコによる食育やキノコ栽培などの地場

産業体験学習等の青少年教育事業の実施に活用すること

も想定できる。この食育や体験学習事業は、青少年の健

全育成に資するとして、類型Ⅳのその他の事業のうちの

サービス購入型事業に該当し、行政から委託料を得るこ

とで運営を行うこととなる。 
また、現在は公民館の運営について類型Ⅳに該当する

指定管理者制度が一般的には多く採用されているが、よ

り民間企業の裁量が拡大することが期待される類型Ⅰの

コンセッション事業へ移行することも検討されよう。 
さらに、いずれは診療所など他の生活機能サービス施

設を集約することで、より強固な拠点が形成されるとシ

ミュレーションした。 
なお、これらは PFI の類型に当てはめたシミュレーシ

ョンであるが、実際は民間企業による自由な発想と、地

域内外の交流による相乗効果により、多種多様な可能性

が期待できよう。 
VFMの試算 

次に、VFMを計算した。まず、行政側（T市）のVFMと

して、グラウンドの貸付料、年額 309,904 円が挙げられ

る。これは、平成28年度における固定資産税の標準地単

価を 2,415円／㎡とし、敷地面積 5,133㎡、宅地として

補正率を 0.5 とし、それらを乗じ固定資産税評価額を算

出したうえで、S県内の各市を調査した普通財産貸付料算

定基準を 0.05とし、それを乗じることにより算出した。 
また、校舎の貸付料、年額8,120,776円が挙げられる。

これは、鉄筋コンクリート造の建築物にかかる固定資産

税評価額を 100,000円／㎡とし、敷地面積 1,297㎡、経

年補正率を0.5692とし、でそれらを乗じ固定資産税評価

額を算出したうえで、普通財産貸付料算定基準を0.11と

して、それを乗じることにより算出した。 
税収については、法人市民税が年額11,030,000円とな

る。これは、資本金1千万円から1億円で、従業員50人

以下の企業規模とし、均等割 130,000 円に、事業所得を

100,000,000円とし、それに税率の0.109を乗じた額を加

算し算出した。加えて償却資産税が年額 103,845 円とな

る。これは、空調設備とキノコ栽培用の加湿器の設置費

用を 7,500,000円とし、償却資産税補正率を 0.989と設

定し、税率を1.4%として、それぞれ乗じて算出した。 
以上の計算結果から、表 1 に示すとおり、行政側（T
市）は貸付料と税収を合わせて年間約 2 千万円の収入を

見込むことができる。 
 

 

次に、民間側の VFM を検討した。既存の廃校及びグラ

ウンドと同等の施設を新設した場合、平成29年度新営予

算単価 5)を基に算出すると、建物の建設費用が約 3 億 9

百万円（土地取得費用及び空調設備設置費用は除く）と

なる。また、平成28年度に駐車場用舗装を敷設したと想

定すると、グラウンドの整備に約 5,800 万円の初期投資

が必要となる。 
これを先ほどの貸付料と比較するために、それぞれ一

般的な耐用年数である 65年（建物）と 10年（グラウン

ド）で割り、年間コストを算出すると約 1,055 万円とな

る。ここで、校舎とグラウンドの貸付料として算出した

843万円と比較すると表2に示すとおり212万円のコスト

増となるため、それだけのメリットが民間企業にあるこ

 表 1 行政の収入合計  
グラウンド貸付料※1 309,904円／年 

校舎貸付料※2 8,120,776円／年 

法人市民税 11,030,000円／年 

償却資産税 103,845円／年 

収入合計 19,564,525円／年 

図 3 S県 T市 I地区のモデルケース 
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図 3 S県 T市 I地区のモデルケース 

 
とになる。 
さらに、駐車場運営を行った場合、年間約 5,300 万円

の収入を見込むことができる。これは、他都市の運用実

績を参考に 1台の駐車料金を時間制限なしで 1日間 300

円とし、1日 491台の駐車が見込め、365日営業すると想

定したうえで、それぞれを乗じることにより算出した。 
なお、1日の駐車台数は、近隣の道の駅の平成 27年度

の 1日平均利用者数 639人を乗用車１台当たりの乗車人

数 6)1.30人で割り算出した。 
 

 

【考察・今後の展開】 

上述の検討結果から、小さな拠点においても PPP 導入

の可能性があるという結論を得た。この小さな拠点にお

ける地域創造型PPPの導入は前述のVFMのほかにも地域、

民間企業、行政に様々な効果をもたらすことが期待でき

る。たとえば、①収益型事業を実施することで幅広い年

齢層が集う交流の場ができる、②地元企業を中心とする

小規模かつ多様な産業からの事業への参加が可能となる、

③交流人口が増加することにより地域コミュニティ機能

が維持・存続できる、などである。 
さらに、それらを実現するために自治体が取り組むべ

きことも検討し、以下の 4 つに整理した。まず、①全庁

的に一貫して PPP を推進する体制の整備、②それぞれの

自治体において指針となる PPP 推進に関する基本方針の

整備、が必要である。①②により、自治体関係者が共通

した PPP によるまちづくりの認識を持ち、担当が変わっ

た際にもその認識が揺らがないようにすることが重要と

なる。さらに、③自治体が保有する資産に関する情報の

公開、④情報を得た民間企業が PPP の実施可能性につい

て、より早い段階から自治体と対話する機会の設置、で

ある。民間企業の参入機会を広げ、民間からの提案が積

極的に出されるための環境整備が重要である。 
しかし、これらの必要性は理解するものの、単独で取

り組むことは難しいと考える自治体も少なくないであろ

う。滋賀県では、そのような各自治体を支援する広域プ

ラットフォームとして、「淡海公民連携研究フォーラム」

が発足している。このフォーラムは自治体およびその担

当者が PPP に関する正しい知識を学び、多様な手法等を

研究し、自治体、民間企業等、双方のマッチングを図る

ための場であり、県および県下すべての市町村自治体が

参加している。このような場を作ることで、庁内体制の

整備や PPP に関する基本方針の整備について、自治体同

士でノウハウを共有することにより、取り組みへのハー

ドルが下がるとともにレベルが向上すると考える。 
また、資産情報の公開や自治体と民間企業等との対話

の機会設定に関しても、複数の自治体で取り組んだほう

が、より多くの企業等の参加が見込めるなど、多くのメ

リットがあると考える。地元の金融機関、産業界と意見

交換の場としても期待することができる。 
以上のように、本研究では、どこの自治体にも存在す

る、小さな拠点となり得る地域資源にPPPを導入する【地

域創造型PPP】により、地域を再生する可能性があるとい

うことをモデルケースによって考察を試みた。 
今後の研究課題として、さらに分かりやすい VFM の算

出方法や PPP 導入効果をどう評価するか、その評価手法

や成果指標の構築等について取り組んでいきたいと考え

る。 
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29年7月 19日参照） 

3) 「 PFI の現状について」内閣府 Web サイト 

http://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/pfi_genj

ou/pdf/pfi_genjyou.pdf（平成 29年7月 19日参照） 

4) 同上 

5) 「平成29年度新営予算単価」国土交通省大臣官房官 

庁営繕部 国営計第21号 平成 29年5月 25日 

6) 「道路交通センサスからみた道路交通の現状、推移（デ 

ータ集）表2-3 車種別平均輸送人数の推移」国土交通 

省 Webサイト http://www.mlit.go.jp/road/ir/ 

ir-data/data_shu.html （平成 29年7月 19日参照） 

 

 

  表 2 民間のコストメリット  
施設を新設した場合のコスト 1,055万円／年 
ＰＦＩによる貸付コスト 

（表1の※1と※2の合計） 
843万円／年 

上記差引（コストメリット） 212万円／年 
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学生視点による鏡野町の買物弱者救済における企業への課題解決提案 

○佐々木 公之（中国学園大学）・大田 住吉（摂南大学） 

Keyword： 過疎地域,買物弱者, PBL （Project-Based Learning、課題解決型学習） 

 

１．研究の背景 
近年、全国各地において少子高齢化による人口減少・流

出等による中山間地域の過疎化等が叫ばれ、「持続性あるま

ちづくり」が課題となっている。全国過疎地域自立促進連

盟(東京都港区)の調査によれば、岡山県内においては本研

究の対象地域である鏡野町をはじめ 12 市町村が過疎地域
に指定されている。 
 こうした過疎地域に対し、民間企業が CSR(企業の社会
的責任)の観点から、地域住民への様々な支援を行う例は多

いが、その多くは効率性、採算性の悪化から存続が危ぶま

れるケースがほとんどであるのが実態である。 
本研究のきっかけは、㈱ナンバ(本店・津山市、ホームセ

ンター業、以下、「N社」)からの経営相談であった。当社

は、1951年創業、資本金86百万円の中堅ホームセンター
(以下、「HC」)であり、岡山県をはじめ近隣地域に16店舗
を展開する[1]【表１・写真１参照】。著者らは、ともに過
去に N社の経営コンサルティングに関わった経験があり、
また代表著者は勤務先大学において N 社との PBL 
(Project-Based Learning、課題解決型学習)活動の実績が

ある[2]。 
表１・写真１ N社の概要 

２．本研究の課題 
本研究は、代表著者の課題解決型ゼミ生 5名(2回生)が

学生独自の視点を活かし、鏡野町の買物弱者救済に加え、

N社の採算改善に向けた独自提案を行うものである。   
鏡野町は、岡山県北部の自然豊かな町(人口約 13 千人)

であり、温泉地として毎年多くの観光客が訪れる。一方で、

過疎地特有の課題も抱えており、1980年代以降は人口減少
に歯止めがかからず、65 歳以上の高齢化率は今後も 40％
近くで推移すると推計される【図１参照】。 
こうした鏡野町に対し、N社は2015年6月より同町の 

図１ 鏡野町の人口推移と高齢化比率（単位：人、％） 
(注)左軸：人口(人)、右軸：高齢化比率(%)。2025年以降は推計。 

(出典) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人

口(平成25年3月推計)」より作成 

高齢者など「買物弱者」に対し、商品販売サービスの提供

を行ってきたが、採算性は悪く、事業の継続について社内

で検討していた。もし、N社の事業が撤退となれば、鏡野
町の買物弱者の不便さは増し、地域の衰退化はさらに進む

ものと推定される。 
また、HC 業界においては、近年、ネット通販の急速な
普及や店舗エリア内における人口減少・高齢化等の影響に

より、大手企業による寡占化、店舗の大型化、さらには

M&A による市場再編が加速するなど、その経営環境は厳
しさを増している[3]。 
なお、その後の調査によれば、鏡野町の買物弱者に対し

ては、生活協同組合おかやまコープ（岡山市北区）、JA津
山（津山市）等が同様のサービス事業を展開していること

が判明しており、これらの事業との差別化も課題であった。

３．本研究の調査内容および分析結果 
本研究では、学生5名が事前現地調査、課題抽出、提案
内容の検討、活動報告書作成など、様々な活動を展開した。

その内容は、主に①現地調査と②分析・提案検討に大別さ

れる。 
3.1 現地調査 
 まず、地域住民の現状と課題を把握するため、計 3回
にわたり、鏡野町の現地調査(宿泊調査を含む)を実施し

た。その概要は、表２・写真２～３のとおりである。 
3.2 分析結果 

 現地調査実施後、鏡野町の買物弱者の現状およびN社
の営業活動について、以下のように分析・整理した。 
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表 ２・写真２～３ 鏡野町の現地調査(2016年) 

3.2 .1 鏡野町民の買物行動 

 鏡野町民（とくに高齢者）の日常の買物行動は、主に

以下の3通りに分類される。 
(1) 直接、店舗に出向く 
高齢者が、小売店に直接出向き、買物をする。この場

合の高齢者の利用交通手段としては、さらに以下の 3通
りがある。 
①近隣店舗へ徒歩 
同町の上斎原、奥津、鏡野地区の各地区には、それぞ

れ道の駅や小さな雑貨屋などが存在し、高齢者も歩いて

買物へ行っている。 
②家族（子ども、孫）による送迎 
高齢者の家族・親族が、津山市など近隣に住んでおり、

高齢となった親族を連れて食料品の大量買いや重荷とな

る品物の購入を手伝っている。 
③無料バスの利用 
鏡野町には、便数は少ないが、上齋原循環トロリンバ

ス、町営バスの無料バスが高齢者支援を行っている。と

くに、鏡野町役場半径3km以内には、同町が誘致した大
型 HCやスーパーマーケットが集積している。町営バス
の路線ルート・バス停も、町民の利便性を重視した配置

となっている。 
(2) 通販の利用 
インターネットの通信販売を利用している高齢者も散

見される。しかし、高齢者のネット通販による買物は、

増加傾向にはあるものの、まだ十分に普及していている

とは言えないのが現状である。 
一方、生活協同組合おかやまコープ（以下、「生協」）

が提供するカタログ通販での買物は、鏡野町民にとって

特別な存在である。生協は、食品を中心にカタログを町

内の各家庭に配布し、週に 1回、同じ時間帯に訪問し、
注文商品を配達するサービスを提供している。事前に購

入者と取り決めし、不在時でも商品注文と商品配達がで

きるように、不在時での商品置き場などを決め、効率的

な配達にも努めている。 
さらに、2015年 11月、生協と鏡野町は「地域見守り
活動に関する協定」と「災害時における応急生活物資の

調達に関する協定（社会福祉協議会を除く）」という2つ
の協定を締結した。このうち、「地域見守り活動に関する

協定」とは、生協の職員が宅配業務中、ポストに郵便物

や新聞がたまっているなど住民の異変を察知した場合、

町や社会福祉協議会と連携しながら速やかな対応を行う

という協定内容である。 
(3) 移動販売車の利用 
現在、鏡野町においては、N社と JA津山が移動販売
車による物販営業を実施している。両者ともに、毎週、

曜日ごとにエリアを限定し、移動販売車にて商品を販売

しているが、その内容は大きく異なる。 
N社は、生鮮食品を除く、日用品（洗剤類）、口腔用品
（入れ歯洗浄剤）、衣類、お菓子など幅広い商品を提供し

ている。顧客への販売方法は、一軒ずつ訪問する方式を

とっている。これに対し、JAは精肉、野菜、惣菜、お菓
子などの食品を中心に販売している。顧客への販売手法

も、顧客宅を訪問するのではなく、決められた時間と場

所で販売する手法である。 
3.2.2 Ｎ社の営業活動における課題分析 

Ｎ社の鏡野町における営業展開手法には以下の 3つの
問題点があると分析する。 
(1) 時間の効率の悪さ 
 N 社の提供するサービスは、曜日ごとに訪問エリア決
め逐次訪問するスタイルである。このため、不在宅や訪

問しても購入なしで終わることも多々あり、効率が極め

て悪い。また、鏡野町に最も近い院庄店から同町中心部

まで片道30分、また毎週訪問している上斎原地区に関し
ては片道50分と、移動時間としても非常に効率が悪い。 
(2) 食品など最寄り品を取扱っていない 
 JA津山の移動販売車が主に扱う食品と比べ、N社は殺
虫剤、洗剤、衣料品などが主商品であり、一度購入すれ

ば数ヵ月は購入する必要がない商材が多い。商品分類上

の最寄り品（食品など）がなく、買回り品（比較購買品）

では顧客から必要とされる機会が少ない。 
(3) プロモーション活動の不足   
 N社の買物弱者支援サービス事業は、開始後 1年が経
過したが、定期購入者が極めて少なく、売上が伸びてい

ない。調査の結果、一部の地域を除き、公共バス、他者

のサービスなどにより、買物が不便と考える高齢者はあ

実施日 調査地域・訪問先等 
9月1日（木） 鏡野町内視察 
9月20～21日 

（水・木） 
かがみのツーリズム研究会、JA
津山、N社へのヒアリング調査 

11月22日（水） 鏡野町役場まちづくり課など 
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まり多くはない。さらに、広告宣伝など販売プロモーシ

ョン手法も人海戦術とチラシ配布のみであり、顧客への

認知とサービスの遡及が出来ていない。 
 以上の調査結果を通じて、明らかになった点は以下の

とおりに総括できる。 
(1) 必要最低限の生活維持水準の確保 

過疎地域である鏡野町においては、高齢者など買物弱

者に対し、行政、民間事業者、そして家族・親族等を含

め、生活維持に必要な最低限の支援サービス体制は構築

されている。 
(2) N社の営業戦略の工夫不足 
これまでの様々な現地調査から、N 社の鏡野町におけ
る支援サービス事業の不振の原因は、住民側というより

も、むしろN社の営業戦略の工夫不足にあると言わざる
を得ない。 
(3) 「Win-Win」成果へ向けたN社への提案 
鏡野町の地域住民、N 社、そして本学学生への教育効
果という 3者がともに「Win-Win」の成果を得られるた
めには、学生(若者)の視点による地域の特性を考慮した

新商品・新サービスの開発など、新たな地域活性化に向

けた具体的提案をN社に行う必要がある。 
４．学生の視点によるＮ社への５つの提案 

2017年1月24日（火）、N社本社にて、これまでの現
地調査、分析・提案検討等を踏まえた本学学生チームに

よる研究成果発表会が開催された【写真４参照】。 

写真４ Ｎ社での研究成果発表会 

この発表会には、N 社の経営幹部および営業担当者の
ほか、鏡野町役場まちづくり課、岡山県庁の中山間地担

当者らが出席した。その主な提案内容は、以下のとおり。 
4.1 毎週訪問から隔週訪問へ 

 N 社の移動販売車での販売商材は、洗剤、衣類など購
入頻度の少ない品目が多い。それに対し、顧客の購入頻

度の高い菓子などは、競合先である生協やJA津山が取り
扱っている。こうした現状では、売上が発生しない日が

頻繁にある週 1回の訪問サービスは過剰と判断できる。

現在の毎週訪問を隔週訪問に切り換え、効率化を図るべ

きではないか、と提案した。 
4.2 事業エリアの拡大 

上記の隔週訪問の代替案として、Ｎ社近隣の奈義町・

美咲町への事業エリア拡大を提案した。両町は、ともに

過疎地域に指定されており、鏡野町と同様に買物弱者へ

の支援が課題となっている。新規市場開拓によるスケー

ルメリットという観点からも有効と考えた。 
4.3 ＤＩＹ人的支援サービス事業の新規展開 

従来の商材販売に加え、高齢者世帯が困る冬季の雪か

き、電球替え、草むしり、田植えなど、ホームセンター

という業種特性を活かしたDIY人的サービスを新たに導
入し、収益向上を図る。要するに、他者が提供していな

い、付加価値の高いサービスを提供すべきである。 
一方で、年金生活者であり、金銭的な余裕のない高齢

者世帯でも本サービスが利用できる様に、鏡野町役場と

連携し、「ご高齢者向け便利屋補助金制度」（仮称、人的

サービスの半額を補助金する制度）の創設を提案した【図

２参照】。 
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まり多くはない。さらに、広告宣伝など販売プロモーシ
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町限定の一種の地域限定通貨としての側面も持つ。 
Nマネーは、鏡野町高齢者が栽培した野菜をN社が購
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きない金券（通称：N マネー）を発券する。高齢者は、
Nマネーを利用し、N社の移動販売にて商品を購入する。
N マネー導入により、年金受給者で所得が少ない高齢者
が日用品などを購入できる。N 社は、野菜販売による利
益と商品販売による利益を獲得できる。すなわち、互い

に、Win-Winの関係となる。 
4.5 「Ｎ-1ボランティアグランプリ」等のイベント実施 

N社の主催にて「N-1ボランティアグランプリ」（仮称）
を開催する。鏡野町の高齢者が保有する田畑にて草刈り

王決定戦、雪かき チャンピオン決定戦など参加型イベ

ントを企画する。楽しみながらボランティア活動を実施

することで、N 社のブランドイメージが向上すると考え
られる。 
５．検証 
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く、どこに問題点があるかなど、また継続すべき事業な

のか、正直なところ判断に迷っていました。この調査結

果では、院庄インター近辺までの動線が、我が社にとっ

て問題点になっていると具体的にご指摘をいただきまし

た。また、『便利屋などのDIY人的支援サービス』など、
ご提案頂いたアイデアは、自由な発想から生まれる学生

ならではの提案で、ぜひ取り組んでみたいものが幾つか

ありました。」 
 現在、N 社においては、本学の学生提案をベースに、
新たな事業展開を企画検討中である。 

６．おわりに 

わが国の過疎地域の多くは、当該地域はもちろん、そ

れを支援する民間企業、行政機関など、利害関係者のほ

とんどが様々な課題を抱えながら、その解決方法に頭を

悩ませている。とりわけ、きめ細かなニーズを求める地

域住民と事業収益性を重視する民間企業の 2者間のみの
関係は、当然ながら利益相反する可能性が強い。 
本研究は、こうした課題に対し、「学生」という新たな

第 3のファクターを加えることにより、調査対象地域と
企業の経営課題に対し、「若者の視点を活かして、地域・

企業が抱える課題をどのように解決するか」という点が

テーマであった。 
 
 
 
 
 
写真５・６ かがみのツーリズム研究会、鏡野町役場

へのヒアリング調査 
本研究を通じて、学生は自由な発想から過疎化が進む

中山間地の鏡野町の「現実」、鏡野町役場や地域住民から

発せられる「現状」、N社のビジネス戦略の「現場」を見
聞きすることで、多くの学びを得ることができた【写真

５・６参照】。 
なお、学生の一人は、この研究を通じて過疎地域の現

状と活性化に深い関心を持ち、本年 8月よりインターン
シップを通じてN社での提案の実践と更なる効果的な活
性化提案の研究を行う予定である。 

 
【引用・参考文献】 
[1] ㈱ナンバのホームページ 

http://www.nanbahc.co.jp/overview.html, 2016.3.31取
得。 
[2] 佐々木公之、大田住吉（2016）「産学連携型 PBL授
業によるビジネス実務教育の効果と検証 ～短期大学で
の実践教育と企業の PB 商品開発～」中国学園 紀要 第
15号、pp.1-7。 
[3] (一社)金融財政事情研究会編 (2007) 『2122 ホーム
センター』「第12次業種別審査事典 第2巻」㈱きんざい。 
[4] ㈱日本ホームセンター研究所（2015）「HC経営統計
2015」、pp. 1-19。 
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【北海道清水町の概要】 
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【清水町総合戦略の概要】 
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【派遣先での自身の役割と取り組みについて】	
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【地方創生に取り組むに当たって必要な観点】	
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持続可能な地域づくりに向けた地方自治体の組織変革 

出相 貴裕（山口県 柳井市役所） 

Keyword： 組織変革、組織文化、多様性 

 

【研究の背景と目的】 
我が国は、人口減少・超高齢化というかって経験したこ

とのない大きな問題に直面している。とりわけ地方では、

今後、社会経済活動が次第に収縮し、地域を維持できなく

なるおそれも指摘されている。 

そのような状況下、地方自治体は、地方人口ビジョンや

地方版総合戦略を策定し、国の各種支援を受けながら、地

方創生に向けて様々な事業に取り組んでいる。地方創生を

進めるには、自治体とその他多様な主体が連携・協働し、

地域の総力を結集することが欠かせない。そうした中、自

治体は地域の司令塔として、その重責を今後とも担ってい

かなければならない。 

90年代初頭に始まった地方分権改革であるが、2000年に

は、地方分権一括法が施行され、機関委任事務が廃止され

た。それに伴い、国と自治体との関係は、それまでの上下

関係から対等な関係へと変質した。自治体が、激変する外

部環境に適応し、持続可能な地域づくりを進めるには、自

主性・自律性を一層高めるとともに、多様性のある柔軟な

組織へと自らを変革していく必要がある。そうすることで、

環境に適応した経営戦略を策定し、戦略に符合した組織を

構築することが可能となるのである。 

自治体組織は、典型的な官僚制組織であり、外部環境の

変化に柔軟に適応することが難しいと言われている。元来、

官僚制は合理的な組織形態であるとされてきたが、規則万

能主義や前例踏襲主義、セクショナリズムといった逆機能

的側面も指摘されている。 

このような組織特性を持つ自治体組織は、持続可能な地

域づくりに向けて、どのように自己変革を進めていくべき

か、本研究は、その変革への１つの道筋を明らかにするこ

とを目的とする。 

 

【研究の方法と内容】 

自治体が直面する環境変化の中で、今後、自治体に最も

深刻な影響を与えると思われるのは、地域における人口減

少の進展である。人口減少は、ほぼすべての自治体が直面

する問題であるが、今後どのように推移するのか、国立社

会保障・人口問題研究所（以下「社人研」）の推計値からそ

の特性を分析した。 

その分析を踏まえ、人口減少の進展に自治体が適応して

いくには、どのような組織変革が有効なのか、先行研究に

おける組織変革モデルに当てはめて検討を行った。 

次に、官僚制組織である自治体組織は、どのような組織

特性を持っているのか、そして、その組織特性と自治体の

環境変化への適応力との間にはどのような関係性があるの

か、また、適応力向上の分析視角として、組織文化に焦点

を当て、既存の文化が定着していった背景と、変革の担い

手及びプロセスについて、先行研究のレビューにより考察

を行った。 

最後に、中国地方5県 54市を対象に行った調査結果と先

行研究による調査結果を分析し、自治体における組織文化

変革に対する認識度についての把握を試みた。 

 

【研究・調査･分析結果】 

社人研が平成 25年 12月に公表した日本の地域別将来推

計人口－平成 22(2010)～52(2040)年－（以下「H25社人研

推計人口」）によれば、図表１に示したように、平成 27年

に 126,597千人であった我が国の人口は、25年後の平成52

年には15.3％減少し107,276千人となる。中国地方５県の

総人口は、7,391千人から全国平均を上回る18.4％減少し、

6,034 千人となる。５年間隔ごとの減少率は、時間の経過

とともに拡大し、人口は加速度的に減少していくと推計さ

れている。 

図表1全国と中国地方5県の総人口と減少率の推移 

 
H27 H32 H37 H42 H47 H52 

H22-27 H27-32 H32-37 H37-42 H42-47 H47-52 

全 

国 

人口(千人) 126,597  124,100 120,659 116,618 112,124 107,276 

減少率(%) 1.1 2.0 2.8 3.3 3.9 4.3 

中
国
５
県 

人口(千人) 7,391 7,174 6,917 6,638 6,343 6,034 

減少率(%) 2.3 3.3 3.6 4.0 4.4 4.9 

出典：H25社人研推計人口 

人口減少の進展という環境変化を分析すると、平成 52

年までの人口推計期間中、人口は一貫して減少する見通し

であり、連続性を有した環境変化といえる。また、人口減

少の度合いは、時間の経過とともに大きくなる見通しであ

り、加速性を伴った環境変化といえる。 
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最後に、中国地方5県 54市を対象に行った調査結果と先

行研究による調査結果を分析し、自治体における組織文化

変革に対する認識度についての把握を試みた。 

 

【研究・調査･分析結果】 

社人研が平成 25年 12月に公表した日本の地域別将来推

計人口－平成 22(2010)～52(2040)年－（以下「H25社人研

推計人口」）によれば、図表１に示したように、平成 27年

に 126,597千人であった我が国の人口は、25年後の平成52

年には15.3％減少し107,276千人となる。中国地方５県の
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図表1全国と中国地方5県の総人口と減少率の推移 
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H22-27 H27-32 H32-37 H37-42 H42-47 H47-52 

全 

国 
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減少率(%) 1.1 2.0 2.8 3.3 3.9 4.3 

中
国
５
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減少率(%) 2.3 3.3 3.6 4.0 4.4 4.9 
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人口減少の進展という環境変化を分析すると、平成 52

年までの人口推計期間中、人口は一貫して減少する見通し

であり、連続性を有した環境変化といえる。また、人口減

少の度合いは、時間の経過とともに大きくなる見通しであ

り、加速性を伴った環境変化といえる。 
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Nadlerほか（1995）は、環境変化に対応するための組織
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境変化に対応するための変革なのかという時間的なスケー

ルによって、組織変革のタイプを図表 2に示すように 4つ
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図表2組織変革のタイプ 
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出典 Nadler,D.A., Shaw,R.B. and Walton, A.E.（1995）Discontinuous Change:Leading 

Organizational Transformation., Jossey-Bass Inc.（斎藤彰悟監訳・平野和子

訳『不連続の組織－ゼロベースから競争優位を創造するノウハウ－』ダイヤモン

ド社, 1997 年）. 
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本来は地方で独自に対応すべき自治事務にまで浸透し、そ

れが地方自治体の行政組織風土・体質を形成させたといえ

る（宮入 2010）。すなわち、長年、国の下部機関として位

置付けられていた関係が、自治体組織を安定的な環境に置

くこととなり（宮入 2011）、結果として、自治体の自己決

定能力や環境変化への適応能力の向上を阻害してきたと考

えられる。 

2000年の地方分権一括法の施行により、機関委任事務が

廃止され、法制度上は、国と自治体は対等な関係となった

が、長い時間の中で醸成された組織文化を変えるのは、容

易なことではない。 

それでは、自治体の組織文化の変革は、誰がどのように

担えばよいのであろうか。小原（2016）によれば、誰が変

革を主導するかにより、３つの基本的なモデルが提出され

ている。第１は、組織変革をトップ・マネジメント（以下

「トップ」）が主導するモデル、第２は、ミドル・マネジメ

ント（以下「ミドル」）による創発的な変革モデル、第３は、

トップとミドルによる相互作用のモデルである。 

一般的に、組織変革はトップがビジョンを明確にし、組

織内でその浸透・共有化を図ることが前提となる。自治体

が直面する人口減少の進展といった環境変化には、不連続

的変革が求められるため、トップの強力なリーダーシップ

が必要となる。ただし、行政組織では組織慣性が非常に強

いため、トップのリーダーシップのみに依存した取り組み

では、変革が成功する可能性は必ずしも高いとはいえない。

そこで、第３モデルであるトップとミドルとの相互作用が

重要な要素となる。しかし、組織慣性が強く硬直的な自治

体組織では、ミドルがその役割を果たし得ないばかりか、

変革への抵抗勢力となりうるおそれもある。 

そこで、従来からの価値観を変革するためには、まずは

危機意識を高める必要がある（十川 1998）。しかし、長年、

安定的な環境に置かれていた自治体では、ミドルを含め、

職員は危機意識や環境変化に対する感受性が低いため、危

機意識を高めることも容易ではない。 

仮に、ミドルがトップと同レベルの危機意識を持ちえた

としても、それが組織文化を変革することへの認識と具体

的な行動に結び付かない限り、トップとミドルとの間で相

互作用が生じることはない。 

一般的に、組織変革には組織学習の促進が有効とされて

いる。組織学習は、時間をかけながら、組織成員同士の相

互作用によって組織が新たな知識や価値観を習得していく

方法である。中嶋（2000）は、組織文化を変化させるもの

として組織学習の概念を位置付けるが、行政組織の組織学

習の特徴は、新しい活動を起こすことに対する不安から、

問題を積極的に解決する積極的学習よりも、対処的な回避

学習が中心となり、新しい行動様式や知識が生み出される

プロセスは、既存の行動様式や知識の延長線上あるものが

多く、高次学習を行いにくいと指摘している。 

一方、十川（2013）は、組織内部における多様性が、変

革やイノベーションの実現に不可欠な創造的組織学習を促

すことになると指摘する。しかし、自治体組織は同質性が

高く、組織慣性が強いため、創造的組織学習はなかなか促

進されない。したがって、まずは、組織内に多様性を作り

出すことから考えなければならない。 

北居（2016）は、変革は、既存の組織文化に染まってお

らず、客観的な洞察力を持つ人々が主導することが望まし

いと主張する。しかし、自治体の組織文化は、ほとんどす

べての職員によって共有される強い文化であると言われて

おり、組織内には、その文化に染まっていない者は、ほと

んど存在しないと考えられる。 

強い文化に染まった自治体職員は、特に地方では、地元

出身者の占める割合が高く、その地域特有の社会文化的文

脈に埋め込まれているといえる。また、職員の身分は地方

公務員法により保障されており、雇用が安定しているため、

民間企業に比べて離職率は低く、自治体は人材の流動性が

低い組織といえる。そのため、自治体組織では人材の同質

化が進み、多様性や柔軟性に乏しく環境変化への適応力も

弱いといえる。 

そこで、組織に多様性や柔軟性を作り出す１つの方法と

して、多様な経験や価値観を持った人材を外部から積極的

に採用し、ミドルに登用することが有効であると考えられ

る。ここでいう外部の人材とは、行政組織以外の民間企業

等での職務経験を有する人材（以下「民間経験者」）を意味

しており、行政組織の文化に染まっていない人材というこ

とである。ただし、民間経験者であっても、職務経験が浅

く確固とした価値観を持つに至っていない者は、自治体の

強い組織文化に容易に染まってしまうおそれがあり、組織

改革の担い手とはなりえないこととなる。要は、ミドルに

登用し得るだけの一定の経験と多様性を有した人材でなけ

ればならない。なお、ここでの多様性とは、国籍や年齢、

性別といった表層的な多様性ではなく、組織変革にとって

より重要な要素と考えられる価値観や信条、職歴といった

深層的な多様性を意味している。 

近年、民間経験者の採用は、増加傾向にあるようである
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ふれあいサロンの運営における適切な枠組

