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大会趣旨 

 

地域活性学会発足から 10 年が経過した。 

構造改革特区・地域再生といった現場視点の政策形成を契機として発足した本学会の活動も会員

数の拡大、各種の研究部会活動、支部独自の活動を通じて、様々な展開を見せている。 

その中でも重要な変化に、地域活性化の国際化が挙げられよう。人口減少と市場の縮小が進む地

方の活力の維持向上を図るためには、インバウンドを含む観光、農水産物・加工品などの地域産品

の輸出、外国人を含む労働力の確保が欠かせない。地域活性化は、日本のみならず世界各地の課題

でもある。 

特に、日本と同様輸出志向型の工業化によるキャッチアップ型開発を進めてきたアジアでは都市

への人口集中と格差問題解決のために地域活性化が大きな政策課題となっている。こうした点では

国際開発と国内の地域開発は共通の課題に取り組んでいるとも言える。海外青年協力隊が地域おこ

し協力隊と緊密な関係にあるものこうしたことから当然といえよう。 

また、学会活動の国際化も世界的な研究成果を取り入れる観点から重要であり、近年、国際交流

研究部会がスウェーデンに本部をおくウッデバラシンポジウムとの交流を進めていることも強調し

たい。 

こうした中で、国際的な開拓を建学の理念とする拓殖大学において地域活性学会の第 10 回研究

大会「地球時代の地域活性～世界の中の地域、地域の中の世界」が開催されるのは、正に時宜に適

ったことと言えよう。 

 

舘逸志（地域活性学会副会長、研究推進委員長） 
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＜9 月 15 日（土） 13：10～14：10＞ 

「地球時代の地域活性」 

大島賢三氏 
元国連大使元国連大使、アフリカ協会理事長、JICA 副理事長、元外務省経済協力局長 
外務省経済協力畑の第一人者、青年海外協力隊との関係も深く、出身地広島県の地域活性化にも尽力、

公益資本主義研究部会顧問としてマイコミュニティーフォーラムの代表世話人として地域活性学会と

の関係も強い。 
 

＜9 月 15 日（土） 14：20～16：00＞ 

「地球時代の地域活性～世界の中の地域、地域の中の世界」 

“Regional revitalization in a globalized era” 
(What are Regions in the World? How Regions should face the world?) 
 
司   会：那須清吾氏（本学会副会長、高知工科大学学長特別補佐） 
パネリスト：大島賢三氏（基調講演者、元国連大使） 

御園慎一郎氏（本学会副会長） 
バウォン・サッタヤウティポン氏（在東京タイ王国大使館公使参事官（工業）） 
藤井裕也氏（本学会理事、NPO 法人 山村エンタープライズ代表） 
アダム フルフォード氏（言語コンサルタント、「英語でしゃべらナイト」監修） 

 
国内外における地域活性化の課題について幅広く議論することで、今後の地域活性化に関わる国際的

な研究や実践における協働や情報共有などの活動推進のキックオフとする。 
日本のみならず諸国における地域活性化の現状と課題について討論し、国際化する社会における地域

活性化の在り方、国際社会や人々との関わり方、産学官が集う地域活性学会の様な学会の国際的な貢献

を如何なるものと考え、如何に展開するべきなのかについて論点を整理、その方向性を見出す試みを行

う。 
このシンポジウムが、どの様に国際的に地域活性化を展開すれば良いか悩んでいる地域の方々の示唆

となり、我々が如何に支援すべきかの示唆になれば幸いである。 
 

  

基調講演 

シンポジウム 
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＜9 月 15 日（土） 16：20～17：50＞ 

地域活性学会においては、産官学連携による実践型の学会として、研究者のみではなく、地域活性化

に資する企業、地方自治体、NPO などのリーダーや職員も多く参加しています。 
こうした様々な構成員が、多様な分野で共通の目標を掲げて研究や実践を行う部会活動が常時活発に

行われていることが、この学会の大きな魅力の一つと言えるでしょう。 
昨年から、研究大会においても各部会の日ごろの活動を共有し、相互の連携や協力を図る機会を提供す

る目的で合同研究部会セッションが設けられました。 
本年度も、各研究部会の発表時間に並行して、独自のセッションを設けない部会を中心に情報交換の

ためのセッションを設けることとしました。前半は、4 つの部会活動を中心に報告や提案を行い、後半

は、公益資本主義推進研究部会が中心となってテーマセッションを行います。 
 

次 第 
研究推進委員会と各部会活動の現状説明（舘副会長） 
官民パートナーシップ部会の活動状況説明（関幸子理事） 
温泉・健康サービス部会の活動状況（健康と温泉フォーラム合田専務理事） 
地域活性メソドロジー部会（村瀬部会長） 
離島振興部会のためのビジネスモデル提案（児山氏）  
中間討論 
テーマセッション司会 公益資本主義推進研究部会（須田部会長） 
 

【テーマセッション】 

中小企業経営者がどのようにして地域活性化を仕掛けるのか。 
（必要なスキル・求められる物） 

～大学が支援できることは何なのか。役所を巻き込むためにどうすれば良いか～ 

 
背景：サステイナブルな地域活性化には企業経営者との連携は必須 

公益資本主義推進協議会（PICC）として、中小企業が、「社会性のある事業で雇用と納税を増やす」

ことを目標とする。地域には数多くのコミュニティがあり、地域活性化にはコミュニティ育成やリーダ

ーの存在が必須になっていると考え、PICC メンバーを中心に、今後、地域活性化活動を行なう上におい

てのきっかけとなる討論を期待。 
 

内 容 

PICC 会員より 10 分程度、経営者との連携により大学や学生のコミュニティから派生した地域活性化

活動を最大 2 名（合計 20 分）説明の上、その事例を参考として経営者としての関わり方や、必要なスキ

ル、人材育成などについて意見交換。 
地域活性化には、地域資源も大事だが、やはり、そこで活躍する「人」「リーダー」が 

必要であることは、学会メンバーと共通認識があると考えられ、人づくりを中心に他部会メンバーを交

えた意見交換を行う。 
 
司会：公益資本主義推進研究部会（須田部会長） 
コメンテーター：久保田章市（島根県浜田市長、本学会理事）  

合同研究部会セッション 
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＜9 月 16 日（日） 10：40～12：10＞ 

「メガスポーツイベントを契機とした非ホストシティにおけるスポーツまちづくり」 

コーディネーター：スポーツ振興部会  拓殖大学 准教授 松橋崇史氏 
 
シンポジスト①：長野県松本市：一般社団法人 松本観光コンベンション 

協会コンベンション誘致支援課 小坂克博氏 
シンポジスト②：静岡県静岡市：公益財団法人静岡市まちづくり公社 

経営企画課 酒井政幸氏 
 

オリンピック・パラリンピックやラグビー／サッカーの W 杯などのメガスポーツイベントは開催都

市となるホストシティの活性化に影響を与えるが、その影響はホストシティに留まらない。大会に有力

選手を輩出する地域では、応援に力が入り、試合のパブリックビューイングを実施することは開催都市

以外の地域でも大会の盛り上がりを享受することを可能とする。2002 年の FIFA W 杯日韓大会では、大

分県の旧中津江村に代表されるように、代表チームのキャンプ地となった地域が注目を集め、活性化に

成功する自治体が誕生した。 
2020 年東京オリンピック・パラリンピックにおいても内閣官房主導で、基礎自治体による参加国との

交流活動を促進するホストタウン制度が進められ、200 以上もの自治体がホストタウンに登録している。

本シンポジウムでは、メガスポーツイベントを契機として参加国との文化交流・キャンプ誘致などを行

うことで地域活性を進めようとする取り組みに焦点をあて、メガスポーツイベント終了にレガシーとし

て遺るような活動にするためにはどのような要素が必要であるのか、先行事例の松本市と静岡市にそれ

ぞれの取り組みを紹介する。 
松本市は、2002 年に民間主導でパラグアイ代表のキャンプを誘致したことを契機に J クラブ、松本山

雅 FC を生んだ。静岡市は、スポーツによる国際交流のノウハウを多く持ち、2020 年に向けては台湾の

陸上競技種目を対象に、官民が連携しながら活発に活動を行っている。途中、本年 3 月にスポーツ振興

部会が全ホストタウンに対して実施したアンケート調査の結果を参照しながら、官民協働体制の中で、

いかに民間の活力を引き出していくのか、その重要性について指摘を行う。 
 

＜9 月 16 日（日） 13：10～14：30＞ 

「日本の開発協力の起源」 

渡辺利夫氏 
拓殖大学学事顧問、拓殖大学前総長・元学長 
拓殖大学の開校の経緯も含めて国際的開発の歴史と現代的な評価を含めて大会テーマに関わる記念講

演をお願いする。 

スポーツ振興部会シンポジウム 

10周年記念講演 

地域活性学会　第10回研究大会

一般研究発表
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みかんの里を駆ける元気の繋がり 

小林未佳・三木歩・和田晃平・池本有里・山本耕司（四国大学） 

Keyword：徳島県勝浦町、みかんの里、さかもと坂道マラソン 

 

【問題・目的・背景】 
「全国に坂本ファンを増やしたい」。これは、徳島県勝浦

町の坂本地区住民でつくる「さかもと元気ネットワーク」

の思いである。坂本地区は、山一面が特産の温州みかんで

オレンジ色に染まる11月後半に、標高差224mの坂道を駆

け巡るマラソン大会を昨年はじめて開催した。地域住民の

ほとんどがみかん農家であり、収穫期という一年で最も忙

しく大事な時期にも関わらず、「みかんで最も美しく彩られ

た坂本地区をたくさんの人に見てもらいたい。」という一心

で、住民総出で運営し、ランナー331 人が完走した。そし

て、2年目を迎える今年は、さらに多くの人を呼び込んで、

坂本ファンを増やそうと、住民グループ「さかもと元気ネ

ットワーク」のリーダーたちはすでに動き出している。	 

筆者らもまた、このさかもと元気ネットワークのメンバ

ーたちに混じり、大会当日までの数々の課題をひとつずつ

解決しながら前進していく取り組みに密着し、記録し、発

信し、大会を成功に導くための大切な役割を、地元のクリ

エーターたちと一緒に担っている。本研究では、山間の田

舎の集落に起きている地域衰退脱却に向けた強い住民

の繋がり意識が生み出す効果について考察を行った。	 

	 

【研究方法・研究内容】 

1.さかもと地区とその住民	 

	 徳島県勝浦町は、那賀郡と勝浦郡の境に位置する剣山系

に源を発し、延長49.6Km のみちのりを経て紀伊水道へと

注ぐ 2 級河川「勝浦川」の流域に位置している。町の総

面積は69.83㎢、人口5324人（2018年5月31日現在）、

人口密度76.4人、平均気温16℃の静かで穏やかな町で

ある1）。特産はみかんであり、2015年農林業センサス2）

によると、478ある農業経営体のうち427経営体が果樹

を栽培し、そのうち399経営体が温州みかんを生産して

おり、その栽培面積は248ha に及ぶ。なかでも12 月に

収穫し、2月から3月に出荷する「貯蔵みかん」は全国

的に有名であり、高い評価を得ている。	 

	 この勝浦町の最も奥に位置し、上勝町と接するところ

に坂本地区がある。坂本地区は面積 8.52 ㎢、人口 513

人、世帯総数196世帯の小さな集落である。山間部に位

置するため、稲作に適した土地がなく、明治時代後半か

らみかん栽培が盛んになった。昭和 40 年代までは「み

かんの里」として大いに発展したが、国内生産高の拡大

や輸入果物の増加、消費者の嗜好の多様化などが原因で

収益が減退し、さらに昭和 56 年の大寒波でみかんの木

の大半が枯れる壊滅的打撃を受けた。そのような状況に

あっても、新たなみかんの苗木を植え、生産性を上げる

努力を重ねたが、傾斜地が多い耕地では効率化が難しく

て生産性が上がらず、温州みかん専業から兼業に、そし

て他産業への転換といった産業構造の変化を余儀なく

されてきた。住民は生活維持のため働き口を求めて都市

部へ転居し、集落は人口減少と高齢化が進んだ。そして、

平成11年 3月には120年間住民の拠所として親しんだ

明治7年創設の坂本小学校が廃校となった。	 

	 坂本地区では地域の衰退を危惧し、坂本小学校の廃校

舎を活用して地域活性化を図ろうと、農林水産省の補助

事業を活用した「ふれあいの里さかもと」を作り、グリ

ーンツーリズムを展開している。当初、住民は体験事業

や宿泊施設の運営経験がなく、一時は危機的状態を招い

たが、このままではふれあいの里だけでなく地区全体が

崩壊してしまうと憂いた住民有志が、「坂本グリーンツ

ーリズム運営委員会」を立ち上げた。そして、地域の女

性たちは地元の食材を活かした料理作りを学び、独自の

メニュー作りや接客マナーの研修などを行った。男性は

農業や地元食材の加工などを教えるノーハウを蓄積し、

都市農村交流施設「ふれあいの里さかもと」を盛り上げ

ている。住民はお互いの協力によって文化、食、自然を

生かした体験イベントや交流事業を次々に行い、様々な

危機を乗り越えて、全国の学生がインターンシップに訪

れるなど、元気なまちづくりを実現している。	 

	 

図１	 ふれあいの里さかもと	 
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図１	 ふれあいの里さかもと	 

	 その原動力には、住民の地域を思う高い意識と繋がる
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地元の田舎料理でもてなす。そのため、「ふるさとに帰
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	 農村体験メニューも 10 種類を超え、さらに新たなア
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もとでは、年間12000人程度の利用客があり、中には四

国霊場を巡礼するお遍路さんも多い。勝浦町内には四国
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2．マラソン大会開催への挑戦	 
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力しようという地域の人たちの結束力も特異としか言

いようがない。	 

	 第1回目の昨年は、全く初めてのことだったため、何

もかもが手探りでのスタートだった。コースは初級から

上級までの4つを用意した。初級コースは1Kmで小学生

対象であるが、ここでも標高差は23メートルある。	 

	 

図２	 さかもと坂道マラソン	 しよいで『すだち』コース	 

	 

このコースは、「しよいで『すだち』コース」と名付け

られている。「しよい」というのは簡単という意味の阿

波弁であり、「で」を語尾につけることで「簡単ですね」

とい意味になる。小中学生対象には 2.9Km・標高差 79

メートルで、「いっきょい『ゆこう』コース」と名付け

ている。「いっきょい」は、「行き易い」「走り易い」と

いう意味である。さらには高校生以上を対象とする「	 

	 

図３	 さかもと坂道マラソン	 いっきょい『ゆこう』コース 	 

	 

えらいじょ『ゆず』コース」が6Kmあり、標高差は141

メートルである。「えらい」は「しんどい」「苦しい」な

どの意味で、語尾に「じょ」とつけると「しんどいよ」

「苦しいよ」といった意味となる。「じょ」は女性が多

く使う。そして、最も長いコースが9.8Kmある「がいな	 

『貯蔵みかん』コース」でる。やはり高校生以上を対象	 

	 