菅原 浩信（北海学園大学）

：ふれあいサロン，運営枠組，町内会・自治会

【問題意識】 
ふれあいサロンとは「身近な地域の町内会館などを拠点

として，高齢者の生きがいや社会参加，健康づくり，閉じ

こもり防止を目的に高齢者と町内会の福祉部員などが一緒

に企画・運営しながら，茶話会やレクリエーションなどの

活動を定期的に開催し，楽しく，気軽に仲間づくりを行う

活動」（（一社）北海道町内会連合会パンフレット『あなた

のまちにもふれあいサロン』（ 年））である。

ふれあいサロンは，（一社）北海道町内会連合会，（社福）

北海道社会福祉協議会，（社福）北海道共同募金会との三者

提唱により， 年度から展開されている「ひとりの不幸

もみのがさない住みよいまちづくり全道運動」における

つの実践活動（①交流活動，②在宅福祉サービス活動，③

啓発活動，④調査活動，⑤ネットワークづくり，⑥マンパ

ワー養成）の交流活動に含まれるものである。単位町内会

および連合町内会が実施する つの実践活動に対し，（一

社）北海道町内会連合会から活動費として年間 万円（単

年の場合）の助成が行われる。 年度の「ひとりの不幸

もみのがさない住みよいまちづくり全道運動」において最

も多く助成対象となった事業（ 事業中 事業（（一社）

北海道町内会連合会（ ）， ））が，ふれあいサロンで

ある。

ふれあいサロンは，高齢者の外出機会，安否確認・見守

り，生きがい・社会参加の場としてはもちろんのこと，高

齢者と地域住民の出会い・集いや交流・ふれあいの場とし

ての機能も持っており，多くの地域住民が必要としている。

そのため，ふれあいサロンには，継続的な運営が求められ

ている。

ふれあいサロンの運営主体の多くは，単位町内会・自治

会である。しかし，大半の単位町内会・自治会の経営基盤

は脆弱（とりわけ，人材の不足）である。朝日新聞による

アンケート調査（ 年 月 日～ 月 日）結果（朝

日新聞デジタル（

）（ 年 月 日アクセス）によれば，町内会・自

治会の課題として最も多くあげられたのが「会員の高齢化，

役員のなり手不足」（ ％），次いで「活動内容がわかり

にくい，負担が大きい」（ ％）となっている。このよう

な状況で，今後も単位町内会・自治会がふれあいサロンを

継続的に運営していくことは容易ではない。そのため，ふ

れあいサロンの継続的な運営を可能にする適切な枠組を考

えていく必要がある。

【先行研究】

ふれあいサロンに関する先行研究は数多く存在している

が，そのほとんどは現状の紹介にとどまっている。

ふれあいサロンにおける課題については，例えば，

活動プログラムの作成，運営スタッフの確保，参加者の確

保や拡充（森（ ）， ， スタッフへの負担，世代

間交流ができていない，利用者の固定化，運営側に住民の

意見が反映されにくい（三宅・井関（ ）， ）等の

指摘がある。しかし，いずれの指摘においても問題点・課

題の提示にとどまっており，その解決方策については示さ

れていない。

また，ふれあいサロンにおける課題として，①予算が少

ない，②運営協力者の担い手がいない，③運営管理者の担

い手がいない，④参加者が限定されている，という 点を

あげ，ふれあいサロンの持続的な運営が可能な条件として，

①担い手の発掘，②情報の発信，③財源の確保，の つを

提示する指摘（松浦・浦山（ ）， ）がある。しか

し，その条件をどのようにして充足すべきか（例えば，ふ

れあいサロンの新規参加者をどのように担い手（運営管理

者，運営協力者）にしていくのか）については明らかにさ

れていない。

したがって，ふれあいサロンにおける課題を解決するた

めの具体的な方法については言及されておらず，このこと

から，ふれあいサロンの継続的な運営を可能にする適切な

枠組についての分析は皆無に等しいといえよう。

【研究目的・研究方法】

そこで，本稿では，ふれあいサロンを継続的に運営して

いくには，どのような枠組を，どのように構築，展開すべ

きかについて明らかにすることを目的とする。

おそらく，単位町内会・自治会の範囲を超えた，より大

きな枠組であれば，相応の経営基盤が確立されており，前

述の経営基盤の脆弱さをある程度カバーすることは可能で

あろう。
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れていない。

したがって，ふれあいサロンにおける課題を解決するた

めの具体的な方法については言及されておらず，このこと

から，ふれあいサロンの継続的な運営を可能にする適切な

枠組についての分析は皆無に等しいといえよう。

【研究目的・研究方法】

そこで，本稿では，ふれあいサロンを継続的に運営して

いくには，どのような枠組を，どのように構築，展開すべ

きかについて明らかにすることを目的とする。

おそらく，単位町内会・自治会の範囲を超えた，より大

きな枠組であれば，相応の経営基盤が確立されており，前

述の経営基盤の脆弱さをある程度カバーすることは可能で

あろう。

また，より大きな枠組で運営することによって，ふれあ

いサロンの対象となる地域の範囲が拡大する結果，①ある

程度の参加者の確保，②ボランティア・スタッフの確保，

③様々な団体との連携が可能になることに伴う多様なプロ

グラムの展開，が可能となるであろう。

そこで，本稿では，ふれあいサロンを継続的に運営して

いくために必要と考えられる，単位町内会・自治会の範囲

を超えた，より大きな枠組として， 地域コミュニティ協

議会， 地区町会連絡協議会， 単位町内会と地域団体

間の協働，の つに着目し，これら つのより大きな枠組

によって継続的に運営されているふれあいサロンを事例と

して取り上げ，当該ふれあいサロンの運営責任者等に対す

るインタビュー調査を行い，その結果に基づき，分析・考

察を試みる。

【事例】

地域コミュニティ協議会

地域コミュニティ協議会とは，小学校区または中学校区

を基本とし，自治会・町内会を中心にさまざまな団体等（ ，

青少年育成協議会，老人クラブ，婦人会， ，民生・児童

委員など）で構成された組織である。

地域コミュニティ協議会は，今後，地域で要支援の人

たちのケアが必要になるということから，行政のモデル事

業に応募し，実施団体として採択された。このモデル事業

の中の つに，地域の茶の間（ふれあいサロンと地域の茶

の間の内容は，ほぼ同様である）の開設をあげ，構成自治

会，区社会福祉協議会，区役所，地域包括支援センター等

からなる実行委員会を設立し，地域の茶の間を開設するこ

ととなった。

地域の茶の間は，モデル事業の補助金，社会福祉協議会

の助成金，参加者からの参加料でおおむね運営できている

が，地域コミュニティ協議会の予算からもある程度カバー

が可能な状況である。

地域の茶の間は，コミュニティセンターを会場として，

月 回開催されている。毎回，おおむね 人程度が参加し，

～ 時の間，昼食をはさみ，おしゃべり，折り紙，麻雀

等，それぞれ思い思いに過ごしている。

地域の茶の間の中では，「『誰，あの人？』という目をし

ない」，「いない人の話をしない」，「プライベートを掘り出

さない」という つの決まり事がある。

地域の茶の間は，毎回 人のスタッフにより運営されて

いる。社会福祉協議会の協力を得て，スタッフに対し，研

修（他の地域の茶の間の見学，ボランティア講座，スタッ

フ向けの交流会等）を実施し，参加者と一緒に過ごすこと

ができるようなスキルの獲得を図っている。

地域の茶の間は，地域コミュニティ協議会のどの部会に

も属していないため，その大まかな方向性については，地

域の茶の間の担当である副会長を中心として，会長，事務

局長等の少数のメンバーによって決定されている。

参加者が自発的に自分で地域の茶の間に来てもらうのが

原則であるため，範囲は限定されているが，それでも ～

自治会の範囲から参加者が来ており，地域の茶の間で知り

合い，仲良くなっている。つまり，自治会限定ではなく広

いエリアが対象となっているため，いろいろな人との交流

が可能であり，隣近所を越えたつながりができている。

地区町会連絡協議会

地区町会連絡協議会とは，町連と単位町会との連絡提携

を強化し，更に単位町会間の協調促進を目的とする組織で

ある。

地区町会連絡協議会では，当初，構成町会の女性部主

催で体操を行っていたが，参加者が伸び悩んでいた。そこ

で，男性を巻き込むことが必要ということになり，各町会

の会員である 歳以上の独居高齢者等を招待して，月

回の食事会を始めることになった。

食事会（昼食の提供だけではなく，昼食前の輪投げ・体

操等のレクリエーションや，昼食後のアトラクション（健

康教室，ゲーム等）などにより，参加者間の交流が図られ

ており，ふれあいサロンの つとしてみなすことができる）

は，社会福祉協議会の助成金と参加者からの参加費（招待

者は無料）で運営されており，地区町会連絡協議会からの

持ち出しはない。

食事会には，毎回，招待者（ 人）のうち ～ 人ほ

どが参加しており，この他，スタッフや町会役員等を合わ

せると ～ 人くらいが参加している。参加者の人数は，

各町会の女性部長が把握し，当番の町会の女性部長に連絡

している。

食事会の運営は，構成町会の輪番制により行われている。

各構成町会は年 回程度の当番を担当することになるが，

おおむね「年 回ならそれほど負担にはならない」と考え

られている。また，昼食のメニューやアトラクションの内

容については，当番の町会に一任されている。しかし，以

前，「よその町会よりもいいものを」という競争意識から，

お金をかけて運営する町会が出てきたため，お金をかけず

に自分たちの中で運営するという方向が確立されている。

食事会の役員は，構成町会の町会長・女性部，保健推進

431



員，民生委員・児童委員等の 人である。民生委員が食事

会の役員に加わっていることで，食事会が安否確認の場と

しても機能している。次年度の食事会の計画については，

月の役員会で，それまで出された改善に向けての意見を

もとに議論し， 月の新旧役員交流会で決定している（最

終的には， 月の地区町会連絡協議会で承認）。

各町会がそれぞれ単独で食事会をやっていても，参加者

やスタッフのつきあい・交流の範囲には限界がある。地区

町会連絡協議会で食事会をやっているからこそ，広い範囲

で人のつながり（食事会に来た人同士で他の行事に一緒に

参加するなど）ができている。

町内会と地域団体間の協働

ここでの地域団体とは，地区連合町内会福祉部，同婦人

部，小学校生涯学習推進協議会，福祉センター運営委員会，

老人クラブの各団体を指している。

町内会および周辺町内会のエリアは，以前から地域と

子供たちの結びつきが強く，高齢者や保護者が，子供の見

守り，学習支援，子供の居場所づくり等を行う団体を設立

し，活発な活動を展開しているが，その中で，昔の遊びを

知らない子供や保護者が圧倒的になってきており，そうし

た昔のことを伝承していきたいと考え，世代間交流を始め

ることとなった。

世代間交流（高齢者と子供たちのコミュニケーションの

場であり，高齢者にとっては生きがいづくり，社会参加の

一環として位置づけられることから，ふれあいサロンの

つとしてみなすことができる）は，前述の各地域団体が，

それぞれ少しずつお金と人を出し合って運営されている。

世代間交流は，福祉センターを会場として，年 回，夏

休み・冬休みの期間中に開催されており， 人近い参加者

がある。子供たちが高齢者に教わりながら百人一首や工作

を楽しむとともに，ビンゴゲーム，マジックショー，紙芝

居等により，高齢者と子供たちが交流を深めている。なお，

これらのプログラムは，なるべくお金をかけないという方

針のもと，人脈を駆使し，謝金なしで依頼している。

各地域団体の間で役割分担が暗黙のうちに決まっており

（例えば，老人クラブは子供たちへのお土産の用意，地区

連合町内会福祉部は会計，餅つきをやるときは地区連合町

内会婦人部が協力），毎回その通りに動いている。

世代間交流の大まかなことは 町内会長と地区連合町内

会福祉部長の 人で決定している。世代間交流に関わって

いる高齢者は，各地域団体をはじめ様々な組織に所属して

いるので，そうしたいろいろな場（例えば，老人クラブや

見守りで一緒になったとき）で相談しながら進めていき，

わざわざ集まって相談することはしていない。

世代間交流によって，子供たちと高齢者が顔見知りにな

り，見守りなどで役立っているだけではなく，中学生・高

校生になっても高齢者を覚えていて，イベント等の手伝い

に来てくれている。また，子供の親世代が，そうした活動

を見て，「大変だな」と理解してくれ，町内会活動に協力的

になってくれる（町内会費を支払う，行事に参加する，班

長や役員を引き受けるなど）こともある。

【分析結果】

このように，単位町内会・自治会の範囲を越えた，より

大きな枠組でふれあいサロンを運営することによって，以

下のようなメリットが得られている。

参加者に関するメリット

①自治会限定ではなく広いエリアが対象となっているた

め，いろいろな人との交流が可能であり，隣近所を越えた

つながりができている（ 地域コミュニティ協議会）。

②地区町会連絡協議会で食事会をやっているからこそ，

広い範囲で人のつながりができている（ 地区町会連絡協

議会）。

③中学生・高校生になっても高齢者を覚えていて，イベ

ント等の手伝いに来てくれている（ 町内会と地域団体間

の協働）。

スタッフに関するメリット

①社会福祉協議会の協力を得て，スタッフに対し，研修

を実施し，参加者と一緒に過ごすことができるようなスキ

ルの獲得を図っている（ 地域コミュニティ協議会）。おそ

らく単独自治会では十分な人数が確保できず，社会福祉協

議会としても対応しにくい。研修の実施が可能であるとい

うのは，ある程度の人数を確保できる地域コミュニティ協

議会だからこそのメリットと考えられる。

②食事会の運営は，構成町会の輪番制（年 回程度）に

より行われている（ 地区町会連絡協議会）。

③各地域団体が，それぞれ少しずつお金と人を出し合っ

て運営されている（ 町内会と地域団体間の協働）。

プログラムに関するメリット

①地域コミュニティ協議会の予算からもある程度カバー

が可能な状況である（ 地域コミュニティ協議会）。つまり，

予算から謝金等を支払うことができれば，今後いろいろな

プログラムを展開していくことが可能になると考えられる。

②昼食のメニューやアトラクションの内容については，

当番の町会に一任されている（ 地区町会連絡協議会）。「よ
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員，民生委員・児童委員等の 人である。民生委員が食事

会の役員に加わっていることで，食事会が安否確認の場と

しても機能している。次年度の食事会の計画については，

月の役員会で，それまで出された改善に向けての意見を

もとに議論し， 月の新旧役員交流会で決定している（最

終的には， 月の地区町会連絡協議会で承認）。

各町会がそれぞれ単独で食事会をやっていても，参加者

やスタッフのつきあい・交流の範囲には限界がある。地区

町会連絡協議会で食事会をやっているからこそ，広い範囲

で人のつながり（食事会に来た人同士で他の行事に一緒に

参加するなど）ができている。

町内会と地域団体間の協働

ここでの地域団体とは，地区連合町内会福祉部，同婦人

部，小学校生涯学習推進協議会，福祉センター運営委員会，

老人クラブの各団体を指している。

町内会および周辺町内会のエリアは，以前から地域と

子供たちの結びつきが強く，高齢者や保護者が，子供の見

守り，学習支援，子供の居場所づくり等を行う団体を設立

し，活発な活動を展開しているが，その中で，昔の遊びを

知らない子供や保護者が圧倒的になってきており，そうし

た昔のことを伝承していきたいと考え，世代間交流を始め

ることとなった。

世代間交流（高齢者と子供たちのコミュニケーションの

場であり，高齢者にとっては生きがいづくり，社会参加の

一環として位置づけられることから，ふれあいサロンの

つとしてみなすことができる）は，前述の各地域団体が，

それぞれ少しずつお金と人を出し合って運営されている。

世代間交流は，福祉センターを会場として，年 回，夏

休み・冬休みの期間中に開催されており， 人近い参加者

がある。子供たちが高齢者に教わりながら百人一首や工作

を楽しむとともに，ビンゴゲーム，マジックショー，紙芝

居等により，高齢者と子供たちが交流を深めている。なお，

これらのプログラムは，なるべくお金をかけないという方

針のもと，人脈を駆使し，謝金なしで依頼している。

各地域団体の間で役割分担が暗黙のうちに決まっており

（例えば，老人クラブは子供たちへのお土産の用意，地区

連合町内会福祉部は会計，餅つきをやるときは地区連合町

内会婦人部が協力），毎回その通りに動いている。

世代間交流の大まかなことは 町内会長と地区連合町内

会福祉部長の 人で決定している。世代間交流に関わって

いる高齢者は，各地域団体をはじめ様々な組織に所属して

いるので，そうしたいろいろな場（例えば，老人クラブや

見守りで一緒になったとき）で相談しながら進めていき，

わざわざ集まって相談することはしていない。

世代間交流によって，子供たちと高齢者が顔見知りにな

り，見守りなどで役立っているだけではなく，中学生・高

校生になっても高齢者を覚えていて，イベント等の手伝い

に来てくれている。また，子供の親世代が，そうした活動

を見て，「大変だな」と理解してくれ，町内会活動に協力的

になってくれる（町内会費を支払う，行事に参加する，班

長や役員を引き受けるなど）こともある。

【分析結果】

このように，単位町内会・自治会の範囲を越えた，より

大きな枠組でふれあいサロンを運営することによって，以

下のようなメリットが得られている。

参加者に関するメリット

①自治会限定ではなく広いエリアが対象となっているた

め，いろいろな人との交流が可能であり，隣近所を越えた

つながりができている（ 地域コミュニティ協議会）。

②地区町会連絡協議会で食事会をやっているからこそ，

広い範囲で人のつながりができている（ 地区町会連絡協

議会）。

③中学生・高校生になっても高齢者を覚えていて，イベ

ント等の手伝いに来てくれている（ 町内会と地域団体間

の協働）。

スタッフに関するメリット

①社会福祉協議会の協力を得て，スタッフに対し，研修

を実施し，参加者と一緒に過ごすことができるようなスキ

ルの獲得を図っている（ 地域コミュニティ協議会）。おそ

らく単独自治会では十分な人数が確保できず，社会福祉協

議会としても対応しにくい。研修の実施が可能であるとい

うのは，ある程度の人数を確保できる地域コミュニティ協

議会だからこそのメリットと考えられる。

②食事会の運営は，構成町会の輪番制（年 回程度）に

より行われている（ 地区町会連絡協議会）。

③各地域団体が，それぞれ少しずつお金と人を出し合っ

て運営されている（ 町内会と地域団体間の協働）。

プログラムに関するメリット

①地域コミュニティ協議会の予算からもある程度カバー

が可能な状況である（ 地域コミュニティ協議会）。つまり，

予算から謝金等を支払うことができれば，今後いろいろな

プログラムを展開していくことが可能になると考えられる。

②昼食のメニューやアトラクションの内容については，

当番の町会に一任されている（ 地区町会連絡協議会）。「よ

その町会よりもいいものを」という競争意識が少なからず

働き，よりよいプログラムが展開されるはずである。

③ビンゴゲーム，マジックショー，紙芝居等のプログラ

ムは，人脈を駆使し，謝金なしで依頼している（ 町内会

と地域団体間の協働）。 者による協働であれば，それだけ

人脈の幅も広がり，依頼しやすくなっているはずである。

こうした様々なメリットによって，前述のようなふれあ

いサロンが抱えているとされる課題の多く（①参加者（参

加者の確保や拡充，利用者の固定化，参加者が限定されて

いる），②スタッフ（運営スタッフの確保，スタッフへの負

担，運営協力者の担い手がいない），③プログラム（活動プ

ログラムの作成，世代間交流ができていない））が解決され，

その結果，ふれあいサロンの継続的な運営の確保を可能に

していることが明らかとなった。

したがって，ふれあいサロンの継続的な運営を図ってい

くためには，単位町内会・自治会の範囲を越えた，より大

きな枠組が適切であり，それを構築し，展開していくこと

が求められる。

【考察】

また，こうした単位町内会・自治会の範囲を越えた大き

な枠組を構築していくためには，以下の 点が求められる。

多くのスタッフを確保すること（例えば，食事会の役

員は 人である。また，民生委員も食事会の役員に加わっ

ていることで，食事会が安否確認の場としても機能してい

る（ 地区町会連絡協議会））。

多様な外部他組織を取り込むこと（例えば，①地域の

茶の間の開設に際しては，構成自治会，区社会福祉協議会，

区役所，地域包括支援センター等からなる実行委員会が設

立（ 地域コミュニティ協議会）されていることから，地

域の茶の間の運営にあたっては様々な支援・協力が得られ

るはずである，②地区連合町内会福祉部，同婦人部，小学

校生涯学習推進協議会，福祉センター運営委員会，老人ク

ラブの各地域団体が，世代間交流を運営している（ 町内

会と地域団体間の協働））。

さらに，こうした単位町内会・自治会の範囲を越えた大

きな枠組を展開していくためには，以下の 点が求められ

る。

運営方針を明確化すること（例えば，①「『誰，あの

人？』という目をしない」，「いない人の話をしない」，「プ

ライベートを掘り出さない」という つの決まり事がある

（ 地域コミュニティ協議会），②お金をかけずに自分たち

の中で運営するという方向が確立されている（ 地区町会

連絡協議会）。

キーパーソンによる迅速な意思決定がな仕組みを作

ること（例えば，①地域の茶の間は，地域コミュニティ協

議会のどの部会にも属していないため，その大まかな方向

性については，地域の茶の間の担当である副会長を中心と

して，会長，事務局長等の少数のメンバーによって決定さ

れている（ 地域コミュニティ協議会），②世代間交流の大

まかなことは 町内会長と地区連合町内会福祉部長の 人

で決定している（ 町内会と地域団体間の協働））。

スタッフ間のコミュニケーションの場と頻度を確保

すること（例えば，①次年度の食事会の計画については，

月の役員会で，それまで出された改善に向けての意見を

もとに議論し， 月の新旧役員交流会で決定している（

地区町会連絡協議会），②世代間交流に関わっている高齢者

は，各地域団体をはじめ様々な組織に所属しているので，

そうしたいろいろな場で相談しながら進めていく（ 町内

会と地域団体間の協働））。

【今後の研究課題】

今後，ふれあいサロンの運営における適切な枠組につい

て分析を深めていくには，さしあたり，本稿での結論が他

の事例においても妥当するか否かの検証が必要である。
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 持続可能な地方移住のための組織社会化理論の地域応用 

勝田千砂・石山恒貴（法政大学大学院政策創造研究科） 

Keyword： 移住、地域愛着、組織社会化 

 

【背景・問題・目的】 

2014年、まち・ひと・しごと創世本部ならびに地方創生

担当大臣が設置された。これを受け、地方創生や地域活性

の機運が高まっている。地方創生において注目されている

のが移住である。しかし、移住希望者が移住に踏み切れな

い理由として、「地域にうまくなじめるか」という問題が上

位に挙がっている。筆者はこの問題にアプローチしたいと

考えた。具体的には、新規参入者が組織になじむためのプ

ロセスとして「組織社会化」という理論がある。これを移

住に当てはめ、移住者が地域になじむためのプロセスとし

て「地域社会化」という理論に援用することはできないか

と考え、3つのリサーチクエスチョン(RQ)を設定した。RQ1

「組織社会化理論を地域社会化という概念に援用すること

ができるか」、地域社会化に援用できた場合、RQ2「移住者

は地域とどのように関われば地域社会化されるのか」を設

定した。また、組織社会化理論には新規参入者が組織にな

じむことを促進する「社会化エージェント」という役割が

知られているため、RQ3「移住者の地域社会化を促進するた

めに社会化エージェントが果たす役割は何か」を設定した。 

なお、本稿における定義を記す。地域の定義は、引地・

青木(2005)が提唱した人々が愛着を形成する地域の定義を

用い、「普段、一定の人間関係があるような、居住地を中心

とする生活行動圏」とする。組織社会化は、高橋(1993)の

「組織への参入者が組織の一員となるために、組織の規

範・価値・行動様式を受け入れ、職務遂行に必要な技能を

習得し、組織に適応していく過程」とする。 

 

【調査1：地域社会化に関する質問紙調査】 

まず、RQ1 および RQ2 を解明するために、地域社会化が

地域愛着にどの程度影響しているかを確認する。調査方法

として、2016年10月12日から2016年10月13日にかけ

て全国の18歳から75歳までの男女の被雇用者に対し、株

式会社マクロミルを通じてインターネットによる質問紙調

査を行った。回答は無記名で行われた。回答者は520 名で

あった。評定方法は7件法で行い、回答方法は「全く思わ

ない」「ほとんど思わない」「どちらかといえば思わない」

「どちらともいえない」「どちらかといえば思う」「かなり

思う」「全くそう思う」で行った。調査結果について、因子

分析、重回帰分析を行った。 

組織社会化の尺度としては、質問項目が具体的で、回答

者が質問内容から各自の地域参画をイメージしやすくなる

と想定して、Haueter et al.(2003)の尺度「Newcomer 

socialization questionnaire」を使用する(29 項目)。筆

者が尺度を日本語に翻訳し、「組織」を「地域」に置換した。 

 地域愛着については、引地・青木・大渕(2009)の尺度「地

域環境に対する評価と地域に対する愛着の質問項目」を利

用する。本稿における「地域」の定義は引地・青木(2005)

を用いており、その後続の研究で使用された尺度(13項目)

を利用することで、一貫性を保つ狙いがある。 

 調査結果については記述統計により平均値と標準偏差を

確認し、天井効果およびフロア効果がないことを確認した。 

 

【分析結果1：地域社会化と地域愛着の関係性】 

回答者の地域活動への関わりに関する質問 29 項目につ

いて、主因子法・プロマックス回転の因子分析を行った(表

1)。初期の固有値(21.045、1.797、1.248、.724)と解釈可

能性から、Haueter et al.(2003)の尺度である組織、集団、

タスクとは若干異なる3因子を抽出した。抽出後の3因子

の累積寄与率は80.73%であった。29項目において、いずれ

の因子にも.40 以上の因子負荷量を示さなかった項目を除

外することを繰り返し、全項目でそれぞれ一つの因子に対

する負荷量が.449以上となった。 

 第 1因子は地域活動の目的や概要など、表層的な部分に

関する知識を持ち合わせているかどうかが焦点となるため

「地域活動社会化」と命名した。「地域活動社会化」因子が

地域活動の表層的な面に関する知識であるのに対し、第 2

因子は地域活動のより具体的な内容について知識を有する

ことが必要となるため「地域業務プロセス社会化」と命名

した。第3因子は地域の歴史や言語、名産品などへの理解

度に関する内容が含まれているため「地域文化社会化」と

命名した。また、各因子を構成する項目の得点平均を算出

して尺度得点とし、信頼性係数(α係数)を算出したところ、

地域活動社会化因子は.990、地域業務プロセス社会化因子

は.971、地域文化社会化因子は.851と十分な値が得られた。 

次に、回答者の地域愛着に関する質問13項目について、

主因子法・プロマックス回転の因子分析を行った。初期の
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固有値(6.584、1.306、1.060、.693)と解釈可能性から、引

地・青木・大渕(2009)の尺度とは若干異なる3因子を抽出

した。抽出後の3因子の累積寄与率は60.22%であった。13

項目において、いずれの因子にも.40 以上の因子負荷量を

示さなかった項目を除外することを繰り返し、全項目でそ

れぞれ一つの因子に対する負荷量が.41以上となった。 

 

表1：地域社会化に関する因子分析結果 

(プロマックス回転後の因子パターン) 

 

 

第1因子は地域の住みやすさに関する内容のため、「地域

定着」と命名した。第2因子は街並みや施設に関する内容

のため、「地域資源」と命名した。第3因子は地域の交流や

イベントに関する内容のため、「地域交流」因子とした。 

 また、各因子を構成する項目の得点平均を算出して尺度

得点とし、信頼性係数(α係数)を算出したところ、地域定

着因子は.878、地域資源因子は.839、地域交流因子は.898

と十分な値が得られた。 

地域愛着に関する3因子を従属変数として、どのように

地域社会化されれば地域に愛着を感じるかについて調査す

るため、重回帰分析を実施した(表 2)。いずれの従属変数

にも影響を与えているのは、[地域業務プロセス社会化]と

[地域文化社会化]であることがわかった。つまり、地域に

愛着を持つために効果的なことは、地域活動に関する具体

的な業務プロセスに明るいこと、地域の歴史、ルール、特

有の言葉などを理解していることが重要であると言える。

地域に理解を示し、地域の活動を知っているだけでなく業

務プロセスを理解できるレベルで参画することにより、そ

の地域を「住みやすい」「なくてはならない」と感じて地域

に定着していき、地域の自然や名産品などに肯定的な感覚

を持ち、より積極的に地域イベントに参加するようになる

と解釈できる。また、既婚者の方が地域に対して愛着を持

ちやすいことがわかった。さらに、[地域活動社会化]は、[地

域定着]および[地域資源]に負の影響を与えていることが

わかった。すなわち、地域活動について知っているだけで

はまだ地域社会化された状態にはなっていないため、地域

愛着が形成されていないと解釈することができる。 

 

表2：従属変数を地域愛着の各因子とした重回帰分析の結果 

  

つまり、地域活動について知っている段階ではまだ地域社

会化は促進されておらず、地域活動の業務プロセスを理解

できるレベルで参画することで地域に対する愛着が増し、

地域社会化が促進されていくことがわかった。 

 当調査により、地域社会化について、組織社会化の尺度

を用いて因子化することができた。この因子は、内容的に

も地域社会化における重要な要素を包含していると考える

ことができる。したがって、地域社会化は妥当な要素で構

成可能な概念とみなすことができよう。また、重回帰分析

により地域愛着との因果関係を導き出すことができた。こ

こからも、地域社会化の構成要素は地域愛着との関係性が

認められる。これにより、RQ1「組織社会化理論を地域社会

化という概念に援用することができるか。」について、組織

社会化という概念を十分に地域社会化に援用することがで

きたと結論付けることができる。 

また、重回帰分析の結果、[地域活動社会化]は[地域定着]

および[地域資源]に対して負の影響があることがわかった。

一方、[地域業務プロセス社会化]ならびに[地域文化社会

化]は、地域愛着の3つの因子すべてに対して正の影響があ
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ることがわかった。この結果から解釈できることとして、

地域活動の参与段階と地域愛着の関係性を読み解くことが

できる。地域活動に参画することそのものは最終的に地域

愛着に結びつくが、地域活動の目的や概要を知っている段

階ではまだ地域社会化された状態とは言えず、地域活動に

実際に参加し、その具体的な内容や活動のプロセスまで理

解することで地域社会化されると解釈できる。また、実際

に地域活動に参画することで地域の歴史や文化をより深く

知ることとなり、結果的に地域愛着に結びつくと言えるだ

ろう。したがって、RQ2「移住者は地域とどのように関われ

ば地域社会化されるのか。」については、移住者が地域活動

について知っているだけでは地域社会化されず、地域活動

に実質的に関わること、またはそれによって地域の文化に

対する知識を深めることによって地域に対する愛着を持て

るようになり、地域社会化が促進されると言える。 

 

【調査2：社会化エージェントが果たす役割に関する調査】 

筆者は移住の事例として、島根県隠岐郡海士町、和歌山

県那智勝浦町色川地域、そして高知県高知市土佐山地域を

比較した。それぞれに地理的立地、地域の歴史、またそれ

らを含む地域特性を活かした移住施策を行っていることが

わかる。注目したいのは、どの地域にも、移住者と地域を

つなぐ「社会化エージェント」が存在することである。海

士町では山内町長を中心とする町役場が、色川地域では原

和男氏を会長とする色川地域振興推進委員会が、そして土

佐山地域では吉冨慎作氏を事務局長とする土佐山アカデミ

ーが、その役割を担っている。そして、これらの社会化エ

ージェントは、移住者が主体となるよう配慮しながら、移

住施策、働き口の斡旋や仲介、地域住民との交流の場の創

出などを継続的に実施している。移住を促進するためには、

移住者が生活していくために必要となる支援にとどまらず、

移住後に定住するために地域住民との交流の場も積極的に

提供していくことが必要である。これらの担い手として、

社会化エージェントの役割が期待される。 

「RQ3：移住者の地域社会化を促進するために社会化エー

ジェントが果たす役割は何か。」を解明するために、筆者は

非公開のFacebook グループ「土佐山組」に着目した。「土

佐山組」におけるやり取りを分析することで、移住者と社

会化エージェントの日常の実態が明らかになるのではない

かと考え、吉冨氏に依頼のうえ、本稿執筆を目的に「土佐

山組」のメンバーに加わった。エッジキャンプメンバーや

移住者などがグループメンバーとして参加している。調査

方法として、テキストマイニングを選定した。調査対象は

「土佐山組」が作成された2014年4月26日から2016年9

月28日の期間において、グループページに投稿された内容

のすべてである。ツールはKHコーダーを使用した。投稿さ

れた全内容をコーディングし、クラスター分析を実施した。

これにより、「土佐山組」において誰が、どのような内容を

投稿しているかについて関連性と傾向を把握し、移住者お

よび土佐山アカデミーがどのように土佐山地域での地域活

動に関与しているのかを確認する。 

 

【分析結果2：人が巡る仕組みの創出】 

投稿全文を抽出し、コーディングしたところ、意味のあ

る16 のコードに分類できた(表 3)。また、これら16 のコ

ードをクラスター分析したところ、4 つに分けることがで

きた(図1)。 

 

表3：「土佐山組」投稿内容のコード一覧 

図1：「土佐山組」の内容に関する階層的クラスター分析結果 

 

土佐山アカデミーが主体となって発信している内容は、

第1クラスター、第2クラスター、第3クラスターの[求人]、
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および第4クラスターの[エッジキャンプ告知]である。第

1 クラスターと第 2 クラスターについては、行政、企業、

団体などから入手する情報を「土佐山組」に発信している。

移住者が主体となって情報交換をしているのは、第3クラ

スター「移住者の日々の生活に密着した情報」と、第4ク

ラスター「地域活動など地元住民との関わりに関する情報」

である。 

【分析結果 1】では、地域活動の業務プロセスを理解す

るレベルで地域活動に関わることで、地域社会化が促進さ

れることが解明された。「土佐山組」において、第4クラス

ターの内容が地域社会化に関連するが、主な発信者は移住

者である。土佐山地域では、社会化エージェントである土

佐山アカデミーが地域活動について発信するのではなく、

移住者が主体的に発信していることがわかる。 

なお、第4クラスターの [地域活動(イベント)]は[一時

滞在者]が近い関係性を示す理由として、[地域活動(イベン

ト)]とは、梅まつりや芋煮会といった誰でも参加できる類

のイベントを指すため、地域住民のための行事である[地域

活動(祭り)]とは異なる性質のものであることがわかる。 

この分析から、社会化エージェントである土佐山アカデ

ミーは「土佐山組」では求人情報や地域視察情報などの連

絡事項を伝えるにとどまり、日々の生活密着情報や地域活

動に関する情報は移住者が中心となって行っていることが

わかった。RQ3 の結論として、地域の社会化エージェント

は移住者の日常生活、ナリワイ活動、および地域活動に必

要以上に関与しないことで移住者の地域社会化を促進して

いることがわかった。さらに、土佐山アカデミーは地域視

察や企業研修の受け入れなどで地域にヨソモノがいること

を当たり前の状態にすることで、地域住民がヨソモノ慣れ

しており、移住者を受け入れやすい環境を作っていた。 

 

【考察・今後の展開】 

本研究の理論的含意として、次の 3 点を指摘すること

ができる。組織社会化理論を地域社会化という概念に援

用できることが明らかになったことにより、移住者を地

域社会化するという観点から、地域研究に新しい視座を

取り込むことができたことが第 1 の重要な含意である。 

また、因子分析ならびに重回帰分析により、地域社会化

を促進する因子について明らかにした。地域社会化を促

進する因子は[地域業務プロセス社会化]ならびに[地域

文化社会化]であることが明らかになり、中でもキーとな

るのは[地域業務プロセス社会化]であることが判明した

点が、第 2 の含意である。この 2 因子はむしろ Chao et 

al.(1994)の尺度である6次元(歴史、言語、政治、人々、

組織目標・価値観、成果のための職務熟達)と共通してい

る。さらにこの2因子の重要性は、Facebookグループ「土

佐山組」の分析結果からも明らかになっている。土佐山

地域では、社会化エージェントである土佐山アカデミー

が移住者の生活に関与しないため、移住者が主体的に地

域活動に関わっている。そのため、[地域業務プロセス社

会化]が促進され、またその結果、[地域文化社会化]に繋

がっていることが観察できた。さらに、地域社会化にお

ける社会化エージェントの役割について明らかにしてい

る。第 3 の含意として、社会化エージェントは、移住者

のリアリティ・ショックだけでなく、人が巡る仕組みを

作ることで地域住民のニューカマー・ショックにも対処

している点である。またこれは、組織社会化における先

行研究ではほとんど研究されていない。なお、移住者の

リアリティ・ショック軽減への対応の一つとして、社会

化エージェントは、地域活動おける必要以上の介入をせ

ず、見守りながら放置することで自立を促していたとい

う点も挙げておく。 

地方自治体と社会化エージェントの双方が同じ目的に

向かって活動することが地域活性においては重要と考え

る。地域住民を巻き込みながら移住者を増やしていくと

いう施策も含め、まずは地方自治体と社会化エージェン

トが手を携えて考えていくことが重要と考える。 
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437



 ラグビーワールドカップ 2019における外国人観戦客受入について 

○鈴木一寛（フィールドウオッチャー）・友成真一（早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科教授） 

 

 

Keyword：ラグビーワールドカップ 2019、外客受入、ユニークベニュー 

 

【研究の背景】  
オリンピック・パラリンピックゲーム、サッカーワール

ドカップと並んで世界の大規模スポーツイベントの一つで

あるラグビーワールドカップ（以下、「WRC」と言う）が日

本において開催する。2009年7月に国際ラグビーボート（当

時）理事会が 2019年の第 9回大会の日本開催を決定した。

翌年の 2010年に「ラグビーワールドカップ 2019組織委員

会（以下、「組織委員会」と言う）」が設立し、2019年日本

大会の準備及び運営に関する事業を担うこととなった。

2015年には組織委員会が全国12の開催都市を決定した（図

表 1）。 

開催都市 試合開催会場

札幌市 札幌ドーム

岩手県・釜石市※ 釜石鵜住居復興スタジアム（仮称）

埼玉県・熊谷市※ 熊谷ラグビー場

東京都 東京スタジアム 東京スタジアム

神奈川県・横浜市※ 横浜国際総合競技場

静岡県 小笠山総合運動公園エコパスタジアム

愛知県・豊田市※ 豊田スタジアム

大阪府・東大阪市※ 東大阪市花園ラグビー場

神戸市 神戸市御崎公園球技場    

福岡県・福岡市※ 東平尾公園博多の森球技場

熊本県・熊本市※ 熊本県民総合運動公園陸上競技場

大分県 大分スポーツ公園総合競技場

「※」の開催都市は共同開催

（出所：スポーツ庁ホームページ）

図表1.WRC2019東京大会開催都市

 

一方、前回の2015年英国で開催された第8回大会におい

ては日本チームが善戦したことにより日本国内のラグビー

人気に拍車をかけた。2019年の日本大会が国内外において

注目されることとなった。 

WRCの開催期間は約40日であり、ニュージーランドや豪

州、イングランドなどの強豪国からの観戦客は予選から決

勝ラウンドまでの長期間を開催国に滞在することが通例と

なっている。 

国(2016)がとりまとめた「ラグビーワールドカップ2019

の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針

（以下、『基本方針』と言う）」の中では「(2011 年第 7 回

ニュージーランド大会では)13 万 3 千人の観客が海外から

ニュージーランドを訪問し，平均で23泊の長期にわたって

滞在した」ことを示し、「(2019 年日本大会では)海外から

の大量の観客を想定して、外国人の受入体制を整備するこ

とが不可欠である」と提言している。2019年日本大会の機

会に訪日する外国人観戦客への受入体制の強化を重要視し

ている。 

また、2015年英国大会の経済面からの効果を示した「The 

economic impact of Rugby World Cup 2015」(EY,2016)で

は英国大会に海外から訪れた観戦客を 42万 2千人から 46

万 6千人と推計しており、2011年ニュージーランド大会よ

り 3倍以上の外国人集客があった。 

スポーツ庁のホームページでは、2019日本大会の特長を

次のとおり示している。 

(1)アジアで初のワールドカップ 

(2)ラグビー伝統国以外で初のワールドカップ 

(3)ラグビー（7 人制）がオリンピック種目に採用さ

れてから最初の大会 

 

【研究方法】 

 先行研究では、日本政策投資銀行が独自の調査レポート

として、「ラグビーワールドカップ 2019日本大会の九州に

おける経済効果試算」(2015)、「ラグビーワールドカップ

2019 開催による経済波及効果および開催都市の取り組み

について―経済波及効果推計2,330億円―」(2016)、「ラグ

ビーワールドカップ2019『岩手県・釜石市』開催に伴う岩

手県への経済波及効果」(2016)を公表しており、WRC2019

日本大会開催における経済波及効果や地域の取組を報告し

ている。また、元ラグビートップリーグ選手で、現在大学

の教員である向山昌利氏は「ラグビーワールドカップ2019

を契機とした『開発のためのスポーツ』の現状―アジアン

スクラムプロジェクトを事例として―」などラグビーの教

育的或いは社会的意義について説いた論文を執筆している。 

本稿では、WRC2019 年日本大会に観戦のため日本を訪問

する外国人に焦点をあて、受入体制の現状を整理する。加
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を契機とした『開発のためのスポーツ』の現状―アジアン

スクラムプロジェクトを事例として―」などラグビーの教
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本稿では、WRC2019 年日本大会に観戦のため日本を訪問

する外国人に焦点をあて、受入体制の現状を整理する。加
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【WRC2019日本大会への外国人観戦者の動向】 

2011年第 7回ニュージーランド大会では 13万 3千人の

外国人観戦者があり、2015年の英国大会では 42万 2千人

から46万6千人の外国人観戦者があったことを報告してい

る。過去の日本におけるスポーツイベントをみると 1964

年東京オリンピックでは約 5 万人の訪日外国人数あった

（「平成26年版観光白書」、2014）。2002年日韓サッカーワ

ールドカップにおける訪日外国人数については主催者や国

からの公表はないが、林(2004)は観戦に来日した外国人数

は約5 万人程度と推定している。訪日外国人数の推移をみ

ると1964年が約35万人、2002年が約523万人、2016年は

2,404万人と堅調に増加している。2020年の東京オリンピ

ック大会を控え、2019年には多くの訪日外国人の増加が予

測できる。 

WRC の主催者であるワールドラグビーの公式サイトを始

め、2019 年日本大会では 40 万人以上の外国人が観戦のた

め訪日することを試算している（注1）。2015年英国大会の外

国人観戦者数を参考に推計していることが憶測できるが、

2019年日本大会の特長である「アジアで初の」或いは「ラ

グビー伝統国以外で初の」開催であることを勘案すると、

観戦チケットの集客力を頼りに WRC2015英国大会程度の訪

日外国人数を確保できるという期待は早計である。試合観

戦以外の日本の魅力を付加した情報発信が前提となる。同

じチームの試合間隔は 4日間以上あるため、外国人観戦者

にとっては試合のない日の過ごし方に対して魅力的な付加

価値を促すことが不可欠となる。 

ワールドラグビーは大会ごとに公認旅行会社を指定し、

観戦チケットを組み合わせた旅行パッケージ商品の販売を

行っている。WRC2015 英国大会においては日本の JTB 社な

ど主要な参加国の代表的な旅行会社が公認を受けている。 

強豪国である豪州の WE LOVE RUGBY社の WRC2015英国大

会の観戦ツアーでは、最大41日間の旅行パッケージ商品を

供給しており、試合のない日には選択式の観光ツアーを用

意している。英国国内の観光地に加えてフランス、イタリ

ア、モナコ、ドイツ、オーストリア、トルコ、アイスラン

ドなどの英国国外の観光地への訪問も含まれている。最大

41 日の商品では豪州が出場する予選リーグから決勝戦ま

での観戦を含めて 26,815 オーストラリア・ドル（約 257

万円(注 2)）である。10 日間の商品では、豪州が出場する予

選リーグ 2試合及びその他 1試合の観戦を含めて 5,565オ

ーストラリア・ドル（約53万円(注2)）である。 

2015 英国大会の公認旅行会社であるニュージーランド

の Williment Sports Travel社では、ニュージーランドが

出場する予選リーグから決勝戦までの観戦を含めた最大

52 日の旅行パッケージ商品を販売した。料金は 39,895 ニ

ュージーランド・ドル（約342万円(注3））であり、試合のな

い日には、チェスターやエジンバラなどの英国国内の観光

地の他にフランス、スイス、オランダ、スイス、シンガポ

ール（トランジット時）の観光地への訪問が組み込まれて

いる。 

WE LOVE RUGBY 社及び Williment Sports Travel 社の長

期滞在者向けの観戦ツアー商品を並べてみたが、試合観戦

に加えて試合のない日には移動を厭わずに観光を満喫した

いという旅行者のニーズを反映した商品と言える。 

2019 年日本大会では試合観戦と観光を目的とした長期

滞在者のための旅行商品の企画及び造成が命題となる。4

日以上の試合間隔からは日本全国津々浦々の移動が可能で

ある。首都圏、中京、関西を中心とした所謂ゴールデンル

ートについては試合会場となっている地区が多く、新幹線

などの交通機関が整備されており、外国人にとっても容易

く観光が可能である。旅行会社のパッケージ商品に参画す

る外国人に対して、滞在時間の許す限りにおいては貴重な

体験ができる観光名所を多様に紹介できるかが受入国側に

求められている。急増する訪日外国人数の一因には、日本

人にとって関心の薄い観光地や施設を一部の訪日外国人観

光客により SNSを通じて紹介されることで外国人の訪問地

として盛況になった事例があげられる(注 4）。また、2015 年

英国大会時の観戦旅行商品と同様に中国や韓国などアジア

の近隣国と組み合わせた商品造成が考えられる。テーマ性

や共通の目的を加味したツアーを企画することが効果的で

ある。例えば、日本・中国・韓国の世界遺産を巡るツアー

や登山やマラソンなどのアクティビティを 3国で楽しむこ

とができるツアーの企画が考えられる。 

2019年日本大会の公認旅行会社には日本のJTB社など数

社が指定を受けている。各国の公認旅行会社（候補を含む）

には過去の大会の観戦ツアーに参加したリピーター客との

ネットワークがあるため、日本における観光ニーズの精査

が可能である。外国人観戦客の観光需要を期待する地方公

共団体やランドオペレター、DMC など受入側組織は公認旅

行会社との積極的に接触をはかり、魅力的な旅行商品の造

成に関与することが地方部への誘客を促すことに繋がる。 

 

【WRC2019日本大会に向けた国及び地方公共団体の取組】 

第 189回国会(2015)において「平成三十一年ラグビーワ
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ールドカップ大会特別措置法」が「平成三十二年東京オリ

ンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置

法」とともに成立した。法律には2019年日本大会をモチー

フにした寄附金付郵便葉書等の発行の特例や組織委員会へ

の国の職員の派遣等を定めている。また、基本方針には

「(2019 年日本大会の)準備及び運営が円滑に実施される

よう、関係府省庁間の連携を深めるため、関係府省庁連絡

会議を開催し，連携・支援方策を協議する」ことが示され

ている。各関係省庁が連携を強化し、2019年日本大会を成

功に導くための建設的な政策が期待できる。 

試合会場となる12の地方公共団体では、会場の改修作業

に注力している。会場の 12箇所中 10箇所が都市公園内に

設置されており、国土交通省が所管する社会資本整備総合

交付金が活用できる。一方、ハード整備の他にも大会ボラ

ンティアの育成などソフト面での受入体制整備を並行して

進めている。 

総務省では、地方財政措置により2019年日本大会を支援

している。特別交付税や地域活性化事業債を活用し、開催

自治体又は公認キャンプ候補地自治体に対して、歓迎イベ

ントの実施、選手団による現地体験、競技イベントの開催、

ボランティアの研修に要する経費や公認キャンプ地におけ

るスポーツ・トレーニング施設の環境整備に係る経費の一

部負担を可能としている。 

国土交通省では、WRC2019 日本大会の国内啓発を目的と

して、大会ロゴマークがプリントされた自動車のナンバー

プレートを提供するという画期的な行政サービスを開始し

た。 

公認キャンプ地には90の自治体の応募があった（注5）。公

認キャンプ地の募集主体となっている組織委員会(2015)が

定めた「公認チームキャンプ地ガイドライン」には、参加

国選手の宿泊施設の選定基準に、洋室トイレや Wi-Fi環境

の整備や刺青(タトゥー)への配慮などが条件とされている。

これらの条件は増加する訪日外国人の受入環境整備として

課題になっている事由であるため、キャンプ地の立候補を

機に地域の訪日外国人の受入体制強化に寄与することにな

る。 

 同ガイドラインでは「（公認チームキャンプ地の自治体は、

ウェルカムセレモニーの開催のために）行政区域内にある

観光名所や日本の文化を表現できる歴史的建造物等の使用

を求め」ている。所謂ユニークベニューであり、2015年英

国大会では、主に王室が管理する神殿などで開催されたウ

ェルカムセレモニーの様子を参加国のメディアが大きく取

り上げた（図表2参照）。華美な日本の伝統的建造物を世界

に発信することは観光目的地としての日本の魅力を伝える

機会となる。効果的なユニークベニューを実行できるよう

国と自治体の連携が不可欠となる。 

開催会場 チーム名

タワー・オブ・ロンドン ニュージーランド代表 

ブライトン ドーム サモア代表、日本代表

ロイヤル・ミリタリー・アカデミー・サンドハースト イングランド代表
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図表2.RWC2015英国大会のウェルカムセレモニー会場

 

 

【総括】 

2019年日本大会の特長である「アジアで初の」或いは「ラ

グビー伝統国以外で初の」開催について再度考察すると、

2019 年日本大会に向けた日本国内の啓発活動は重要であ

るが、日本以外では19の海外のチームが参加し、日本戦は

最大7試合であり、残りの41試合以上が日本以外のチーム

による試合となる。観戦チケットを購入するにあたっては、

自国の観戦を目的とすることに制限されるわけではないが、

日本人以外にも偏向なく外国人観戦者にチケットが販売さ

れることが望ましい。とりわけチケットの売れ残りは避け

るべき事態である。WRC とオリンピック・パラリンピック

ゲーム及びサッカーワールドカップとの差異には、WRC が

大口の企業スポンサーによる運営がないことがあげられる。

とりわけ収入面では一般の観戦者による観戦チケット購入

を依存するところが大きいのである。つまり、大会の成功

は観戦チケットの完売が必須となる。 

試合観戦だけによる集客力を想定せずに観戦チケットを

完売させるためには、日本の観光資源という付加価値が不

可欠である。 

第一段階では WRC2017東京大会を契機とした日本の観光

資源の海外発信に重点をおく必要がある。国レベルでは日

本国政府観光局(JNTO)が旗振り役となるが、開催地域や公

認キャンプ地が組織委員会と連携をして効果的な発信手段
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を構築することが望まれる。第二段階では、ハード面の受

入環境整備に加えて、訪問する外国人に対し、最善の「お

もてなし」をもって滞在期間中を満喫いただくことである。

「WRC2019 日本大会に向けた国、地方公共団体の取組」の

項においては、国や自治体による主にハード面の取組を記

述したが、一方で大会ボランティアの働きなど一般レベル

によるソフト面の視点が欠けていた。 

本稿では WRC2019日本大会における外国人観戦者の受入

について国や自治体の取組を中心に論じたが、今後は大会

運営における一般レベルの役割をチケット購入以外の部分

を中心に明確化することを研究課題としたい。 

 

 

【注釈】 

(注 1)ワールドラグビーの公式ホームページには、2019日

本大会を紹介するページ上で「ラグビーワールドカ

ップ 2019 は、豊かな文化と歴史を持つ日本という

国に、海外から約 40 万人のファンが訪れ」と記載

している他に、石田(2015)が「約40万 人もの海外

からの観光客が来日する」と記述している。 

(注 2) 1オーストラリア・ドル＝95.93円（2015年6 月

30 日 TTSレート,三菱 UFJ リサーチ&コンサルティ

ング） 

(注 3) 1ニュージーランド・ドル＝85.73円（2015年 6 月

30日TTSレート,三菱UFJリサーチ&コンサルティン

グ） 

(注 4)例えば、宮城蔵王キツネ村 

(注 5)執筆現在（2017年 8月1日）選定過程中である。 
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公共 ROAのベンチマークデータ収集と AIによる試行分析 

天神良久（東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻） 

Keyword： 公共施設マネジメント、公共施設等総合管理計画、施設評価、AI(人口知能) 

 

【問題・目的・背景】 
全国の自治体では、総務省発令の「公共施設等総合管理

計画」を平成29年 3月末終了で策定している。多くの自治

体では、今後の取組目標として「公共施設の総量削減」、「公

共施設の長寿命化」を掲げている。ただ、今後総量削減す

る場合の建物評価・優先順位の検討に向けた物指しは具体

的な会計評価的な数字が社会に無く、客観的な評価が困難

な状況である。そこで、2016年東洋大学根本祐二教授によ

り論文発表された「公共 ROA」のデータ収集を行い客観的

な建物評価指標のベンチマークデータの収集と分析を行う。

また、将来ビックデータ化する「公共ROA」データのAI（人

口知能）による試行分析を行い今後の展開を考察する。 

公共ROA(Return On Assets＝総資産利益率（利益/資産）)

とは、施設規模、コスト、利用度の 3項目を対象とする手

法。「施設規模⇒延床面積（㎡）」、「コスト⇒減価償却費を

含む総費用（円）」、「利用度⇒当該施設種類を評価する代表

的な指標（例：公民館であれば利用件数、小学校であれば

児童数）」 

①施設規模当たりコスト（円/㎡）：②施設規模当たり利

用度（人/㎡）：③利用度当たりコスト（円/人、件） 

 

 

 上図は、新宿区の公共施設等総合管理計画書内に掲載さ

れてい公共 ROA 図である。ｘ軸が「利用度/延床面積」、Y

軸が「コスト/利用度」であり、ゆえに右下の象限に存在す

る施設は「利用度が高く、利用コストが低い」いわば効率

が高い施設であることが分かる。 

【研究方法・研究内容】 

 多くの自治体では、総合管理計画の作成前に「公共施

設（マネジメント）白書」を作成し基礎となるデータの

整備を行っている。当研究では、東京都23区を選定した。

調査内容は、「白書の有無」、「利用度」、「コスト：施設運

営費（原価償却費）」等の記載の有無を調査した。 

【研究・調査･分析結果】 

 23区の白書内での掲載データ分析の一例を図 1に示す。

利用件数は14/23区で掲載があったが、施設別の利用件 

数は10/23区であった。 

図１ 23区の白書内の公共ROAデータ「利用者数」掲載状況 

 建物コスト等総合的なベンチマークデータとして白書

資料が整備されていたのは「新宿区、目黒区、北区、世

田谷区」であった。この４区より施設類型別の公共 ROA

ベンチマークデータの収集に成功した。 

 
図２ 小学校 新宿・目黒・世田谷区の公共ROA 

 小学校のベンチマークデータを図２に示す。建物利用

度当たりコストの平均が￥232,597/人、延床面積当たり
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 小学校のベンチマークデータを図２に示す。建物利用
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利用度の平均は 0.06人/㎡。また、3区の傾向としては、

青色の目黒区が利用度が全体的に高いが、利用度あたり

コストも高いことが分かる。また、効率が悪い第４象限

には目黒と新宿区の建物が多く存在していることが分か

る。また、区毎の特性も可視化され一目で比較できる。 

 

図３ 公民館 新宿・目黒・世田谷・北区の公共ROA 
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図４ 公共ROAの4象限 

効率が悪い（利用度が低く、利用コストが高い）建物郡
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 「質問：図書館「北区、目黒区、世田谷区、新宿区」

の利用頻度とコスト合計は？」の回答を図 5 に示す。青

の高さがコスト合計、緑の折れ線が利用頻度である。4

区を比較すると世田谷区の図書館が、利用度が高くコス
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【考察・今後の展開】 

 今後の展開は調査範囲の拡大と地方公共団体の区分別

（政令指定都市、中核都市、施行時特例市）のベンチマ

ークデータ収集と公開。また、将来のビックデータによ

る分析手法の一般分析モデルの作成。並び「公共ROA」に

よる分析手法の広報展開である。 

【引用・参考文献】 

・東洋大学PPP研究センター紀要 第7号 2017年 3月 

論文「公共施設等総合管理計画の実効性を高めるための

公共施設評価手法の開発」東洋大学 根本祐二 

・新宿区公共施設等総合管理計画 平成29年2月 

・新宿区施設白書 平成 28年3月 

・目黒区施設白書 平成25年 3月 

・世田谷区公共施設白書 平成 25年9月 

・北区公共施設白書 平成23年 6月 
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水産養殖産地に於ける自発的 次産業化のブランド戦略

～愛媛県宇和島市蒋渕地区の取組の現状と課題～

矢野邦子（愛媛大学）・香月敏孝（愛媛大学）

地域ブランド・地域活性・産学官連携

【はじめに】 
愛媛県宇和島市蒋渕地区は水産養殖産地である。国勢調

査によると同地区の人口は、平成 年に 人（うち

歳以上 人）であったが，以降５年ごとに 人（同

人）， 人（同 人）と減少し，平成 年には 人

（同 人）となっている。平成 年までは人口は比較的

維持されていたものの，その後は養殖業の不振と期を同じ

くして人口減少が止まらない状況となっている．平成

年の就業者 人のうち，養殖を中心とする漁業従事者は

人をも占めており，人口減少と高齢化が進行する下，養

殖産地の再編は地区の再生にとって極めて重要な課題であ

ることがわかる。蒋渕を出て仕事を求め、人口流失によっ

て限界集落に陥ることの課題解決の為、水産養殖業者、地

域住民、Ｕターン者ら 人は企業組合こもねっと（以下、

こもねっと）を立ち上げ６次産業化に取り組んだ。 年

までに養殖真鯛を中心とした商品開発も進んだ（ 矢

野・香月・山藤）。

片岡（ ）は、「農業・農村における社会貢献型活動」

とは、地域社会の公益や住民生活のニーズ、あるいは課題

解決に応える農業経営とそれに付随した地域活動あるいは

事業展開を指している。そして、同氏は「農業経営とそれ

に付随した地域活動あるいは事業展開」をみると、経営成

長や収益性を第一義とするだけではなく、「社会のためにな

る事業」であると意識づけられているものが少なからず存

在している。「社会のためになる事業」とは、農村社会をは

じめとした、地域社会の維持を目的として行われる社会活

動や、地域農業に関連した公益的な性格を有する取り組み

を指している。

生活環境の維持から始まった６次産業化のスモールビジ

ネスの、これからの販路開拓と商品のブランド戦略を考察

する。真鯛の養殖業者は漁協に鮮魚を売るだけの流通を、

６次産業化により、販路を拡大して行った。（図１参照）

ここでいうスモールビジネスとは、大企業との対比語で

あり、提案・企画・実行など、全てを少人数で決定し完結

する取り組みを指す。ここでは上記の 人が地域活性のた

めに動き出したビジネスを指している。

地域を売り込む方法や産学官連携の取組を始めた商品の

継続的なファン作りを調査し、ブランド戦略の現状とその

意味と課題を探っていく。

養殖魚

生産

漁協

従前

養殖魚

生産

漁協

変化後

流通
流通

こもねっと

デパート催事

スーパー催事

こもてらす
ＤＭ

蒋渕出身者

 
図 流通，出荷状況，販路の変化．

資料：筆者作成．

【研究・調査方法】

愛媛県内のスーパーや百貨店の催事、東京大阪など首都

圏への愛媛県ブースへの積極的な出店において、どのよう

なファンがつき、どのような反応があるのかを、筆者自身

も現場に赴き、対面販売を行ったこもねっとの従業委員に、

ヒアリングした。その他、売上等の資料の提供を受けた。

誰も知らない漁村だった蒋渕を多くの人に知ってもらい、

足を運んでもらうために、人が集う場を作ることになった。

年 月に完成した、観光交流施設うみの家こもてらす

（以下、こもてらす）の完成は、蒋渕の情報発信基地とな

った。閉塞的な田舎であった漁村で数多くのイベントが行

われ、地域外からの人が足を運ぶようになった。これらの

取組についても、こもねっと従業員からヒヤリングを行い、

ブランド戦略の戦略的発想として有効なのか考察した。

【調査･分析結果】

試食販売での強みは、直接購入者の意見や感想を得ら

れることである。顧客の視点で商品の企画や開発を行い

提供していくマーケットインの商品開発に繋げるために、

こもねっとの従業員自らが各地に赴き、リピーターを含

む、購入者の話しを聞き、商品の改良を重ねている。
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ヒアリングした。その他、売上等の資料の提供を受けた。

誰も知らない漁村だった蒋渕を多くの人に知ってもらい、

足を運んでもらうために、人が集う場を作ることになった。

年 月に完成した、観光交流施設うみの家こもてらす

（以下、こもてらす）の完成は、蒋渕の情報発信基地とな

った。閉塞的な田舎であった漁村で数多くのイベントが行

われ、地域外からの人が足を運ぶようになった。これらの

取組についても、こもねっと従業員からヒヤリングを行い、

ブランド戦略の戦略的発想として有効なのか考察した。

【調査･分析結果】

試食販売での強みは、直接購入者の意見や感想を得ら

れることである。顧客の視点で商品の企画や開発を行い

提供していくマーケットインの商品開発に繋げるために、

こもねっとの従業員自らが各地に赴き、リピーターを含

む、購入者の話しを聞き、商品の改良を重ねている。

主な商品として、真鯛のベシャメルソースは、真鯛の

骨をペースト状にしてホワイトソースを作ったものであ

る。鯛しょうゆの実は、真鯛の中落ちや皮を焼いて味噌

と野菜のみじん切りを炒めたものである。おうち カフ

ェごはんは、真鯛の一夜干しと野菜のソースを真空パッ

クに入れ、レンジで温めると食べられる商品である。お

魚レストランは味噌味やベシャメルソース味などのタレ

を真鯛の一夜干しと一緒に真空パックに入れ、レンジで

加熱して食べる商品である。（主な商品と価格は表１参

照）

表１ 主な商品と価格

商品名 価格
真鯛のベシャメルソース　 箱 円
鯛しょうゆの実　　　　　　　 箱 円
おうち カフェごはん　 袋入り 円
お魚レストラン　　　　　 袋入り 円
一夜干しセット　　　　　 袋入り 円  
出所．こもねっとホームページ通販画面より抜粋 
注．対面販売ではセット売りだけではなく、ばら売りも

している。この他にも、鯵の一夜干しやイカの一夜干し

など、季節で色々な海産物の加工品がある。

購入者の声で多いのは何か、こもねっとの従業員にヒ

ヤリングすると「商品の食品表示に添加物の表示が無い

ことに好感が持てる」ことであるという。安心安全が生

活者の注目の１つであり、割高である商品にもかかわら

ず、食べて味を確認すると、購入してくれる割り合が８

割に上ると言う。また、一夜干し等の真空パックの商品

は、賞味期限が冷蔵で 週間、冷凍で ヵ月と短いとい

う懸念材料も、添加物がないからと納得して購入してく

れると、こもねっと従業員はいう。

具体的な商品購入の動機を調査するため、 年 月

に県内の大手スーパーの催事で、こもねっと従業員が対

面販売を行った 名に対し、購入理由をヒヤリングし、

それを記述して意見を集めてもらった。真鯛の一夜干し

を購入した 代の女性は「鯛が美味しく塩分が高くない

のが良い」と話し、 代の女性は「以前、違うスーパー

の対面販売で買って美味しかったので、今日も購入した」

と話した。 代の男性は「見た目が良いから」と答えた。

（その他の意見は表 参照）

ヒヤリングの結果をまとめると、味に納得して購入し

た人は 名、見た目で購入した人が 名、価格で購入し

た人が 名、手軽さで購入した人が 名となった。添加

物がないことが売りだと、こもねっと従業員は話してい

たが、購入者の多くは試食した時の美味しさに納得して

購入したとみられる。透き通る海という漁場の環境の良

さと、身が美味しくなる安全な餌の管理で、養殖真鯛な

どの味は確実に向上し、商品の完成度は高いと購入者の

お墨付きを得た。各地の催事での対面販売では顔見知り

となり、リピーターも増えている。

表 対面販売で購入した人の動機

年代　・性別 購入した理由
２０代　女性 他のお店で買って美味しかったから
２０代　女性 調理が簡単で便利
２０代　女性 宇和島出身で真鯛の一夜干しは懐かしい味
３０代　女性 試食をしたら美味しかったから
３０代　女性 バジル味の真鯛の一夜干しが気に入った
３０代　女性 以前に食べておいしかったから
３０代　女性 試食して美味しくて手軽に調理できる
４０代　女性 試食して美味しかったから
４０代　女性 前回買って美味しかったから
４０代　女性 試食が美味しくてつい買った
４０代　女性 安くて美味しかったから
４０代　女性 試食して美味しかったので親に買って行く
５０代　男性 試食の真鯛が美味しかったから
５０代　男性 珍しいから
５０代　男性 以前に買って美味しかった。食べたくなった
５０代　男性 見た目が良い。美味しそう。
５０代　男性 美味しかったのでまた買いに来た
５０代　女性 試食が美味しかったら
５０代　女性 見た目が美味しそうだったから
５０代　女性 体によさそうと思った
６０代　女性 ちょうどいい大きさだったから
７０代　女性 鯛が美味しい。塩分が高くないのが良い。

出所．こもねっと 
注．2017年6月13日 愛媛県内大型スーパー催事にて、

ヒヤリングの結果 

愛媛大学との連携で学生のインターシップの受け入れ

も行っていった。こもねっとの取組を学生に伝え、上記

の対面販売に学生も同行し、購入動機をヒヤリングした。

表3 こもてらす主な事業 
平成26年度 平成27年度 平成28年度

主催事業 こもてらすオープン こもフェス
サイクル＆クルージング 大人キャンプ

特産品開発事業調査
共催事業等

体験型環境学習 体験型環境学習 体験型環境学習
地域包括モデル地区 蒋渕助け合い事業
インターシップ インターシップ

うわうみ婚  
出所．こもねっと

注．こもてらすを拠点とした地域のブランド化、商品の

ブランド化を戦略的に位置づけた活動
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また、こもてらすの活用により、蒋渕のブランド化や

商品のブランド化に寄与できるよう、数々のイベントを

受け入れ、自主企画もした。蒋渕地区の周辺の緑豊かな

風景やアップダウンの激しい山道など、サイクリストに

魅力的な場となっていることから、こもてらすはサイク

リストの休息の場ともなり、大阪や京都など県外の旅行

者が集う場と変化して行った。（表３参照）

こもてらすの認知度が上がり、サイクル＆クルージン

グイベントや、こもフェスと題して盛況を博した、海辺

での音楽コンサートや、うわうみ婚と題した結婚式など

を開催した。愛媛大学の留学生が蒋渕に入りワークショ

ップを行う と言う取り組みも継続的に行われた。学

生が中心に企画する、こもぶちカフェなども開催した。

大学生のインターシップの受け入れもはじめた。（表３参

照）

こもてらすの店内装飾などに、学生の意見も取り入れ

た。学生らのアイディアで、流木を使ったオブジェや、

ひおうぎ貝のカラフルな貝殻を使ったインテリア作りで

店内を飾った。蒋渕らしい雰囲気のある店内となった。

数々の取組やイベントの開催は、メディアの注目を受

けた。県内のテレビ、ラジオ、新聞で取り上げられるた

びに、観光客が足を運んだ。

ひっそりと住民だけが交流していた漁村に多くの人が

集い目的地にして、遊びに来る地域に変化している。「

こもねっと」の商品開発を後押しする、イメージ戦略、

ブランド戦略として「こもてらす」の取組が蒋渕のブラ

ンド化を牽引している。こもてらすは、地域活性のシン

ボルとして位置付けられた。地域活性の為のコミュニテ

ィビジネスとして、海の見えるカフェ＆レストランであ

る、こもてらすの創設も住民の心を動かし、地域活性の

為の意識向上の原動力となった。地域住民が、地域で働

く雇用の場もできた。専従従業員 名とパート 名でこ

もねっとは運営されている。

こもねっと全体の売り上げの推移は、平成 年度は

円であり、平成 年度 円となり、

平成２８年には 円となった。（表 参照）

地域のイメージ戦略と共に、食品のブランド戦略とは、

品質の確かさと安全性と、購入者がお金を払うことに幸

福を感じることだと考える。

６次産業化のブランド戦略の要は、購買層を読むこと

でもあった。通販の販路として、こもてらすのホームペ

ージに掲載した販路が中心であったが、平成 年度

月から、豊かな生活をおくるために、「少し贅沢なものを

買う喜びを求める人たち」をターゲットとした、 通販サ

イトに掲載したことが、売り上げが躍進した要因となっ

た。平成 年度は通販売り上げの中の 円、平成

年度は 円が、 通販サイトの売り上げとな

った。

表 売り上げの推移

平成２６年度
項目 金額 金額 対前年比 金額 対前年比
売り上げ
通販販売
催事販売
こもてらすカフェ・弁当販売
補助金

平成２７年度 平成２８年度

出所．こもねっと 
注．補助金も売上金に加算している。 

しかしながら、目標であった 万円を超えても原

材料の原価が売価の ％であり 年度の純利益が 万

円であった。利益率を上げるために単価を上げ少量生産

でも購買層に欲しいと思わせる商品開発を進め、薄利多

売に走らずにターゲットを読み間違えず、自分たちの顧

客層を決めたマーケットインの売り方、商品開発を続け

る必要があると考える。

補助金は 年度地域経済循環創造事業 円

で、こもてらす建設事業の一部として使用し、 年度え

ひめ南予いやし博自主イベント補助事業（愛媛県）

円ではお弁当の開発や、こもフェス（

こもてらす）、和太鼓コンサートなどを行った。愛媛県誘

客促進事業（愛媛県観光物産協会） 円では、サイ

クル＆クルージングイベントに使用した。 年度 小企

業組合成長戦略事業（愛媛県中小企業団体協議会）

円は、 への取り組みを行い、愛媛県誘客促

進事業（愛媛県観光物産協会） 円は、おとなキャ

ンプに活用した。六次化チャレンジ推進事業（愛媛県）

円は一夜干しの調理方法をレンジ以外に広げる

など既存の商品開発のブラッシュアップ等に使用した。

今後は他の産物である岩牡蠣の加工品作りや、富裕層

向けの商品開発に向かって動き始めた。

【考察・今後の展開】

生活環境の維持を目的として始まった６次産業化は、

販路拡大のためのブランド戦略を、地域ブランド戦略と

して、こもてらすの創設と活用を中心に行われた。地域

を知ってもらう取組として様々なイベントを行い、県内

外からの集客があった。
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外からの集客があった。

ここでいう、 次産業化のブランド戦略とは、地域に対

する生活者からの評価であり、「地域そのもののブラン

ド」と「地域の特徴を生かしたマーケットインの商品ブ

ランド」を同時に高め、地域活性化を実現することであ

ると考える。（図２参照）

売り上げをのばしていく指標だけでなく、どのくらい

評価されているか、評価とは好意を持って地域や商品を

支持してくれているか、という視点が 次産業化の商品

開発やマーケティングには重要と考える。

生活者の視点

【商品を購入する人】

　　　地域ブランド

商品の視点 農山漁村の地域の視点

【マーケットインの商品】 【住民の視点】

図２ ブランド戦略のイメージ

資料 筆者作成

生活者からの信頼がなければ、市場に残れない。商品

を購入する生活者の視点を重視し、表示内容の詐称のな

いように真摯に取り組んでいくことがブランド戦略の要

ともなる。

マーケットインの商品を作り続けることは、時として

プロダクトアウトの商品開発に陥りがちな、次産業化の

弱点を常に意識していくことが大切である。プロダクト

アウトの商品開発とは、商品の作り手の都合で商品を完

成させ、良いものなのに売れないという 次産業化の商

品開発の陥りがちな手法である。地域の問題解決の為の

商品開発であっても、その地域の特徴の付加価値が付か

なければ、魅力ある商品にはならない。購買意欲をかき

たてる商品開発は何かということを、常に心掛けていく

ことが必要となる。

次産業化のブランド戦略の根底にあるものは、地域の

活性化である。地域の生活を守るために住民の生活環境

の維持と向上が望めるものであることが大切となる。

「商品を購入する生活者の視点」「マーケットインの商

品開発の視点」「農山漁村の地域住民の視点」これらの３

つが地域ブランドを確立し、そして、それがまた商品の

ブランド戦略と繋がっていく。

地域ブランドの確立が農村漁村のスモールビジネスにお

いて、商品のブランド戦略に大きな後押しになっていく。

限界集落だからこそ、できることがあるとすれば、動かな

ければ集落は消滅すると言う危機感の後押しだと考える。

「こんな場所には誰も興味を持たないし、誰も来ない」と

言っていた、こもねっとの 人が、商品開発に係わった地

区外の人に「誰もが集う場があれば、美しい海と自然を求

めて人は集まる。整備された自然が観光客の受け入れの場

となる」という声に耳を傾け、実行に移したことが、こも

てらすを作る原動力となり、蒋渕の再生のシンボルとなっ

ていった。平成 年度からは、こもてらすのイベントにも

多くの人が訪れ（表５参照）、来客数は年間 人となり、

多くの人が足を運ぶ場となった。

表５ こもてらすイベント集客人数

開催年度 イベント名 参加人数
平成２７年度 えひめ南予いやし博自主イベント補助事業　こもフェス（ZIPANG　IN　こもてらす）7９名
平成２７年度 愛媛県誘客促進事業（愛媛県観光物産協会）サイクル＆クルージング ５０名
平成２８年度 愛媛県誘客促進事業（愛媛県観光物産協会）おとなキャンプ １０名  
出所．こもねっと

水産養殖産地の 次産業化のブランド戦略の取組として

は、スモールビジネスであり、養殖漁業組合の組織的な取

組ではないところが、新鋭的な取り組みと考える。始まり

は、地域活性の為の 次産業化を住民が御講と言う場で酒

を酌み交わし、始まった取組であった。（ 矢野・香月・

山藤）

今後は、地域密着の発信型観光産業として、６次産業化

のブランド戦略の延長線上に、グリーンツーリズム、メデ

ィカル・ヘルスツーリズム、イベント関連ビジネス、レジ

ャー関連ビジネス、宿泊関連ビジネスとして、旅行客を誘

致するケースを想定し、コミュニティビジネスとして成長

させていくことができると考える。地域主導の観光産業と

して、スモールビジネスの持続可能性についても、今後観

察して行きたい。

【引用・参考文献】

矢野邦子・香月敏孝・山藤篤 農林業問題研究

水産養殖産地における自発的販売組織の展開と産地再編

（ ）

伊庭治彦・高橋明広・片岡美喜 農林統計出版

農業・農村における社会貢献型事業論

澤野久美 筑波書房 社会的企業をめざす農村

女性たち

根岸裕孝 鉱脈社 中小企業と地域づくり
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オープンデータを用いたアプリケーションと地域活性

本田正美（東京工業大学）

： オープンデータ、地域活性、アプリケーション

【研究の背景と研究の構成】 
主に公共機関などが保有するデータを自由に二次利用可

能な形式で公開するオープンデータの取り組みが広がりを

見せている。

日本政府では、2012年に「電子行政オープンデータ戦略」

を策定し、その後も本年2017年には「オープンデータ基本

指針」を決定するなど、その取り組みの推進を図っている。

自治体においてもオープンデータの取り組みは浸透して

いる。その端緒として、福井県鯖江市が「データシティ鯖

江」を掲げ、先駆的にオープンデータの推進を図ってきた

ことがあげられる(早田ら 2015)。その他に、例えば神奈川

県横浜市もオープンデータの推進に力を入れている自治体

である。横浜市におけるオープンデータの取り組みの特徴

として、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。昨年度の地域活性学会の

研究大会では、それら自治体におけるオープンデータの取

り組みに着目し、地域活性のアクターの顕在化及びに可視

化の契機としてオープンデータの推進を定位できることを

指摘したところである(本田2016)。

本研究は、オープンデータが推進される中で、そのデー

タを使ったアプリケーションの開発に着目する。公開され

たオープンデータを用いてアプリケーションが開発される

ことで、地域活性に何らかの効果がもたらされるのか否か。

開発されたアプリケーションの事例研究を行うことにより、

その可能性について議論する。

【研究方法】

本研究では、オープンデータを使って開発されたアプ

リケーションに着目する。具体的には、政府CIOポータ

ルに掲載されているオープンデータの利活用事例である

「オープンデータ100」[1]に着目する。

政府CIOポータルは、政府の IT総合戦略室が情報提供

を行うサイトである。ここに、オープンデータ施策に関

する情報も掲載されている。その中に、オープンデータ

の利活用事例を紹介する「オープンデータ100」が掲載さ

れており、そこで情報提供が行われている30の活用事例

につき、本研究では事例分析を行うのである。

【研究内容】

「オープンデータ100」では、それぞれの「事例」につ

き、「概要・テーマ」と「事業者等」が掲載されている(表

1)。30の事例につき、「事業者等」で整理すると、企業13

例、自治体9例、各種団体6例、教育機関2例であった。

表 「オープンデータ 」

番号 事例 概要・テーマ 事業者等

1 会津若松市消火栓マップ スマートシティ会津若松の実現へ Code for Aizu

2 アグリノート 農業×ICTを支えるオープンデータ ウォーターセル株式会社

3 イーグルバス 運用状況の見える化へのチャレンジ イーグルバス株式会社

4 カーリル 日本だからできた図書館システム 株式会社カーリル

5 家計簿・会計アプリZaim 公共データでサービスを格上げ 株式会社Zaim

6 かなざわ育なび.net
行政データを集約してひとり一人にあわせて

リアルタイムに反映
横浜市金沢区

7 花粉くん オープンデータを“可愛く”使う 株式会社博報堂アイ・スタジオ

8 ココゆれ オープンデータで付加価値を 大和ハウス工業株式会社

9 5374(ゴミナシ).jp コードで地域課題を解決する Code for Kanazawa

10 さっぽろ保育園マップ 分散化したデータを一元的かつ容易に閲覧できる
Code for Sapporo

（パパママまっぷチーム）

11 さばえぶらり 役割分担という必勝法 ATR Creative

12 鯖江バスモニター データシティ鯖江への道 鯖江市

13 Sabotaつくえなう！ 女子高生発信の“ゆるい”まちづくり  鯖江市役所JK課

14 GEEO（ジーオ）
独自のアルゴリズムで物件販売価格を予想し、

不動産市場の健全な流通を実現
株式会社おたに

15 しずみちinfo いち早く道路規制情報等をリアルタイムで提供 静岡市

16 周辺環境スカウター 賃貸情報サイトの遊び心 株式会社イード

17 税金はどこへ行った 公共サービスの受益と負担の関係
Open Knowledge

Foundation Japan

18 全国避難所データベース 避難問題への解決策を、ITで 電通・ゼンリンデータコム

19
千葉市民協働レポート

(ちばレポ)
ちばレポが生んだ行政の効率化 千葉市

20 福島県帰還支援アプリ 被災地の最新情報を届ける 福島県

21 Night Street Advisor 高専発：夜道の明るさを可視化するアプリ
明石工業高等専門学校

知的情報環境研究室

22 富岳3776景 富士山でふたつの県がひとつに 静岡県・山梨県

23 マイ広報紙 ひとりひとりに届く広報誌へ
一般社団法人オープン・

コーポレイツ・ジャッパン

24 ミルモ 公共データは＋α で新ビジネスに 株式会社ウェルモ

25
室蘭市GIS情報の(一部)

オープンデータ化事業
オープンデータで“縦割り”をなくす 室蘭市

26 道路通行実績マップ 民間と官民の連携による情報提供
特定非営利活動法人ITSJapan他、

複数の民間団体

27 HalexDream! 「気象情報の新しい市場価値」の創出 株式会社ハレックス

28 台風リアルタイム・ウォッチャー 可視化によって社会全体の「減災」に
首都大学東京大学院

渡邉英徳准教授

29 佐賀わいわいWi-Fiマップ 佐賀のWi-Fiと観光・地域情報を発信 佐賀県

30 天サイ！まなぶくん 防災情報可視化ＡＲアプリ 葛飾区・株式会社キャドセンター

出所：政府CIOポータル(https://cio.go.jp/opendata100)
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オープンデータを用いたアプリケーションと地域活性

本田正美（東京工業大学）

： オープンデータ、地域活性、アプリケーション

【研究の背景と研究の構成】 
主に公共機関などが保有するデータを自由に二次利用可

能な形式で公開するオープンデータの取り組みが広がりを

見せている。

日本政府では、2012年に「電子行政オープンデータ戦略」

を策定し、その後も本年2017年には「オープンデータ基本

指針」を決定するなど、その取り組みの推進を図っている。

自治体においてもオープンデータの取り組みは浸透して

いる。その端緒として、福井県鯖江市が「データシティ鯖

江」を掲げ、先駆的にオープンデータの推進を図ってきた

ことがあげられる(早田ら 2015)。その他に、例えば神奈川

県横浜市もオープンデータの推進に力を入れている自治体

である。横浜市におけるオープンデータの取り組みの特徴

として、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。昨年度の地域活性学会の

研究大会では、それら自治体におけるオープンデータの取

り組みに着目し、地域活性のアクターの顕在化及びに可視

化の契機としてオープンデータの推進を定位できることを

指摘したところである(本田2016)。

本研究は、オープンデータが推進される中で、そのデー

タを使ったアプリケーションの開発に着目する。公開され

たオープンデータを用いてアプリケーションが開発される

ことで、地域活性に何らかの効果がもたらされるのか否か。

開発されたアプリケーションの事例研究を行うことにより、

その可能性について議論する。

【研究方法】

本研究では、オープンデータを使って開発されたアプ

リケーションに着目する。具体的には、政府CIOポータ

ルに掲載されているオープンデータの利活用事例である

「オープンデータ100」[1]に着目する。

政府CIOポータルは、政府の IT総合戦略室が情報提供

を行うサイトである。ここに、オープンデータ施策に関

する情報も掲載されている。その中に、オープンデータ

の利活用事例を紹介する「オープンデータ100」が掲載さ

れており、そこで情報提供が行われている30の活用事例

につき、本研究では事例分析を行うのである。

【研究内容】

「オープンデータ100」では、それぞれの「事例」につ

き、「概要・テーマ」と「事業者等」が掲載されている(表

1)。30の事例につき、「事業者等」で整理すると、企業13

例、自治体9例、各種団体6例、教育機関2例であった。

表 「オープンデータ 」

番号 事例 概要・テーマ 事業者等

1 会津若松市消火栓マップ スマートシティ会津若松の実現へ Code for Aizu

2 アグリノート 農業×ICTを支えるオープンデータ ウォーターセル株式会社

3 イーグルバス 運用状況の見える化へのチャレンジ イーグルバス株式会社

4 カーリル 日本だからできた図書館システム 株式会社カーリル

5 家計簿・会計アプリZaim 公共データでサービスを格上げ 株式会社Zaim

6 かなざわ育なび.net
行政データを集約してひとり一人にあわせて

リアルタイムに反映
横浜市金沢区

7 花粉くん オープンデータを“可愛く”使う 株式会社博報堂アイ・スタジオ

8 ココゆれ オープンデータで付加価値を 大和ハウス工業株式会社

9 5374(ゴミナシ).jp コードで地域課題を解決する Code for Kanazawa

10 さっぽろ保育園マップ 分散化したデータを一元的かつ容易に閲覧できる
Code for Sapporo

（パパママまっぷチーム）

11 さばえぶらり 役割分担という必勝法 ATR Creative

12 鯖江バスモニター データシティ鯖江への道 鯖江市

13 Sabotaつくえなう！ 女子高生発信の“ゆるい”まちづくり  鯖江市役所JK課

14 GEEO（ジーオ）
独自のアルゴリズムで物件販売価格を予想し、

不動産市場の健全な流通を実現
株式会社おたに

15 しずみちinfo いち早く道路規制情報等をリアルタイムで提供 静岡市

16 周辺環境スカウター 賃貸情報サイトの遊び心 株式会社イード

17 税金はどこへ行った 公共サービスの受益と負担の関係
Open Knowledge

Foundation Japan

18 全国避難所データベース 避難問題への解決策を、ITで 電通・ゼンリンデータコム

19
千葉市民協働レポート

(ちばレポ)
ちばレポが生んだ行政の効率化 千葉市

20 福島県帰還支援アプリ 被災地の最新情報を届ける 福島県

21 Night Street Advisor 高専発：夜道の明るさを可視化するアプリ
明石工業高等専門学校

知的情報環境研究室

22 富岳3776景 富士山でふたつの県がひとつに 静岡県・山梨県

23 マイ広報紙 ひとりひとりに届く広報誌へ
一般社団法人オープン・

コーポレイツ・ジャッパン

24 ミルモ 公共データは＋α で新ビジネスに 株式会社ウェルモ

25
室蘭市GIS情報の(一部)

オープンデータ化事業
オープンデータで“縦割り”をなくす 室蘭市

26 道路通行実績マップ 民間と官民の連携による情報提供
特定非営利活動法人ITSJapan他、

複数の民間団体

27 HalexDream! 「気象情報の新しい市場価値」の創出 株式会社ハレックス

28 台風リアルタイム・ウォッチャー 可視化によって社会全体の「減災」に
首都大学東京大学院

渡邉英徳准教授

29 佐賀わいわいWi-Fiマップ 佐賀のWi-Fiと観光・地域情報を発信 佐賀県

30 天サイ！まなぶくん 防災情報可視化ＡＲアプリ 葛飾区・株式会社キャドセンター

出所：政府CIOポータル(https://cio.go.jp/opendata100)

社会的な課題を解決するためのアプリケーションから、

企業の活動を支援するアプリケーションまで、その内容

は多様である。政府CIOポータルには、各アプリケーシ

ョンについて、その内容を紹介する資料が公開されてい

る[2]。そこでは、各アプリケーションが「防災減災」「少

子高齢」「産業創出」「防犯医療教育等」の四つに分類さ

れている。それを一覧にしたのが表 2 である。なお、15

番のように複数分野にまたがるものとして分類されてい

るものもある。

表２ アプリケーションの分類

分野 番号
防災減災 1、15、18、26、28、30
少子高齢 6、10
産業創出 2、3、4、8、11、12、14、15、16、20、22、24、27、29
防犯 医療 教育 等 5、6、7、9、13、17、19、21、23、24、25
出所：政府CIOポータル公開資料[2]より筆者作成