図４	 さかもと坂道マラソン	 えらいじょ『ゆず』コース	 
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とし、標高差は 224 メートルもある。「がいな」は「か

なり凄い」「めちゃくちゃきつい」といった意味である。

車 1 台が通れば道幅いっぱいになる山あいの曲がりく

ねった道路であるが、全区間が舗装されている。オレン

ジ色に色づくみかん畑の横を駆け抜ける爽快感は、筆舌

に尽くしがたい。	 

	 

図５	 さかもと坂道マラソン	 がいな『貯蔵みかん』コース 	 

	 

	 昨年11月26日の本番には、このがいなコースに220

名が出場し、総勢363名が坂道を駆け抜けた。定員を少

し上回って参加者があり、地区の全住民の協力はもとよ

り、町内外からのボランティアスタッフが、全国から集

まったマラソンランナーを歓迎して大盛況となった。翌

日の地元徳島新聞の報道記事によると、「ランナーは連

続する上り坂に苦しみながら懸命に走り、地区住民は約

150人が旗を振って声援を送ったり、みかんやキンカン

を配ったりして応援した」とある。ランナーと住民が一

体となって大会を盛り上げた結果、制限時間を超えた一

人を含み、全員が完走した。このように、住民が協力す

る絆の深さや地域の繋がりを上手く作り上げていく力

が坂本地区にはあり、これが、まさしく坂本地区のまち

づくりの原点となっている。そして、そこにこそ地域活

性化の根本があるように思われる。	 

	 

3．第2回さかもと坂道マラソン開催に向けて	 

	 第2回目のさかもと坂道マラソンは、平成30年11月25

日（日）に行うことが決定した。そこで7月29日、ふれあ

いの里さかもとの食堂スペースで、第1回全体集会が開催

された。筆者らは、さかもと元気ネットワーク会長をはじ

め数名のスタッフと複数回の打ち合わせを行い、どのよう

な立場で同ネットワークを支え、またどのようなことが運

営に役立つこととして求められているかを検討した。今回

のマラソン大会は、昨年より規模を50％大きくし、定員を

500人とする。もちろん昨年の経験が大きい地力になるが、

交通を遮断し、警察、消防をはじめ様々な機関に協力を仰

ぎ、不測の事態にも備えて事故のない運営を徹底しなけれ

ばならない。筆者らは、メディア活用という専門性を活か

した立場で運営を支援する。具体的には、①大会当日まで

の準備、打ち合わせの状況等を取材し情報発信すること、

②大会までの重要なイベントをライブ中継などでタイムリ

ーに情報発信すること、③大会前日のリハと本番当日に、

20 人以上の学生を動員し、コースの要所でビデオ撮影し、

のちに編集して記録、発信などを行うこと、④大会終了後

には大会の成果を検証し報告書をまとめること、などが主

な役割である。	 

	 

【研究・調査･分析結果】 

	 筆者らは、さかもと元気ネットワークがどのように住

民を招集し、マラソン大会をどう準備し、どう運営し、

結果としてどう地域に影響していくかを、記録スタッフ

として一緒に活動しながら密着取材している。7 月 29

日 19 時スタートで、ふれあいの里さかもとで行われた

第1回全体集会に出席するとともに、マラソン大会を一

緒に作り上げていく仲間としてのスタートを切った。	 

	 

図６	 徳島県勝浦町坂本の風景	 

	 

	 

図７	 第１回全体集会で挨拶するさかもと元気ネットワークの内谷会長 	 

	 

	 全体集会では大会リーダーの内谷安宏氏が要項を基
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	 全体集会では大会リーダーの内谷安宏氏が要項を基

に、時間やコース、参加費や申し込み情報などを周知し

た。基本事項は第１回大会を踏襲しているが、今回の相

違点としては①参加者数を500人に拡大し、規模が大き	 

	 

図８	 さかもと坂道マラソン 2018	 主催者内谷リーダー	 

	 

	 

図９	 さかもと坂道マラソン 2018	 第１回全体集会の様子１ 	 

	 

	 

図１０	 さかもと坂道マラソン 2018	 第１回全体集会の様子２ 	 

	 

くなること、②駐車場に町内の専門学校の協力が得られ

たこと、③がいな『貯蔵みかん』コースの5Km地点にス

タート後 60 分の関門を設定することが説明された。ま

た、ポスターデザイン、新たな取り組みとして町の助成

金・四国大学との連携・大会Tシャツ・大会専用Webペ

ージの4点、大会スケジュール、通行止め情報が説明さ

れた。	 

	 

【まとめ】 

	 今年の大会当日には、20 余名の学生を現地に送り込

み、マラソンコースの主たるポイントの映像を撮影する

とともに、ネットで生中継する。そのため、筆者らは全

体集会時に試験を行い、動作確認を行った。この本番に

向けた準備や住民の意識を高めていく運営に密着し、小

さな集落がどう絆を深め、多くの来訪者に心の満足を届

けるのかを検証しながら、筆者らも運営の住民と一体と

なって大会の成功に尽力していきたいと考えている。	 
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若者目線で見つける徳島県石井町の観光資源 

三木歩・小林未佳・和田晃平・池本有里・山本耕司（四国大学） 

Keyword： 石井町、ベッドタウン、観光、動画 

 

【問題・目的・背景】 
徳島県石井町は、徳島市に隣接し、東西に約 6km、南北

には5.5km の四角い形をした徳島市のベッドタウンである｡

吉野川の河口から14kmほど上流の吉野川南岸に位置し、吉

野川がもたらした肥沃な平地となだらかな山地や丘陵地か

らなる。全面積28.85㎢の4割が農耕地で､林野は一割にも

満たない。昭和 30 年 3 月に､旧石井町と浦庄･高原･藍畑･

高川原村の一町四村が合併して成立した町で、人口は

25,955 人(平成 30 年 7 月末日現在)である。石井町は、石

井、浦庄、高原、藍畑、高川原の5地区からなる。石井地

区の人口が最も多くて約1万人が居住し、残る4地区には

それぞれ 4000 人前後のほぼ似た人口規模で均衡のとれた

地域形成をしている1）。	 

この石井町のキャッチフレーズは、「田舎でもない、都会

でもない、でもほどほどよい感じが住みやすい石井町」で

ある。平均気温は16度で、年間を通して比較的温暖なため

過ごしやすい。広大な平地にはほうれん草、ブロッコリー、

ねぎ、小松菜、スイートコーン、枝豆、ごぼうなど、新鮮

な野菜が多く採れ、常設の農産物直売所には町内外からの

買い物客で賑わう。一方、公共施設、商業施設、医療・福

祉機関、金融機関なども揃い、都市機能も充実しているた

め、住みよい町という言葉がよく馴染む。しかしながら、

このキャッチフレーズが物語っている中庸さが、逆に産業、

文化、観光、資源、その他いずれをとってもこれといって

認知されているものがないことを暗に示しているとも言え

る。	 

このような住み良い石井町も、全国的な少子高齢化の流

れの中にあり、移住者の増加を呼びかけて様々な施策を行

っている。しかしながら、石井町に類似した町は全国に数

多く存在しており、中庸さ故に認知度に欠け、行政はこれ

ぞといった決め手を作り出す工夫が求められている。	 

そこで石井町は、町民にも乏しいと思われている観光資

源を、若い目で掘り起こしてもらいたいと考え、大学に観

光動画の制作を依頼した。筆者らは、前年、三好市におい

て学生たちが気になった観光スポットをピックアップし、

市の職員らに案内してもらって動画を作り、市に提供した

ところ、プロの目線とは異なる映像に好評を博した経験を

持つ 2）。そこで、授業を活用し、石井町の観光資源の掘り

起こしを行なった。	 

本研究は徳島県石井町への移住者増を目的に、石井町

に目を向けてもらう上でキャッチとなる観光動画制作

の取り組みをまとめ、その過程での学びや経験、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】 

１）研究の背景と意義 
	 石井町について学び、若者目線で石井町を面白い町とい

う印象に変えていく。これが本研究のコンセプトである。

住民の多くは町内に特に魅力的な場所があるといった認識

がない。健康増進や憩いを目的とした施設や、住民主体と

なるイベントもよく開催されている。しかし、これらは生

活の一部に溶け込んでいるため、一定の満足度を得ている

ように見えるものの特別視するほどの魅力とは感じられて

いない。また、特産の生鮮野菜は京阪神の台所といわれる

ほどの生産高で、地元の産直市では日日新鮮な野菜を食卓

に揃えることができる。町の中心部である石井地区には救

急病院をはじめ様々な専門医院があり、福祉施設も多く、

医療福祉が充実している。さらに重篤な患者は町内のどこ

からでも県立中央病院まで20 分以内に搬送できる安心感

もある。このような生活になくてはならない重要なポイン

トを住民は享受できている。しかし、これらは毎日の生活

のなかにあっては当たり前という感覚になっている人も多

いと思われる。また、町内には日本ハム徳島工場をはじめ

とする工業やフジグラン石井店といった大型ショッピング

センターなどの商業施設があり、町行政の基盤となる税収

を支えている。教育機関としては、5 地区それぞれに小学

校があり、町全体では5校、中学校２校、高等学校１校、

大学校1校がある。徳島市中心街への公共の交通機関での

アクセスもよい。バスの便数は終日多く、JR も朝夕の通勤

通学時間帯には便数を多くしているが混雑している。 
	 石井町は以上のように、住民にとって住みよいとされる

条件の多くを備えている。しかしながら、それらを意識し

ている住民は少なく、そのためその優位性を外部に向けて

発信する人はほとんどいない。日常の中に生活の便利さが

埋没し、無意識のうちにその便利さを普通のこととして捉

えているのが石井町の特徴と言える。しかし、町外からの
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移住者を迎えようとすると、これら日常の便利さを発信し、

住み良い町を印象付ける PR をしなければならない。そこ

で、そのためには新しい若者目線で住民に気づきを与え、

同時に移住者に刺激を与えるような動画での発信が効果的

となる。このような考えから、筆者らは石井町 PR 動画を

作成するプロジェクトを2017年10月から2月まで行った。 
２）研究方法 
	 動画作成は、企画、構成、撮影、編集、仕上げといった

工程を経る。企画とは何をいつどの様に誰に対して作るの

かを決めることで、企画がしっかりしていないと上手く進

んで行かない。本研究では、まず 30 名ほどの学生が 5 班

に分かれ、それぞれの班で石井町が作成しているパンフレ

ットや地図、ホームページなどを参考に、観光に結びつき

そうな取材対象をリストアップした。次に、それらを魅力

的につなぐストーリーを考え、石井町職員に対してアピー

ルしたいところとその意図をプレゼンテーションした。 

 
図１	 町職員による学生へのコンセプトの説明 

 

 
図２	 学生班による企画のプレゼンテーション 

 
石井町職員は、その内容を基本的には否定することなく、

アドバイスを行ったり、感想を述べたりして若干の軌道修

正を行った。石井町には、文化面においては空海の学問所

の由来から学業成就として由緒のある童学寺という寺院が

ある。しかし、2017 年3月に本堂が全焼してしまい、現在

は黒焦げにになった社跡に以前の面影はない。花は藤が有

名であり、町内の地福寺を中心に藤の見頃には藤まつりが

おこなわれて大勢で賑わう。桜もまた農大跡を筆頭に県内

有数の花見スポットがある。しかし、プロジェクト実施期

間は秋から冬にかけて行うこととなり、石井町を代表する

桜や藤が使えない。特産の野菜も、多くは時期が違ってい

て使えるものは限られている。そのような厳しい条件下で、

何を PR 素材として採り上げるのか。実は、そこにこそ学

びがあり、工夫があり、普段見慣れた住民も気付かなかっ

た魅力を掘り起こすことに繋がると考えた。学生が喜ばれ

る作品作りに奔走することで、若者目線と呼ばれるものの

真髄を発揮することができると考えた。 
	 

【研究・調査･分析結果】 

	 年間を通じて楽しめる観光名所が特になく、唯一住民

が自慢とする藤まつりや農大跡の夜桜見物といった名

所も、撮影を行うには正反対の季節であるがゆえに、そ

こには住民も気づいていなかった観光資源を発見でき

る可能性がある。映像を見た人が果たして石井町に移住

したいと思うかどうかはわからないが、学生たちの目線

は新しく、少なくとも若者目線で町の価値を見出し、石

井町への意識を高められたことは確かだろうと思われ

る。採り上げた場所は、吉野川に堰を築き、そこから徳島

市の水道水を作りだす第十堰、スポーツ施設や様々なイベ

ントが開催される巨大な広場を有する	 OKいしいパーク、	 

	 

図３	 吉野川第十堰でのドローン撮影	 

	 

町の木であるイチョウが紅葉し、黄金に彩られる天神や矢

神のイチョウ、江戸時代に発祥し現在は10種の獅子舞と4
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種の芸子踊りが組み合わさり、激しく力強い動きで三社神

社に奉納する高川原勇獅子、江戸時代に藍で栄えた名残の	 

	 

図４	 天神のイチョウのドローン撮影	 

	 

	 

図５	 三社神社の勇獅子撮影	 

	 

	 

図６	 藤野菜農家の撮影風景	 

	 

ある藍蔵や藍商人の家、伝統を守り天然の藍の発酵建てを

行う藍師、藤野菜を生み育てることで新たな価値を創造し

ている藤野菜農家などである。これらは、各班がそれぞれ

の取材対象について、歴史や文化的価値、観光資源として

の可能性、見どころとして伝えたいことなどをしっかりと

検討し、映像としての構成を考えた。	 

	 

図７	 藤野菜の調理風景の撮影	 

	 

	 撮影は、11月17日に全員が揃って石井町を訪れ、まる1

日かけて行った。冒頭には町長から激励のことばをいただ

き、5 班それぞれに石井町職員に案内についてもらって各

班工夫を凝らした撮影を行った。また、当日は午後から少

し曇ってきたことや、祭りの時期やイチョウの色付く時期、

そして冬のイルミネーションの点灯式など、時期をずらし

ての開催やドローンによる撮影のため、その後も何度も石

井町に足を運んだ。	 

	 

図８	 全体撮影日の町長による激励挨拶	 

	 

	 各班が制作した動画は、それぞれ2分程度であり、完成

作品を班ごとに発表する品評会を行って、自分たちの思い

をどう表現したかを説明した。他班のメンバーは、相互に

批評し、優れた点や改善すべき点を共有して改善箇所はさ

らに修正する機会を持った。そして、修正を終えた各班の

映像は、ひとつにまとめ、全体を通してのナレーションを

吹き込んで完成品とし、石井町に贈呈した。贈呈式に先立
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って町長や町職員を前に上映会を開催し、出席者から賛美

の声があがった。民放や地元ケーブル、新聞社などでも報

道されたため、贈呈式に参加した代表学生4名は、改めて

自分たちの行った制作活動が町に与えた影響の大きさを強

く感じ入ることとなった。	 

	 

図９	 品評会で作品に込める思いを説明する班メンバー	 

	 

	 

図１０	 石井町役場での作品上映会	 

	 

	 

図１１	 作品を町長へ贈呈する学生たち	 

	 