各アプリケーションの分類を見ると、産業創出に分類

されたものが多いことが分かる。その他、防犯などに分

類されたアプリケーションが続く。産業創出の中には、

14番や16番のように不動産や賃貸に関わり、オープンデ

ータを活用することで情報を可視化し、それをもって当

該分野での産業振興につなげようとするアプリケーショ

ンが見受けられる。このように、オープンデータを活用

した可視化を図るアプリケーションとして、その他に 3

番・4番・15番・21番・26番・30番などがあげられる。

オープンデータとして提供されるデータはまさにデータ

の羅列に過ぎないため、それらを用いて例えば 3 番のよ

うにバスの運行状況を可視化するといったことが行われ

るのである。産業創出に分類されたアプリケーションも、

その多くは、そのアプリケーションをもって直接的に何

らかの産業を創出すると言うよりも、特定のテーマに関

してオープンデータを用いて、その現況を可視化すると

いうものである。

1番・10番・13番・18番は公共施設の運用状況を可視

化するアプリケーションである。さらに、6番・9番・19

番・23番は公共サービスの提供のあり方につき改善を図

るアプリケーションである。主に公的機関が保有するデ

ータにつきオープンデータとして公開されていることを

鑑みると、まずは公的機関の施設やサービスについて何

らかの改善を図るためにオープンデータを用いたアプリ

ケーションが開発されるという流れになっている可能性

がある。

その他、7番・27番・28番は気象データを活用したア

プリケーションであり、これは日々の生活における環境

を改善するためのものである。防災減災に分類されるア

プリケーションも同様であると考えられるが、そのアプ

リケーションを活用することで、直ちに何らかの効果が

得られるというよりも、緊急時などでその真価を発揮す

ることが想定されているのである。

電子行政オープンデータ戦略をはじめとして、オープ

ンデータの取り組みに対しては、地域の活性への貢献が

目的のひとつとして想定されている。しかし、現状では、

オープンデータを用いて開発されたアプリケーションは、

それを以ってして直ちに地域活性につながるものではな

いと結論付けられる。ただし、社会的な課題の解決のた

めのアプリケーションが数多く見受けられ、それらにつ

いては経済的な効果以外の点で地域活性に貢献している

可能性がある。

なお、田畑(2015)において論じられているように、スマ

ートデバイス向けのアプリの活用による地域活性という

方法も想定される。例えば、アプリケーションを用いた

イベントの実施といったことも想定されるのであって、

その場合、アプリケーションの機能そのものを見て、そ

れが地域活性に資するか否かを論じても、それは不十分

なものになる。アプリケーションの活用方法に関する検

証も必要とされるのである。

「オープンデータ 100」には、いまだ 30しか事例が掲

載されていないため、その事例をもって、オープンデー

タを用いたアプリケーションが地域活性に資するところ

がないと判断するのは早計である。加えて、アプリケー

ション開発に直結させず、オープンデータを利用して既

存の各種サービスの改善を図るということも想定される。

それらオープンデータ利活用の事例については、一般社

団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構

(2016)のような事例紹介も行われているところである。こ

のようなデータのみの活用事例については、本研究で着

目した政府CIOポータルの30の事例には含まれておらず、

オープンデータを活用した地域活性を論じるのであれば、

それらデータのみの活用事例についての追加の検証も必

要とされるところである。

【研究結果】

本研究は、オープンデータが推進される中で、そのデ

ータを使ったアプリケーションの開発に着目し、公開さ
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れたオープンデータを用いたアプリケーションの事例分

析を行うことで、地域活性に何らかの効果がもたらされ

るのか否か議論した。

現状では、政府CIO ポータルにおいて公開されている

30 の事例を見る限り、オープンデータを用いて開発され

たアプリケーションが地域活性に直結しているとは言い

難い状況にある。オープンデータというものが公共機関

の保有するデータの公開という段階に留まっていること

から、それを用いたアプリケーションが開発されたとし

ても、あるテーマに関する可視化を行うものや公共サー

ビスの改善を行うものに取り組みが限定されていると言

える。公共機関のデータと企業が保有するデータを組み

合わせて、地域におけるビジネスの創造といった取り組

みにつなげるといったことが起きていないのである。一

般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機

構(2016)において紹介されている海外のオープンデータ

活用事例では、企業が保有するものも含めて多様なデー

タが組み合わされることにより、新たなビジネスの創造

や社会的課題の解決につなげられていることが見て取れ

る。ひるがえって、日本では、オープンデータを用いた

アプリケーションにより、これまでよりは何らかの事柄

につき少し便利になったということは実現出来ているも

のの、それが更に地域活性にまでつながるという段階に

は至っていないのである。 

【今後の展開】

今後もオープンデータの提供は広がるものと考えられ

る。そして、提供されるデータが増加することで、それ

らを用いて開発される新たなアプリケーションも増加し

ていくものと考えられる。本田ら(2016)は、オープンデー

タの取り組みにおける先行自治体の位置付けに関して分

析したものであるが、そこでは先行自治体の取り組みが

参照されることにより、同取り組みが広まっていったこ

とが示唆された。オープンデータを用いたアプリケーシ

ョンについても同様の広がり方が想定されるところであ

り、先行するアプリケーションが後続のアプリケーショ

ンの開発を招来することも想定される。例えば、オープ

ンデータを用いて開発されたアプリケーションが特定地

域の社会的課題を解決したり、地域活性に資する成果を

出したりすれば、それが呼び水となって、同様の取り組

みが広がっていく可能性がある。この広がりを追跡して

いくことが本研究の今後の展開である。

なお、本研究では、政府CIO ポータルにおいて公開さ

れているアプリケーションの事例分析を行ったが、政府

CIO ポータルでは紹介されていないアプリケーションも

存在する。例えば、福井県鯖江市の「データシティ鯖江

ポータルサイト」には多数のアプリケーションが紹介さ

れている[3]。また、千葉県流山市Webサイトには「なが

れやまアプリケーション展」があり、そこには複数のア

プリケーションが紹介されている[4]。政府CIOポータル

はあくまで代表的な事例のみを収集・公開しているに過

ぎず、オープンデータの取り組みが地域活性にいかに貢

献していくのか、その検証を行う上では、代表的な事例

に留まらない詳細な事例の分析が求められる。その詳細

の事例分析を行うことが本研究に残された課題である。

【注】

[1] 政府CIOポータル「オープンデータ100」 
https://cio.go.jp/opendata100 
最終アクセス 2017 年 8 月 7 日(その他のURL について

も同様)。 
[2] 政府CIOポータル「オープンデータ100事例資料」 
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/od100_cas

es_all.pdf 
[3] データシティ鯖江ポータルサイト「アプリ」 
http://data.city.sabae.lg.jp/applications/ 
[4] 流山市 Web サイト「ながれやまアプリケーション

展」 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10763/29589/019
707.html 

【引用・参考文献】

一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進

機構(2016)『オープンデータ利活用ビジネス事例集』 

http://www.vled.or.jp/results/opendata_business_usecases.pdf 

早田吉伸・前野隆司・保井俊之(2015)「オープンデータ推

進に向けた国内先進地域の特徴分析」『地域活性研究』

Vol.6 

田畑恒平(2015)「地域活性化におけるスマートデバイス向

けアプリの活用と課題」『地域活性学会研究大会要旨

集』

本田正美(2016)「地域活性を担うアクターズネットワーク

の可視化」『地域活性学会研究大会要旨集』

本田正美・野田哲夫・吉田暁生(2016)「オープンデータの

波及における先行自治体の位置付け」『研究報告情報シ

ステムと社会環境(IS)』、2016-IS-137(9)、pp.1-5
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れたオープンデータを用いたアプリケーションの事例分

析を行うことで、地域活性に何らかの効果がもたらされ

るのか否か議論した。

現状では、政府CIO ポータルにおいて公開されている

30 の事例を見る限り、オープンデータを用いて開発され

たアプリケーションが地域活性に直結しているとは言い

難い状況にある。オープンデータというものが公共機関

の保有するデータの公開という段階に留まっていること

から、それを用いたアプリケーションが開発されたとし

ても、あるテーマに関する可視化を行うものや公共サー

ビスの改善を行うものに取り組みが限定されていると言

える。公共機関のデータと企業が保有するデータを組み

合わせて、地域におけるビジネスの創造といった取り組

みにつなげるといったことが起きていないのである。一

般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機

構(2016)において紹介されている海外のオープンデータ

活用事例では、企業が保有するものも含めて多様なデー

タが組み合わされることにより、新たなビジネスの創造

や社会的課題の解決につなげられていることが見て取れ

る。ひるがえって、日本では、オープンデータを用いた

アプリケーションにより、これまでよりは何らかの事柄

につき少し便利になったということは実現出来ているも

のの、それが更に地域活性にまでつながるという段階に

は至っていないのである。 

【今後の展開】

今後もオープンデータの提供は広がるものと考えられ

る。そして、提供されるデータが増加することで、それ

らを用いて開発される新たなアプリケーションも増加し

ていくものと考えられる。本田ら(2016)は、オープンデー

タの取り組みにおける先行自治体の位置付けに関して分

析したものであるが、そこでは先行自治体の取り組みが

参照されることにより、同取り組みが広まっていったこ

とが示唆された。オープンデータを用いたアプリケーシ

ョンについても同様の広がり方が想定されるところであ

り、先行するアプリケーションが後続のアプリケーショ

ンの開発を招来することも想定される。例えば、オープ

ンデータを用いて開発されたアプリケーションが特定地

域の社会的課題を解決したり、地域活性に資する成果を

出したりすれば、それが呼び水となって、同様の取り組

みが広がっていく可能性がある。この広がりを追跡して

いくことが本研究の今後の展開である。

なお、本研究では、政府CIO ポータルにおいて公開さ

れているアプリケーションの事例分析を行ったが、政府

CIO ポータルでは紹介されていないアプリケーションも

存在する。例えば、福井県鯖江市の「データシティ鯖江

ポータルサイト」には多数のアプリケーションが紹介さ

れている[3]。また、千葉県流山市Webサイトには「なが

れやまアプリケーション展」があり、そこには複数のア

プリケーションが紹介されている[4]。政府CIOポータル

はあくまで代表的な事例のみを収集・公開しているに過

ぎず、オープンデータの取り組みが地域活性にいかに貢

献していくのか、その検証を行う上では、代表的な事例

に留まらない詳細な事例の分析が求められる。その詳細

の事例分析を行うことが本研究に残された課題である。

【注】

[1] 政府CIOポータル「オープンデータ100」 
https://cio.go.jp/opendata100 
最終アクセス 2017 年 8 月 7 日(その他のURL について

も同様)。 
[2] 政府CIOポータル「オープンデータ100事例資料」 
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/od100_cas

es_all.pdf 
[3] データシティ鯖江ポータルサイト「アプリ」 
http://data.city.sabae.lg.jp/applications/ 
[4] 流山市 Web サイト「ながれやまアプリケーション

展」 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10763/29589/019
707.html 
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 被災地における創業の生態系〜「日和キッチン」の事例から 

山崎泰央（石巻専修大学経営学部） 

Keyword： 東日本大震災、被災地、創業 

 

【はじめに】 
 東日本大震災の被害を受けた宮城県石巻市では、復旧・

復興の過程で多くのボランティアが訪れた。石巻市災害ボ

ランティアセンターの集計では、2013 年 3 月末時点で 11

万 6千人のボランティアを、47都道府県、世界 20カ国か

ら受け入れたという。 

 なかでも 1年以上の長期間、ボランティア活動で滞在す

るうちに、石巻に定住する者も現れた。ある者は活動を継

続するためにボランティア団体を立ち上げ、ある者は就職

し、またある者は事業を立ち上げた。 

 事例で取り上げる「日和キッチン」は、主に朝食を提供

するカフェである。2012年の内閣府復興支援型地域社会雇

用創造事業の支援を受けて、2013年 4月に石巻市中心部の

横町「富貴丁通り」に開店した。開業当初は、東京などか

ら早朝に到着するボランティアに、朝食を提供する目的で

始まった。やがて、店舗のある富貴丁通りのまちづくりを

プロデュースするようになっていった。 

 同店のオーナーである A氏は、日和キッチンが入居して

いる建物を活用し、創業者の手助けをし、町を活性化する

活動をしている。現在は「富貴丁通」という、空き店舗を

含めて 15 店舗程度が並ぶ狭い範囲であるが、よそ者の A

氏が通りの商店主から信頼を得て、まちづくりを手がける

までになっている。A 氏の地域における立場と役割の変容

について取り上げ、この事例が、他の地域における小さな

創業の生態系づくりに寄与することを期待している。 

 

【日和キッチンの創業動機】 

 「日和キッチン」は2013年4月「よそ者目線で石巻の
食文化を新たに開拓すること」をミッションに、A 氏に
よって創業された。A 氏は飲食業の経験は全くなく、東
京で建築士をしていた。 
 A氏が初めて石巻に訪れたのは、2011年 5月だった。
その後、ほぼ隔週ペースでボランティアに携わるように

なった。通い続けるうちに、東京からボランティアにき

ても、高速バスは早朝に到着するため、目的の活動が始

まるまで休憩する場所がない、という不満を感じるよう

になった。特に、冬場は寒い中、おおきな荷物を抱えて、

時間まで屋外で待つのはつらいことだった。 

 A氏は、運良く石巻の商店街にあったK呉服店のご夫
婦と知り合い、休息の場所を手に入れることができた。

通い続けているうちに、知り合いが増え、震災後できた

地元のまちづくり団体の理事になったことなども幸いし

た。 
 K 呉服店に滞在するようになってからは、店主の奥さ
んから朝食をいただけるようになった。そうした手料理

から、A氏は石巻の家庭料理や食材のおいしさに感動し、
他の人にも知ってもらいたいと思うようになった。 
 さらに家庭料理を通じて、石巻の食に関心を持つよう

になったA氏は、地元の人があまり注目していない食材
を知ることになる。石巻では野生の鹿が増えすぎて、年

間1500頭ほど駆除されている。しかし、駆除された鹿肉
が思うように消費されていない事実を知った。A 氏が鹿
肉について調べてみたところ、鉄分が多く含まれ、脂肪

の少ない赤身肉で健康的な食材であるということが分か

った。そこで、地産地消で鹿肉を調理する飲食店があっ

たらと考えるようになった。 
 以上のように、①早朝到着するボランティアに朝食と

休息の場所を提供したい、②石巻の家庭料理を多くの人

に知ってもらいたい、③鹿肉の地産地消をすすめたい、

といった理由から、A 氏は「日和キッチン」の開業を決
意した。 
 
【日和キッチンの開業】。 

 2012年より開業準備を始めた。石巻を歩き回り、イメ
ージに合うような物件を探した。そして、富貴丁通に現

在の店舗となる築 100年の物件を発見した。物件の所有
者を近所の店舗の人から聞き出し、所有者と直接賃貸契

約を結ぶことに成功した。 
 しかし、物件は10年以上借り手もなく、しかも震災の
被害を受けて荒れ果てたままだった。A 氏は建築士なの
で設計はしても施工までしたことなかったが、資金もな

いので、DIYで改修をすることにした。 
 DIYとはいえ創業資金は総額で300万円程度かかった。
200万円は内閣府復興支援型地域社会雇用創造事業の「文
化な仕事創造事業」から支援を受けられたが、残りは自

己資金で賄った。 
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 こうして、2013年 4月「日和キッチン」は開業した。
営業は土曜日、日曜日の早朝の朝食とランチで始めた。 
 2014年になると石巻の復旧は進み、ボランティアの数

が減ってきた、それととともに売上げも減少してきた。

それまで、A氏は東京で建築の仕事をしながら、平日営業

はスタッフに任せ、週末に石巻へ通っていた。もともと

日和キッチンの対象顧客はボランティアだったので、廃

業しても良かったが、これを機に石巻へ移住して、ビジ

ネスとして継続することを決心した。 

 

【小商い支援】 

 日和キッチンを続けているうちに、A氏は顧客を増やし

て営業を継続するためには、店舗という「点」ではなく、

町という「面」の発展が必要だと考えるようになった。

その上で、石巻をシャッター街から復活させて、最先端

のモデル都市にしたいという目標を持つようになった。 

 それというのも、日和キッチンを始めてから、スタッ

フが独立することが続いたからからだった。しかも、独

立したからといって顧客を奪い合うのではなくて、お互

いの魅力を分かった上で、紹介し合って顧客の幅を広げ

ていた。 

 そこで、日和キッチンという空間を使って「小商い支

援（創業支援）」をするとともに、通りの空き店舗にテナ

ントを誘致することを2015年より始めた。 

 「小商い支援」は日和キッチンの入居物件の空きスペ

ースを借り増して、商いをしたい人にサブリースするこ

とから始めた。これで、日和スタイル、東北家族などの

店舗が営業を始めた。 

 さらに、2016年 1月からは、平日昼の時間帯を使って、

「日替わりオーナー制度」を始めた。これは1日5000円

もしくは1カ月 15,000円で、カフェの営業を希望するオ

ーナーに対して、特定の曜日に店舗を貸し出すプログラ

ムである。A氏自身も飲食店経営を無経験から始めたので、

リスクなくお試しで始められる制度を作ったのだった。A

氏の経験を基に飲食店経営のアドバイスを受けながら、

固定客を獲得し、自立をすることを意図していた。これ

まで4人がオーナーとなって、1人が独立して店舗を持つ

までなっている。 

 このように、日和キッチンという「点」を起点に、「小

商い」オーナーのネットワークという「面」的展開が図

られ、富貴丁通の魅力が向上するようになった。 

 そのような活動が評価されて、A氏は富貴丁通の空き物

件のオーナーから、テナントの誘致の依頼を受けるまで

になった。A氏は町にふさわしい商売をする人を探して誘

致するとともに、建築家としての能力を活かして、低費

用で改装できるように設計もしている。 

 

【富貴丁通のにぎわいづくり】 

 富貴丁通に人を呼び込むためには、震災前から商いを

営む店舗と協調して「通り」の魅力を高めなくてはなら

ない。しかし、旧来の商店主たちは、過去の事情からお

互いに積極的に協調する様子がなかった。しかし、通り

にある御稲荷さんの祭事だけは、通りの人たち全員が顔

を揃えて礼拝する姿があった。 

 これを見た A 氏は、通りに関わる有志で実行委員会を

結成し、「富貴丁スペタコペタ市」を始めた。春と秋の祭

事に合わせてお祭りをすることで、富貴丁通の魅力を伝

え、賑わいをつくることが目的だった。 

 スペタコペタ市は2016年4月から始まり、現在3回を

数えている。 

 

【創業の生態系づくり】 

 2016年 12月、A氏は日和キッチンの営業を終え、地元

の人に引き継いだ。現在は富貴丁通の物件を 2 軒サブリ

ースして運用するとともに、本業の建築士としての仕事

をしながら、通りのプロデューサーの様な役割も果たし

ている。 

 最初はボランティアに朝食を提供する「日和キッチン」

1店舗から始まり、次に「小商い支援」を始め、そして通

り全体を巻き込んだお祭りに取り組んだ。富貴丁通を歩

く人も増え、空き店舗がなくなりつつある。A氏の目論見

は達成したといえる。 

 A 氏はカフェのオーナーから町のプロデューサーへと

役割を変化させ、活動の幅を点から面へと広げていった。

このような取り組みが他の地域へ移植できれば、まちづ

くりという観点から、創業者が創業者を育てる生態系づ

くりが可能になるといえる。 

 

【参考文献】 

A氏石巻専修大学復興ボランティア学講演（2016年 4月

16日） 

A氏インタビュー（2016年6月 8日） 

 

※本研究は JSPS 科研費 15K11939 の助成を受けた
ものです。 
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産学協同による離島でのワーキングホリデーの試み島根県西ノ島での事例 

 

久宗航太（上智大学観光研究会）久宗周二（高崎経済大学） 

 

Key words 産学共同、離島振興、ワーキングホリデー 

 

【問題・目的・背景】 

  

島根県西ノ島町は日本海に浮かぶ隠岐の島の四つの島

の一つにある町である。西ノ島町は、漁業（まき網漁

業、貝の養殖など）・畜産（肉用和牛の繁殖）・観光が主

な産業だが、人口は減少し続けている。西ノ島の漁業は

浦郷支所と別府支所の二つに大別することができる。漁

業協同組合ＪＦしまね浦郷支所は組合員数 981 名で、主

な漁業種類はまき網漁業、ズワイガニ・ベニズワイガニ

等のかご漁業、定置網漁業、刺し網漁業、一本釣り漁

業、採貝藻漁業などで、平成 24年の総水揚げ量は約３万

トン、金額にして約 25 億円と、小さい島ながら、県内

でも有数の漁師町である。また、西ノ島は平成４年に日

本で最初にイワガキ養殖に成功した「イワガキ養殖発祥

の地」でもあり、現在、その技術は隠岐４島へ波及し、

「隠岐のいわがき」として隠岐全体でブランド化に取り

組み、平成 19年以降は総販売金額にして常に 1億円を突

破する産業にまで成長している。島の中で岩がきの加工

ができれば、収入を上げられるが、人手がなく加工が間

に合わない。今までは、島外から学生等の短期アルバイ

トを受け入れることがなかった。 

島では人口が減少しており、今後は、積極的に島外か

らのマンパワーを受け入れることを考えている。そし

て、単に労働力として受け入れるばかりでなく、滞在中

は島を巡って、島の良さを知ってもらい、将来リピータ

ーとして島に訪れるなど、島の応援団を増やしたいと考

えていた。 

そこで、初の短期アルバイトを経験した発表者が、「国 

 

図1 西ノ島の摩天崖 

 

内版ワーキングホリデー」を西ノ島町の隠岐観光株式会

社と上智大学に企画し、提案した。そして、観光会社、

ホテル、大学が共同して、東京の大学生を受け入れて、

ワーキングホリデーを試行したので報告する。 
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図 2 イワガキのむき身 

 

【研究方法・研究内容】 

 

若者が海外で多く利用している働きながら観光するワ

ーキングホリデー制度は、二国・地域間の取決め等に基づ

き、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国

及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随

的な就労を認める制度である。各々の国・地域が、その文

化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青

少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めるこ

とを趣旨としている。日本では昭和 55年（1980年）にオ

ーストラリアとの間でワーキングホリデー制度を開始し

たのを皮切りに 14 か国・地域との間で同制度を導入して

おり、合計で年間約1万人となっている。ワーキングホリ

デーは国内でも、田舎での暮らしや農作業を通した自然の

営みへの興味の芽生えを持つ都市住民と、過疎化、高齢化

による労働力の確保、地域振興の課題をもつ地方地域を繋

ぐ制度として拡がりだしている。 国内ではグリーン・ツー

リズムの一環として、宮崎県西米良村などの地方自治体、

NPO 法人が中心となる比較的、新しい取り組みでなってい

る。基本は、農村に滞在して農作業を無償で手伝うボラン

ティアだが、賃金が支給されるものや、参加費制のワーキ

ングホリデーもある。現地までの交通費は実費で、代わり

に、農家が寝食を提供し、あくまで作業の手伝いに行くシ

ステムである。国内版ワーキングホリデー、長期滞在型の

アルバイトは、北海道での鮭定置網での加工作業や、沖縄

のサトウキビの収穫などがある。また、今年から総務省も

「ふるさとワーキングホリデー」と銘打ち、力を入れ始め

ている。しかし、個人で行う場合は、作業でほとんどの時

間を費やし、休みが少なく、観光やその他の体験をする機

会がない。また、休みなく働くことにより、観光やホリデ

ーの部分が乏しく、良いイメージを持てない。また、時に

は給料の未払いなどのトラブルが発生すると、逆にマイナ

スイメージを持ってしまう。 

西ノ島では、ワーキングホリデーばかりか、縁故者以

外の島外から学生等の短期アルバイトを受け入れること

がなかった。しかし、島では人口が減少しており、今後

は、積極的に島外からのマンパワーを受け入れることを

考えており、それと同時に観光業にも力を入れたいと考

えており、本研究に賛同していただいた。 

そして、研究にあたって、今後の継続性を考え、労働

条件などの詳細な制度設計や、上智大学や西ノ島町から

の金銭面でのサポートは受けないという点を留意した。 

検討した事項としては、就業の受け入れ態勢・宿泊先の

確保、食事の手配・島の探検する機会を大学・観光会社、

ホテルとで話し合い、東京の大学生を受け入れて体制を考

えた。また、アンケートもとり、参加者等の評価も調査し

た。 

 

 

図３ イワガキ磨きの様子 

454



 

図 2 イワガキのむき身 

 

【研究方法・研究内容】 

 

若者が海外で多く利用している働きながら観光するワ

ーキングホリデー制度は、二国・地域間の取決め等に基づ

き、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国

及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随

的な就労を認める制度である。各々の国・地域が、その文

化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青

少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めるこ

とを趣旨としている。日本では昭和 55年（1980年）にオ

ーストラリアとの間でワーキングホリデー制度を開始し

たのを皮切りに 14 か国・地域との間で同制度を導入して

おり、合計で年間約1万人となっている。ワーキングホリ

デーは国内でも、田舎での暮らしや農作業を通した自然の

営みへの興味の芽生えを持つ都市住民と、過疎化、高齢化

による労働力の確保、地域振興の課題をもつ地方地域を繋

ぐ制度として拡がりだしている。 国内ではグリーン・ツー

リズムの一環として、宮崎県西米良村などの地方自治体、

NPO 法人が中心となる比較的、新しい取り組みでなってい

る。基本は、農村に滞在して農作業を無償で手伝うボラン

ティアだが、賃金が支給されるものや、参加費制のワーキ

ングホリデーもある。現地までの交通費は実費で、代わり

に、農家が寝食を提供し、あくまで作業の手伝いに行くシ

ステムである。国内版ワーキングホリデー、長期滞在型の

アルバイトは、北海道での鮭定置網での加工作業や、沖縄

のサトウキビの収穫などがある。また、今年から総務省も

「ふるさとワーキングホリデー」と銘打ち、力を入れ始め

ている。しかし、個人で行う場合は、作業でほとんどの時

間を費やし、休みが少なく、観光やその他の体験をする機

会がない。また、休みなく働くことにより、観光やホリデ

ーの部分が乏しく、良いイメージを持てない。また、時に

は給料の未払いなどのトラブルが発生すると、逆にマイナ

スイメージを持ってしまう。 

西ノ島では、ワーキングホリデーばかりか、縁故者以

外の島外から学生等の短期アルバイトを受け入れること

がなかった。しかし、島では人口が減少しており、今後

は、積極的に島外からのマンパワーを受け入れることを

考えており、それと同時に観光業にも力を入れたいと考

えており、本研究に賛同していただいた。 

そして、研究にあたって、今後の継続性を考え、労働

条件などの詳細な制度設計や、上智大学や西ノ島町から

の金銭面でのサポートは受けないという点を留意した。 

検討した事項としては、就業の受け入れ態勢・宿泊先の

確保、食事の手配・島の探検する機会を大学・観光会社、

ホテルとで話し合い、東京の大学生を受け入れて体制を考

えた。また、アンケートもとり、参加者等の評価も調査し

た。 

 

 

図３ イワガキ磨きの様子 

 

図４ 岩がき磨きの様子①（いかだの上で作業する） 

 

 

図５ 岩がき磨きの様子②（いかだの上で作業する） 

 

【研究・調査・分析結果】 

 

自然や独自の文化、漁師との交流を通じて島にひか

れ、島の現状に問題意識をもつ観光会社の社長に今回の

企画を提案した。上智大学にも相談したところ、グロー

カルな視点をもつ学生を育てたいと大学側も企画に賛同

し、大学の募集で 2名の学生が参加。全国でも珍しい産

学共同の国内版ワーキングホリデーが実現した。 

期間: 平成 29 年 3 月 28～4月 4 日 6日間 

内容: ① 岩ガキの水揚げ、加工の手伝い。（５日）水揚

げした養殖の岩がきは塊になっているため、道具で個々

に分離した上で、殻に付いたフジツボなどの付着物をヘ

ラで外し、磨く作業である。常時 4 人の漁師さんと岩が

きの加工を行った 。三食付＋給料: 岩がきの剥き作業に

ついて日当をもらい宿泊費、食費はホテルの手伝いをす

ることにより、相殺した。（東京～島までの交通費は自己

負担） 

②現地の方による島の観光（２日） 

休日に観光して島の魅力に触れるというもので、地元の

島民が島の秘境や体験型観光を参加者に案内した。 

また、アンケートの結果は、「西ノ島町を好きになっ

た」、「楽しめた」、「地方を理解することに役立った」、

「来年も実施した方が良い」という点について、そう思

うと全員が答えた。 

学生の感想では、「仕事が楽しかった。大自然の中とい

う東京では経験できないこともできた。島の人みんなが

良い人だ。」、「岩ガキの職場の皆さんは本当に温かい人た

ちばかりで、カキ剥きの仕事ばかりでなく、休憩中の皆

さんとの対話も楽しみの一つとなったのが大きかったで

す。他にも、二人なのに大きなコテージに止まらせて頂

いたり、家に招待されて、一緒にＢＢＱをしたりとたく

さんの思い出ができました。」「西ノ島で広大な海を眺

め、心優しい島の人々と生活し、心が浄化されるような

日々でした。老後はここで暮らしたいと思いました。」 

との回答であった。 

 

 

図５ 漁港からの様子 

 

【考察・今後の展開】 

 

 観光会社隠岐観光株式会社から「学生が来ることで現

場の方々にも活気が出て、元気を貰った様でした。」など

のコメントを頂いた。また、積極的に町内で告知したわ

けではないが、島の人も大学生が訪れていることを知

り、声をかけ、会話をするということも行われたようで

ある。そして、学生自身が西ノ島町のファンになった。 

結論として、岩がきの加工作業などの労働力を確保し

ながら、島のファンを増やすという当初の目的は達成し

た。また、ネット記事に取り上げられるなど、岩がきな

ど特産品への宣伝という効果もあったといえる。 

今後、西ノ島町でワーキングホリデーを定着させるた
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めに、受け入れ側では岩ガキの磨き作業の他にホテルな

どの職種の拡大や、住民、行政をさらに巻き込むことが

考えられる。一方で、複数の大学へ募集、選考、管理な

ど対応方法や、観光や体験などで、教育という面での強

化を図っていかなければならない。 
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住民による地域づくり活動と創発戦略 

原 直行（香川大学） 

Keyword： 地域づくり、参加の場づくり、創発戦略 

 

【問題・目的・背景】 
本研究の目的は、地域づくり活動において、創発戦略の

発現をもたらすために「参加の場づくり」が重要なことを

明らかにすることである。 

昨年の本学会報告において筆者は、「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」の報告を行っ

た。（原[2016]）香川県 A市の4つの地域コミュニティ協議

会メンバーを対象にアンケート調査を行い、①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

こと。（→「参加の場づくり」（小田切[2009]）が最重要）、

②経済活動は重要視されていないこと、などを明らかにし

た。その際、筆者は①サンプル数が少なく、アンケート調

査だけでなくインタビュー調査が必要であること、②地区

別の相違の検討ができなかったことを今後の課題としてあ

げた。また、昨年度の筆者の本学会報告において、座長か

ら、経済活動についての低評価はまだ協議会が成熟に至ら

ない段階のためで、経済活動にまで思いが至らないといっ

た要因があるのではないかという重要な指摘を受けた。 

従って、本研究では、インタビュー調査により、①なぜ

「参加の場づくり」が重要なのか、②なぜ経済活動はあま

り重要ではないのかについて明らかにする。（一部、昨年実

施したアンケート調査結果も分析対象とする。原[2016]） 

 

【研究方法・研究内容】 

 本研究では、昨年と同様に、香川県 A 市の地域コミュ

ニティ協議会を事例として、アンケート調査を行った 4

つのうち、評価が対照的だった 2つ地区（B地区とC地区）

を事例として、インタビュー調査を行った。 

 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、

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。 

 B地区は農山村と一部平地での宅地・商業地を有してお

り、人口5,280人、高齢化率29.3％（2010年国勢調査）

である。2014年度に地域コミュニティ協議会を地区内の

各自治会を中心に、老人会、体育協会などから組織化し、

コミュニティ・センターの管理や年 1 回の祭りの運営を

行っている。活動開始以来、3年が経過したばかりである。 

一方、C地区は純山村で、人口 320人（うち移住者 21

人）、高齢化率 48.9％（2010 年国勢調査）の過疎化・高

齢化が進行した地域であるが、10年以上前から地域づく

り活動に主体的に取り組み、40代までの移住者が20人を

超え、総務省の全国過疎地域自立促進連盟会長賞も受賞

するような活動の活発な地区である。獣害対策のため、

里山の整備の際に伐採した木材を薪、木炭、シイタケの

ほだ木として利用・販売し、さらには駆除したイノシシ

をジビエとして販売することで収入を得る手法を確立し、

移住者も巻き込みながら多くの地域住民が地域の課題解

決に取り組んでいる。 

 インタビュー調査は 2017年 2月～4月にかけて、地域

コミュニティ協議会の構成員 15人（うち B地区 6人・C

地区 9 人）に行った。半構造化インタビューであり、地

域コミュニティ協議会への参加動機・理由、大学の地域

づくりアクションリサーチについての見解（「参加の場づ

くり」、経済活動など）、地域コミュニティ協議会や地域

活性化に必要なこと、現在の課題などを尋ねた。 

 

【研究・調査・分析結果】 

（1）アンケート調査の分析結果 

インタビュー調査の分析結果の前に、昨年実施したア

ンケート調査の 2 地区についての分析結果をみておく。

第１表　地区別の評価の比較
B地区 C地区

回答者数 13 11
「活発」 3.54 4.50
「浸透」 2.27 3.18
「満足」 3.11 3.55
出所：2016年度実施のアンケート調査より作成  
先ず、協議会活動の活発さや地域への浸透度について

は、5段階評価でB地区よりもこれまでの活動実績のある

C地区のほうがずっと高い。（第 1表参照。原[2016]） 
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第２表　地域コミュニティ協議会の活動は理想と実際（B地区）
理想 実際 理想‐実際

1 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 4.67 3.46 -1.21
2 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 4.92 2.46 -2.46
3 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 4.85 3.54 -1.31
4 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 4.17 3.54 -0.63
5 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 4.69 4.08 -0.61
6 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 4.83 3.46 -1.37
7 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 4.85 3.62 -1.23
8 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 4.85 3.83 -1.01
9 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 4.67 4.08 -0.58
10 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 3.92 2.67 -1.25
11 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 3.55 2.42 -1.13
12 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 4.00 3.08 -0.92
13 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 3.75 2.46 -1.29
14 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 3.08 2.15 -0.92

出所：2016年度実施のアンケート調査より作成

第３表　地域コミュニティ協議会の活動は理想と実際（C地区）
理想 実際 理想‐実際

1 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 4.55 3.82 -0.73
2 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 4.64 3.91 -0.73
3 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 4.82 4.09 -0.73
4 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 4.64 3.55 -1.09
5 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 4.00 4.45 0.45
6 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 4.73 4.00 -0.73
7 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 4.91 4.00 -0.91
8 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 4.00 4.18 0.18
9 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 4.00 4.82 0.82
10 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 3.73 4.64 0.91
11 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 4.60 3.00 -1.60
12 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 4.64 4.27 -0.36
13 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 2.60 -1.49
14 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 3.60 1.60 -2.00

出所：2016年度実施のアンケート調査より作成

次に、昨年実施したアンケートから、各地区の地域コ

ミュニティ協議会の活動に対する理想と実際に対する評

価をみてみよう。第2表によると、B地区は理想では「2.

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」といった「参加の場づくり」の重

要性が最も高く、そのことを認識しつつも理想（5段階評

価で 4.92。以下、同様）と実際（2.46）のギャップが大

きく、実現がなされていないことがわかる。また、「11.

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」（理想3.55、実際2.42）、「15.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」（理想3.08、実際2.15）、について

は、理想も実際もともに評価が非常に低く、すなわち経

済活動の評価が低いことがわかる。 

それに対して C地区では、第 3表によると「2.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」（理想4.64、実際 3.91）に代表される「参

加の場づくり」が既になされており、「12.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」（理想 4.64、実際 4.27）に代表される話

し合いも活発に行われており、これまでの地域づくり活

動の成果が着実にあらわれ、自発的・主体的な取り組み

の程度が高いといえよう。一方、「11.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」（理想 4.60、実際 3.00）に代表される経済活動に

ついては、理想と実際とのかい離はあるものの、C地区に

おける里山整備について触れたように、経済活動が一定

程度の成果をあげていることがうかがえる。 

これまでの分析に基づき、B地区とC地区を比較しなが

ら、これまでに明らかになった分析結果をもたらす要因

について、仮説を立てたい。B地区では地域づくり活動が

始まって 3 年を経過したばかりであり、現在は「参加の

場づくり」の重要性を認識しながらも、それができてい

ない状況であり、経済活動についてはまだ手が回ってい

ない状況であることが想定される。一方、C 地区では 10

年以上の地域づくり活動の実績があり、「参加の場づく

り」は既に実現し、現在は経済活動が目下の取組課題で

あるように思われる。 

458



第２表　地域コミュニティ協議会の活動は理想と実際（B地区）
理想 実際 理想‐実際

1 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 4.67 3.46 -1.21
2 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 4.92 2.46 -2.46
3 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 4.85 3.54 -1.31
4 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 4.17 3.54 -0.63
5 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 4.69 4.08 -0.61
6 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 4.83 3.46 -1.37
7 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 4.85 3.62 -1.23
8 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 4.85 3.83 -1.01
9 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 4.67 4.08 -0.58
10 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 3.92 2.67 -1.25
11 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 3.55 2.42 -1.13
12 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 4.00 3.08 -0.92
13 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 3.75 2.46 -1.29
14 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 3.08 2.15 -0.92

出所：2016年度実施のアンケート調査より作成

第３表　地域コミュニティ協議会の活動は理想と実際（C地区）
理想 実際 理想‐実際

1 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 4.55 3.82 -0.73
2 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 4.64 3.91 -0.73
3 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 4.82 4.09 -0.73
4 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 4.64 3.55 -1.09
5 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 4.00 4.45 0.45
6 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 4.73 4.00 -0.73
7 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 4.91 4.00 -0.91
8 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 4.00 4.18 0.18
9 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 4.00 4.82 0.82
10 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 3.73 4.64 0.91
11 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 4.60 3.00 -1.60
12 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 4.64 4.27 -0.36
13 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 2.60 -1.49
14 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 3.60 1.60 -2.00

出所：2016年度実施のアンケート調査より作成

次に、昨年実施したアンケートから、各地区の地域コ

ミュニティ協議会の活動に対する理想と実際に対する評

価をみてみよう。第2表によると、B地区は理想では「2.

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」といった「参加の場づくり」の重

要性が最も高く、そのことを認識しつつも理想（5段階評

価で 4.92。以下、同様）と実際（2.46）のギャップが大

きく、実現がなされていないことがわかる。また、「11.

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」（理想3.55、実際2.42）、「15.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」（理想3.08、実際2.15）、について

は、理想も実際もともに評価が非常に低く、すなわち経

済活動の評価が低いことがわかる。 

それに対して C地区では、第 3表によると「2.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」（理想4.64、実際 3.91）に代表される「参

加の場づくり」が既になされており、「12.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」（理想 4.64、実際 4.27）に代表される話

し合いも活発に行われており、これまでの地域づくり活

動の成果が着実にあらわれ、自発的・主体的な取り組み

の程度が高いといえよう。一方、「11.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」（理想 4.60、実際 3.00）に代表される経済活動に

ついては、理想と実際とのかい離はあるものの、C地区に

おける里山整備について触れたように、経済活動が一定

程度の成果をあげていることがうかがえる。 

これまでの分析に基づき、B地区とC地区を比較しなが

ら、これまでに明らかになった分析結果をもたらす要因

について、仮説を立てたい。B地区では地域づくり活動が

始まって 3 年を経過したばかりであり、現在は「参加の

場づくり」の重要性を認識しながらも、それができてい

ない状況であり、経済活動についてはまだ手が回ってい

ない状況であることが想定される。一方、C 地区では 10

年以上の地域づくり活動の実績があり、「参加の場づく

り」は既に実現し、現在は経済活動が目下の取組課題で

あるように思われる。 

（2）インタビュー調査の分析結果 

上で立てた仮説を証明するために、さらに【問題・目

的・背景】で述べた本研究の課題である、①なぜ「参加

の場づくり」が重要なのか、②なぜ経済活動はあまり重

要ではないのかについて明らかにするために、B地区とC

地区における地域づくり協議会の主要メンバーに対する

インタビュー調査の分析を行った。 

B地区からみよう。「参加の場づくり」の重要性につい

て、インタビュー調査から以下のような意見がみられた。 

 

「会議にはいろんな人が出てきてほしい。若い人や女

性など。そうすれば検討する内容なども変わると思う。

混ぜ合わせると良い考えが出てくると思う。」（B１氏） 

 

「まだ協議会の雰囲気が堅い。だが、そこに若い人や

女性に入ってほしいし、積極的に意見が出せるような

場を作っていくことが理想。今の状況では、意見が発

展的ではない。自治会長の集まりであって、新しくこ

うしたほうが良いのではという意見はあまり出てこな

い。」（B2氏） 

 

B地区のインタビュイーは全員60代前半～70代後半の

男性であったが、このように「参加の場づくり」の重要

性を認識しながらも、それが実現できていないこと、さ

らにはその場に若い人や女性などが入ることによって、

雰囲気が変わる、積極的な意見・新しい意見が出ること

を指摘している。それゆえ、アンケートにおいて理想と

実際の差が大きかったことがわかる。 

また経済活動については以下のような意見がみられた。 

 

「（経済活動については）その次の段階。先ずはみんな

が参加する場づくりが先で、集まる人を増やす必要が

ある。」（B3氏） 

 

「（経済活動については）B地区ではまだできていない。

C地区ではできているが。これが一番難しい。」（B4氏） 

 

このように B 地区では経済活動は「参加の場づくり」

ができてからと考えられていることがうかがえる。 

次にC地区についてみよう。「参加の場づくり」の重要

性について、以下のような意見がみられた。 

 

「行事をやるときに地域外の人と地元の人を含めて参

加して、お互いに話し合いの中でワイワイやって、面

白いなということなったら元気になっていくと思う。

(省略)いろんな意見を聞く必要がある。幅広く聞くた

めには地域外の人にも来てもらう、地域外の人の意見

も聞いていく必要がある。自分たちの意見だけでは視

野が狭くなる。」（C1氏） 

 

C 地区のインタビュイーは男性、女性、若い移住者

と様々であったが、C 地区でも背景の異なる人が入る

会議によって新しい意見が出ることが指摘されている。 

経済活動については、以下のような意見が見られた。 

 

「一人一人を主役にして、その人たちが元気になって

いくことが地域活性化ではないか。（省略）イノシシ肉

や里山の木など自然にある地域資源を生かして、循環

式でやっていければよい。その中でうまく地域の人た

ちが働ける場所があり、人が来てくれ、さらに人が入

って来てくれるようなことが少しずつ広がればよい。」

（C2氏） 

 

「商品化が必要。収入につながるように。薪ストーブ

用の薪はお金になる。最初に北海道から注文がきた。

今年は80トンくらい作った。C地区は送料込みで20kg

を 2,200円で売っている。C1氏は人件費がとれて元が

取れたらよいという考えだが、今後はもっと高く売っ
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上によれば、創発戦略とは以下のようである。 

 

戦略とは、事前にトップや戦略スタッフが詳細に策

定していたものではなく、ミドル・マネジメントが日々

環境適応し、新しいビジネス・チャンスをものにして

いくプロセスの結果として、事後的に創発するパター

ンのこと。ミドルの努力の成果として、企業の経営資

源と環境の機会・脅威のマッチングが事後的に何らか

のパターンとして創発する。（沼上[2009]、p.37） 

 

上記のように、創発戦略とは事前に策定されるもので

はなく、プロセスの中から、経営資源と環境の機会・脅

威とのマッチングにより事後的に生じる戦略である。 

この創発戦略については、地域づくり論の中でも意識

的・無意識的に使われている。地域づくり論を展開する

飯盛は以下のように述べている。 

 

ここで創発という概念に着目したい。創発

（emergence）とは、一般的には、あるシステムの、各

部分の総和とは異なる性質が現れる現象をいう。本書

では、前述のように、社会的文脈を背景として、「人々

の相互作用によって、予期しないような活動や事業が

生まれること」を社会的創発（social emergence）と

よぶ。そのプロセスは、自律した個同士がつながり、

相互作用を及ぼしあって、予期せぬアウトカムを得て、

また個に影響するというサイクルで示すことができる。 

（飯盛[2009]、p.38。） 

 

 このように飯盛は地域づくり活動における創発戦略の

重要性を指摘している。 

 さらに徳島県神山町の NPO 法人グリーンバレーのリー

ダー的存在である大南信也は以下のように述べている。 

 

今神山で起こっているのは、この連鎖と循環。人が

人を呼ぶ現象です。それとともに、もともと神山に住

んでおった人と、新たに住民になった人との間で、知

恵と経験の融合というのが起こっていきます。 

これから地域再生で一番重要なことは何かといった

ら、今までは、そこに何があるか。地域資源に焦点を

当てて、いろんな施策がやられておって。それもいい

んだけれども、もっと重要なのは、たぶん、そこにど

んな人が集まるかっていうこと。これからの地方の価

値は、そこで決まってくるんじゃないかなと思います。 

集まった人から何かが生まれると考えるのが、今の

神山の現象を説明しやすい気がします。 

（NPO法人グリーンバレー、 信時正人、p.40） 

 

大南は「創発」という言葉を使っていないが、上で述

べられていることは創発戦略であるといえよう。このよ

うに地域づくり論の研究者や実践者も創発戦略の重要性

を指摘しているのである。 

ここで大事なことは、地域づくり論の研究者や地域づ

くり活動の成功事例地域だけで創発戦略の重要性が認識

されているわけではなく、本研究の分析事例で地域づく

り活動を開始して日も浅く、まだ成功していないような

地区においても、創発戦略の重要性を認識しているとい

うことである。 

 

【考察・今後の展開】 

本研究により「参加の場づくり」の重要性の理由を明

らかにすることができた。そこから創発戦略を促すよう

な地域リーダーが必要であるという、リーダーに求めら

れる要素の解明というインプリケーションが得られる。

だが、リーダーが不在の地域では自治体の役割は大きく、

無視できない存在であろう。今後は自治体においても創

発戦略への転換、或いは計画の柔軟な変更に対する容認

が求められる。単年度予算の中で事業計画を立てる自治

体にはハードルが高いかもしれないが、地域づくり活動

に自治体も積極的に関わっていくなら必要になるだろう。 

また、経済活動については先ずは「参加の場づくり」

を優先させ、それが実現して次の段階でというように、

段階を踏んでいくことが肝要である。 

 

【引用・参考文献】 

・飯盛義徳（2015）『地域づくりのプラットフォーム』、

学芸出版社 

・小田切徳美（2009）『農山村再生』、岩波ブックレット 

・沼上 幹（2009）『経営戦略の思考法』、日本経済新聞出

版社 

・原 直行（2016）「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」『地域活性学会 2016 年度研

究大会論文集』 

・藤崎達也（2015）「プレスコ方式の観光まちづくり」『稚

内北星学園大学紀要』(15) 

・NPO法人グリーンバレー、信時正人（2016）『神山プロ

ジェクトという可能性』、廣済堂出版 
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 地域と大学の協働による持続可能な活性化の取り組み―南魚沼市辻又の活動を通して 

森本祥一（専修大学） 

Keyword： 大学地域連携、サスティナビリティ、限界集落 

 

【概要】 
地域活性化を支援しようという動きが日本社会のさまざ

まなところで展開されるようになり、昨今では大学という

組織においても重要な活動テーマとなっている[1]。全国各

地で大学と地域の連携活動が行われ、国や地方自治体の支

援策も増えている。専修大学経営学部における著者のゼミ

ナールも、新潟県の「大学生の力を活かした集落活性化事

業」という地域と大学のマッチング事業をきっかけに、2014

年度より南魚沼市辻又集落の活性化に取り組んできた。 

しかしながら、全国の大学・地域連携のすべてがスムー

ズに進行しているわけではない。特に、連携のあり方に関

する認識のすれ違いが、問題につながっているという[2]。

そこで本報告では、4 年目を迎えた我々の活動を踏まえ、

大学地域間連携の持続可能性について議論したい。 

【活動内容】 

我々の活動のきっかけは、2014年度の新潟県の事業に

採択されたことであった[3]。当該事業は単年度完結であ

り、現地調査を踏まえた活性化策の提案がゴールとなっ

ている。しかし、これを実際の活性化につなげるために

は、継続的な取り組みが不可欠である。そこで我々は、

事業が満了した2015年度以降も、自主的に活動を続けて

きた。詳細は拙著[4]に譲るとして、本報告では、こうし

た大学地域間連携を続けていくための方針を示す。 

活性化の目的は、地域の「自主・自立・自考」を促す

ことであるが、地域の状況によってはそれが非常に困難

であることを、活動の 2年目を終え 3年目を迎えた際に

痛感した。そこで我々は方針を転換し、我々が永続的に

関わり続けることでコミュニティの維持、回復を図るこ

ととした。 

辻又の主要産業は米作であったが、高齢化や農地面積

の制約、収益性の問題などにより、耕作放棄地や転出者

が増加し、集落限界化が進んでいた。一方、我々も活動

資金の捻出が問題となっていた。そこで、集落から我々

が米を通常よりも高い価格で買い取り、学生が高付加価

値をつけて販売する、というモデルを考案した（図 1）。

集落にとっては安定した定期収入となり、学生にとって

は、活動資金を得るだけでなく、原価計算から流通、マ

ーケティングまで、「経営」を一貫して学ぶことができる。 

辻又集落 大学生定期購入
企画・販売  

図1 活動維持のためのモデル 

 

昨年度、実際に図 1 のモデルを試行し、活動費の一部

を捻出できた。また、副次効果として、販売した米の定

期購入を希望する顧客も現れた。今後は更に規模を拡大

し、コミュニティの維持／回復活動を継続していく。 

【考察・今後の展開】 

大学地域間連携の持続には、段階性と限定性を考慮す

べきであり、交流型／価値発見型の活動から、課題解決

実践型／知識共有型へと発展させ、キャピタルを蓄積で

きるようにするのが理想である[2]。我々の活動を振り返

ると、1年目から2年目が前者、2年目から3年目には後

者に発展してきた。また、関東―新潟間の移動コストが

ありながらも、交流型・課題解決実践型の活動を行って

きた。これを支える仕組みとして、図 1 が有効であると

考える。商習慣は長続きする相互作用の基盤となる一方、

頻度の低い役割行動では集落の持続可能性基準には届か

ない[5]。図 1を実施しつつ、今後は協働を増やしていく。 

地域は、大学が居続けるものではないことを前提とし、

関係を維持することが重要である[2]。それにより如何に

地域資本を蓄積し、集合的凝集性を高めるかが鍵となる。 

【引用・参考文献】 

[1] 橋本行史(編著), 地方創生の理論と実践, 創成社, 

2015. 

[2] 中塚雅也, 小田切徳美, “大学地域連携の実態と課

題”, 農村計画学会誌, Vol.35, No.1, pp.6-11, 2016. 

[3] 森本祥一, “『大学生の力を活かした集落活性化事業』

の実践結果と考察”, 地域活性学会 第 7 回研究大会

論文集, pp.263-266, 2015. 

[4] 専修大学森本ゼミナール(編), 大学生、限界集落へ行

く, 専修大学出版局, 2016. 

[5] 金子勇, “サスティナビリティ論による地方創生研

究”, 「地方創生と消滅」の社会学, pp.73-99, 2016. 
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 震災復興と「地域・企業における大学研究シーズ活用」に関する実践的研究 

井上諭宜（岩手大学） 

Keyword： 産学官連携、復興、ニーズ・シーズマッチング 

 

【背景・目的】 
岩手県釜石市は、三陸海岸沿岸に位置する工業と漁業が

盛んな、そしてラグビーのまちとしても全国的に有名なま

ちである。しかし、2011年東日本大震災で津波により甚大

なダメージを受け、その復興は道半ばである。 

筆者は、釜石市役所から岩手大学への常駐職員（以下、

共同研究員）として派遣され、産学官連携・震災復興・地

域活性化をミッションとして活動及び研究を行っている。 

釜石市共同研究員が関わる産学官連携活動・地域連携活

動は、その背景には「震災」「復興」という要素が様々な形

で影響を与えている。その意味で、震災以前の産学官連携

活動とは違った特徴がみられる。本研究では「被災地にお

ける産学官連携活動はどう変わったか」を問いとして、「被

災と復興という要因が、地域・企業による大学研究シーズ

活用方法や研究機関との関わり方に、変化を与えている」

という仮説を、活動事例を通して報告・検証する。 

 

【研究方法】 

本研究は、共同研究員が実際に参画した事例を、震災復

興期の産学官連携活動の実践的研究として報告する。共同

研究員は、それぞれの実践事例でいわゆる産学官連携コー
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【報告・結果】 

1.被災企業共同体によるシーズ活用  
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2.大学とシーズのハブ機能を利用した地域内異業種連携 

 本事例も、震災をきっかけに経営的危機感をもった事

業者同士の連携事例である。特徴的なのは、水産加工業

者と農業者という異分野の連携という点である。水産加
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べくいちはやく起業した釜石ヒカリフーズ株式会社であ

る。イカ、タコ、サバ、ワカメ等の加工商品を中心とし

て、大学や支援機関のシーズ・情報収集力も活用し、商

品開発・ブランド化による高付加価値水産加工品販売に

取り組んできた。一方、農業者は釜石市甲子地域の特産

品「甲子柿」の若手生産者（産直経営者）であり、課題

に直面していた。甲子柿は、渋柿を室と呼ばれる屋外の

暗室で燻すことで渋抜きする独特の製法を有しており、

加工後のトマトに似た真っ赤な色、独特の甘味と食感が

好まれている。近年では地域活性化に資する農産品とし

て注目を集めているが、生産者の減少・高齢化が依然と

して課題となっており、加工販売等の取り組みも行われ

ているものの、同時に未利用資源である葉の加工販売も

試行策のひとつであった。 

 両者は同じ釜石市内でも沿岸部と山間部の別地域に属

しており、業種も異分野である。しかし、岩手大学とそ

の共同研究員という共通の伴走者がいた。震災後、両者

には共通して、岩手大学の教員・スタッフとの情報交換

や協働が活発化していたのである。そこで平成 26 年度、

当時の共同研究員により両者のマッチングが行われた。

ともに異業種横断的な取り組みに意欲的であり、また研

究シーズを活用した新商品開発にも興味を抱いていた。

更に「地域に不足しているものは観光客用お土産食品な

ので、その新商品開発をするべき」という見解が一致し

ていた。協議の末、甲子柿の未利用資源である柿葉で釜

石産サバ寿司を包んだ「釜石甲子町 柿の葉すし」とし

て具体的商品アイデアとなる。その後、平成27年度「い

わて農商工連携ファンド」に採択され、公益財団法人い

わて産業振興センターの支援を得て、本格的に新商品開

発がはじまった。さらに、岩手大学農学部食品工学研究

室 三浦靖教授と進めていた意見交換の中から、将来的

には高品質な冷凍寿司を目指すという新たな目標も出来

た。 

水産加工会社は、早速、三浦教授との高品質な冷凍寿

司技術に関する共同研究を開始し、新シーズ創出のため

に動き出した。現在、「釜石甲子 柿の葉すし」は常温弁

当として、岩手県盛岡市の駅ビルでの販売、及び盛岡・

釜石両地区での宅配弁当としての販売が行われている。

また、共同研究の成果を利用した冷凍寿司の試作にも取

り組んでいる最中である。未利用資源である柿葉は、鮮

やかな色と香りを楽しむ弁当の包装に加工利用され、柿

生産者への低労力な副収入のひとつとなり始めている。 

 本事例の特徴は、大学及びシーズが持つ人と人、モノ

と人を繋ぐハブ機能が発揮された点である。また、共同

研究員を媒介として意識的にそのハブ機能が利用され、

結果的に震災後の地域内異業種連携をもたらしたという

ことである。 

 

3.官学による新シーズ創出と民への技術移転 

 「釜石はまゆり酵母」は、復興に資する地域資源創出

のため、釜石市の花「はまゆり」の花弁から平成 25年 9

月、北里大学釜石研究所と独立行政法人製品評価技術基

盤機構により採取・発見された酵母である。この酵母を

使用した醸造・発酵商品を開発するために、釜石市、北

里大学、製品評価技術基盤機構により「釜石はまゆりプ

ロジェクト」が開始された。地元企業との連携では、ハ

ンバーガーバンズや製パンでの利用が行われ、現在は、

はまゆり酵母が使用された地ビールも商品化に至ってい

る。その後、平成28年度には更なる利活用のため、酵母

の専門家である岩手大学農学部 下飯仁教授に「日本酒

の酒母としての釜石はまゆり酵母の可能性」というテー

マで研究を打診、岩手大学地域課題解決プログラムとし

て採択され研究を開始した。現在、試験的な醸造実験に

より日本酒の酒母としての利用可能性が高いことが判明

し、追加醸造試験を行い研究を継続している。 

本事例は、官学連携による新シーズ創出事例である。

また、岩手大学からみると、自治体・地域を媒介として、

新シーズの応用研究と深化を担当したことになる。自治

体を媒介者とすることで、複数の大学・研究機関が、新

シーズを適材適所で研究・深化させていく「地域によっ

てシーズが横断化・深化していく」事例といえる。復興

という大きな目的の共有、また、シーズ活用に関して、

自治体自身が思考し発想し提案していくというスタイル

が見受けられることも本事例の特徴だろう。 

 

【考察・今後の展開】 

 以上の事例には、大きく以下のような共通点がある。

第一に復興という共通の目的意識が各事業参画者に共有

されて、事業がスムーズに進んでいること、第二に地域

や企業がシーズを受け身ではなく主体的に捉えた活動で

あることだ。 

地域と大学との関わり方は、COC＋などの施策とも絡み

合い多様化している。本研究で見えてきた地域とシーズ

の関係性はその一つであり、復興により立ち上がってき

た地域と企業が見出した「より良い大学との付きあい方」

のあらわれでもある。 
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のあらわれでもある。 
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 移動体メディアとしてのローカル鉄道の新しい活用実践 

金山智子（情報科学芸術大学院大学[IAMAS]） 

平林真実（情報科学芸術大学院大学[IAMAS]） 

 

Keyword： ローカル鉄道、移動体メディア、インタラクションデザイン、若年層 
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道による音楽イベントの楽しさを十分に感じられるイベン

トとなり、岐阜新聞等でも紹介された. 
 2014年 6月には招待制イベントとして、10台の iPad2
を窓に貼り付けモバイルバッテリーで駆動しながら、PC
によりネットワーク経由で GPS 位置情報に連動した制御
を行う映像表現システムを導入した.鉄道と音楽の新しい
楽しみ方を体験してもらうために視覚障がいの方にも参加

していただいた. 
 同年 12月には一般向けイベントとして実施.車内には、
フルカラーシリアル LEDテープを網棚の両側に 6メート
ル渡して動きを表すものやフラッシュライド、ムービング

ヘッドなどの照明演出を行った. このクラブトレインを子
ども向けにアレンジしたクリスマストレインも実施、列車

内が子どもの踊り場と遊び場となった. 
 2016年12月に実施した一般向けイベントでは、ネット
音楽のカリスマ、Maltine Records主催の tomad 氏をゲス
トとして招いた.半透過スクリーンを使ったプロジェクシ
ョンによる映像、iPad2 を使ったVJシステム、フルカラ
ーLEDテープによる照明、IoT技術を利用したGPS位置
情報による速度と連動して動く光るオブジェなどを導入し、

車内のどこにいても楽しめるようなイベントとなった. 
 クラブトレインは音楽イベントとしてはとても楽しく盛

り上がるものとなり、非常に評判が良かった．これは観客

だけではなく DJや VJといった演奏者側からも「またや
りたい」と言われるなどかなり良い反応を得た． 
 主な成功要因としては，以下のようなものが考えられる． 

- 列車に乗っているという状態が期待感を誘い、普段とは
明らかに違う状況の列車に乗ること自体が気分を高揚さ

せている． 
- 車内という閉ざされた空間，密室感が安心して遊べると
いう感じをもたらしている． 
- 車窓の景色の動きや進行方向に向かう景色を見ながら
リズミカルな音楽を聴くことによる高揚感．また，トン

ネルに入る，下に川が流れる鉄橋の上を走る，鹿がでて

くるといった変化は特別な出来事としてイベントを盛り

上げた．特に12月のイベントでは，北上に伴い雪景色と
なり終点では一面雪となった風景はクリスマス時期らし

いものとなった． 
 このような理由により，通常のクラブなどに比べてよ

り盛り上がりやすい環境が作られていると考えられる． 
 運転手や車掌が，トンネル内や橋梁の上でスピード落

とすといった鉄道ならでは楽しさを演出してくれたこと

もイベントの質や盛り上がりに大きく貢献している.また

車掌のアナウンスが合いの手のように入ることもユニー

クな環境としてポジティブに受け入れられていた. 
クラブトレインの実践は、新しい需要の創出にもつな

がっている。2015年には、長良川鉄道からの依頼で「奥
美濃ソウルトレイン」を実施した．沿線の風物詩である

郡上踊りや白鳥踊りには下駄を蹴って音を出すという特

色があり、本イベントでは、クラブトレインのフォーマ

ットを利用しつつ、新たな試みとして光る下駄である「蛍

駄(KETTA)」というデバイスを開発し、移動体とその場
所の独自性を生かしたデザインを試みた.暗い列車内で踊
る動きに合わせて光る蛍駄を楽しむ浴衣姿の若者達が印

象的であった。 
 2015年には、『Trainspotting』と題し、若者に人気の
バンド Networksをゲストに迎え、生のライブと DJや
VJとミックスした企画が実施された。これは本学のクラ
ブトレインの実践をベースにした持ち込み企画であり、

チケットも発売２週間程度で完売。参加者は、東京や名

古屋といった首都圏からも多く、新しいライブ体験に高

い満足度を得た． 
 クラブトレインは、参加者にとって新しい体験の機会

となっただけでなく、運転士や車掌にとっても、自分た

ちのローカル鉄道の可能性を感じる機会となった。これ

は、常に経営難に直面している従事者にとって、自分た

ちの鉄道に誇りを感じながら、かつ、楽しみながら列車

を走らせることのできるイベントとして好意的に受け入

れられており、これは重要な意義だといえよう． 
 このように、本研究では新たなインタラクションデザ

インを介して、地域の公共交通機関であるローカル鉄道

の新しい魅力を地域内外の新しい層に訴求すると同時に、

今までにないビジネスの需要につなげることができたと

考える． 

【引用・参考文献】 

国土交通省 地域鉄道対策 

http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk5_000002.

html(アクセス日2017/4/1) 

田中輝美(2016) ローカル鉄道という希望:新しい地域再

生、はじまる, 河出書房新社 

鳥塚亮(2011)いすみ鉄道公募社長 危機を乗り越える夢

と戦略、講談社 

山田和昭(2016)希望のレール 若桜鉄道の「地域活性化装

置」への挑戦, 祥伝社 
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津和野町の魅力を記述するパターン・ランゲージの制作 

- 地域と学生の連携をデザインするメディアづくり - 

◯瀬下翔太・石井雅巳（NPO法人bootopia）・井上厚史研究室（島根県立大学総合政策学部） 

Keyword：パターン・ランゲージ、地域活性化、地域連携 
 
【問題・目的・背景】 

人口減少と高齢化への対応をはじめとして、全国各地域

において、多くの社会課題が顕在化している。特に中山間・

離島においては、過疎化が激しく、社会課題に取り組むた

めの人材や知識、情報自体が足りなくなってきている。こ

のような状況のなかで、若い人材を活用でき、専門的な知

見を持っている地方公立大学は、地域課題の解決において

重要な存在となっている。また、地方公立大学においても、

課題解決を通じた教育・研究の場として、地域を位置づけ

ることが期待されつつある。 

しかし、地域と大学が双方の期待を満たすような関係性

を構築することは簡単ではない。特に小さな自治体・地域

においては、大学との連携経験の乏しさや継続的な予算確

保の難しさによって、一度イベントやシンポジウムなどの

場で大学との接点ができても、両者が連携して課題に取り

組む関係性へと継続・発展させることが困難だからである。 

 

【実践内容・手法】 

そこで本研究実践は、地域とそこで活躍する人の魅力を、

インタビューによって発掘・記述したメディア「パターン・

ランゲージ」を制作する。このことを通じて、小さな地域

と大学が連携し、ともに地域課題に取り組むための手法の

開発を目指す。具体的には、人口8000人を切る島根県鹿

足郡津和野町において高校生の教育などの活動を行う

NPO法人bootopiaと、近隣の島根県立大学・井上厚史ゼ

ミとが連携し、「津和野町の魅力を記述したパターン・ラ

ンゲージ」の作成を行う。 

 パターン・ランゲージとは、建築家であるクリストファ

ー・アレグザンダーによって提案された、住民参加型のま

ちづくりを行うための手法である。専門性を持ったデザイ

ナーがトップダウンに設計を行うのではなく、専門性を持

たない地域住民が設計プロセスに加われるようにこの手法

はつくられている。 

 パターン・ランゲージは、ある状況において生じやすい

問題やその解決方法が書かれた複数の「パターン」から構

成されている。それらを組み合わせて言語のように用いる

ことで、問題の発見・解決を共同で行うことができる。 

 筆者は既に本手法を用いて、地域の方々へのヒアリング

を通じて「津和野町のまちづくりをより魅力的に進めるパ

ターン・ランゲージ」を制作している。 

 

筆者が2015年よ作成してきたパターンの一例 

 本研究実践においても、このパターン・ランゲージの

性質を活かすことで、津和野町の住民にインタビューを

し、学生と住民とが共通の言葉を持つことによって、と

もに問題を解決するための「話し合いのパイプづくり」

を実行する。 

 

【実践結果】 

 メディア制作は、井上厚史ゼミ（学生数29名）の活動

時間を用いて行い、島根県立大学「しまね地域共育・共

創研究助成金」を活動予算としている。2017年 4月よ

り活動を開始し、下記のように津和野町でのフィールド

ワークを含めて、7月までに計4回の活動を実施した。 

 

活動経過 

・ 第1回(05/10)：パターン・ランゲージを理解する 

・ 第2回(05/13)：津和野を知るまちあるき in津和野 

・ 第3回(05/24)：パターン・ランゲージをつくる1 

・ 第4回(07/12)：パターン・ランゲージをつくる2 

・ 第5回(08/01)：津和野を知るヒアリング in津和野 

・ 第6回(08/02)：パターン・ランゲージをつくる3 

・ 第7回(08/03)：中間発表会（プロトタイプ完成） 
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 フィールドワークでは、空き店舗の状況から商工分野

における過疎地の厳しい状況を確認した。また、町内の

郷土史家と観光協会会長からのレクチャーを受け、津和

野町の歴史と観光の状況を聞いた。 

 これらの経験を踏まえて、8 月には町内の様々な主体

（津和野町役場、島根県立津和野高校、町営英語塾

HAN-KOH、有限会社三松堂（和菓子）、レストラン「糧」、

ワサビ農家）に対する現場調査とヒアリングを行い、こ

れをもとにパターン・ランゲージのプロトタイプを完成

させる。 

 

【考察】 

 参加型のまちづくりを志向する手法である、パター

ン・ランゲージの制作プロセスを通じて、本手法には、

制作プロセスそのもののなかに市民を巻き込んでいく力

があることがわかった。学生の制作した中途の段階のパ

ターンをヒアリング相手に見せると、「一緒につくってみ

たい」「同じ問題意識がある」と語ってくれることが多か

った。メディア制作そのものが、地域と学生の連携の糸

口になっているのである。 

 パターン・ランゲージの完成とその活用により、学生

と小さな自治体との連携がよりスムーズになるように修

正を加えるとともに、メディアの制作プロセスそのもの

をよりいっそう地域に開いていく手法を開発していきた

い。 

 

【参考文献】 

・ 井庭崇, 古川園智樹(2012)「創造社会を支えるメディ

アとしてのパターン・ランゲージ」『情報管理』Vol.55, , 

No.12, P865-873 

・Tomoki Furukawazono, Shota Seshimo, Daiki  

Muramatsu, and Takashi Iba, "designing a pattern  

language for surviving earthquakes," 4th 

International Conference on Collaborative 

Innovation Networks (COINs2013), Santiago, 

Chile, Aug. 2013 

470



 フィールドワークでは、空き店舗の状況から商工分野

における過疎地の厳しい状況を確認した。また、町内の

郷土史家と観光協会会長からのレクチャーを受け、津和

野町の歴史と観光の状況を聞いた。 

 これらの経験を踏まえて、8 月には町内の様々な主体

（津和野町役場、島根県立津和野高校、町営英語塾

HAN-KOH、有限会社三松堂（和菓子）、レストラン「糧」、

ワサビ農家）に対する現場調査とヒアリングを行い、こ

れをもとにパターン・ランゲージのプロトタイプを完成

させる。 

 

【考察】 

 参加型のまちづくりを志向する手法である、パター

ン・ランゲージの制作プロセスを通じて、本手法には、

制作プロセスそのもののなかに市民を巻き込んでいく力

があることがわかった。学生の制作した中途の段階のパ

ターンをヒアリング相手に見せると、「一緒につくってみ

たい」「同じ問題意識がある」と語ってくれることが多か

った。メディア制作そのものが、地域と学生の連携の糸

口になっているのである。 

 パターン・ランゲージの完成とその活用により、学生

と小さな自治体との連携がよりスムーズになるように修

正を加えるとともに、メディアの制作プロセスそのもの

をよりいっそう地域に開いていく手法を開発していきた

い。 

 

【参考文献】 

・ 井庭崇, 古川園智樹(2012)「創造社会を支えるメディ

アとしてのパターン・ランゲージ」『情報管理』Vol.55, , 

No.12, P865-873 

・Tomoki Furukawazono, Shota Seshimo, Daiki  

Muramatsu, and Takashi Iba, "designing a pattern  

language for surviving earthquakes," 4th 

International Conference on Collaborative 

Innovation Networks (COINs2013), Santiago, 

Chile, Aug. 2013 

地方大学における大学教育改革と地方創生推進事業 －地域で人を育てるということ－ 

○高須佳奈・中野洋平・中野邦彦（島根大学地域未来戦略センター） 

 

Keyword： 地（知）の拠点整備事業、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業、大学教育改革、地域協働教育 

 

【背景および問題点の整理、実践の目的】 

 文部科学省による平成25年度・26年度からの「地（知）

の拠点整備事業（COC事業）」や、平成 27年度からの「地

（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+事業）」な

ど、大学の自己改革を促進すると同時に、地域・社会にお

ける大学の役割を再考する動きが全国的に加速している。

特に、COC+事業においては、地域に定着する若者を増やす

ことが求められている。島根県では、島根大学と島根県立

大学の2つの大学が平成25年度からそれぞれCOC事業に取

組み、これに松江工業高等専門学校も加わって 3つの高等

教育機関と島根県との連携でCOC+事業（オールしまねCOC+

事業）に平成27年度から取組んでいる。COC事業開始以前、

大学と地域の関係性は希薄だったのではなく、島根大学で

も、個々の教員や学生が、教育および研究、もしくは社会

貢献活動を通して地域とつながる、いわば点と点をつなぐ

「線の関係性」を構築してきた。島根大学のCOC事業では、

この「線の関係性」の数を増やし、同時に大学が持つ分野

横断的なシーズを利用した「面の関係性」へと強化してき

た。何より、専門的な知識や技能をもち地域課題に積極的

に取り組む人材を育成することを目的とした教育改革を、

教養教育から全ての学部の専門教育に至るまで全学的に取

組んでいることが特徴として挙げられる。具体的には、「地

域基盤型教育」と「地域課題解決型教育」の 2つの観点か

ら授業科目を見直し、「地域基盤型教育」「学部学科におけ

る専門教育」「地域課題解決型教育」という段階的な構造化

を行っている（図1）。 

 
図1：島根大学における地域志向教育の体系図 

「地域基盤型教育」は、地域の現状と課題についての基

礎的な学修であり、地域社会との関わりを通じて大学で専

門領域を学ぶことへの意欲を喚起するための教育を行う。

また、「地域課題解決型教育」は、専門教育で得た知識と技

能を活かし、地域と連携した PBL型で実際の地域課題に取

り組む応用的な学修を行うものである。中野・高須（2016）

では、専門的な知識や技能をもち地域課題に積極的に取り

組む人材を育成するためには、地域基盤型教育の前段にあ

たる低学年次において、地域との体験的なつながりを豊か

にすることを目的とした教育の必要性を指摘した。また、

平成29年5月に地方大学の振興及び若者雇用等に関する有

識者会議による「地方創生に資する大学改革に向けた中間

報告」でも「地方にどんな仕事があるか、どんな暮らしの

イメージができるかといった情報提供や将来を見通し社会

的・職業的に自立した自分らしい生き方を実現するための

キャリア教育などを進めていくことが重要」と指摘されて

いる通り、大学の 4年ないし 6年間の教育の中で地域を軸

とした教育を展開しつつ、ここにキャリア教育の要素を組

み込み、学生自身のキャリアデザイン力を身につけさせる

必要性がある。本発表はこの点について、オールしまね

COC+事業の 1プロジェクトして高等教育機関連携で取り組

んでいる「しまね大交流会」の取組を中心に報告する。 

 

【実践内容】 

 「しまね大交流会」は、地域の企業・行政・NPO・高等教

育機関がブース出展形式で強みや魅力を発信し、交流する

ことを目的に年 1回開催する取組である。平成 27年12月

に第1回を開催し、約1100名が参加した。当初は産学官の

新たな接点創出の場として企画していたが、平成 28年 11

月開催の「しまね大交流会2016」より、キャリア教育とし

ての企画に変更し、約 700名の学生参加（前年度比約 500

名増）、約 900名の一般参加者を得た（写真１）。出展ブー

ス数の総数は過去 2回とも 230ブース程度だが、出展企業

数が、第1回の68社から、第2回には121社まで倍増した。 

 
写真１：しまね大交流会2016の様子 
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 「しまね大交流会2016」では、出展者が一斉に5分間の

ショートプレゼンテーションを複数回行う「5 分間プレゼ

ン」で魅力PRのコアタイムを設け、参加者がそのプレゼン

に対して投票を行う「投票ワーク」を行った（図2）。 

 

図2：しまね大交流会2016のプログラム 
投票ワークで得票数が多かった出展者はクロージングで

表彰し、参加者がどのようなPRを魅力的と感じたかをその

場で全体へフィードバックする仕組みを整えている。 

 

【実践結果】 

「しまね大交流会 2016」で実施したアンケートより、①

地元企業の認知状況と②評価指標について結果を報告する。

アンケートの回収数は学生が 300、一般参加（出展者を含

む社会人の参加者）からは200となった。 

①地元企業の認知状況：「本会に出展している企業で知っ

ていた企業数」について尋ねたところ、参加学生の既知の

企業数の平均値は 10.67社となった。島根大学の学生を対

象に学年ごとに知っている企業数の比較を行ったところ、

入学後約 8ヶ月が経過した１年生においては約 9.5社、就

職活動を始める直前の時期に当たる3年生では約13社とな

り、入学後地元の企業をほとんど知る機会のないまま就職

活動に突入している可能性が示唆された。 

②評価指標：学生を対象にしたアンケートでは、島根県

の企業・NPO・自治体に対する理解が増したとする学生が

94％となり、島根県の全体に対する「愛着」「就職先として

の魅力」「生活の場としての魅力」に関する意識変化につい

て、肯定的な評価をした学生がいずれも95％を超えた（図

3）。この他の満足度等を含めた評価指標の結果については、

当日の発表で詳細を報告する。 

 

【考察・今後の展開】 

しまね大交流会2016は、地域ステークホルダーの多大な

協力を得、キャリア教育の場として低学年次の学生に地域

の働く先や暮らしの魅力を知る機会を提供することができ

た。このような学生教育に積極的に協力して頂ける各団体

との連携体制を強化する必要があり、平成28年冬より「し

まね協働教育パートナーシップ制度」の運用を開始した。

また、このような地域協働型の学びの機会を大学における

キャリア教育に効果的に取り入れていく必要があることか

ら、平成29年度春より授業科目と正課外の学びで構成する

「キャリアデザインプログラム」を開講した。今後も、地

域ステークホルダーの魅力化と学生のキャリア教育の強化

の両輪でこの地域の地方創生に資する取組としていく必要

がある。 

 

【引用・参考文献】 

地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議

（2017）地方創生に資する大学改革に向けた中間報告

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/daig

aku_yuushikishakaigi/h29-05-22_daigaku_chuukanhoukok

u.pdf（2017.7.27最終アクセス） 

中野（洋）・高須（2016）島根大学COC事業における地域

志向教育の取り組み．大学教育と情報，No.2，vol.155，p.6-9 

図３：しまね大交流会2016のアンケート結果（一部） 
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地域コミュニティ改革から見えた“新しいコミュニティーづくり”の方向性 

大村国博（東京都日野市企画部地域協働課） 

Keyword：自助・共助・公助の限界、新しいコミュニティー、HINO式場づくり 

 

【問題・目的・背景】 

１ 日野市の地域コミュニティーの状況 
日野市は、都心から西に35㎞のあり、東京都のほぼ

中心部に位置する人口18万人の中規模都市である。ま

ちの北側には台地、南側には丘陵地を持ち、その間を

多摩川と浅川が流れている。 

江戸時代には、この高地に挟まれた地域には、豊かな

水田地帯が広がっており、幕府の天領地であった。そ

のため農民は自治意識が強く、幕府と深い絆を意識し

ていた。そこで、幕末において幕府が京都警備のため

の「浪士組」募集に多くの農民が入隊し、新選組誕生

に至るのである。この歴史により現在、日野市は「新

選組のふるさと-日野市」としてシティプロモーション

を展開中である。 

 

２ 自助・共助・公助の限界 

  日本の高度成長期には、日野市も都市化・工業化の

波を受けることになる。それまでの豊かな田畑・丘陵

地帯は昭和40年代から切り崩され、急速に住宅地とな

っていった。その中で、日野自動車等の企業が誘致さ

れ、工業都市としての顔も持った。この時点では、日

野市に転入てくる新住民は自治会に加入し、地域コミ

ュニティーの基盤は健全だった。 

しかし、それから40年が経ち、人口減少社会が始まる

と共に、日野市でも自治会を支えた世代の高齢化が始

まり、現在、自治会加入率は50％を切っている。そし

て、核家族化の進行、超高齢少子社会が到来している

今、新たな地域課題が生まれだしている。今までの地

域コミュニティー施策に限界が見え、次の施策を模索

する必要が生じてきた。 

 

【研究方法・研究内容】 

（１） 地域懇談会の改革 

そこで地域協働課では、平成26年度から地域コミュ 

ニティー施策の改革を始める。その代表的なものが「地

域懇談会の改革」である。従来の地域懇談会は昭和 40

年代から行われており、地域の声を吸い上げ、市政に

反映させるために自治会長に集まったいただき、理事

者との懇談を市内全域で行ってきた。これを日野市の

市政テーマ「諸力融合」のもと、自治会に加えて様々

な地域活動を行う団体に参加を呼びかけ、各団体の持

つ様々な視点から地域課題を考え、交流していく場に

改変した。 

 
（２）アクションプラン 

平成27年度の地域懇談会で市民有志に参加を呼び 
かけ、市内の各中学校区で、アクションプラン実行委 
員会が結成された。 
平成28年度には各実行委員会が活動を始め、自らが地 
域課題解決に動き出すことで地域コミュニティーの再 
構築を図っている。 

 

【研究・調査･分析結果】 

  地域懇談会の改革及びアクションプランを実施した 

結果、地域懇談会は、地域をつなぐハブ機能を持ち、 

今までにない団体同士のつながりが生まれ始めた。 

例えば自治会、NPO、大学が一緒になってそれぞれの 

視点からアイデアを出し合い、協力して解決していこ 

うという動きである。この動きの中から、「新しいコ 

ミュニティー」の方向性を示唆する要素が見えてきた。 

 

【考察・今後の展開】 

  アクションプランは、大きなイベントを成功させた

中学校区もあれば、小さな試みを積み重ねて地域を息

づかせている中学校区もある。そこで、各中学校区の

実行委員会は、今後もアクションプランを継続させて

いき、地域課題の解決を図っていく予定である。 

また、今後は地域懇談会において日野市特有のコミュ

ニティセンターである「地区センター」等の公共施設

の再利活用などを市民と共に考えていき、日野市の特

徴を生かした日野市ならではの「場（心のつながり」+

「場所（物理的な場所）」づくりを「知る・考える・動

き出す」の3年計画で進めていき、日野市ならでは「新

しいコミュニティー」を構築していきたいと考えてい

る。 
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 地域活性化に取り組む大学生 NP0の大学生就職後の兼業による関与の困難性 

山本将也・大西浩正（牟岐キャリアサポート） 

Keyword： 大学生NPO,地方創生,地域活性化,遠隔地,兼業,副業,就職,パラレルキャリア 

 

【はじめに】 

1. はじめに 

 近年、社会貢意欲をもつ若年層が増加している。厚生

労働省が 2013 年に実施した「若者の意識に関する調査」

においても、社会のために役立つことをしたいと思うか

との問いに、「そう思う」が 20.8%、「どちらかといえば

そう思う」が 59.2%で、約 8 割の若者が社会貢献に対し

て前向きであった。 

 そのような社会的背景もあり、学生時代に社会貢献活

動を行う学生が増加傾向にある。本稿においては、大学

在学中に、NPO法人を創設し、社会貢献活動に取り組んだ

大学生が、大学卒業後のキャリアとして、就職し、兼業

として NPO の活動の関わるという出口戦略を選択した本

稿の一人である山本将也の事例を紹介し、その課題を事

例として報告したい。 

【背景】 

2. 牟岐町の概要  

 
図表1：年齢階級別純移動数の時系列分析[1] 