	 石井町長は、今回の映像を、JR石井駅構内のサイネージ

に常時上映するほか、ホームページへの掲載や種々のイベ

ントで活用したいと述べ、他の職員からも住民の気づきと

町外のひとたちへのPRに有効という評価をいただいた。	 

	 	 

図１２	 報道の取材を受ける学生と町長	 

	 

【まとめ】 

	 本研究では、徳島市のベットタウンとして発展してきた

石井町において、住民も認識できていない魅力を学生の若

者目線で発掘し、動画で提供した。これにより、住民には

故郷を誇りとする思いを、また町外の人には石井町の良さ

を確認してもらうことが期待でき、町として動画を活用し

た交流人口増や移住希望者増に活かすことのできる作品に

仕上がった。	 

	 今後は、さらに町職員以外の人々の反応やその結果どう

影響したかを検証していきたい。また、春、夏の石井町を

含めた映像を完成し、年間を通じた見どころや良いところ	 

	 	 

	 	 

図１３	 春の石井町名物である桜や藤などのまつり	 

	 

をPRし、石井町の住民の町に対する意識改革と移住者増に

貢献していきたいと考えている。	 

	 

【参考文献】	 

１）石井町HP、石井町の人口および世帯数（統計資料）、	 

http://www.town.ishii.lg.jp/docs/201808030005

5/file_contents/H30_7jinko.pdf	 

２）	 小林他：徳島県三好市のインバウンド観光と4K
映像，地域活性学会第9回研究大会，n_02（2017）	 
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歴史文化資源等を活用した官民連携による地域再生についての考察

床桜英二（徳島文理大学）

： 地域への誇り 歴史文化資源 シームレス 地域プラットフォーム

【問題・目的・背景】 
人口減少・東京一極集中により 地方においては持続可

能な地域づくりが喫緊の課題となっている。今回 事例と

して取り上げる徳島県は 過疎集落に占める限界集落の

割合が全国平均の約 倍となるなど過疎化先進県である。

こうした中 住民の危機意識を背景に 官民連携により

地域に伝わる歴史文化資源の再生や 空き家・廃校などの

未利用資源の利活用により 持続可能な地域づくりに挑

戦している地域がある。徳島県内の２つの地域－美波町

赤松地域及び阿南市新野地域－を取り上げ 地域の再生・

活性化に向けてのプロセスや一定の成果を上げつつある

要因などを明らかにし これらをリファレンスモデルと

して 同様の課題に直面している地域の再生・活性化に資

することが本稿の目的である。

【研究方法・研究内容】

美波町赤松地域及び阿南市新野地域の 2 つの事例につ

いて,地域リーダーらへのインタビューを基に定性的分析

を行っている。なお,筆者自身も両地域の再生・活性化の

活動に参画していることから,参与型の観察に近い方法で

本稿をまとめている。この方法論については稿を改めて

論じたい。

【研究・調査･分析結果】

１．美波町赤松地域の事例

美波町赤松地域の事例である。 年前に途絶えた人形

浄瑠璃「赤松座」復活をテコにした地域再生である。急速

に人口減少が進む典型的な過疎地域である赤松地域おい

て 持続可能な地域づくりには まずは住民の地域への誇

りの再生が必要との認識のもと 年から地域 大学

行政が連携し 「 年ぶりの人形浄瑠璃『赤松座』復活

プロジェクト」（以下「プロジェクト」）を展開し 一定の

成果を上げつつある。これまでのプロセスを分析し プロ

ジェクト推進の鍵を探る。

（ ）赤松地域とは

赤松地域は美波町の山間地帯に位置し 人口約 人の

日本の原風景を色濃く残す集落である。図表１のとおり

人口減少が著しく高齢化率も既に ％を超えている。今

後 地域の再生・活性化に特段の取り組みを行わない場合

赤松地域の人口は 年には現状の約半分の 人 高

齢化率は ％に達すると推定されており 集落の存続そ

のものが危うくなると考えられている。

図表１ 美波町及び赤松地域の人口と高齢化率の推移

（出典）美波町「人口ビジョン」を基に筆者作成

（ ）プロジェクト始動時の状況

人の空洞化は 土地の空洞化を 土地の空洞化はムラの

空洞化をもたらすと言われている。さらに ムラの空洞化

はそこに住む人々の心の空洞化をもたらす。心の空洞化

とは 「この家もこの土地も自分の代で終わり」という諦

めの気持ちに支配されることである。プロジェクト始動

時の赤松地域は 心の空洞化までは至っていないものの

再生・活性化への道筋も不透明な状況にあった。地域の再

生・活性化は 住民の内発的・自律的な取組が基本となる。

しかし 人口減少と高齢化は 地域コミュニティの絆を弱

め 閉塞的な状況を打開しようという機運も生じにくく

させる。こうした状況において 住民が新たな活動に踏み

出すには 地域外の力を活用することが必要となってく

る。赤松地域のケースは 徳島文理大学（以下「大学」）と

美波町がその役割を担ったのである。

（ ）地域への誇りの再生

地域再生・活性化の第１歩は 住民の危機意識の共有で

ある。地域のリーダーたちが 住民の危機意識を上手く統

合し それを推進エンジンとして あるべき姿を目指し活

動を開始することが大切である。しかし 「集落がなくな

るかもしれない」といった恐れや脅しだけでは 将来の夢

18



歴史文化資源等を活用した官民連携による地域再生についての考察

床桜英二（徳島文理大学）

： 地域への誇り 歴史文化資源 シームレス 地域プラットフォーム

【問題・目的・背景】 
人口減少・東京一極集中により 地方においては持続可

能な地域づくりが喫緊の課題となっている。今回 事例と

して取り上げる徳島県は 過疎集落に占める限界集落の

割合が全国平均の約 倍となるなど過疎化先進県である。

こうした中 住民の危機意識を背景に 官民連携により

地域に伝わる歴史文化資源の再生や 空き家・廃校などの

未利用資源の利活用により 持続可能な地域づくりに挑

戦している地域がある。徳島県内の２つの地域－美波町

赤松地域及び阿南市新野地域－を取り上げ 地域の再生・

活性化に向けてのプロセスや一定の成果を上げつつある

要因などを明らかにし これらをリファレンスモデルと

して 同様の課題に直面している地域の再生・活性化に資

することが本稿の目的である。

【研究方法・研究内容】

美波町赤松地域及び阿南市新野地域の 2 つの事例につ

いて,地域リーダーらへのインタビューを基に定性的分析

を行っている。なお,筆者自身も両地域の再生・活性化の

活動に参画していることから,参与型の観察に近い方法で

本稿をまとめている。この方法論については稿を改めて

論じたい。

【研究・調査･分析結果】

１．美波町赤松地域の事例

美波町赤松地域の事例である。 年前に途絶えた人形

浄瑠璃「赤松座」復活をテコにした地域再生である。急速

に人口減少が進む典型的な過疎地域である赤松地域おい

て 持続可能な地域づくりには まずは住民の地域への誇

りの再生が必要との認識のもと 年から地域 大学

行政が連携し 「 年ぶりの人形浄瑠璃『赤松座』復活

プロジェクト」（以下「プロジェクト」）を展開し 一定の

成果を上げつつある。これまでのプロセスを分析し プロ

ジェクト推進の鍵を探る。

（ ）赤松地域とは

赤松地域は美波町の山間地帯に位置し 人口約 人の

日本の原風景を色濃く残す集落である。図表１のとおり

人口減少が著しく高齢化率も既に ％を超えている。今

後 地域の再生・活性化に特段の取り組みを行わない場合

赤松地域の人口は 年には現状の約半分の 人 高

齢化率は ％に達すると推定されており 集落の存続そ

のものが危うくなると考えられている。

図表１ 美波町及び赤松地域の人口と高齢化率の推移

（出典）美波町「人口ビジョン」を基に筆者作成

（ ）プロジェクト始動時の状況

人の空洞化は 土地の空洞化を 土地の空洞化はムラの

空洞化をもたらすと言われている。さらに ムラの空洞化

はそこに住む人々の心の空洞化をもたらす。心の空洞化
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めの気持ちに支配されることである。プロジェクト始動