 牟岐町は徳島県南部に位置し、2010年時点で人口4826

人。老年人口の割合は 41.5％であり、急速に少子高齢化

が進行している。図表 1 は、牟岐町の年齢階級別の純移

動数の時系列分析である。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。 

3. NPO法人ひとつむぎの概要 

 NPO 法人ひとつむぎ(以下、ひとつむぎ)は、大学生を

主体に構成されている団体である。主要な事業としては、

徳島県牟岐町をベースに主に教育支援やまちづくり支援、

交流支援などを行っている。また、その費用はほぼすべ

ての資金を牟岐町からの補助金や委託費によって構成さ

れており、昨年度の予算総額は、約 200 万円である。教

育支援事業は、小中学生を対象にしたキャリア教育プロ

グラム「シラタマ学級」の運営や高校生を対象に進路や

職業選択の幅を広げることを目的とした「サマーキャン

プ」や月一回の「相談カウンター」の実施。まちづくり

支援事業は、離島のコミュニティ活性化の取り組み「出

羽島図書館」や地元各種イベントへの協力。交流支援事

業は、宮城県女川町との小中学生の交流事業を行ってい

る。以上のように、きわめて多様な領域にわたり取り組

みを行っている。ひとつむぎは、2014 年の 8 月に牟岐

町で実施された高校生を対象にした国際サマーキャンプ 

HLAB TokushimaSummer School(以下、HLAB サマースクー

ル)の運営を通じて知り合った大学生が中心となって発

足した。 

【事例】 

4. 山本の事例 

 ひとつむぎの発足において、当時大学生２年であった

山本は、事業の展開において大きな役割を担った。彼は、

発足時のひとつむぎにおいて、その事業の企画、行政と

の折衝、現場の運営など非常に多岐に渡って業務を行な

った。その中で、彼自身、心理的オーナーシップを非常

に強めていった。また、大学生の期間中に後進の育成に

も努めたが、十分な育成を行うことができたとは言えな

い状況であった。そのため、山本は就職後、社会人とな

っても、ひとつむぎや牟岐町に継続的に関与することを

前提として、東京に所在する兼業可能な企業に就職を行

なった。 

 社会人として、山本がひとつむぎや牟岐町に関与して

いく中で、大きく５つの点の課題が生じた。 

① 事業の質の担保のため一定の山本の関与が必要 

 前述のように、法人の立ち上げから、事業の企画

から運営に至るまで、山本が主要な業務を担ってき

た。そのため、彼が有するナレッジを共有し、ひと
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つむぎの大学生のスキルを向上させた上での、事業

の実施が求められているとの現状もある。この点に

関しては、以下の②〜⑤の課題との背反関係が存在

しているといえる。 

② 学生メンバーの萎縮 

 山本は社会人になってからも、継続的に運営に関

与を行なっていた。それにより、より低学年の大学

生が萎縮し、議論が活発化されない状況が発生して

きた。その背景として、いままでのプログラムの設

計などを山本が行なって来たが故に、山本氏の発言

が団体内において大きな影響を有してしまうとの現

状がある。 

③ 交通費の増大 

 大学時代においては夜行バスなど非常に安価な交

通手段によって、徳島県へ移動を行なっていた。し

かしながら、社会人となり、その休日に徳島県へ移

動するとなったため、身体的な負担軽減を図るため

に、飛行機等の交通手段を使用するため、交通費が

非常に高騰し、非営利前提とした組織運営に影響を

与えた。 

④ コンテキストの共有の難しさ 

 山本が東京に就職し、運営にあたる大学生やサー

ビスを受ける側の中高生との接触頻度が少なくなっ

た状況で、事業に関与することとなった。これに伴

い、現地の詳細な状況やコンテキストが共有されに

くくなることによって、今まで通りに業務を行うこ

とが非常に難しくなった。 

⑤ 学生と社会人との線引きの曖昧さ 

 山本は、大学生時代からの活動によって、ひとつ

むぎや牟岐町に属人的な深い関わりを持ってきた。

そのため、山本自身にとっても、ひとつむぎや牟岐

町にとっても、社会人になった後の山本の関わり方

について曖昧さを残さざるを得ない状態であった。 

 ここでの曖昧さは、大きく３つの要素が含まれる。

１つ目は、業務の曖昧さである。学生時代は、企画

から運営に至るまで自己完結的に関わってきたため、

社会人になった後、どこまでの業務に関与すべきで

あるか、どこから大学生に委ねるべきか曖昧さが介

在していた。 

 2つ目は、待遇の曖昧さである。社会人になって後

に、前述のように交通費や謝礼など、大学生には発

生しなかった対価が支払われるなど、待遇が変容し

た。この点に関して、彼自身や彼を取り巻く周囲に

おいても、十分な線引きがなされてこなかったと言

わざるを得ない。 

 3つ目は、大学生と社会人としての価値の曖昧さで

ある。社会人の 1 年目の人材に対して、どのような

価値提供を求めるのかという点に関して、山本が社

会人として置かれる環境が想定できないなかで、明

確な解を持つことができていないとの課題がある。 

【考察・今後の展開】 

5. まとめ 

 以上、大学生時代に関与した NPO に、就職後も関与を

続けるという極めてパーソナルな視点で課題を概観して

きた。しかしながら、大前提として、山本のように地域

活性化に学生時代に取り組み、就職後もその活動に関与

する人材を地方につなぎとめることは、人口が減少し産

業が衰退していく地方において、非常に有効な方策であ

ると言える。そのため、本文で触れられた 5 つの課題を

克服することは、現在、地方創生という文脈において、

各地で行われている「人材育成」を捉える際に、「出口戦

略を如何に設定するのか」という視点において、非常に

重要なことであると言える。 

【引用・参考文献】 
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地域振興とうみ(海・湖)のスポーツ・レジャーWSLの協働職業技術教育モデルの開発(構想) 

一般社団法人未来教育推進機構(代表理事 明野欣市) 

特定非営利活動法人学習開発研究所(代表理事 ○西之園晴夫) 

株式会社ワークアカデミー(代表取締役 大石博雄) 

Keyword： 地域振興、水上スポーツ、水上レジャー、三者社会的対話、協働学習 

 

【問題・目的・背景】 
地域の課題として人口減少があるが、この問題をご当地

の努力だけで解決することは困難である。さらに地域振興

の課題は地域の人々の積極的な参加なしに進めることはで

きない。そこでうみ(海・湖)地域の活性化の方途として、

都市部の若者たちに人気が急上昇している水上・水中のス

ポーツやレジャー活動(Water Sports and Leisure, WSL)
を盛んにすることによって地域の活性化を目指す。海浜地

域での宿泊施設や観光事業と都市部のスポーツ・レジャー

のショップとのネットワークを形成することによって人の

流動性を増加させる。さらに遠隔地での研修や学習に関心

をもっている人々が参加できるような遠隔学習システムを

構築する。その基盤となるのが ILO (International Labor 
Organization)や UNESCO が提唱している職業技術教育
の方法としての三者社会的対話 (tripartite social 
dialogues)であり、その枠組みを参考に各地域に適用でき
る方法を開発する。職業技術専門教育の従来の「教える者」

と「教えられる者」という二者関係から、お互いに学び合

う三者関係を形成して、新分野で指導者が得られないとき

にも機能する協働職業技術学習の教育モデルを開発する。 

【研究方法・研究内容】 

 当面の課題解決に関わる利害関係者として、 

① 京都府と兵庫県の日本海側の旅館業と漁業の従事者 

② ２府４県のスポーツショップ従事者 

③ システムを構築する情報技術者、職能育成を支援す

るスポーツ関連スクール、学習研修に関係する機関

や企業、地域振興に携わる行政関係者、大学研究者、

関連スポーツクラブ、ボランティア 

に焦点化した。これらの宿泊施設、ショップの所在を

Google map、宿泊施設マップなどを手掛かりに位置情報

を取得した。既存の宿泊施設で拡充するWSL営業項目、
スポーツ・レジャーの支援サービスと講習会の推進、研

修学習に関連する大学スポーツクラブなどを表示する。 

 上記の関係者がネットワークを形成するために相互に

学習するための実技講習ならびにワークショップの実施

を計画している(9月に実施)。これらのスポーツは海水浴

場の施設設備を活用するので特別の施設を必要としない。 

【研究・調査結果】 

① 競技遊技場の選定 

WSL愛好家が楽しむ競技遊技場について、旅館や漁業
の関係者とスポーツショップなどと過去の経緯から連携

しやすい宮津市と京丹後市の海水浴場を選んだ(第1表)。 

第１表 京都府北部の海水
浴場他 

第 2表 府県別スポーツ・レ
ジャー店舗の地域間の差異 

市町名 競技・遊技場 

宿
泊
施
設 

 

府県名 地域区分 
店
舗
数 

宮津市 

丹後由良海水浴場 

65
軒 

 滋賀 琵琶湖畔 27 
栗田海水浴場 

京都 
京都市内 4 

田井海水浴場 京都市外 6 
天橋立海水浴場 

大阪 
大阪市 21 

府中海水浴場 周辺市 35 
日置海水浴場 

奈良 
奈良市内 4 

京
丹
後
市 

丹
後
町 

袖志海水浴場 

31
軒 

 奈良市外 7 
中浜海水浴場  

兵庫 
瀬戸内海側 41 

久僧海水浴場  日本海側 6 
平海水浴場  

和歌山 
和歌山市内 11 

竹野海水浴場  和歌山市外 36 
立岩後ケ浜海水
浴場 京都府北部の海水浴場は

宮津市と京丹後市に多数あ

るので、海のスポーツ・レ

ジャーとしてのSUP、サー
フィン、ウィンドサーフィ

ンなどの普及を図るため

に、京都府北部からスター 

砂方海水浴場 

網
野
町 

琴引浜遊海水浴
場 

70
軒 

琴引浜掛津海水
浴場 
小浜海水浴場 
浅茂川海水浴場 
浜詰海水浴場 

久
美
浜
町 

箱石海水浴場 
57
軒 

葛野浜海水浴場 
小天橋海水浴場 
蒲井浜海水浴場 

トするのが適当であると判断した。スポーツショップに

ついては京都市内に数が少ないので、広く京阪神から顧

客を誘導する方策が必要であると考えた。また兵庫県に

ついても瀬戸内海側と日本海側との格差は大きく日本海

側への誘導が重要である(第2表)。 

② 水上スポーツ・レジャーの艇体の形状と推進力 

水上のスポーツ・レジャーWSLは艇体や推進力、器具
の発達と多様化にともなって、その種目がますます多く

なりつつある。とくに水上スポーツは材料や設計技術の

進歩にともなってスピード感やスリル感、快適性が追究

されている。第 3表は水上スポーツとして普及している
さまざまな艇をその形状を横軸とし推進力を縦軸とした

ときに、どのようなエネルギーを利用しているかによっ

て分類したものである。艇体としては従来の船が浮かぶ

原理である排水量型に対して、水面での滑走を実現した

水面滑走型、さらには高速化することによって水中翼に
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よって浮揚して造波抵抗を画期的に減少させた水中翼浮

揚(hydrofoil)型に分類した。水中翼浮揚型は材料の強化と
設計技術の進歩によって実現したものであり、高度な技

術を必要とするが、これに挑戦している若者もみられる。 

③ うみ(海・湖)のスポーツ・レジャー職業の専門職化 

うみ(海・湖) でのスポーツ・レジャーの職業を普及す

るためには専門家を育成することが不可欠である。職場

として確立していない新しい分野で、既存の宿泊業とシ

ョップの販売業とを組み合わせることによって新しい職

種を生み出すような構造が求められる。しかも経験豊か

な指導者を確保すことは極めて困難な状況であるので、

このような事態に対処するためにこれまでの指導者の能

力に依存した「教える」と「教えられる」を基盤とした

二者関係の方式から、それぞれ異なる職業に従事してす

る人がお互いに学ぶ三者関係の方式での教育を構想して

いる。利害関係者がそれぞれ持っている専門知識と実技

ノウハウをお互いに学び合う組織を構築することを目指

している。この場合、近江商人の三方よしにも類似して

いるUNESCOやILOで推進されている三者社会的対話
(tripartite social dialogues)の協働対話方式の枠組みを参
考にして新しい組織を構築する。なお、このような教育

での学習材の開発方法については別途に報告している。 

【考察・今後の展開】 
本研究は 4年間の研究を総括して本年度からである。
今回は京都府北部の宿泊施設と限定したが、実践結果を

精査しながらさらに兵庫県北部にも拡大する予定である。 
(経費の一部は科研費助成事業課題番号26350277による) 
【参考文献】 
Lannert, Judit Suresh Munbodh and Mahes C.Verma, 

UNESCO (1999): Getting the stakeholders involved: 
Partnership at work in three countries from Africa, Asia 
and Eastern Europe, 

  http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001176/117654e.pdf 
International Labour Organization(2013): National Tripartite 

Social Dialogue – An ILO guide for improved governance  
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publicatio
ns/WCMS_231193/lang--en/index.htm 

 

守 
 

第3表 水上スポーツ・レジャーの分類表 第3表 ボードやボートの形状と推進力からの分類表 
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動力 
モータ
ーボー
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水上バイク 
水上スクー
ター 

水上バイク 
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技
術
の
難
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初心者でも入門しやすく高度な技術まで上達する楽
しみがある 

 入門時には少し苦労するが、それを克服すると快適
に楽しめる 

 水面上に浮揚するのでバランスをとる修練が必要で
あり高度な技術が求められる 

 動力を使用しているモーターボート、水上バイクは
資格免許が必要である 

Google Mapの京丹後地域の地
図が入る予定です。 
 

第1図 網野地区の旅館 URL: https://drive.google.com/open?id=1f4PGM0jmy7PFJ1UcLbLyfZUSqlM&usp=sharing 
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 高輪地区における「子ども教育支援教室事業」に関する事例報告 

○崔一煐（東海大学高輪教養教育センター）・福﨑稔（東海大学熊本教養教育センター） 

Keyword：子どもの居場所、教育支援、地域連携 

 

【はじめに】 
近年、東京都港区の人口は増加傾向にあり、年少人口も

2000年から年々増加している。高輪地区では、年少人口が

年 200人強増加し、共働き家庭も増え、近隣小学校では教

室が不足し増築を計画する状況になっている。放課後の児

童の受け皿として、学童クラブが多数設置されているが、

その数は十分とは言えず、アリーナや屋上広場のような施

設を完備し、児童が安心して走り回り遊べる場所も少ない。 

東海大学は2013年度に文部科学省の「地（知）の拠点事

業」（COC 事業）に採択され、地域連携活動（To-Collabo

プログラム）を強化することになった。港区と東海大学は

連携協力に関する基本協定を結び、それに基づき、高輪地

区総合支所と高輪校舎の間で「子ども教育支援教室事業」

の協定が 2014年 9月に締結された。10月より児童が放課

後に学習、運動、遊び等で過ごせる場所を提供する「たか

なわ子どもカレッジ」の運営を開始した。 

港区は、この事業を予算化し、専門業者（一般財団法人

本所賀川記念館）に業務委託することになった。大学は施

設を無償で貸出し、学生の実習として児童向け講座を実施

することになった。自治体、財団法人、大学の三者でカレ

ッジの運営および教育支援を行う協働事業である。 

2015年度からは大学の一室を完全に開放し、週3日放課

後に児童の居場所として運営され、学生による各種児童向

け教育イベントが年間を通して実施されることになった。 

 本発表では、この 3年間「たかなわ子どもカレッジ」を

中心に行った活動の事例報告を行う。 

 

【活動内容】 

 現在「子ども教育支援教室事業」の主な活動は、「たか

なわ子どもカレッジ」の運営と教育支援イベントの実施

である。 

「たかなわ子どもカレッジ」は、表通りに面した校舎

の一室（120m2）を利用した小学生のあそび場である。年

間登録した児童が利用できるようになっている。これま

での年間延べ利用者数は、2015年度約 1700人、2016年

度約2000人である。大学が閉鎖される期間や長期休暇期

間を除いて定常的に週 3 日開室した。カレッジの本格的

な運営は本年度で 3年目となる。過去 2年間の実績を踏

まえて、2017年度からは週5日（月～金）、2時 45分～6

時まで開室している。4月の時点で、利用者は約300人と

なり、昨年度に比べ大幅に増加している。 

年度初めの 4 月に初めて参加する児童や保護者向けに

学内探検ツアーを実施し、キャンパス内のあそび場の紹

介、利用にあたっての注意事項をクイズ形式で伝えてい

る。図のように、毎月、その月のイベントやスケジュー

ルを盛り込んだカレッジ通信を作成し、近隣児童館、小

学校に約 600 枚配布し、カレッジの利用を促す活動を行

っている。カレッジの運営については、上記三団体によ

る月 1 回の定例会議において検討している。発生した問

題点、今後の行事予定等の情報を共有し、それぞれの立

場で運営に必要な意見交換を行い、改善策を講じている。

また、行事などの打合せについては、電子メールを活用

して情報の共有を図っている。 

子どもたちはカレッジの教室で、自分の興味に従って

マット遊び、テレビゲーム、バランスボール等で自由に

遊んだり、宿題を行ったりする。ここには財団から派遣

された職員が常時2～3人常駐し、トラブルが生じないよ

うに注意を払っている。また、大学のアリーナや屋上広

場が空いているときは、そこに移動して球技やシャボン
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玉等で楽しみながら体を動かしている。また、大学生が

教育イベントの前に子どもに慣れるなれるため、ドッジ

ボールやキャッチボール等を行うこともある。 

学生が主体となって、教育支援行事を2017年度は、正

課および正課外で合計23回不定期に実施した。このイベ

ントには、延べ 172人の児童と 268人の学生が参加し、

児童と学生両者にとっては刺激的な活動となっている。 

教育支援行事は、「英語であそぼう」、「ハンドベルクラ

ブ」、「電子工作」、「ロボットであそぼう」、「ドローンの

飛行」等、多彩なテーマと内容で行われている。写真は

ロボット遊びのイベントの様子である。これらのイベン

トは基本的に実施内容を学生たちが考案し、運営してい

る。学生の授業として行っているハンドベルクラブは、

地域児童館の夏まつりで発表するために、子どもたちと

毎週練習を重ねている。 

教育支援行事で開発された授業コンテンンツは、近隣

地域からの依頼で、小学校や地域フェスティバルでも披

露し、地域連携に一役買っている。その他に、「スイカ割

り」、「クリスマスオーナメントを作ろう」等、カレッジ

が主催するイベントに学生がボランティアとして携わる

活動も行っている。 

 

【活動の成果】 

東海大学は COC 事業の中で、大学開放プログラムとし

て地域に開かれた大学を目指している。カレッジが週 5

日開室されることによって、子どもたちが放課後大学内

を移動する姿をよく見かけるようになった。カレッジを

通して、児童と学生が顔見知りの関係になり普段感じな

い良い影響を相互に受けている。カレッジは明らかに児

童が安心して過ごせる居場所になっている。 

高輪校舎は情報通信学部であるため、比較的コミュニ

ケーションを苦手とする学生が多い。学生は、カレッジ

のスタッフや地域の方々と日程の調整やイベントの告知

について話し合う中で、スケジュールの管理や、コミュ

ニケーションのとり方を学ぶ。学生にとっては、地域社

会への初歩的な参加となり市民性を養うサービスラーニ

ングの経験となっている。子どもカレッジで行っている

学生イベントは学内で行うことが多く、児童館に出向い

ても往復20分程度の時間である。そのため、時間を効率

よく利用することができ、正課に取り入れることが容易

である。 

授業として行った教育支援については振り返りを行い、

現状把握、問題点の洗い出しを行うことによって社会に

対する問題意識を高めることに繋がっている。しかし、

その他の参加形式の学生にとっては、振り返りが行われ

ないため、体験的な行事となっている。 

 

【今後の展開】 

来室児童数の拡大のため、地域情報ポータルサイト等

を通して広報活動を活発に行う。また、学生の教育支援

内容の充実を図り、より刺激的な行事にしていく。今年

度、新しいテーマとして、茶華道部が中心になって茶道

教室を行う。茶道を通して、日本の伝統文化に触れると

ともに、礼儀作法を学び、人を思いやる心を養う。地域

シニア層による昔遊びのイベントを実現させ、カレッジ

を通した多世代の交流、連携活動に繋げていく。 

今後、サービスラーニングとしての質を向上させるた

めにも振り返りをしっかり行い、地域活動の必要性を議

論し、学生たちの市民性を養う活動の質的な向上を図る。 

 

【参考文献】 
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玉等で楽しみながら体を動かしている。また、大学生が

教育イベントの前に子どもに慣れるなれるため、ドッジ

ボールやキャッチボール等を行うこともある。 

学生が主体となって、教育支援行事を2017年度は、正

課および正課外で合計23回不定期に実施した。このイベ

ントには、延べ 172人の児童と 268人の学生が参加し、

児童と学生両者にとっては刺激的な活動となっている。 

教育支援行事は、「英語であそぼう」、「ハンドベルクラ

ブ」、「電子工作」、「ロボットであそぼう」、「ドローンの

飛行」等、多彩なテーマと内容で行われている。写真は

ロボット遊びのイベントの様子である。これらのイベン

トは基本的に実施内容を学生たちが考案し、運営してい

る。学生の授業として行っているハンドベルクラブは、

地域児童館の夏まつりで発表するために、子どもたちと

毎週練習を重ねている。 

教育支援行事で開発された授業コンテンンツは、近隣

地域からの依頼で、小学校や地域フェスティバルでも披

露し、地域連携に一役買っている。その他に、「スイカ割

り」、「クリスマスオーナメントを作ろう」等、カレッジ

が主催するイベントに学生がボランティアとして携わる

活動も行っている。 

 

【活動の成果】 

東海大学は COC 事業の中で、大学開放プログラムとし

て地域に開かれた大学を目指している。カレッジが週 5

日開室されることによって、子どもたちが放課後大学内

を移動する姿をよく見かけるようになった。カレッジを

通して、児童と学生が顔見知りの関係になり普段感じな

い良い影響を相互に受けている。カレッジは明らかに児

童が安心して過ごせる居場所になっている。 

高輪校舎は情報通信学部であるため、比較的コミュニ

ケーションを苦手とする学生が多い。学生は、カレッジ

のスタッフや地域の方々と日程の調整やイベントの告知

について話し合う中で、スケジュールの管理や、コミュ

ニケーションのとり方を学ぶ。学生にとっては、地域社

会への初歩的な参加となり市民性を養うサービスラーニ

ングの経験となっている。子どもカレッジで行っている

学生イベントは学内で行うことが多く、児童館に出向い

ても往復20分程度の時間である。そのため、時間を効率

よく利用することができ、正課に取り入れることが容易

である。 

授業として行った教育支援については振り返りを行い、

現状把握、問題点の洗い出しを行うことによって社会に

対する問題意識を高めることに繋がっている。しかし、

その他の参加形式の学生にとっては、振り返りが行われ

ないため、体験的な行事となっている。 

 

【今後の展開】 

来室児童数の拡大のため、地域情報ポータルサイト等

を通して広報活動を活発に行う。また、学生の教育支援

内容の充実を図り、より刺激的な行事にしていく。今年

度、新しいテーマとして、茶華道部が中心になって茶道

教室を行う。茶道を通して、日本の伝統文化に触れると

ともに、礼儀作法を学び、人を思いやる心を養う。地域

シニア層による昔遊びのイベントを実現させ、カレッジ

を通した多世代の交流、連携活動に繋げていく。 

今後、サービスラーニングとしての質を向上させるた

めにも振り返りをしっかり行い、地域活動の必要性を議

論し、学生たちの市民性を養う活動の質的な向上を図る。 

 

【参考文献】 

1)福﨑他、世代を超えた知の共有とサービスラーニング

実践プログラム構築に関する研究、To-Collaboプログラ

ム成果報告書2013、p.45 

2)福﨑他、世代を超えた知の共有を目指したパブリック

アチーブメント型教育プログラムの構築、To-Collaboプ

ログラム成果報告書2014、p.38 

3)福﨑他、世代を超えた知の共有と育成を目指した地域

連動型教育プログラムの構築、To-Collaboプログラム成

果報告書2015、p.28 

4)崔他、世代を超えた知の共有と育成を目指した地域連

動型教育プログラムの構築、To-Collaboプログラム成果

報告書2016、p.24 
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 中山間地域を舞台にした中学生と留学生が協働で行う地元観光プランの提案 

 横山 佑 1,2，上田菜央 1,2，王 鴻 1,2，Golub Anton1，Anel Berdenova1, Kalmakhanbetova Symbat 1 

Kumargazina Aizhan 1, 齋藤 篤 1,2，扇原 淳 1,2 
1WAMIPOP，2早稲田大学 

 

Keyword：中山間地域，中学生，大学生，留学生，観光プラン 

 

【背景】 
埼玉県秩父郡皆野町は，埼玉県北西部に位置し，秩父

市，長瀞町，寄居町などと接している．東西を分断する

ようにして中央部に荒川と秩父鉄道があり，西側の金

沢・日野沢地区と，東側の今回対象となる三沢・金崎地

区を含む，皆野・国神地区に大別される 1)
．総面積は約

63k ㎡，そのうち 59％が山林原野となっており
2)
，美の

山公園や破風山など多くの自然や山に恵まれている． 

文化としては，江戸時代から続く秩父の伝統舞踊であ

る秩父音頭発祥の地であり，戦前から戦後にかけて日本

中に広まり，秩父音頭を楽しみに来る観光客も増えた
3)
． 

産業としては山間の狭い土地であることから米麦作に

は向かず，養蚕で栄えた地域であった．現在では土壌や

朝晩の気温差から上質なぶどうが取れると言われ
2)
，観

光農業志向の農家がみられるようになっている
4)
． 

このように同町は自然，文化，産業面からも豊富な観

光資源を有している一方で，過疎化，高齢化が進み，現

地神社の例大祭などの実施も難しくなるなど，伝統の維

持に問題を抱えていた． 

このような背景を踏まえ，我々は早稲田（WASEDA）と

皆野（MINANO）をつなげ，人気のある（POPULAR）地域に

するプロジェクト（PROJECT）として「WAMIPOP」を結成

した．WAMIPOPでは「地域とつながる」「自然とつながる」

「世界とつながる」という 3 つのキーワードを活動の理

念・目標に据え，2012年から同町三沢地区を中心にして，

休耕地を使った農作業や地域の祝祭の開催支援などを大

学生や留学生，地域住民と協働して実施してきた．  

今回の活動では，従来 WAMIPOP が実施してきた活動に

加え，当該地域の青少年を地域の伝統の担い手として育

成することを目的として，ワークショップを通した学生

提案型の観光計画策定を行った． 

 

【事前学習】 

本活動の実施に先立ち，参加予定の大学生は，以下の

参考文献を使って，事前学習を行った． 

 皆野町誌（資料編一～五，自然編Ⅰ～Ⅲ，通史編） 

 皆野町観光協会発行パンフレット 

「みなのグルメ＆レジャーめぐり」など 

 皆野町ホームページ「指定文化財一覧表」

http://www.town.minano.saitama.jp/bunkazai/ 

 皆野町商工会「まんぷくマップ」 

http://www.minano.gr.jp/wp-content/uploads/20

13/06/manpuku_secure.pdf 

 

【イベント当日】 

2017年 7月 16日（土），三沢集落センターでワークシ

ョップを実施した．参加者は現地の A中学校生徒 10人，

留学生 5人（中国，カザフスタン），大学生 14人であっ

た．当日の流れは表1のとおりである． 

 

表 1．イベントのタイムスケジュール 

 

ワークショップでは，まず中学生参加者に対して活動

内容と意義の説明を行った後，参加者を 3 つのグループ

に分けて観光プラン策定作業を行った．各グループには

中学生，大学生の他，留学生が最低 1 名参加し，皆野町

を訪れる外国人観光客を対象とした「外国人に提案する

皆野町で過ごす最高の一日」観光プランを提案すること

をゴールとした． 

観光プラン作成作業においては，初めにアイスブレイ

クとして自己紹介を行った後に，それぞれのグループご

とに観光の時期，観光客の年齢や出身国，宗教など観光

客の性質を設定し，それに沿ったプラン作成を行った．

時間 内容 

14：00 自己紹介 

14：10 企画説明 

14：30 ワーク①：ターゲットをイメージする 

14：50 ワーク②：観光プランを考える 

15：40 グループ発表 

16：00 講評・感想 

16：15 閉会 
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ここでは参考資料として事前学習で得られた情報や，イ

ンターネットで公開されている観光情報，皆野町観光協

会が配布している観光パンフレットなどを用いたほか，

中学生参加者からは地元住民ならではの観光スポット情

報の提供を受けつつプランを作成した． 

プラン作成後はグループごとにプランのテーマやルー

ト上の各スポットの活用法などについてのプレゼンテー

ションを行った． 

また，活動後に中学生参加者それぞれに感想を書いて

もらい，活動の効果を想定するとともに今後の活動展開

に向けた参考情報の収集を行った． 

 

 
写真：ワークショップの様子 

 

【活動の成果】 

 中学生による感想文からは，「身近すぎて気づいていな

かった皆野町の魅力に気づくことができた」，「改めて皆

野町が良い町であると感じた」，「外国人と接することが

ないので良い機会であった」，「実際に外国人が来てくれ

たら嬉しい」などの記載がみられた．同町の中学生にと

っては外国人と接する機会が多くないため，本活動は中

学生参加者にとってグローバル社会を意識できる貴重な

体験となったこと，また地元の観光資源について再確認

する機会となったことが伺えた．さらに，地域住民と観

光客との捉え方の違いについてのコメントも多く，現地

の人々だけではなく様々な立場，見方の人が関わること

でより良い観光地の醸成に繋がると考えられた． 

 また，留学生にとっては，本活動は日本語や日本文化

を学ぶ機会としてのみならず，生きた日本文化に触れ，

また自らの知見を地域振興に生かし，それを国内外に向

けて発表するという貴重な機会を提供することとなった．

これにより各留学生の随伴性を強化し，また国外から対

象地域への注目を喚起しうることが考えられた． 

さらに，活動に参加した大学生に対しては，グループ

討議を行う中で主体性を持ってプログラムに臨む意欲・

姿勢の醸成や，地域課題を正確に把握した上での学問的

知見を活かした提案力，未来変革，地域変革を実践する

リーダーのマインドセット醸成などの機会を提供できた

と考えられた． 

 

【今後の展開】 

今後，本活動の一環として，今回得られた観光プラン

の修正，複数の外国語への翻訳を行い，地元観光協会と

連携した観光地，観光ルートのインバウンドプロモーシ

ョンを想定している．また，地元中学生と留学生・大学

生との協働機会をさらに設け，教育と結びついた地域活

性化を目指している． 

 

【参考文献】 

1) 皆野町役場，1986年，皆野町誌 「通史編」，pp.28-30 

2) 皆野町役場，1986年，皆野町誌 「通史編」，pp.886-888 

3) 皆野町役場，1986年，皆野町誌 「通史編」，pp.876-878 

4) 皆野町役場，1986年，皆野町誌 「資料編五 民族」，

pp.2-7 
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地域伝統食材と乳製品を組み合わせた新メニューによる地域活性化 

〇上田菜央 1）2），信太直己 1）2），齋藤 篤 1）2），扇原 淳 1）2） 

1）WAMIPOP，2）早稲田大学 

Keyword： 中山間地域，多世代多文化交流，伝統食材，地域活性化 

 

【はじめに】 
埼玉県秩父郡皆野町は，埼玉県北西部に位置し，秩父市，

長瀞町，寄居町等と接している．東西を分断するように

して中央部に荒川と秩父鉄道があり，西側が金沢・日野

沢地区，東側が今回の対象となる皆野・国神地区となっ

ている．総面積は約 63km²，森林比率は 72％1）となって

おり，美濃山公園や破風山，秩父高原牧場等多くの自然

や山に恵まれている． 

産業としては，山間の狭い土地であること，山の斜面を

切り開いた土地であることから，やせた土地の栽培に適

した小麦や蕎麦の栽培が盛んに行われてきた．また，き

のこの栽培，養蚕も盛んな土地であった． 

我々は，2012年から展開する埼玉県北部に位置する皆野

町三沢地区での活動において，人口流出，高齢者の健康

状態の悪化，伝統文化の衰退，地域のつながりの減少等

の総合的な解決を目指した活動を行ってきた 2）．また，昨

年度の調査では，多世代多文化交流イベント（乳製品料

理試食会及びイベントの開催，加工品の販売活動）参加

者のうち，特に高齢者において乳製品を料理に取り入れ

ることへの抵抗感の減少や乳製品摂取に対する意欲が高

まる傾向がみられた 3）．  

同時に，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」を行っ

てきた．具体的には，シルクロードに位置する国々の留

学生が，三沢地区において農作業，地域伝統行事，蕎麦・

うどん・饅頭作り等に参加した様子について，SNSを通じ

て留学生の母国語で紹介すること，活動によって生産し

た小麦や蕎麦を留学生の母国に持ちこみ，日本食フェア

の開催等である． 

今回，地域伝統食材と乳製品を統合した新メニューが乳

の価値認識と地域活性化に与える影響について明らかに

することを目的とし，地域住民を巻き込んだ「地産地消」

と「乳製品」を組み合わせた加工品開発とその販売イベ

ントを実施した． 

【イベント当日の流れ】 

秩父高原牧場ポピー祭り開催期間中の 2017年 5 月 28
日（日）に，皆野町三沢地区において，シルクロード文

化と地域の伝統食材を掛け合わせたメニュー「シルクロ

ー丼」の考案とその販売を含むイベントを開催した．シ

ルクロー丼とは，中央アジアでは蕎麦の実を炊いて食す

ることに着想を得て，皆野の地域伝統食材である蕎麦を

粉にせず実として炊き，牛乳や地場野菜を入れて作った

ホワイトソースをかけたものである． 
 

 
写真1：シルクロー丼 

 
イベントの運営に携わったのは留学生 2 名（カザフス
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写真4：イベント当日の様子 

写真5：イベント参加者 

本イベントの運営に携わった地域住民からは，大学生

や留学生によるイベントの実施は，町が力を入れている

グローバル教育の観点からも良い機会となった，数人の

住民からは三沢地区は「何事も動き出すのに3年かかる」
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ことに驚いたという意見が聞かれた．これには，我々の
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いたと思われる． 
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さらに，小麦や蕎麦の栽培を地元の小・中学生と共同

で行い，生産した小麦や蕎麦を利用したメニューを販売
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とを企画している． 
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1) 埼玉県庁ホームページ「森林・林業と統計平成 27
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「桂木ゆず」ってご存知ですか？‐ゆず農家と協同したゆず活用の記録‐ 

程塚京子（日本医療科学大学/地域・社会活動センター） 

Keyword： 地域特産物 活用 協同 

 

【地域・社会活動センターの使命】 
本学が所在する毛呂山町は、埼玉県西部に位置する人

口 4万人に満たない高齢化の進んだ小さな町である。こ

のような小さな町ではあるが、付近には本学を含めて４

つの大学が隣接している。 

全国各地の大学で展開される「地(知)の拠点整備事業

(COC 事業)」をはじめ、各大学における地域交流および

地域貢献に関する取り組みは多様であり、本学も組織の

１つとして「地域・社会活動センター」を配置し、そこ

に属する各教員が率先して地域と交流し、個々の社会活

動を行っている。 

私が顧問を務める「ゆずっ娘有志サークル」もまた、

このセンター直属のサークルであり、教員の社会活動カ

ラーが濃い。常に「この町に対して大学が出来ることは

何だろう？」という思いのもと、行政が進める「ゆずの

ブランド化」に一役買ってしまったという運びで、この

1年はゆずの活用に力を注いできた。 

【ゆずっ娘有志サークルの主旨】 

毛呂山町の滝ノ入を中心に、隣接する越生町、ときが

わ町と合同でゆずのブランド化「桂木ゆず」が栽培され

ている。ゆずっ娘有志サークルでは、他県からの入学性

も多い本学において、学生のみならず教職員をも対象に、

この桂木ゆずを知ってもらおうと活動を開始した。 
 大学 4年間は「人生の夏休み」と言われる。そんな大
切な大学生活をこの毛呂山町で過ごすことは、学生たち

にとってどうなのか。歳をとった時に、ふっと思い出す

ことはあるのか。ゆずの香りを思い出してくれたらと考

えた。 

【西大門農園との出会い－ゆずの木オーナーになる！】 

 大学の行事として、春の新入生歓迎会、秋のリレーフ 

ォーライフ参加・学園祭、冬のゆず収穫とジャム作り、 

オープンキャンパスでの地域紹介を年間のイベントとし 

た。特に、冬に収穫できる新鮮なゆずを使ったジャム作 

りは、できれば学生たちを中心に収穫から関わることと 

した。 

 毛呂山町役場のホームページには「ゆずの木オーナー」 

の募集が掲載されている。「ゆずの木オーナー」とは、「ゆ 

ずの予約」である。ゆずが実る前から、ゆずの個数を予

約すると、それに見合ったゆずの木を農家が選んでく

れる。その木のオーナーとなって収穫体験ができ、ゆ

ずを購入することができる。ゆずっ娘有志サークルは

西大門農園のゆずの木オーナーとなった。 

【ゆずの活用-ゆずピザ＆まるごとゆず-】 

  新入生歓迎会では「ゆず茶」、リレーフォーライフで

は「ゆずドリンク」、オープンキャンパスでは「ゆずの

クラッカー」と「ゆずソーダ」を考案し、多くの学生

に振舞った。また昼休みの時間に、地元食品会社が販

売する「ゆずシャーベット」を配った。 

 「美味しいけれどつまらない」。もっと斬新なゆず活用

は無いのか。「イタリアンとゆずはどうか？」という発

想から「ゆずピザ」を考案し、何度も試作を重ね、学

生や教職員、西大門農園から意見をもらった。 

  学園祭や各イベントでは移動可能な石窯で「ゆずピ

ザ」を販売し、ゆず農家さえも知らなかった「イタリ

アン」としてのゆず活用を果たすことができた。 

  11月末、ゆずの木オーナーとして約 200個のゆず収

穫とジャム作りを実施した。収穫直後のゆずは想像を

絶する果汁の多さで驚いた。サークルで試作したゆず

ジャムは、ヘタ以外は全て使用している。瓶詰め寸前

に種は除くが、この種周囲にが多くのペクチンがあり、

短時間煮るだけで容易にとろみがつく。 

  ヘタ以外全て使ったゆずジャムは、その後、西大門

農園で「まるごとゆず」として商品化され、「まるごと

食す」ことの美味しさだけでなく安全性をも目指して、

無農薬ゆず栽培をスタートさせた。高齢期をそろそろ

迎える西大門農園のご夫妻のこの取り組みに、造園業

を営むご子息が「無農薬でやるなら（ゆず）畑継いで

もいいよ。」と、お金にならないゆず畑の後継者問題も

一歩前進している。 

【地域の歴史をふまえた課題と展望】 

  毛呂山のゆずは「実生」（種）からのものが８割であ  

 る。実生の木に生る実は大きく立派であることから、

主にはご贈答用に使われたり、高級料亭に出荷する場

合が多かった。遡ること奈良時代には「献上もの」で

あったという記録もある。 

  ゆず農家はゆずを「食す」ものとして考えてこなか
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った。冬至にゆず風呂、茶碗蒸しやお吸い物にゆず皮

を使っても、それ以上の活用を考えてこなかった。日

本人にとってゆずは「果物」なのだろうか。 

  また、このような歴史的背景から、ゆずは稼ぐため

のものではなく、「献上」や「ご贈答用」、「高級料亭へ

の出荷」するという、ゆず農家のプライドや誇りを感

じる。現在においても、「傷がつくと茶色くなり商品に

ならない」とゆず農家は言い、決して学生に収穫の手

伝いはさせなかった。 

  毛呂山のゆず農家は、団結や組織化という手段は持

たずに今日までゆず畑を絶やさずに存続してきた。ゆ

ず農家の高齢化とともに、これからゆず畑存続はどう

なるのか、またそんな現状と温度差のある「ブランド

化」はどうなるのか。１年の活動を通して、ゆず畑の

行く末を案じる。 

  ３月になっても収穫されず木に残ったゆずの実。「グ

リーンツーリズム」ではなく、「ゆずの木ツーリズム」

はどうだろう？ 

【引用・参考文献】 

重冨真一「地域社会の組織力‐参加型農村開発における

住民組織化のために－」熱帯農業50(5),274-278（2006） 

志村秀明「大学におけるまちづくり地域貢献教育-米国の

総合大学を事例として-」日本建築学会技術報告集

17(35),349-354（2011） 

中塚雅也「地域連携における実践・教育・研究」Journal 

of Rural Problems 53(1),15-19（2017） 

松尾直規「地域連携による学生共育」工学教育 64(3),2

（2016） 

毛呂山町教育委員会『毛呂山民族誌』Vol.3,395（1993） 

毛呂山町役場産業振興課「日本最古の生産ゆず まるごと

桂木ゆず」（2016） 

地域活性学会　第９回研究大会

研究部会発表
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地域資源としての未成線 〜広浜鉄道今福線の多面的な活用〜 