時の赤松地域は 心の空洞化までは至っていないものの

再生・活性化への道筋も不透明な状況にあった。地域の再

生・活性化は 住民の内発的・自律的な取組が基本となる。

しかし 人口減少と高齢化は 地域コミュニティの絆を弱

め 閉塞的な状況を打開しようという機運も生じにくく

させる。こうした状況において 住民が新たな活動に踏み

出すには 地域外の力を活用することが必要となってく

る。赤松地域のケースは 徳島文理大学（以下「大学」）と

美波町がその役割を担ったのである。

（ ）地域への誇りの再生

地域再生・活性化の第１歩は 住民の危機意識の共有で

ある。地域のリーダーたちが 住民の危機意識を上手く統

合し それを推進エンジンとして あるべき姿を目指し活

動を開始することが大切である。しかし 「集落がなくな

るかもしれない」といった恐れや脅しだけでは 将来の夢

が描けず 住民の再生に向けてのモチベーションも上が

らない。そこで 当該地域ならではの歴史文化資源を見つ

め直し 磨きをかけ 広く情報発信することで 住民の地

域への誇りを再生させ 地域再生・活性化の活動をより力

強いものとしていくことが大切である。

（ ）「赤松座」復活への挑戦

赤松地域に拠点を置く 人形浄瑠璃「赤松座」は 約
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治時代に赤松座という人形芝居をする仲間があった」と

のわずかな記述があるのみである。しかし かつての赤松

座が所蔵していた人形の頭や赤松座オリジナルの演目の

存在が 座としての活動水準の高さを物語っている。プロ

ジェクト推進に当たって 大学としては学生の学びと地

域貢献 町としては新たな視点からの地域再生モデルの

構築という両者の直接的な目標には差異があったが 地

域連携による新たな価値創造という最終目標では一致し

住民活動をバックアップしていったのである。 年

月 地域 大学 町が中心となって赤松座復活のためのワ

ークショップを赤松の地で初めて開催した。その際 大学

の人形浄瑠璃部員と人形遣いの勘緑氏がチームを組み

人形浄瑠璃の実演も行った。 名を超え集まった住民の

中には生まれて初めて人形浄瑠璃の実演を見る者も多く
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じさせた。 年 月 赤松地域における最重要の伝統

行事に位置づけられている赤松神社・秋祭りにおいて 大

学の人形浄瑠璃部員が 仮の赤松座団員となって「寿二人

三番叟」を演じ 高い評価を得た。その後 一連の取組に共

感した赤松出身の映像監督の赤川修也氏が 赤松座復活

に向けての活動を短編映画として製作し 徳島県が主宰

する徳島国際映画祭で上映した。また が赤松座所蔵

の人形の頭の作者に関して特集を組むなど 地域内外の

反響を呼んだ。こうした動きに呼応する形で 赤松地域在

住の若者が中心となって赤松座団員として活動すること

を表明し 前述の人形遣い・勘緑氏の指導のもと練習に励

み 年 月の秋祭りにおいて 人形浄瑠璃を披露し

た。赤松の住民の手による 年ぶりの赤松座の復活へ

の確かな一歩を踏み出したのである。

（ ）プロジェクト推進の鍵

第 に地域プラットフォームの存在である。地域の再

生・活性化は 地域に伝わる伝統的な手法を大切にしなが

ら 革新的な手法を恐れず取り入れていくことが重要で

ある。そのためには 地域内の人々と地域外の人々がゆる

やかに繋がり 新しい活動や価値を生み出すコミュニケ

ーションの場 つまり地域プラットフォームが必要であ

る。それが このプロジェクトにおいては官民連携の「歴

史文化の力でまちづくり推進協議会」（以下「まちづくり

協議会」）である。まちづくり協議会の場で 基本的な事項

を話し合い 実際の活動においては 関係する人々が必要

に応じて集まり 情報共有を図りながら赤松座復活とい

う共通目標に向かって努力しているのである。第 に 住

民の内発的 自律的な活動を支える地域リーダーの存在

である。赤松地域には傑出した地域リーダーはいない。し

かし 強い地域愛のもと率先して地域活動に参画してい

る人々が存在する。彼らの多くは 才以上の高齢者であ

るが 手作り花火「赤松吹筒煙火」の奉納を秋祭りに長年に

わたり実施している「赤松吹筒煙火保存会」の主要なメンバ

ーでもある。彼らは,個人として積み重ねてきたキャリアや,
吹筒煙火保存会などの地域活動を通じて蓄積したノウハウ

により それぞれの得意分野においてリーダーシップを

発揮する ある種のシェアド・リーダーシップによりプロ

ジェクトの推進を支えているのである。第 に プロジェ

クトの進捗状況の見える化である。とりわけ 活動の結果

としての「小さな成功」を こまめに関係者やマスコミに

情報発信することで 関係者のやる気と結束を強化して

いるのである。現在 赤松座復活への確かな歩みを刻んで

いるのは ①オープンな地域プラットフォームの存在 ②

地域リーダーたちによるシェアド・リーダーシップの発

揮 ②小さな成功をこまめに情報発信 の 点が重要な鍵

を握っているのである。

２．阿南市新野地域の事例

次に 阿南市新野地域の事例である。新野地域では 平

時は民泊による地域活性化を 災害時には配慮を要する

方々の避難所として 継ぎ目無く切り替わる「シームレス

民泊」の実現に取り組んでいる。シームレス民泊という新

たな仕組み構築のプロセスを分析し 一定の成果を上げ

つつある要因を探る。

（ ）阿南市新野地域とは

新野地域は いわゆる過疎法にいう過疎地域ではない

が市の周辺部に位置し 図表２のとおり 年から

年までの間で 約 人が減少している。な

お 年の推計人口は 阿南市全体の減少率を適用して

いるため 実際はこれよりも更に減少するものと考える。
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人口減少に伴い 空き家や未利用の公共施設も増えてき