○金野和弘（島根県立大学）・廣井修平（島根県立大学） 

Keyword：未成線，広浜鉄道今福線，地域資源 

 

【目的・背景】 
 本研究は、地域資源としての未成線の活用について検討

する。未成線を地域資源として活用している例として広浜

鉄道今福線を取り挙げる。 

 未成線の定義としては、「未完成の鉄道」（草町[2011]）

や、「『未』だ完『成』していない鉄道路『線』のこと」（草

町[2016]）などがある。つまり、開通を目指して工事を着

工したものの、何らかの理由によって完成する前に工事が

中止された路線を指す。その理由はさまざまであり、戦争

のためや予算不足のため、などがある。 

 「廃線」という用語も未成線と類似したものとして捉え

る場合がある。論者によっては未成線を廃線に含めている

ものもあるが、一度も列車が運行されなかったという点を

鑑みると、廃線に含めることが必ずしも適当ではないと筆

者は考える。 

 日本全国に存在する未成線を数えることは難しい。実際、

その数が記述されている先行文献は、筆者が知る限り存在

しない。その理由は、計画段階で中止されたもの、着工後

に中止されたもの、完成後に中止されたもの、が存在し、

その定義のしかたによって数が異なるからである。参考の

ため、近年刊行された草町[2016]では、幻の路線として81

路線が取り挙げられている。そのうちの 1つが、本研究に

おいて事例として取り挙げる、広浜鉄道である。 

 広浜鉄道は、広島県広島市と島根県浜田市を結ぶ鉄道路

線として計画された。山陰地方と山陽地方を結ぶ「陰陽連

絡鉄道構想」ルートの1つに数えられる（草町[2016]）。工

事は、広島市側と浜田市側の両端からそれぞれ着工された。

広島市側は、広島市横川−同市可部間は当初、私鉄・広浜鉄

道の路線として1931（昭和6）年に開業した。その後、1936

（昭和11）年に国有化されていた。広島市側の広浜鉄道は、

可部から延伸する形で工事が着工され、広島市側は国鉄（現

在のJR西日本）可部線として三段峡駅までが開通している。

その後、2003（平成15）年12月1日に、可部−三段峡間が

廃止となった。さらにその後、2017（平成 29）年 3月4日

に、可部−あき亀山間については、廃止後に電化復活してい

る。一方、浜田市側は旧国鉄今福線として、1933（昭和8）

年に工事が着工された。しかし、1940（昭和15）年に日中

戦争による物資不足により工事が中止された。1970（昭和

45）年に新たにルートを変更して別線の工事が始まったが、

完成後の利用状況を懸念し、1980（昭和 55）年に2度の工

事が中止された。1 度目の工事中止までに作られた路線を

旧線、その後、2 度目の工事中止まで作られた路線を新線

と呼ばれている。「その結果、戦前と戦後のふたつの時期に

作られた多くのトンネルや橋梁などの遺構が残ることにな

った」（草町[2016]）。 

 本研究の目的は、島根県浜田市周辺に存在する広浜鉄道

今福線（以下、今福線）を事例として、橋梁や橋脚、トン

ネルなどの遺構を地域資源としての活用を検討することで

ある。 

 

【研究内容】 

 今福線が注目を集めた契機は、2008（平成 20）年に公

益社団法人土木学会から「今福線コンクリートアーチ橋

群」として選奨土木遺産に認定されたことである。認定

理由は、「未完成に終わった鉄道のコンクリートアーチ橋

が一群として現存し、山間の景観に溶け込みながら、悲

運な歴史を伝えている」（毎日新聞[2013]）というもので

あった。これを機に、2010（平成 22）年、島根県技術士

会が「今福線研究分科会」を組織した。同分科会が調査

を開始し、2012（平成 24）年には、「幻の広浜鉄道今福線

マップ」（カラー6頁）が完成している。印刷版の配布の

ほか、島根県技術士会のホームページ上でも公開されて

いる。 

 以下では、今福線を地域資源として活用する取り組み

として実施した、浜田市において今福線に関連するイベ

ントを紹介する。 

 

（1）シンポジウムの開催 

 2015（平成 27）年 8月 8日と 9日の 2日間、島根県立

大学において「広浜鉄道今福線を活かすシンポジウム」

が開催された。1日目は、シンポジウム及びパネルディス

カッションが行われ、2日目は現地見学会が実施された。 

 シンポジウムの開催は、2014（平成 26）年に、前述の

島根県技術士会から広浜鉄道遺構の保存の要望を受け、

浜田市が決定した。「広浜鉄道今福線を活かすシンポジウ

ム実行委員会」には、沿線の自治会、島根県立大学、島
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（1）シンポジウムの開催 

 2015（平成 27）年 8月 8日と 9日の 2日間、島根県立

大学において「広浜鉄道今福線を活かすシンポジウム」

が開催された。1日目は、シンポジウム及びパネルディス

カッションが行われ、2日目は現地見学会が実施された。 

 シンポジウムの開催は、2014（平成 26）年に、前述の

島根県技術士会から広浜鉄道遺構の保存の要望を受け、

浜田市が決定した。「広浜鉄道今福線を活かすシンポジウ

ム実行委員会」には、沿線の自治会、島根県立大学、島

根県技術士会今福線研究分科会、浜田商工会議所、浜田

市役所（観光交流課、金城支所、旭支所）がメンバーと

して参画した。 

 シンポジウムには約190人、現地見学会には約90人が

参加した。近隣地域からばかりではなく、遠くは関東地

方からの参加もあった。 

 

（2）ウォーキング大会の開催 

 近年、2月に浜田市金城町の今福公民館の主催で「広浜

鉄道ウォーキング」が開催されている。これは、普段は

立入禁止となっている、全長1,633mの「下長屋トンネル」

内を含む、約5kmをウォーキングするものである。 

 2016（平成 28）年は2月 28日に開催され、筆者の一人

の家族を含めて約 120名が参加した。翌年の 2017（平成

29）年は2月 26日に開催され、筆者の一人と家族を含め

て約 130 名が参加した。ウォーキングの終了後には、地

域住民が作った、地元で捕獲したイノシシの肉が入った

豚汁（2016年）やカレー（2017年）が振る舞われるなど、

地域が主体となって運営されている。このウォーキング

大会以外にも、自治会や地域団体の主催による、今福線

とウォーキングやサイクリングとを関連付けたプログラ

ムが開催されている。 

 

（3）協議会の設置 

 前述のシンポジウム実行委員会はシンポジウム終了後

に発展的解散をし、そのメンバーが中心となって、2016

（平成 28）年 7月に「今福線を活かす連絡協議会」が設

立された。筆者の一人は連絡協議会の一員である。 

 連絡協議会は、沿線の自治会、まちづくり推進委員会、

島根県立大学の教員及び学生、島根県技術士会今福線研

究分科会、浜田商工会議所、浜田市役所（観光交流課、

金城支所、旭支所）で構成されている。 

 この連絡協議会では、活動や取り組みの共有のほか、

勉強会の実施、各種連携事業などを行なっている。また、

2017（平成 29）年度からは、広浜鉄道に関するコーディ

ネートや観光プランづくり、活用を担う新たな「実働組

織」の設置を検討している。 

 

（4）バイオトイレ及び休憩所の設置 

 2016（平成 28）年 10月、「佐野・宇津井まちづくり推

進委員会」によって、浜田市佐野地区にバイオトイレ及

び休憩所が設置された（山陰中央新報[2016]）。これらの

施設は、散策箇所周辺にトイレや休憩場所がないことを

受け、浜田市からの補助及びまちづくり総合交付金を活

用して整備をしたものである。整備後には、パンフレッ

トラックなどが休憩所に設置された。 

 

（5）旅行ツアーの誘致・造成 

  浜田市は、大手旅行会社に対する単体の商品プロモー

ションと併せて、発地型観光ツアーを誘致している。 

 具体的には、浜田市内の温泉と組み合わせた旅行ツア

ー、写真愛好家を対象に、今福線と島根の隠れた観光地

や三江線（2017年度末での廃線が決定している）と組み

合わせた写真講師つきのツアー、を販売している。前者

については、おもに山陽地方からバスで、後者について

は、関東地方から飛行機利用で来訪している。 

 

 以上のような取り組みを重層的に実施することで、浜

田市は今福線に対する関心の醸成と観光資源としての活

用を進めている。 

 

【分析結果】 

 未成線を地域資源として活用するためには、未成線の

特徴を押さえておく必要がある。未成線が持つ特徴は以

下の3点である。1つめは、建築物および構造物としての

価値がある場合が多いことである。前述の通り、今福線

の遺構は、選奨土木遺産に認定されている。2つめは、未

完成であるがゆえに、想像力を掻き立てる場合が多いこ

とである。橋梁などが部分的にしか存在していないため、

各自の想像力を働かせて未完成の部分を補わざるをえな

い。3つめは、建設当時のままで現存する場合が多いこと

である。途中で工事を中止した後、撤去には手間や費用

がかかるため、そのままの状態で放置されている場合が

多い。その結果、年数の経過により状態に差はあるもの

の、当時のかたちで現存する場合が多い。 

 次に、未成線が近年になって注目を集めている理由と

して考えられる点を3つ挙げる。1つは、鉄道人気の盛り

上がりである。「撮り鉄」「乗り鉄」などの鉄道ファンが

いるなか、「廃線マニア」や「未成線マニア」といった狭

い分野のマニアも少ないながらに存在する。鉄道人気の

盛り上がりに伴い、未成線に興味や関心を持つ人が少し

ずつでも増えていく可能性がある。2つめは、写真ブーム

に乗ったということである。写真ブームは、カメラブー

ムとソーシャルメディアのブームの組み合わせによって

実現している。カメラブームは高性能なカメラを搭載し

たスマートフォンの普及や一眼レフカメラの人気による
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ものであり、ソーシャルメディアのブームは、Instagram

などのアプリによって写真や動画を加工して、投稿する

ことが手軽にできるようになっていることによるもので

ある。その結果、被写体としての遺構が注目されている。

3つめは、「廃墟マニア」の登場である。未成線の遺構を

廃墟として捉え探索を楽しむ人の存在である。実際、前

述の「今福線を活かす連絡協議会」では、産業遺産の保

全や活用を推進する NPO 法人 J-heritage の前畑洋平氏

（内閣府地域活性化伝道師）を講師に迎え、アドバイス

を得ながら、「廃墟マニア」などを対象としたモニターツ

アーを実施している。 

 以上のような、未成線の特徴とそれが観光や地域の資

源として注目を集める理由を踏まえ、今福線をさらに有

効的に活用するための方策について考えたい。 

 

【考察】 

 今福線を地域資源として活用するためのポイントを以

下に示す。 

 

1.地元住民に永く愛される地域資源 

 近年開催されたウォーキング大会の参加者が 2 年連続

で多かったことは、地元住民から愛されている証左だと

いえよう。しかし、過去 2 回の内容はほとんど同じであ

ったことから、今後、どのような新規性を盛り込むかが

重要である。地元住民の参加が多いということは、リピ

ーターがほとんどであるということから、毎年同じよう

な内容では飽きられてしまう恐れがある。費用や人員に

限りがあるなかで、細かな改善の積み重ねが必要であろ

う。 

 

2.過大な投資をせず「身の丈に合った」投資 

 これまでみてきたように、今福線に対する関心は徐々

に高まりつつある。しかし、鉄道とりわけ未成線の遺構

であるという点を勘案すると、地元以外の観光客に対し

て主たる観光目的地として訴求することは難しいと言わ

ざるをえない。そのため、現実的な方策としては、周辺

に散在する観光名所と組み合わせることによって観光客

を惹きつけることであろう。未成線は希少性や独自性の

点では魅力的な地域資源であるといえるため、それらの

点を強調した訴求方法が必要となる。ただし、一度に大

人数を集客するほどの訴求力はないため、過大評価によ

る多額の投資は避けるべきである。 

 

3.アクセス手段の整備 

 今福線の遺構は、広い地域に散在しているという性格

上、自家用車での訪問か、もしくは前述のように交通手

段を併せて提供する必要がある。2015（平成 27）年に、

はまだ産業振興機構の主催による「島根県立大学浜田を

元気にするアイデアコンテスト」（学生向けビジネスアイ

デアコンテスト）において、筆者の一人が提案した観光

タクシーのプランは、アクセス手段の整備という課題に

対応したものであった。それ以外にも、解説を加えたサ

イクリングツアーやトレッキングツアーなども有効であ

ると思われる。ガイドスタッフによる解説が望ましいが、

かかるコストなどを考慮すると、後述するような自動ガ

イダンス機能を用いる方法もある。 

 

4.情報技術（IT）の活用 

 情報技術の発展や情報通信インフラの高度化、端末や

サービスの低価格化によって、これまでは物理的および

経済的に不可能であったことができるようになっている。

これらの情報通信技術の高度化は、観光面や地域での取

り組みにおいても活用可能であるため、地域資源として

今福線をさらに活用するために、以下の３つの活用方法

を提案する。 

 1つめに、写真撮影やソーシャルメディアへの投稿を支

援することである。前述のように、高性能カメラの人気

やスマートフォンに搭載されているカメラの高性能化、

Instagramなどのソーシャルメディアの発展が相俟って、

写真ブームの只中にあるといえる。写真撮影をする際に、

写真撮影をする地点に応じた情報提供や、撮影した写真

やそれに対するコメントを共有できる仕掛けを設けるこ

とにより、少しずつでも訪問者の満足度を高めることが

可能となる。 

 2 つめに、AR（Augmented Reality；拡張現実）や VR

（Virtual Reality；仮想現実）技術の活用である。先に

述べたように、未成線は未完成であるがゆえに「目に見

える」部分が決して多くない。それゆえ、ARやVRの技術

を活用した観光を提案する。とくに前者は、現地に赴い

た際に実際の風景とARで拡張された現実とを重ね合わせ

て比較することにより、実現しなかった景色に想いを馳

せることができるかもしれない。 

 3つめに、位置情報機能や翻訳機能、動画再生などを活

用した、ガイド機能の無人化である。知識豊富なガイド

スタッフによる「人の案内」がより望ましいのは言うま

でもないが、いつ訪れるかわからない訪問者のために常
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ったことから、今後、どのような新規性を盛り込むかが

重要である。地元住民の参加が多いということは、リピ

ーターがほとんどであるということから、毎年同じよう
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【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と、島根県浜田市旭町坂本集

落事例に検証を行う。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、
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（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。もう一つの坂本集落も広島県

の県境にある集落の一つであり、地区面積 6,870 ㎢のほぼ

全域が急傾斜地である。集落には 45世帯、81人が暮らし

ており、高齢化率は 55.6％である。集落の主要な産業は農

業であるが、住民のほとんどが年金収入によって生計を立

てていたり、兼業農家である。川角集落では、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
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も平均200円未満／kgと、価格は低下傾向にある。 

このような小規模高齢化集落において、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
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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）仁多米とそれぞ

れの集落の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、川角集落を対象に、集落の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

プ、米貯蔵庫用の冷蔵庫およびその電気代が生じる。必

                                                   
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。 
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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、2015年の有効回答数は373、2016

年の調査結果は522人だった。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。 

仁多米とそれぞれの集落の米、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）。「仁多米と集落の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、１）仁多米とハデ干しした川角米は差がない、

２）仁多米とハデ干しした坂本米は差がない、３）仁多

米とハデも死していない坂本米は差があるという結果と

なった。仁多米とハデ干しした集落の美味しさには、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

松
江

C
浜
田

C

 

 

 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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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／

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、島根県の小

規模高齢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
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次年度以
降毎年必
要費用**
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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
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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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住宅地図を用いた商店街研究の試み 
－浜田市中心地商店街を対象にして－ 

                            島根県立大学総合政策学部 
                                    藤原眞砂 
 どの街でも商店街が商業の中心であった時代がある。それが大型店の出店やコンビニの

進出で蚕食され、「櫛の歯が欠けたように」空き店舗が拡がる状況はどこでも見られる光景

である。 
 本研究はゼンリンの地図を基に興隆していた商店街がどのように衰退し、その性格がど

のように変化したのかを追跡するものである。地図という定性的な情報をもとに、それを定

量化し、研究展開する手法を紹介するとともに、事実発見、政策的含意の抽出も図った。島

根県立大学の地元の浜田市の中心地商店街を事例にこの研究を試みた。このような研究は

文献を渉猟する限り、従来見られない手法と思われる。地域研究、活性化研究にささやかな

貢献が出来ればと考える。 
 研究で用いた資料はゼンリンの住宅地図の昭和 37(1962)年から平成 26(2014)年まで、計
14時点のものである。浜田市駅周辺の 11の商店街が対象となった。 
 研究の手法は以下の通りである。 
1. 住宅地図資料の収集した。 
2. 各商店街該当のページをコピーし、それを縦横に貼り合わせ、各商店街の全貌を示す大 
型地図を作成した。14商店街を網羅する大型地図を 13時点ぶん作成。これにより経年 
での商店街の店舗の盛衰の可視化を試みた。「櫛の歯が欠ける」状況が一目瞭然となる。 

3. 地図から、商店街の各番地にどの店舗が立地していたのかを、14時点に渉って情報収 
集し、表データとして纏めた。14商店街ぶん作成した。 
ちなみにこれにより 1つの地点に常に存在して来た店舗は老舗と見なせる。また店舗

の変化の激しい場所も特定出来る。 
4. 各店舗の種類を解明する手がかりを得るために、4桁の経済分類コードを付し、表デ 
ータに付加した。 

5. 4桁もしくは 3桁の経済コードのみの表を別途作成し、コード分類を手がかりに、店舗 
  件数とともにその種類の変化を観察するための集計を試みた。 
6. 2の定性的な大型地図の(視覚)情報、また 5の定量的な情報(店舗件数、経済分類コード) 
   をもとに事実発見を試みとともに、将来の商業展望をするとともに、政策的含意の抽出 
  も試みた。 
                                      以上 
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 タイトル 「地域再生におけるネットワーク構築の問題点とその解決策 

         ─島根県での実践活動による考察─」 

井上厚史（島根県立大学） 

Keyword： ネットワーク、大学生、移住者、地元住民 

 

【問題・目的・背景】 
 本研究発表を思い立った背景として、島根県立大学総合

政策学部井上厚史ゼミで、2007年〜2011年にかけて、世界

遺産登録された「石見銀山」からかつて銀が運ばれた「銀

山街道」沿線の市町村（島根県温泉津町、大田市、美郷町、

飯南町、広島県三次市、府中市、尾道市、岡山県井原市）

をネットワークで結びつけようとした苦い経験がある。 

 2007年 7月に石見銀山が世界遺産登録され、同年 10月

に３回生のゼミ生12人が「島根県美郷町町政に対する提言

書」を提出し、その中で「銀山街道の広域ネットワーク作

り」を提唱した。この提言書はマスコミでも取り上げられ、

特に銀山街道に関する提言が注目を集めた。 

 

（2007年10月26日山陰中央新報） 

 銀山街道は多くの市町村を通過しており、地域単独で何

らかの企画に取り組むより、周辺自治体と協力してやるほ

うが期待できる成果は大きいはずだが、当時は関係市町村

間の横の連携が薄く、積極的に何かを行うという実績を持

ち合わせていなかった。そこで、地域をつなぐ広域ネット

ワークを作り、各市町村間の連携を深め、お互いに知り合

い、信頼関係を築くための場としての「銀山街道ネットワ

ーク」設立を実行に移すことにした。 

「銀山街道ネットワーク」設立のための原案を作成し、ネ

ットワークへの参加が期待できそうな各市町村の市民の

方々を訪問してネットワーク設立の趣旨説明に奔走した。 

 2007年12月20日に島根県大田市大森町中村ホールで第

１回「銀山街道わくわくサミット」を開催し、「銀山街道ネ

ットワーク」の設立を訴え、出席した約40名の全出席者か

ら賛同を得、学生への大きな期待が寄せられた。  

 

（2007年12月25日中国新聞） 

 翌2008年 12月20日には、第２回銀山街道わくわくサミ

ットを島根県大田市大森町町並み交流センターで開催し、

各市町村から10団体40名を超える参加者があった。「銀山

街道ネットワーク」の正式な設立が承認され、学生が銀山

街道のブランド化を提唱したところ、翌2009年 3月に三越

広島店にて「銀山街道フェア」が開催される運びとなり、

同年3月 24日から一週間、ゼミ生が三越広島店にてフェア

の企画運営を行った。 

 

（2009年4月5日中国新聞） 
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 2 

 順風満帆な船出に思われた「銀山街道ネットワーク」

だったが、第２回銀山街道わくわくサミットの会場で、

テーブルのささいな配置をめぐって、「あんたたちは、あ

そことうちらが仲が悪いのを知らんのかね」とこっぴど

く叱責されたり、すでに国土交通省から助成金を得て街

道のマップを作り銀山街道のガイドツアーを企画してい

た団体からは「人の褌で相撲を取ろうとする泥棒教師と

学生」という誹謗中傷をネットに書き込まれるなど、予

想外の否定的反応があった。 

 翌2009年年度は、まとまった資料がない銀山街道に関

する調査結果をまとめた「銀山街道資料集」の作成に一

年間取り組み、A4版 74ページの資料集を作成した。 

 翌2010年度は12月18日に島根県美郷町ゴールデンユ

ートピアおおちで第３回銀山街道わくわくサミットを開

催した。席上、広島県府中市石州街道出口地区協議会の

参加者から銀山街道を飛脚ランナーが走る駅伝の催しの

お知らせや、学生から「銀山街道資料集」の充実版を制

作中であることなどが報告された。 

 翌2011年度は、島根県飯南町でわくわくサミットを開

催する予定だったが、どうしても実施体制が整わなかっ

た。地元住民の高齢化と関心の低さ、さらに他の市町村

と共同して開催することに対するためらいが原因だった。

＜島根県大田市からスタートし、銀山街道を南下しなが

ら沿線市町村でシンポジウムを開催する＞という当初の

構想は、ここで痛恨の中断を余儀なくされた。 

 さらに、「銀山街道ネットワーク」設立時に協力してく

ださった市民も、新聞やＴＶ等のメディアで取り上げら

れて知名度が上がるにつれ、「なわばり」意識が強くなり、

次第に各市町村間での協力体制作りへの関心は薄れ、独

自の動きが目立つようになった。決定的だったのは、広

島県における銀山街道への関心が低く、わくわくサミッ

トの開催が不可能なことを知らされた時だった。 

「銀山街道わくわくサミット」の開催可能性が見えない

ない以上、どこかで終止符を打つ必要があった。そこで、

「銀山街道資料集」の増補修正版を『大学生がつくる銀

山街道ガイドブック』（山陰中央新報社、2011）として出

版することをもって、このプロジェクトに幕を引く決断

を下した。 

 2007年 10月から取り組み始めて足掛け5年、ゼミ生が

交代する中でプロジェクトを引き継ぎながらの大きな挑

戦は、当初の関心の高まりがウソのように、「銀山街道ネ

ットワーク」の完成を断念する結果となった。  

 

（2011年12月16日中国新聞） 

 

【研究方法・研究内容】 

 本研究発表では、以上のような「銀山街道ネットワー

ク」設立に関する経験を一般化＝共有化するために、以

下のような方法を用いて分析を加えた。 

 まず、中山間地域に存在するネットワークの形態を、

①学生がつなぐ「学生ネットワーク」、②移住者がつなぐ

「よそ者ネットワーク」、③地元住民がつなぐ「地場ネッ

トワーク」の３つに分類し、各条件を整理した一覧表を

作成して整理することにした。具体的に属性として取り

上げた項目は、設立年、設立の趣旨、ネットワークの規

模、利益性、直面した困難、克服の方法、ネットワーク

運営における地元住民との関係である。 
 次に、①〜③のネットワークを比較考察し、それぞれ

の属性を洗い出すことによって、中山間地域における広

域ネットワーク形成の必要条件と阻害要因の特定を試み

ることにした。 
 取り上げた特徴的なネットワークは、①を代表するネ

ットワークとして島根県立大学総合政策学部井上厚史ゼ

ミの「銀山街道ネットワーク」、②を代表するネットワー

クとして島根県津和野町に東京から移住した若者（瀬下

翔太、石井雅巳他）が設立した NPO法人 bootopiaが運営

する「教育に関する移住者ネットワーク」、③を代表する

ネットワークとして島根県江津市に U ターンした若者が

設立した任意団体イワミノチカラ（代表 伊藤康丈）が運

営する「いわみん」を取り上げた。また、島根県の事例

を相対化するために、②「よそ者ネットワーク」のもう

一つの事例として、東京から滋賀県高島市に移住して設

立された雨上株式會社（代表取締役 平井俊旭）が運営す
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【別表１】

ネットワーク名 設立年 設立の趣旨 ネットワークの規

模 

利益性 直面した困難 克服の方法 ネットワーク運営における地元

住民との関係 

島根県立大学総

合政策学部 

井上厚史ゼミ 

「銀山街道ネット

ワーク」 

2007 年

10月 

石見銀山が2007年7月に世

界遺産登録されたことを受

け、銀山街道沿線の住民（島

根県大田市、美郷町、飯南

町、広島県三次市、府中市、

尾道市、岡山県井原市）によ

る、銀山街道の広域ネットワ

ーク作りを目指して設立。 

島根県立大学総合

政策学部井上厚史

ゼミ生（約30名） 

銀山街道沿線で活

動する NPO 団体や

ボランティアガイド

（約40名） 

なし 各市町村間の「なわば

り」意識により、協力体

制づくりが難航 

プロジェクトのゴー

ルを『大学生がつく

る銀山街道ガイドブ

ック』の作成に切り

替え、冊子完成をも

ってプロジェクトに

幕を引いた。 

島根県内の銀山街道沿線自治体

において、すでに活動していたボ

ランティアガイド等に従事する団

体が存在していたが、それぞれ

の団体の関係性を知らなかった。

そのため、大学生が安易に企画

を持ちかけてしまい、叱責された

り、ネットでひどい誹謗中傷を受

けたりした。 

任意団体イワミ

ノチカラ 

「いわみん」 

2012 年

11月 

地域体験イベント「いわみ

ん」を実施するため、有志で

実行委員会を形成した。想い

を共有する民間団体、行政メ

ンバーで構成。 

イワミノチカラ（5

名） 

いわみん実行委員

会（9名、6団体） 

体験プログラム提

供者（85団体） 

あり 人材発掘と資金確保 人材については、

知人の紹介や地域

活動に参加すること

で、有志を発見す

る。資金確保につい

てはいまだに苦労

している。 

江津本町を拠点に活動しており、

その周辺地元住民や関係者との

関係は良好、まちづくり活動は共

同で行っている。また、「いわみ

ん」においては、石見地域の広域

における、個人、団体と、体験プ

ログラムの提供を通じて関係を築

いている。 

NPO法人 

bootopia 

「教育に関する

移住者ネットワ

ーク」 

2016 年

12月 

都市部から津和野高校を目

指す中学生を集め、津和野

町に移住してもらい、宿の空

き部屋に入居してもらう。そ

こに集まった生徒の生活・学

習を進める〈教育型下宿事

業〉の実現・発展を目指すた

めに設立。 

移住してきた生徒

（5名） 

スタッフ（4名） 

活動支援ボランティ

ア（約20名） 

なし 20 代の移住者という事

業実態のない組織を信

頼してもらうこと 

町で既に信頼を得

ていて、若者の活

動を応援してくださ

る方に助けてもら

う。 

信頼されている方と連携すること

で地元ネットワークとつながる、

つながった相手が NPO に関わり

を持つことよって誇りを持てるよ

うな仕組みをつくる。 

雨上株式會社 

「高島の食と人-3

つの〇〇-」取材

ネットワーク 

2015 年

8月 

高島の「当たり前にある暮ら

しの魅力」を地域の人が編

集・ガイドするために設立。 

カメラマン、ライタ

ー（20名） 

取材対象（約 100

名） 

あり 排他的な住民からの反

発 

対象エリアが広い

ため、ややこしい人

とは付き合わず、前

向きに考えられる

人とのみ連携し、味

方づくり、ポジティ

ブな雰囲気の醸成

に努めた。 

特定のネットワークとだけ連携せ

ず、広く・ゆるく・状況に応じた柔

軟な連携を行う。 

【引用・参考文献】 

井上厚史監修『大学生がつくる銀山街道ガイドブック』山陰中央新報社、2011 

Ｇ・ドゥルーズ（木田元・財津理訳）『ヒュームあるいは人間的自然』朝日出版社、1980 

 

                                                   
i G・ドゥルーズ（木田元・財津理訳）『ヒュームあるいは人間的自然』朝日出版社、1980、60頁。 
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地域活性学会第９回研究大会（島根県浜田市） 

「スポーツ振興部会」 一般研究発表 

 

テーマ 「 ホストタウンで地域をつくる 

        ～ 企業と自治体の連携を通して ～ 」 

 

１．開催趣旨 

2019年にはラグビーワールドカップ、2020年には東京オリンピック競技大会、

パラリンピック競技大会、そして 2021 年には関西ワールドマスターズゲームズ

などのビッグイベントが開催され、全世界から注目と関心が日本に集まります。

また、東京オリパラに限らず、これからはじまるビッグイベントは、国民、地

域住民が一つにまとまる、そして地域の資源を発掘できるまたとないチャンス

です。 

そこで、私たちスポーツ振興部会では昨年に引き続き、東京オリパラに向け「ホスト

タウン推進がもたらす全国各地の地域づくり・地域活性化」について、具体的事例に基

づき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．期日（時間） 9月 2日（土曜日）1７時００分 より 1９時０0分 まで 

 

３．会 場  島根県立大学 浜田キャンパス（浜田市野原町） 

 

４．セッション進行次第（案） 

 

（１）開会挨拶及び開催趣旨説明（10分） 

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（各 25分 合計 5０分） 

① 企業と自治体の連携  新潟県三条市の事例を通して 

                      拓殖大学 准教授 松橋崇史 様  

② 企業からの報告  山形県村山市におけるホストタウンの取り組みから 

株式会社明治 G長 丸山英夫 様 

 ※㈱明治 丸山様がNGの場合、新潟県十日町市 クロアチアホストタウンの取り

組み事例について 事例紹介 ・・・ 十日町市スポーツコミッション 福崎勝幸 
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（３）パネルディスカッション（55分） 

テーマ 「 ホストタウンで地域をつくる 

 ～ 企業と自治体の連携を通して ～ 」 

モデレーター  

 地域活性学会スポーツ振興部 代表幹事 御 園 愼一郎 

パネリスト（案） 

     拓殖大学 准教授 松橋崇史 様 

株式会社明治   丸山英夫 様  

（㈱明治 NGの場合 十日町市スポーツコミッション 福崎勝幸） 

 

（４） まとめ（パネルディスカッションまとめ 及び 閉会挨拶）（5分） 

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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 大山における地域資源を活用した地域活性化事業について 

氏名（所属）日本海観光開発㈱ 那須 麻友子 

Keyword：  

 

【はじめに：報告の趣旨】 

 地域活性学会温泉・健康サービス部会においては、健康と温泉フォーラムと連携した月例研究会の開催、健康利用による

温泉地の活性化への取り組みへの産官学連携協力などを行ってきている。本研究報告は、こうした部会の取り組みの一環と

して実施した大山地域活性化プロジェクトの中から地域再生の主体となる法人「日本海観光開発株式会社」の活動経過と展

望を報告するものである。平成１７年に制定された地域再生法では特定地域再生事業会社に投資減税を設定し、持続的な地

域再生事業を株式会社が担うことを狙ったが、現実には機能しなかった。しかし、大山出身のファミリー稲田株式会社創業

者の稲田二千武氏がこの趣旨に賛同し、現実的な手法で設立した社会事業会社が同社であり、大山地域の活性化のために日

帰り温泉施設の運営他事業展開を図ってきている。地域活性学会としてもその活動状況には大いに関心を有していることか

ら今回同事業の責任者である那須麻友子氏に事例報告を依頼したものである。（地域活性学会研究推進委員長 舘 逸志） 

  

【問題・目的・背景】 

①地域の活性に貢献する為の会社「日本海観光開発株式会

社」を設立し、地域活性化に着手 

近年まで観光客や登山客で賑わっていた大山寺参道は時

代の変遷や文化・価値観の変化などの社会的な問題と共に

自然や社会環境が変わりつつあります。かつて観光客で賑

わっていた大山寺参道は、少子高齢化という社会的な問題

と共に過疎化の一途を辿っています。5，6年ほど前、故郷

大山の地元有力者の皆様より現在の大山寺参道を何とかし

たいとのご相談を受け、私たちは大山の活性化について

様々な角度から検討して参りました。  

当時大山には登山客やスキー客のお客様が多かったこと

から、温泉施設があるとお客様に喜ばれるのではないかと

考え、温泉の掘削に取り組みました。そして大変有難いこ

とに、良質な温泉が湧き出る源泉を掘り当てることに成功

しました。 

この温泉を機軸に、大山の活性化を山陰全体の活性化に

繋げる「大山近未来構想」として地域活性化事業に取り組

むことに至りました。 

協力していただける企業に出資を募り、地元の方にも参

画していただき、地域活性を担う会社『日本海観光開発株

式会社』を設立致しました。そして、地域活性化の皮切り

に平成 25年 11月に大山寺参道 旧白雲荘跡地に日帰り温

泉施設『大山火の神岳温泉 豪円湯院』を開業し、直接来

られるお客様のみならず地元民宿の皆様にも外湯として活

用していただけるように温泉施設の運営を進めております。 

私たちの事業は、大山町から国に対する“地域再生計画”

に今回の温泉事業を組み入れていただき、大山周辺の活性

化計画の前進が大きく期待できる『地域資源活用による大

山北麓活性化計画』を内閣府より認定いただいております。

一部の地域における「町おこし事業」ではなく、地域で自

立する事業を如何にして実践するか、という社会全体の発

展に繋がる事業を進めております。 

地域活性化に必要な要素を考えるにあたり、大山の歴史

を探求し、「食」・「水」と「健康」を組み合わせた結果、私

たちは「豆腐」に辿りつきました。 

開業当初より日帰り温泉施設『大山火の神岳温泉 豪円

湯院』を運営すると同時に、源泉で豆腐を製造し、お客様

に現地で提供しています。それには次のような意味があり

ます。 

今から1300年程前、大山は大山寺と共に山岳信仰の霊場

として人々から崇められており、当時豆腐は大山の修験者

の貴重なタンパク源でした。大山は神聖な山であったの為、

唯一豆腐屋だけが商売を許されていたとも云われています。 

豆腐に用いている大豆は鳥取西部産大豆を 100％使用する

ことにより、地産地消を推進し、大豆生産振興と農業所得

向上の一助となっております。また、水は源泉である大山

の伏流水であり湧出時には酸化還元電位-320mv の源泉水

を用いております。その為、弊社の豆腐の特徴は大豆本来

の甘みと風味を濃厚に感じていただけるとても美味しい豆

腐と豆乳です。リピーターのお客様も多く、中には県外の

お客様から業務用として販売してもらえないかとの相談を

いただいたこともあります。 

私たちはこの豆腐豆乳を「豪円とうふ」「豪円豆乳」と致

しました。 

「豪円とうふ」は、平成26年には鳥取県が実施している『食

のみやこ鳥取県 特産品コンクール』においてこの優秀賞

をいただき、鳥取県が認める美味しい食材の一つに加えて
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いただくことになりました。 

【研究方法・研究内容】 

私たちは、大山における地域活性を考えた際、大山が

持つ魅力をこの“豆腐豆乳”に託して全国発信するため、

地元産の豆腐豆乳を用いた新商品の開発に取り組んでい

ます。 

この取組みにより、地域独自の新しい「お土産」がで

きます。そして、美味しい商品を全国に発信することで、

より多くの方に大山を知っていただくことが出来ます。 

また、大山に来る楽しみも増えますし、何より、大山

の悠久の歴史と美しい水（自然）等の伝達、情報発信、

魅力の増加につなげることが出来ます。 

農業面では、「生産者の生産意欲向上と水田の有効活用、

生産量の増加も期待できる」として、JA鳥取西部からも

意欲的な協力と連携促進を得ております。 

この事業を通して、様々な相乗効果が生まれ、大山ブ

ランドを確立し、「大山の賑わい」を平成 30 年に迎える

大山開山1300年に繋げていきたいと考えております。 

【考察・今後の展開】 

 ①魅力的な商品の開発 

１）コンセプト～「健康」志向の商品～ 

大豆たんぱく質には、血中コレステロールの低下作用、

肥満の改善効果などの生理機能があるといわれています。

また大豆には、脂質、炭水化物、食物繊維、カリウム、

カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、ビタミン E、

ビタミンB1、葉酸など様々な栄養素が含まれます。一方、

大豆はコレステロールを全く含んでいません。このよう

なことから大豆は自然のバランス栄養食ともいえます。 

 また、乳製品の代わりに原料に用いることで脂質摂取

量を抑える効果もあると言われています。 

アメリカ合衆国政府が発表した、ガン予防に効果がある

と考えられる食品「デザイナーフーズ」のうち、大豆は

最も有効とされる８種類の野菜の中に挙げられています。 

２）味～食べやすく美味しい～ 

私たちは安心安全で鮮度の高い地元産大豆で豆腐・豆

乳を作り、美味しい「商品」を開発します。いかに大豆

の味を生かし、魅力的な製品に仕上げるか、その為に専

門家のご意見も頂戴し、「大山ブランド」として謳える製

品にして参ります。 

３）デザイン～大山のオールドニューを想像でき、生産

にも対応する機能的な外観～ 

商品を提供する時に、パッケージは非常に大事です。

私たちはプロのデザイナーに依頼し、大山の良さを伝え

るラインナップを考えて参ります。また、“カラー（色）”

を意識し、豆腐・豆乳は「白」ですが、色味を活かした

演出をおこないます。 

■当社の「豪円とうふ」は平成 26年に鳥取県の「食のみ

や鳥取県 特産品コンクール」において「優良賞」を受

賞致しました。この実績をもとに、この豆腐の一番おい

しい基である“豆乳”を用いて、まずは現在商品開発中

で未完成の豆腐ケーキと豆乳プリンを上記の項目を通し

て魅力ある商品に完成させます。 

■上記の項目でノウハウを創り上げた後、新たに 3 品目

を開発致します。 

②美味しい地元の材料の安定供給と製造 

１）鳥取西部産大豆の生産振興 

豆腐加工はもとより、食味・風味にも優れている鳥取西

部産大豆の生産振興を図ることで、転作田の有効活用に

繋げていきます。さらに、産地交付金の活用により農家

所得の向上と地域営農振興を図ります。 

２）平成27年12月に安心安全な生産体制を整えるため、

工場設備及び機械等ハード面に関しては、『平成 27 年度

もうかる 6 次化・農商工連携支援事業』の交付を受け、

工場を改装し、新設工場を稼働しております。また、鳥

取県版 HACCAP「クリーン・パス」も来年度には取得する

方向で進めております。 

③販売力の強化 

地元強化型の販路づくりから全国への販路拡大をおこな

います。 

１）市場調査と共に進める魅力ある商品づくり 

２）試食販売及びインターネットを活用した販売 

３）広告宣伝における販売促進 等 
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１）鳥取西部産大豆の生産振興 

豆腐加工はもとより、食味・風味にも優れている鳥取西

部産大豆の生産振興を図ることで、転作田の有効活用に

繋げていきます。さらに、産地交付金の活用により農家

所得の向上と地域営農振興を図ります。 

２）平成27年12月に安心安全な生産体制を整えるため、
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 マイコミュニティフォーラムによる地域若者の啓発活動とその成果について 

寺田耕治（公益資本主義推進協議会） 

Keyword： 地域振興、若者支援、NPO支援 

 

【問題・目的・背景】 
世界および日本において株主資本主義への著しい偏りが

蔓延している。このことは、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、各種社会問題の一因となっていると考える。 

こうした世の中の傾向に警鐘を鳴らすため、筆者が所属

する一般社団法人公益資本主義推進協議会（PICC）では、

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（中長期的経営視点、社中分配等）を学び、実践し、

啓発するための活動をしている。 
公益社会の実現を目指し、経営者を中心に様々な実践活

動に取り組んでいるが、その一つとして 2016年 12月から

「マイコミュニティフォーラム」をスタートさせた。これ

からの世界を支えていく若者達に対し、公益資本主義をベ

ースとした考えを発信することで、社会への意識を“OFF

からONへ”変え、社会の新たな中心軸を作っていくことが

狙いである。 

短期的には若者に自身の使命感や利他の精神について気

付きを与えることを目標にしている。その中には、たとえ

ば自発的に選挙参加をする若者を増やしたいということも

含まれている。中期的には、全国に5万あると言われるNPO、

NGO、社会企業を支援しながら、公益社会に向かっていく人

たちを増やすムーブメントを作ることが目標。そして長期

的には、そういう団体・人がマジョリティになり、公益社

会がこの世の中に築かれていくことを期待している。 

 

【研究方法・研究内容】 

① フォーラムの開催 

学生や子育て世代をターゲットとしたテーマで「マイコ

ミュニティフォーラム」を全国で開催した。 

 

●（第1回 宮城開催） 

2016 年 12 月 10 日（土）13：00～17：00 

場所：常盤木学園高等学校・シュトラウスホール 

テーマ：若者の地域参加とスポーツを通じた地域活性 

●（第2回 東京開催） 

2017年 1 月 18 日（土）13：00～17：00 

場所：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 

テーマ：地域（力）で育む子どもの未来、成功の“鍵”は、

地域のチームづくり 

●（第3回 愛知開催） 

2017年 2月 25 日（土）13：00～17：00 

場所：愛知学院大学 名城キャンパス アガルスタワー10F 

テーマ：わたしたちの未来はわたしたちの手で  

〜若者が地域を元気にする〜 

●（第4回 大阪開催） 

2017年 3 月 25 日（土）13：00～16：45 

場所：大阪科学技術センター 8階大ホール 

テーマ：全ての学生に贈る幸せな働き方のアドバイス 

●（第5回 福岡開催） 

2017年 5 月 20 日（土）13：30～17：00 

場所：福岡大学病院メディカルホール 

テーマ：「幸せ」「豊かさ」の見つけ方  

～私たちが抱いている閉塞感の答えを見出す～ 

●（第6回 宮城開催） 

2017年 6月 17 日（土）13：30～16：40 

場所：エルパーク仙台 スタジオホール 

テーマ：未来をつくるSENDAI学生会議  

～地域活性って何だ？～ 

 
●（第7回 東京開催） 

2017年 7月 22 日（土）13：30～17：00 

場所：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 

テーマ：～未来をつくる～ TOKYO学生会議 

「集え！ 君の "今" には価値がある！」 
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各地域の経営者や学生、NPO 等に企画段階から参加を募

り、各地でそれぞれ討論したいテーマを決めている。 

宮城ではスポーツ、東京では子育て、愛知では地域活性

と一見バラバラだが、共通しているのは若者に地域/社会参

加について興味を持ってもらうこと。 

はじめにフォーラムの代表世話人の一人であり、ニュー

スキャスターの村尾信尚氏から『私の社会をつくるための

２つの券』と題した講演があり、「私たちは社会を変える２

つの力、投票用紙と日本銀行券を持っている」ということ

を平易に解説する。その後はテーマに沿ったパネルディス

カッションや講演等が行われるのが、基本のフォーマット

になっている。回を重ねる度に、一方的に聞くだけではな

く、聴衆も一緒に参加できるワークショップ型の取り組み

が採用されるパターンが増えてきた。 

講演を通じて、聴衆に自分と地域・社会との関係性につ

いて気付きを与えると同時に、自分自身は地域や社会に対

してどのようなことができるのかについて考え、発言でき

る場を提供することで、参加者の満足度が高まっている。 

今回は来場者アンケートを分析しながら、マイコミュニ

ティフォーラムの効果や今後の可能性について検討してい

きたい。 

 

② 来場者アンケートの実施概要 

 フォーラムの課題について把握し改善につなげるため、

毎回、来場者に定形設問 5問（選択式）とフリーコメント

を記載するアンケート用紙を配布し、回答を求めた。 

・母集団 マイコミュニティフォーラム参加者 782 名

（第1～6回まで） 

・有効回答数 331通（有効回答率42.3％） 

 ただし、地域により一部設問が異なる場合がある。 

・調査期間 2016年 12月 10日～2017年 6月17日 

 

〇設問の骨子 

基本情報：年齢、性別、イベントを知ったきっかけ 

Q1 今回はどのような目的で当イベントに参加いただき

ましたか？ ※複数選択 

Q2 フォーラムについて、10点満点で評価してください。 

Q3 フォーラムの中で一番印象に残っている話は何です

か？ ※複数選択 

Q4 本日ご参加いただき、何か気持ちや考えに変化はあ

りましたか？ ※複数選択 

Q5 次回、このようなイベントがあれば参加しますか？  

Q6 その他、フォーラムの感想・会場についてのご意見

などがございましたらご自由にお書きください。 

〇回答者の属性 

回答者の年齢は、フォーラムのメインターゲットである

10代、20代の若者がおよそ4割を占める。主催者である一

般社団法人公益資本主義推進協議会が若手経営者を中心と

した組織であるため、30代・40代も 4割以上いる。（愛知

のみ年齢ではない設問にしたので除外している。N=290） 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答 

49人 71人 64人 71人 27人 6人 1人 1人 

16.9% 24.5% 22.1% 24.5% 9.3% 2.1% 0.3% 0.3% 

 

男女比については特筆すべき点はない。（N=331） 

男性 女性 無回答 

194人 136人 1人 

58.6% 41.1% 0.3% 

 

イベントを知ったきっかけは、知人、PICC関係者、学校・

会社で 8割を占める。人的アプローチの有効性を確認でき

る一方、チラシやFacebook、LINEといったツールを活用し

た告知および動員を強化することが今後の課題と考えてい

る。（本問に関しては、一部複数回答者が存在。N=331） 

知人 家族 学校・ 

会社 

チラシ ネット

系 

PICC 

関係者 

その他 

142人 20人 59人 8人 20人 76人 10人 

42.90% 6.04% 17.82% 2.42% 6.04% 22.96% 3.02% 

 

【研究・調査･分析結果】 

Q1 フォーラムへの参加目的について 

 「テーマに興味」があって参加した人が52.9％で最も多

い。次いで「出演者に興味」が 41.4％、「誘われたから」

が 37.5％となっている。 
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Q4 気持ちや考えの変化 

講演やパネルディスカッションを聞き、何か気持ちや考

えに変化が生じたかについて質問した。各地でテーマや講

演内容に合わせてアンケートの選択肢も変えているため、

ここでは全体で共通している項目のみピックアップした。 
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約 3割は単なる気付きから一歩進み、思考や行動を変える

きっかけになっていると捉えていることが分かる。フォー

ラムの狙いである社会に対する意識を“OFFからONへ”の

第一歩として、着実に前へ進めていきたい。 

 

 

Q5 次回への参加意欲 

 最後の質問として、次回フォーラムを開催した場合の

参加意欲についての質問を設けた。最多は「ぜひ参加し

たい」で 49.3％。次点の「興味のあるテーマであれば参

加したい」と合わせると、8割強が次回への参加意欲を示

している。選択肢として「あまり興味がない」「もう参加
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しない」も用意したが、回答者は1%にも満たなかった。 

 

 

【考察・今後の展開】 

もともと、「これからの世界を支えていく若者達に公益資

本主義の考えを発信することで、社会に対する意識を“OFF

からONへ”変えていきたい」という想いだけで、何もない

ところからスタートした取り組みである。「どういうテーマ

であれば若者に興味を持ってもらえるか？」「誰をゲストに

呼ぶか？」「どうやって集客するか？」等、全てが手探りの

中であったが、2017年7月の開催で実施回数が7回を超え、

ようやくフォーラム開催のノウハウが固まりつつある段階

となってきた。 

 

アンケートや来場者の反応を見る限りでは、内容につい

ては概ね合格点をいただけていると認識している。特に高

く評価されているポイントとしては、気付きのある講演を

聞くことができる場であると同時に、学生と大人が対話で

きる場であるという二点。有識者や著名人の話を一方的に

聞くだけの機会は世の中に多いと思うが、マイコミュニテ

ィフォーラムのようにインプットとアウトプットの両方を

同時にできる場を、全国規模で展開していることは独自性

があると考えている。 

参加した学生からは、「自分の世界観が広がった」「知ら

ない大人と話しをするのが、こんなに楽しいなんて知らな

かった」という声があがっている。また、ニュースキャス

ターの村尾信尚氏は、「人から意見を得ることは、今の時代

はインターネットでもできることだと思う。しかし、今日

のように一つの場所に多くの人が集まって話し合う空間で

は、相手の表情やしゃべり方、服装、そういうもの全て含

めていろいろな情報が入ってくるので、インターネット空

間とは質的に全く違う情報交換ができていると強く感じ

た」と、フォーラムで提供している対話の場の価値を高く

評価いただいている。 

一方で、フォーラムに参加してもらい、気付きを与える

だけでは、一過性のものに終わってしまう恐れがあること

は課題としてとらえている。フォーラム開催後も来場者や

ゲストと連携し、これから継続的に接点を持てる方法を検

討し、取り組んでいきたい。 

また来年度については、大学生をメインターゲットに、

彼らの就職意識や就労意識に対して気付きを与えていくこ

とを、全国共通のテーマとして取り組んでいきたいと検討

している。もともと PICC は「働く」＝「社会への貢献」、

「会社」＝「社会の公器」という考えをベースに活動して

いる経営者の集まりである。こうした経営者と「働くこと」

「就職すること」に迷いや不安を持っている若者が直接対

話できる場を設けることで、一人でも多くの学生が納得感

を持って職業選択できる機会を提供していきたい。 

 

これまでの活動の中で、地域/社会のために活動している

団体が数多く存在すること、彼らは横（同じような活動を

している他団体）とのつながりを求めていることが把握で

きた。実際に、フォーラムをきっかけに団体同士が知り合

い、協業する事例がいくつか生まれている。また、フォー

ラムの企画・運営自体について地域の学校と協力すること

で若者の集客、会の運営等に高い相乗効果があることが分

かってきた。 

今後はこうしたつながりをあらかじめ意識しながら、世

話人、地域活性学会、地方議員、NPO・NGO、学生等、より

多くの人たちを巻き込んで一つの地域コンソーシアムをつ

くっていきたい。 

そして、そのつながりから生まれた成功事例を共有して

いくことで、この手法を活用した地域/社会振興、若者支援、

NPO 支援について横展開をはかり、公益資本主義の考えを

日本中、世界中へと拡げていくための一助としたい。 

 

 

【引用・参考文献】 

原丈人、2013年9月 27日、『増補 21世紀の国富論』 

原丈人、2017年 3月 17日、『「公益」資本主義 英米型

資本主義の終焉』 

大久保秀夫、2016年 2月 26日、『みんなを幸せにする

資本主義―公益資本主義のすすめ』 
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【目的と背景】 
 「地域活性化」の言葉の意味は多様であり、定義がされ

ていない。研究者の論文のほか、シンクタンクの報告書、

有識者の講演、近年では日常会話においても地域活性化と

いう言葉が頻繁に用いられ、一般用語化している。しかし、

話し手と聞き手で言葉の意味は統一されておらず、現在は

意味を曖昧にしたまま、さまざまな局面で用いられている。

言葉の意味が曖昧であれば、目標設定や合意形成等に認識

違いが発生する原因となり、地域活性化の活動に支障をき

たすことがある。地域活性研究においても、語義が異なれ

ば共通用語として使用できず、先行研究の理解等に混乱が

生じる恐れがある。 

筆者らは 2009 年に研究論文やレポート等で用いられて

いる地域活性化の定義や意味について調査した。その結果、

①地域社会が能動的に地域の活力を高める活動を行うこと、

②活動が経済的に持続できること、以上 2つの要点のいず

れかに大半の意味が集約されていた。 

 地域活性化の意味については、地域生活の維持や改善そ

して発展を目指す活動の総称（新川, 2002）、定住人口の
維持及び地域産業活動の発展（橋詰, 2003）、地域経済の側
面だけではなく、地域社会や文化の側面での沈滞化に対し

て、地域独自の活力を高めること（農業土木標準用語事典, 
2003）、地域社会の自律性と自発性を高めることによって
地域社会の何らかのパフォーマンスの上昇を目指す活動

（高瀬・伊東, 2007）、補助政策に頼らない活動（東, 2009）

など多数あり、論文やレポート等で用いられている地域活

性化は語義が普遍化されていない。現状は、言葉を用いる

度に都度意味を定義している状況である。 
 本報告及び研究では、地域活性化の言葉の多義性につい

て、研究者や実践者から多面的な視点と指摘をいただきな

がら共通認識を探求することを目的とする。その手段とし

て、研究報告の中でワークショップを開催し、地域活性化

に携わる専門家同士で「地域活性化」の言葉の意味につい

て議論し、意味や定義の傾向を分析する。 

 

 

 

【報告内容・実施内容】 

 本報告では、最初に、これまで地域活性化メソドロジー

研究部会の活動の中で議論されてきた地域活性化の定義に

関する内容を整理して報告する。地域活性化の言葉の出現

頻度の変遷、用いられている主な意味について解説する。 

その後、参加者に協力をいただき、ワールドカフェ形式

で地域活性化の言葉の意味について意見交換を行う。全国

各地で地域活性化に取り組む研究者や実践者等が交流を図

りながら地域活性化への思いを掘り起こし、これまで地域

活性化という言葉をどのような意味で用いていたのか確認

し合い、言葉の多義性を理解する。また、意見交換を通じ

て共通認識が持てる地域活性化の語義を探求する。 

 

【今後の展開】 

 地域活性化の言葉の意味の傾向を分析し、共通認識を

持つための語義を検討する。地域活性化の意味は一義的

にならない結論に至る可能性があるため、その場合は多

義的な側面を持つ語義として規定し、地域活性化の目標

設定や合意形成等に寄与することを目指す。 
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【問題・目的・背景】特定の地域経済の視点に立てば、

当該地域が永続的に発展することが望ましい。しかしなが

ら、ある特定の産業に特化した地域は、その産業が旧産業

になり、最終的には、斜陽産業になると、地域経済は、成

立し難くなる。それらの教訓は、米国の南部に見ることが

可能である。それに反してシリコンバレーのように、１９

５０代から繁栄し続ける地域もある。その大きな差は、常

にイノベーションが起きている地域か否かにある。 

特定の地域で、イノベーションが連鎖的に起こり、他の

地域ではあまりイノベーションは起きない。この現象を『イ

ノベーションの地域偏在性』と呼ぶ。究極のイノベーショ

ンが、新産業創出にあることを考えれば、新産業創出に関

しても、地域偏在性があることになる。 

 本研究では、シリコンバレーで、経済的な発展が、７０

年以上、どのように継続しているのか分析する。 

日本の例として、燕三条がと広島の熊野を取り上げ、なぜ

長期的に産業集積が、４００年以上、存続しているのか、

その要因は何かを問う。 

【研究方法・研究内容】 

 シリコンバレーは、第一期：軍事産業１９５０年代−１

９７０年代、第二期：集積回路：１９６０年代—１９８０

年代、第三期：PC。１９７０年代−１９９０年代、 

第四期、インターネット、１９９０年代–現在という様に、

主要産業を新たに時代に会わせて展開している。正に新

産業創出のメカニズムが存在する。 

如何なる産業も長期的の斜陽産業となるので、地域経済

という視点で考えると、旧産業から新産業へと展開する

必要がある。 

燕、三条を分析すると、第一期；１６００−１８８０；野

鍛治の技術で農機具や和釘、船釘を作っていた。第二期；

１７６４−１９２０；鍛金の技術で鎚起銅、やかん、を作

つていた。第三１９２０—現在、プレス技術，研磨技術で

洋食器、第四期；現在、i-Pod等の部品の開発と製造、 

燕、三条は、シリコンバレー同様に、主要な産業構想を 

時代に会わせて、変化させている。 

その展開の方法は、第二期の基盤技術である、銅に加工

技術である鍛金の技術は、燕三条にはなく、他の地域か

ら、会津や江戸から職人を招いて導入している。第三期

の洋食器の基盤技術であるプレス加工と研磨技術に関し

ても、この地にはなく、最初は、洋食器を鍛金の技術で

製造していた。その後にプレス加工と研磨技術を他の地

域から導入した。 

【研究・調査･分析結果】 

 熊野に関しても、筆作りの技術を江戸時代に他の地域

から導入している。燕三条も熊野も共通した点は、地域

全体として、新しいマーケツトに対して『Design of New 

Product』のフレームが確立していることである。 

【考察・今後の展開】 

 『Design of New Product』のフレームを地域としてど

の様に確立させていくかが今後の重要な課題となる。 

それには、実際に成功している、地域内での開発型の企

業やベンチャー企業の成功例を共有することが重要であ

ると思われる。そのような実践的な戦略を地域として、

どの様に確立するかが今後の研究課題である。 

【引用・参考文献】 
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Creation of New Industries: Cases of Japan 

-How Tsubame-Sanjo and Kumano Have Clustered More Than Four 
Hundred Years – 

Tomomichi Yoshikawa, former Professor of Innovation Management 
Waseda Business School, Waseda University, Tokyo, Japan 

t.yoshikawa@waseda.jp 
                             Abstract 

The purpose of this paper is to find the conditions in which clusters are survived 

for longer period. We observe not only the region of Silicon Valley in US but also 

two regions of Japan. We find industries are continued to cluster at Tsubame-Sanjo 

(abbreviated as T.S.) and Kumano more than 400 years in Japan. We commonly 

observe they have successfully changed structures of economies several times.  

In the case of T.S. and Kumano, before changing the structures of economies, they 

confronted with depression of economies in each occasion. The depression is a key 

to change the structures of economies. Cluster-based wholesale dealers and R&D 

based startup firms have key function to change the structures in 21st century. 

These successful companies transfer their know-how to other companies within the 

cluster.  

We commonly observe in T.S. as well as in Kumano, these knowledge are one of the 

key to change the structures of economies. Before change the structures of 

economies, Cluster-based wholesale dealers and R&D based firms have initiated 

Innovation based on Design of New Product and succeeded continuously 

Innovation for long period. These continuous Innovation leads Cluster to creation 

of New Industries. 

One of the conclusions in the paper is that in T.S. and Kumano, the important 

characterization of Design of New Product whether Open Innovation as a whole 

Cluster or a single company not, is as follows. 

That is the Framework of“Design of New Product” 
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【Motivation】 

One of the most important conclusions of my last report 

submitted to the Uddevalla Symposium in 2016 was that 

the revitalizing vehicle, led by the social 

entrepreneurial team, created the network of 

relationships in two steps (i.e. 1st with community 

members and 2nd with business members) for nurturing a 

new type of cluster in the depopulated city called 

Sasayama. The businesses and the local community were 

inseparable in their effort to regenerate the local 

economy there. 

 

However, most of researchers studying industry clusters 

have focused on the transformation of a core industry 

and its related industries only within business 

communities. This approach has omitted local community 

issues. I assume that there must be correlation between 

business and local communities on “Geographical 

Concentration of Innovation and Creation of New 

Industries” as to integrate solution to challenges 

facing both business and the local community. This is 

because a community, both business and local, should 

transform themselves to react to global and domestic 

challenges.  

 

Here is an assumption about integrated solution made by 

D. Henton, J. Melville and K. Walesh, mentioning four 

stages such as “Initiate, Incubate, Implement and 

Improve & Renew,” of building economic community and 

the intensive roles played by “civic entrepreneurs” 

as change agents, based on their consulting experiences 

to improve regional competitiveness. ‘Civic 

entrepreneurs, a new kind of leader, have emerged to 

help communities respond to the fundamental transition 

from big business, big government, and action at the 

national level toward a more nimble, networked business 

model collaborating with local communities to compete 

globally. Successful places have learned how to connect 

their clusters of economic specialization with 

responsive community competencies such as education, 

infrastructure, and quality of life.’ 

 

【Purpose, Research Method  & Conclusion】 

The main purpose of this report is on a feasibility study 

of the model of civic entrepreneurship in the Japanese 

context. The first part analyzes the definition of civic 

entrepreneurship, comparing with those in the business, 

public and social realms, and describes distinctive 

aspects of civic entrepreneurship such as a collective 

of entrepreneurs and their process leadership. The 

second part reviews the model of civic entrepreneurship 

in the American context. The third part assesses the 

model by the Japanese context and concludes that the 

model is feasible of checking progress of changes in the 

Japanese context as well. However, more feasibility 

studies on Japanese cases are needed if a Japanese 

version of civic entrepreneurship model is to be built. 

 

抄訳 

【問題意識】 

兵庫県篠山市で生じている古民家再生を中心とする観光ク

ラスター形成には、社会起業家チームによるタスクフォー

ス「ビークル」が重要な役割を果たしていた。このビーク

ルは、2 ステップすなわち最初に地域住民、次にビジネス
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関係者との間でコミュニティ内の関係性のネットワークを

再構築し、長期的に大きな人口減少が見込まれる篠山市に

「古民家・歴史・食」を要素とする新しいタイプの産業ク

ラスターを生み出したのである。地域経済の再生にはビジ

ネスと住民（生活者）の両コミュニティは切り離して考え

ることができないものであることをこの篠山の事例は示唆

している。 

 

他方で、産業クラスター研究の多くは、ビジネス・コミュ

ニティを研究対象とし、中核産業及び関連産業の変化に集

中してきた。この研究アプローチは、住民（生活者）コミ

ュニティに係る視点を持ち合わせていない。「イノベーショ

ンと新産業創出が特定地域に偏在する状況」を考えるなら、

ビジネスと住民（生活）コミュニティを一体的に研究対象

とすることが求められよう。 

 

係る認識に基づく先行研究のレビューから、一つのアクシ

ョンリサーチから提案された「市民起業家」モデルが、イ

ノベーション等の地域偏在性を分析する有力な仮説として

浮かび上がってきた。市民起業家モデルは、ヘントン、メ

ルビル、ウォルシュらによって唱えられたもので、彼らの

地域競争力を高めるコンサルティング業務の経験に基づい

て考案されたものである。その特徴は、①《イニシエート》

→《インキュベート》→《インプリメント》→《インプル

ーブ＆リニュー》の 4段階を踏んで経済コミュニティの構

築が進む；②チェンジ・エージェントとして市民起業家が

各段階で関わる；③市民起業家とは、地域経済の変革期に

登場する新しいタイプのリーダーであり、国際競争力を発

揮し続けるために、地域にとって必要な対策すなわちロー

カル・コミュニティとともに産業力の強化に加え、産業ク

ラスターの領域に適合する教育、インフラ、生活の質まで

も一体的な対策を計画し、推進する；ことを具体的に示し

ていることにある。 

 

【目的・研究手法・結論】 

本稿の主たる目的は、日本版「市民起業家」モデル構築に

向け、米国の文脈で考案された市民起業家仮説を日本の事

例により検証することである。 

 

本論では、第 1部で市民起業家の概念を規定した。具体的

には、ビジネス領域の起業家（アントレプレナー）、自治体

マネジメント領域の起業家（パブリック・アントレプレナ

ー）、社会課題を克服する起業家（ソーシャル・アントレプ

レナー）との比較を通じ、地域の経済コミュニティ再生を

担う市民起業家（シビック・アントレプレナー）の共通点

と相違点を確認した。 

 

第 2部では、米国の文脈で考えられた市民起業家モデルの

内容をレビューした。具体的には、市民起業家が担う 8つ

の役割を確認し、経済コミュニティの 4段階ごとに市民起

業家がいかなるプラクティスを実践するかをチェックした。 

 

第 3部では、市民起業家モデルの日本への応用可能性を検

証した。具体的には、兵庫県篠山市の事例を取り上げ、そ

こで生じている古民家再生を中心とする観光クラスター形

成に果たした社会起業家チームによるタスクフォース「ビ

ークル」の役割とプラクティスを確認した。そのうえで、

第 2部で確認した市民起業家モデルとの比較分析を行った。

そして、更なる日本の実状を踏まえた検証が不可欠ではあ

るものの、篠山の事例を踏まえれば、経済コミュニティ構

築に向けた市民起業家モデルの適応性は高いと結論付けた。 
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【Abstract】 
Why is the new industry created in the region? What is 

the regional factors? What are the regional factorss 

under which the industry will change and new industries 

are born? On the other hand, why does the mature industry 

continue to exist despite changes in the times in the 

region? What are its continuing regional factorss? 

Looking at history, there are social factors, economic 

factors, political factors, cultural factors, etc. as 

factors of the area. 

 

In this paper, the author investigated the regional 

factors that geographical concentration of new 

industries is created, taking the metal processing 

industry in Tsubame city and Sanjo city as a case. In 

addition, as a case study of the traditional craft 

industry in Okinawa Prefecture, the author investigated 

the regional factors that geographical concentration of 

mature industry is created. 

 

In the metal processing industry in Tsubame city and 

Sanjo city, existing industries have repeated business 

transformation, create innovation, and continue to 

create new industries in accordance with changes in the 

times and changes in social needs. 

The traditional craft industry in Okinawa Prefecture 

has continued to survive unchanged as a mature industry 

even in the changing times, and has continued to support 

the foundations of people's living and culture. Even 

after it was destroyed in World War II, many traditional 

craft industries have revived and still continue to 

exist. 

 

In the regional economy, both new industries and mature 

industries are necessary and important. From the case 

studies of Tsubame city & Sanjo city and the case studies 

of Okinawa prefecture, it was found that the regional 

factors that create new industries and the regional 

factors that the maturing industry continues to exist 

are different from each other. On the other hand, it also 

became clear that there are common regional factors. The 

common factor is "tradition of technology and technique 

as region". Even when creating new industries through 

business transformation, when the business continues to 

exist as a mature industry, the technology and 

techniques cultivated in local communities are conveyed 

from person to person. 

 

As such, it can be said that there is "tradition of 

technology and technique as region" as one of the 

regional factors that creates geographical 

concentration of new industry and mature industry. It 

can be said that this suggests one suggestion for 

industrial promotion measures in the region in the 

future. 
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新産業と成熟産業の地理的集中が創造される地域的要因 
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【要約】 

 地域において、新産業はなぜ創造されるのか。事業を転

換させて、新産業が生まれる地域的要因は何か。その一方、

地域において、時代が変化するにも関わらず、成熟産業は

なぜ存続し続けるのか。その存続し続ける地域的要因は何

か。歴史を見ると、地域が持つ要因として、社会的要因、

経済的要因、政治的要因、文化的要因などがある。 

 

 本論文では、燕市と三条市における金属加工業を事例に

して、新産業の地理的集中が創造される地域的要因を調査

した。また、沖縄県における伝統工芸産業を事例にして、

成熟産業の地理的集中が創造される地域的要因を調査した。 

 

 燕市と三条市における金属加工業は、時代の変化や社会

のニーズの変化に合わせて、既存の産業が事業転換を繰り

返し、革新を生み出して、新産業を創造し続けてきた。 

 沖縄県における伝統工芸産業は、時代の変化があっても、

成熟産業として、変わらずに存続し続け、人々の生活や文

化などの基盤を支え続けてきた。第二次世界大戦で壊滅し

た後も、数多くの伝統工芸産業が復興を遂げ、今も多くが

存続し続けている。 

 

 地域経済においては、新産業と成熟産業の両方が必要で

あり、重要である。燕市・三条市と沖縄県の事例調査から、

新産業が創造される地域的要因と成熟産業が存続し続ける

地域的要因は、それぞれに異なるものがあることが分かっ

た。一方で、共通する地域的要因があることも明らかにな

った。その共通要因は、「地域としての技術・技法の伝承」

である。事業転換で新産業を創造する際にも、成熟産業と

して事業が存続し続ける際にも、地域のコミュニティにお

いて、培ってきた技術と技法が、人から人へと伝えられて

いるのである。 

 

 そうしたことから、新産業と成熟産業の地理的集中が創

造される地域的要因の一つとして、「地域としての技術と技

法の伝承」があると言える。このことは、今後の地域にお

ける産業振興策において、一つの示唆を与えていると言え

る。 
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Background and purpose : 

 Japan's small and medium-sized manufacturing industry is 

exposed to a harsh business environment due to (1) sluggish 

economic growth, (2) industry hollowing out by overseas 

expansion of large enterprises, (3) labor shortage due to a 

decrease in young people, and (4) shift to service industries, etc. 

However, accepting these environmental changes, future 

creation of industry and employment must be planned.  

When planning, by focusing on and expanding the Quadruple 

Helix Model (hereinafter QHM), a method to solve those 

problems can be proposed. There has been QHM as a model in 

which innovation occurs when various stakeholders such as 

government, enterprises, universities / research institutes, NPOs, 

and individuals join together in the area. QHM is (1) not 

innovation based on a one-to-one cooperative relationship, but 

innovation based on a collaboration system (ecosystem) in 

which a plurality of related parties is joined with each other and 

(2) involves not only the industry, government and academia, 

but also includes NPOs and individuals in the process, and is 

interpreted as innovation that is created by fusing and joining of 

knowledge and people beyond the boundaries of organization 

and profession. 

However, even though various stakeholders such as industry, 

government and academia, NPOs, and individuals are joined 

together in the community, QHM has not been able to explain 

why and with what type of motivation the innovation will occur. 

Since that had not been well explained, QHM was not easily 

applied as a policy of regional innovation promotion. 

Therefore, in this research we extended the QHM and built a 

model incorporating the motivation for starting the spiral 

development of the model as "Relationship Driven QHM" and 

verified its effectiveness in innovation occurrence. 

Research method and contents:  

In this research, we discuss the "Shitamachi Bobsleigh Network 

Project" in Ota City, Tokyo as the case where innovation 

occurred when diverse stakeholders such as industry, 

government and academia, NPOs, and individuals joined 

together. 

The relationship maturity of this project model in "Relationship 

Driven QHM" was verified by two survey methods. 

As mentioned above, the maturity of the relationship can be 

broken down as follows: (1) deepening the relationship between 

stakeholders internally, (2) deepening the relationship between 

stakeholders externally and (3) changing self-efficacy of 

stakeholders in the place of innovation. 

The internal deepening and external deepening of the 

relationship between stakeholders in (1) and (2) were visualized 

and measured with DSM (design structure matrix) and proved 

its effectiveness. 

Changes in self-efficacy when stakeholders (3) in innovation 

occurred in the place of occurrence of innovation were verified 

by validity survey using change of positive / negative emotion 

and change of subjective well-beingq degree and proved 

effectiveness. 

Discussion and Future Developments:  
As described above, in this research, we proposed the new 

"Relationship Driven QHM" which was quantitatively clarified 

and verified wherein the deepening of the relationship of 

stakeholders related to innovation, which is a new element of the 

model, accompanied the occurrence of innovation. 
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As described above, the source of innovation was clarified and 

generalized through the system inherent in "Relationship Driven  

n industrial revitalization in other area 

 

QHM" with which the future task of this research is to create 

solutions in industrial revitalization in other areas. 

 

 

日本の中小企業におけるオープンイノベーションの可能性 

―東京都大田区「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」の事例から― 
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福度 

 

【背景・目的】 
日本の中小製造業は①経済成長の低迷、②大企業の海

外進出による産業の空洞化、③若年人口の減少による労

働力不足、④産業のサービス化等の影響により厳しい経

営環境を受け入れて、今後、産業や雇用の創出を図らな

ければならないという課題がある。 

その際、Quadruple Helix Model （以下QHM）に着
目し、これを拡張することによって課題解決の方法を提

案する。QHMは、①1対1の連携関係に基づくイノベーシ

ョンではなく、複数の関係先が相互に混じり合う連携体

制（エコシステム）に基づくイノベーション、②産官学

だけでなく、NPOや個人までをプロセスに巻き込んだイノ

ベーションとして捉えられ、組織や専門の枠を超えて知

識や人が融合・結合して生まれるノベーションであると

解釈されている。しかし、QHMは、産官学、NPO、個
人という多様なステークホルダーが地域に混住していて

も、今まではなぜ、どのような動機でイノベーションが

発生するのかの説明が成されてこなかった。この説明不

足ために、QHMは地域イノベーション振興の政策として
は、適用されることが容易ではなかった。 

このため本研究では、QHMを拡張し、同モデルの螺旋
発展が始まる動機を組み入れたモデルを、「Relationship 
Driven QHM」として構築し、そのイノベーション発生
における有効性を検証した。 

【研究方法・研究内容】 

本研究では、産官学、NPO、個人という多様なステー

クホルダーが地域に混住する場合にイノベーションが発

生した事例として、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」を取り上げる。 

同プロジェクトの関係性の成熟を２つの調査方法で検

証した。 

関係性の成熟は①ステークホルダー間の関係性の内面

的深化、②ステークホルダー間の関係性の外面的深化、

③ステークホルダーがイノベーションの発生の場に居合

わせることに際しての自己効力感の変化、に分解するこ

とができる。 

 ①②のステークホルダー間の関係性の内面的深化及び

外面的深化については、DSM（design structure matrix）
で可視化・測定し有効性を証明した。 

③のステークホルダーがイノベーションの発生の場に

居合わせることに際しての自己効力感の変化に関しては、

ポジティブ・ネガティブ感情の変化並びに主観的幸福度

の変化を用いた幸福度調査によって検証し有効性を証明

した。 

【考察・今後の展開】 

以上のように、本研究では、新たに「Relationship 
Driven QHM」を提案し、そのモデルの新しい要素であ
るイノベーションにかかわるステークホルダーの関係性

の深化が、イノベーションの発生に伴い現れたことを定

量的に明らかにし、その妥当性を検証した。 

 「Relationship Driven QHM」に内在するシステムか
ら、イノベーションの源泉を明らかにし、一般化するこ

とによって、他地域への産業活性化への解へ繋げていく

ことが、本研究の今後の課題である。 
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 Abstract 
This paper discusses innovation in the paper 
industry clustered primarily in the city of 
Shikokuchūō in Ehime Prefecture of Japan. I was a 
speaker at the 2016 Uddevalla Symposium, where I 
spoke of the research paper entitled ‘Independent 
Regional Development and the Role of the 
Government and Public Sector: A Preliminary Study 
Based on the History of Regional Industrial 
Development of Ehime Prefecture’. 
During his presentation I unravelled the thread that 
tells the history of Ehime Prefecture’s local 
industries  development from the 17th century to 
World War II. I referred to Evolutionary Aspects in 
Japanese Particular Industries – The research on 
the Economy of Ehime Prefecture (Nihon tokushu 
sangyō no tensō : iyo keizai no kenkyū) (KAGAWA 
Hideo 1943), a renowned publication detailing 
research on local industry released at the end of the 
World War II, while also discussing the potential of 
practical application in  the modern industry 
clusters of today. 
Dr Kagawa pointed out the regional development 
and regional decline that occurs at a time of 
generational transition, in Ehime Prefecture, a region 
with many local industries. The conclusion to be 
drawn from this was that   entrepreneurship that 
encompasses the ability to respond to technical 
innovation and to adapt to the changing needs of the 
current generation are indispensable.  
The book features three local industries (1) 
Iyo-Kasuri, (2) The Imabari cotton industry and (3) 

Iyo Japanese paper (washi). Iyo-Kasuri, founded by 
KAGIYA Kana at the end of the Edo Period, 
became a successful development model for the 
cotton industry and local industry in the Matsuyama 
area. 
Between the year 10 and year 20 of the Meiji Period, 
production increased immensely and during the 
Russo‐Japanese War (1904-05) it topped domestic 
shares. However, the peak of World War Ⅰ (1914), 
coupled with westernization and dissemination of 
western style clothing brought about its decline, and 
nowadays production is only partially carried out to 
conserve this historically significant aspect of 
culture. 
 The Imabari Cotton Industry is now known for 
the ‘Imabari Towel’ and details of the towel industry 
cluster and innovation were presented at last year’s 
Uddevalla Symposium. 
 The third item that Dr Kagawa discusses is Iyo 
Japanese Paper, washi. Despite many artisans 
making washi by hand throughout Ehime Prefecture 
before the war, production shrunk to the area now 
known as Shikokuchūō City, and production in 
almost all other regions has declined. 
At the end of the Edo Period traditional Japanese 
paper was produced in three regions, Oōzu, 
Uwajima, and Shikokuchūō. However, by the Meiji 
Period, all production except for that of 
Shikokuchūō had fallen into decline. The shift in 
supply from Japanese paper to western paper, and 
the ability to adapt to mass production using 
machinery, from the handmade process of Japanese 
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paper was a major crossroads.  
  This paper discusses the cluster industry and 
innovation of the Paper Industry in Ehime 
Prefecture. 
【要約】 

本稿は、愛媛県四国中央市を中心に集積している紙産

業のイノベーションについて論じるものである。筆者は、

愛媛県の産業発展史について、2016 年の Uddevalla 

Symposiumにおいて、「愛媛県の地域産業発展史から見た

地方創生」と題する研究論文を発表した。 

その発表では、太平洋戦争末期に発刊された地場産業

研究の名著『日本特殊産業の展相―伊予経済の研究―』

（賀川英夫編、1943年。以下「同書」という）で取り上

げられている、17世紀から第二次世界大戦中までの間の

愛媛県における地場産業の発展史を紐解き、現代の産業

集積産地への応用可能性について論じた。 

賀川博士は、愛媛県内においても地場産業は多くあるも

のの、時代の推移によって、発展する地域と衰退した地

域が存在することを指摘している。その要因については

種々指摘しているものの、結論としては、技術革新への

対応力と、時代のニーズにあわせて変化対応していく企

業家精神（アントレプレナーシップ）が重要というもの

であった。 

同書においては、１．伊予絣（いよがすり）、２．今治

綿業、３．伊予和紙をとりあげている。 

伊予絣は、江戸後期から松山地方の地場産業であった綿

業の発展形として、鍵谷カナが創始したものとされてい

る。 

明治10～20年頃から本格的に生産高が増え、日露戦争

（1904～）の頃には国内トップシェアとなった。しかし、

第一次世界大戦（1914～）をピークに、西洋化と洋装の

普及と相まって、次第に衰退し、現在では歴史的保存文

化として一部生産されているに過ぎないものとなってい

る。 

 今治綿業は、現在の「今治タオル」である。タオル産

業の集積とイノベーションについては、昨年のUddevalla 

Symposiumで詳しく発表した。 

 賀川博士が 3 つ目に取り上げているのが伊予和紙であ

る。これは、愛媛県内各地に手すき和紙の産地があった

にも関わらず、戦前の時点においても現在の四国中央市

に産地が収れんし、他の産地はほとんど衰退している。 

伝統的な和紙を製造していた江戸末期から明治期におい

ては、大洲、宇和島、四国中央市の 3 地方で製造されて

いたにもかかわらず、四国中央市以外は衰退してしまっ

ている。それは、和紙から洋紙への需要の変化、手漉き

和紙から機械による大量生産への対応ができたかどうか

ということが岐路であった。本論文では、愛媛県の製紙

産業の産業集積とイノベーションについて論じる。 
 
【結論】 

 また、製紙産業においても、伝統的な和紙を製造して

いた江戸末期から明治期においては、大洲、宇和島、四

国中央市の 3 地方で製造されていたにもかかわらず、四

国中央市以外は衰退してしまっている。それは、和紙か

ら洋紙への需要の変化、手漉き和紙から機械による大量

生産への対応ができたかどうかということが岐路であっ

た。 

 終戦末期の昭和18年に同書が発刊された当時は、統制

経済化が進んでいた最中に出版された。むろん当時の賀

川博士には、2年後に訪れることになる終戦については、

知る余地もないのであるが、激変する時代において、い

かに変化に対応していくことが重要であるか、イノベー

ションが重要であるかを的確に述べている。 

 筆者は、四国中央市において、なぜ紙産業のイノベー

ションが連続的に起こり、産業集積が長期にわたって継

続しているかについて、次の３点をあげたい。 

（１）企業家的風土 

（２）不利な条件の克服の工夫 

（３）産官学の垣根の低さ 

 

【引用・参考文献】 

賀川英夫『日本特殊産業の展相―伊予経済の研究―』

（1943） 

村上節太郎『伊豫の手漉き和紙』（1986） 

愛媛県『愛媛県史』（1984） 

ノンウーブン刊行会編『織らない布とその新用途』（1962） 
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