ている。こうした未利用資源を活用し 交流人口や定住人

口の増加に繋げる取組が求められている。

図表 阿南市及び新野地域の人口推移

項目 2000年 2005 2010 2015 2040  

阿南市 78,971 78,002 76,063 73,019 59,951 

新野地域 4,434 4,128 3,892 3,418 2,800 

（出典）阿南市人口ビジョン・国勢調査を基に筆者作成

一方 今後 年間で ～ ％程度の発生確率といわれ

ている南海トラフ地震発災時においては 新野地域は太

平洋に近接しているものの 津波浸水エリアの外に位置

するという地理的優位性を持ち 沿岸部の住民の避難場

所として期待されている。

（ ）「シームレス民泊」とは

シームレス民泊は 平時は民泊で地域の活性化を 災害

時には避難所として継ぎ目無く切り替わるシステムであ

り 「地域の活性化」と「地域の防災力強化」という つ

の課題の同時解決を目指すプロジェクトである。

まず 「地域の活性化」についてである。新野地域にお

いては 住民が主体となって各種のイベントを実施し

てきているが,一時的な賑わいづくり効果はあるが,持
続可能な地域づくりに結びついているとは言い難い。

また,四国霊場 22 番札所・平等寺があり,「歩き遍路」

による宿泊ニーズが増えてきているが,新野地域に宿

泊所がほとんどなく,折角のビジネスのチャンスを逸

している。こうした課題解決のため,空き家のリノベー

ションや地域資源の活用による魅力ある民泊の開設で,
交流人口や定住人口の増加に繋げ,平時の「地域の活性

化」を目指す取組である。 
次に 「地域の防災力強化」についてである。熊本地震

では厳しい避難生活などによる災害関連死が直接死の

倍となった。南海トラフ地震では 最悪の場合 徳島県だ

けで 万人が避難所生活を余儀なくされ 配慮を要する

避難者にとっては過酷な避難生活が想定される。シーム

レス民泊はこれら配慮を要する人々を 地域あげて取り

組む実践的な避難訓練や 平時の民泊経営で体得したノ

ウハウで温かく受け入れ 災害時における災害関連死の

減少を目指す取組である。以上を整理したのが図表３

である。 
 

図表 シームレス民泊の仕組み

 
（出典）筆者作成

 
（ ）シームレス民泊の現状

年 月 新野地域の住民が主体となって 大学や行

政との連携協力のもと「新野シームレス民泊推進協議会」

（以下「シームレス協議会」）を発足させ シームレス民泊

実現に向けた取組が始まった。その後 民泊経営を学ぶた

めの先進地視察や防災機関との合同の避難訓練などを積

み重ね 年 月 シームレス民泊第１号となる「坊主

の宿」がオープンした。また 同年 月には「日の丸商

店」 年 月には「熊猫家」 そして 「民泊とまこ」

が近日中に開業予定となっている。お接待の心を大切に

素朴だが心温まるサービスの提供を共通の経営理念に掲

げながら それぞれの個店としての特長に磨きをかけ積

極的に誘客を行い 地域活性化に繋げていくこととして

いる。また 新野地域全体の共助力を強化するための防災

イベントの開催や 宿泊者が楽しみながら自助力を高め

ることができる防災体験メニューを企画するなど 協働

して取り組んでいくこととしている。

（ ）シームレス民泊推進の鍵

第 に 官民連携の場であるシームレス協議会の設立で

ある。シームレス民泊という新たな仕組みづくりのため

に地域 大学 行政が 対等な立場で智恵を出し合い とも

に行動する基盤となる地域プラットフォームを形成して

いることである。第 に 新野地域に対して強い地域愛を

持つ人々の存在である。新野地域は 才前後の比較的若

い自営業者が中心となってシームレス協議会をリードし

ている。彼らの多くは 新野商工振興会や新野ワイワイ塾

といった地元の商工事業者により構成される任意組織に

属し 地域活動に参画している。また 地域防災力の向上

のために日頃から積極的に活動している若手の防災士た

ちもシームレス協議会に参画している。彼らは 個人とし

て積み重ねてきたキャリアや 地域活動を通じて蓄積し
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イベントの開催や 宿泊者が楽しみながら自助力を高め

ることができる防災体験メニューを企画するなど 協働

して取り組んでいくこととしている。

（ ）シームレス民泊推進の鍵

第 に 官民連携の場であるシームレス協議会の設立で

ある。シームレス民泊という新たな仕組みづくりのため

に地域 大学 行政が 対等な立場で智恵を出し合い とも

に行動する基盤となる地域プラットフォームを形成して

いることである。第 に 新野地域に対して強い地域愛を

持つ人々の存在である。新野地域は 才前後の比較的若

い自営業者が中心となってシームレス協議会をリードし

ている。彼らの多くは 新野商工振興会や新野ワイワイ塾

といった地元の商工事業者により構成される任意組織に

属し 地域活動に参画している。また 地域防災力の向上

のために日頃から積極的に活動している若手の防災士た

ちもシームレス協議会に参画している。彼らは 個人とし

て積み重ねてきたキャリアや 地域活動を通じて蓄積し

たノウハウにより それぞれの得意分野においてリーダ

ーシップを発揮する シェアド・リーダーシップを実践し

ていることである。第 に シームレス民泊の活動を見え

る化し 小さな成功を積極的にマスコミに情報発信する

ことで シームレス協議会メンバーの絆の強化とモチベ

ーションの向上に努めていることである。以上から シー

ムレス民泊が一定の成果を上げつつあるのは ①地域プ

ラットフォームの存在 ②複数の若いリーダーによるシ

ェアド・リーダーシップの発揮 ③小さな成功をこまめに

情報発信 という 点が重要な鍵を握っているのである。

【考察・今後の展開】

急激な人口減少による住民の危機意識を背景に 赤松

地域では歴史文化資源の再生を通じて また 新野地域で

は空き家などの未利用資源の利活用を通じて 持続可能

な地域づくりに挑戦している。両者は 住民の内発的 自

律的な活動を基本に 大学 行政などと密接な連携を図る

ことで 地域プラットフォームを形成し 複数の地域リー

ダーがシェアド・リーダーシップを発揮し 活動を見える

化しながら「小さな成功」をこまめに情報発信するという

共通点をもち 持続可能な地域づくりに一定の成果を上

げつつある。一方 両者の活動には克服すべき課題も顕在

化してきている。赤松地域は 赤松座復活という人々の賛

同を得やすい活動ではあるが 持続可能な地域づくりに

不可欠な地域ビジネスの創出には繋がっていないことだ。

赤松座復活と関連づけて地域資源を活用したソーシャル

ビジネスの展開を検討すべき段階になっている。一方 新

野地域は 災害時にはシームレスに切り替わる民泊経営

という地域ビジネスの創出には成功しているが 直接民

泊経営に関わらない人々には活動との接点がもちにくい

雰囲気となっている。シームレス民泊の経営と関連づけ

ながら 多くの地域の人々が楽しみながら自助力や共助

力を高めることができるような取組を検討する段階とな

っている。地域再生・活性化には 地域内外の人々が多数

集まり協働する仕組みと 地域の活力の源泉となる地域

ビジネスを創出する仕組みが必要である。前者に力点を

置きすぎるとイベント的な活動となり 後者に力を注ぎ

すぎると特定の者に限定した活動になる。赤松地域は前

者の 新野地域は後者のもつ課題に直面しているのだ。地

域の再生・活性化は 共通する仕組みと 地域事情に合わ

せてカスタマイズすべき仕組みとを上手く組み合わせる

ことが肝要である。以上を整理したものが図表 である。

図表 赤松地域と新野地域における地域再生活動

項目 赤松地域 新野地域

活動内容 地域ならではの歴史文化

資源を活用した地域の再

生・活性化

未利用資源を活用した

地域活性化と地域防災

力の強化

地域プラッ

トフォーム

歴史文化の力でまちづく

り推進協議会

新野シームレス民泊推

進協議会

リーダーシ

ップの類型

シェアド・リーダーシッ

プ

シェアド・リーダーシッ

プ

活動成果と

見える化

・「赤松座」再結成と秋祭

りでの公演

・短編映画化など

・ 軒目となる民泊開業

と合同避難訓練の実施

・ での報道など

課題 赤松座復活と関連づけた

地域ビジネスの創出

民泊経営者以外の幅広

い人々の参画

（出典）筆者作成

地域の再生・活性化は その地域に伝わる伝統的な手法

と 外部からの革新的な手法が交わり シナジー効果を発

揮する時に 進み出す。そのためには 國領二郎（ ）の

言う「多様な主体が協働する際に 協働を促進するコミュ

ニケーションの基盤となる道具や仕組み」であるプラッ

トフォームが必要となる。赤松 新野の両地域において住

民の活動が一定の成果を上げつつあるのは 不完全なが

らも こうしたプラットフォームが形成されつつあるか

らだ。プラットフォームを形成するには 時間とエネルギ

ーはかかるが 形成後は当初想定していたことを超える

新たな活動や価値が自然発生的に生まれ出す。これから

の地域リーダーは活動の基本的な方向性を定めた上で

それに適合したプラットフォームづくりに着手すべきで

ある。プラットフォーム・ビルダーとしての役割がこれか

らの地域リーダーの最も大切な仕事といえる。そもそも

地域コミュニティは会社組織とは異なり 権限によりフ

ォロワーを動かすことはできない。ゆるやかな連結を基

本に 地域内外の人々が協働することで 地域プラットフ

ォームは成長していくのである。

【引用・参考文献】

國領二郎（ ）『創発経営のプラットフォーム』日本経

済新聞出版社

床桜英二（ ）「シームレス民泊実現による地域活性化

と地域防災力の強化」地区防災計画学会
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近畿自動車道紀勢線の開通が国道 号に与える影響と観光動態の変化 和歌山県すさみ町のケース

石田裕貴（摂南大学大学院）・浅野英一（摂南大学）

： 近畿自動車道紀勢線、国道 号、サイクリング事業

【問題・目的・背景】 
近畿自動車道紀勢線は、大阪府松原市を起点とし、和

歌山県和歌山市を経由し、三重県多気郡多気町に繋がる

延長約 の高速自動車道である。この路線は、京阪

神と紀南を結ぶ幹線道路として、輸送時間の短縮や一般

道の混雑緩和を図り、地域相互の産業、経済、文化、観

光の振興と発展を主な目的としている。 年 月現在

の紀勢線の整備状況は、松原市を起点とした場合、和歌

山県すさみ町の「すさみ南 」（ 年 月に開通）ま

でが供用されており、すさみ町より東隣の串本町に向か

う路線は整備事業中の段階である。「すさみ南 」は、

暫定的に紀勢線の始点・終点となっており、国道 号と

の上り・下りの交通量が多い状況である。さらに、「南紀

田辺 」－「すさみ南 」までの高速区間は通行料が無

料であるため、それまで生活道路として使用されていた

国道 号（田辺市から「すさみ南 」付近まで）の交

通量は減少した。

大阪方面からの道路利用者の多くは、無料区間である

「南紀田辺 」－「すさみ南 」間を使用し、すさみ町

の中心を通り過ぎ、同町の端にある「すさみ南 」まで

紀勢線を利用する。さらに、北東に向かう場合は、「すさ

み南 」付近以降の国道 号を利用し、三重県方面に

向かう。三重県方面から大阪方面に向かう道路利用者の

多くも、「すさみ南 」を境に、紀勢線を利用すること

から、すさみ町中心部に向かう国道 号は利用しない。

紀勢線が整備されたことにより、すさみ町中心部付近の

国道 号の交通量は激減したが、「すさみ南 」出口付

近に立地している「道の駅すさみ」は、休日には駐車場

が満車になるほど盛況している。

浅野・石田（ ）は、すさみ町内で実施した交通量

調査の結果から、紀勢線の現在の終着点であるすさみ南

から隣町の串本町まで紀勢線が延伸した場合、転換交

通により、「道の駅すさみ」への来客数が減少してしまう

可能性を提示している。基盤産業が衰退傾向にあるすさ

み町にとって、財・サービスを移出できる観光は重要な

産業であるため、すさみ町の地域資源を活かしながら、

有効な観光政策を施行する必要がある。本稿では、すさ

み町の観光資源・観光客の動態について調査・分析し、

今後の研究について方向性を示すことを目的としている。

【研究方法・研究内容】

和歌山県すさみ町は、紀伊半島の南南西部に位置し、

紀伊山地を背に太平洋に面している中山間地域である。

町土の約 ％は林野で占められ、平地はわずかであるが、

海岸線は豪壮なリアス式海岸で、熊野枯木灘海岸県立自

然公園に指定されている。すさみ町の 年 月末の人

口は 人であるが、社人研の推計によると 年に

は、 人まで減少するとされている。山間部では、

人口の 以上が 歳以上の高齢者である限界集落が

点在しており、人口流出や少子高齢化の影響を受け、す

さみ町は 急速に過疎化が進行している。

図－ すさみ町観光客数
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（出典）すさみ町役場の資料を基に筆者作成

図－ を参照すると、 年までは、 人前後で

あった日帰り客数は、 年を転機に上昇し、 年は

人に達している。宿泊者数は 年、 年、

年と 人前後で横ばいであったが、 年が

人、 年が 人と減少傾向にある。紀勢

線の開通で、交通アクセスの向上により、日帰り観光客

が増加した反面、宿泊者が減少していると推定される。
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観光客数のカウント方法は、「道の駅すさみ」でレジを通

過した人数× で算出されているため、「道の駅すさみ」

以外の観光を行っているかは、このデータからだけでは

わからない。

すさみ町の観光客の動態を調査するために、以下の調

査を行った。①「道の駅すさみ」の来場者に対して、ア

ンケート調査を実施しすさみ町にどのようなイメージを

持っているのか記述統計によって分析する。②すさみ町

のイベント来場者に対するアンケート、来場者数の経年

推移データを用いて、観光客の動態やイベントに対する

意識を記述統計により明らかにする。③すさみ町役場主

催の学官連携ワークショップの結果を 分析し、すさ

み町の強み・弱み・機会・脅威について明らかにする。

以上 点の調査の結果からすさみ町の観光動向を探る。

【研究・調査･分析結果】

和田（ ）は、「買いたい」、「訪れたい」、「交流した

い」、「住みたい」の つの地域ブランド・マネジメント

領域を挙げており、観光客と地域が持続的な関係性を築

くには、各領域を多段階的に組み合わせた価値提案を行

う必要があると述べている。この つのマネジメント領

域を参考に、「道の駅すさみ」の来場者に対するアンケー

トを実施した。

「すさみ町に訪れたいと思うか」という質問に対して、

割の観光客が「思う」「とても思う」を選択しているが、

「買いたい」、「交流したい」では 割、「住みたい」では

割に留まった。「訪れたい」という領域に関しては、観

光客は充足しているが、その他の「買いたい」、「交流し

たい」、「住みたい」の領域に関しては、観光客がすさみ

町に対して連想するイメージが弱いと考えられる。特に

「買いたい」の領域は、来訪者にとって最も基本的なタ

ッチポイントとなるため、優先的に向上させることで、

すさみ町のブランドを再認・想起する観光客を増加させ

ることができる。各領域は独立しているものではなく、

多段階的に組み合わせる仕組みが必要であるため、「買い

たい」の領域を向上させつつ、「交流したい」、「住みたい」

の高次元の領域に繋げるような戦略を考案し、実施する

必要がある。アンケート調査と合わせてすさみ町に訪れ

たいと回答した理由を聞き取りすると、すさみ町の景

観・エビとカニ水族館に関する回答が多数あった。回答

者の中には、エビとカニの水族館を目当てに、高知県か

ら今まで約 回来ているという家族旅行客も見られた。

すさみ町の特産品として、イノブタ肉やカツオ、レタ

スといったものが挙げられるが、観光客がすさみ町で「買

いたいものがある」と答えた人は 割であった。地域の

産品について役場職員や道の駅職員等に尋ねたところ、

どの特産品も生産が限られていることが分かった。農作

物に関しては、人口減少や後継者不足に伴い生産者が減

少している。さらに、すさみ町では中山間地域で農耕地

面積が狭く、気候も温かいためレタスの栽培が難しいこ

とからレタス発祥の地であっても、生産数が少ない。イ

ノブタ肉は、イノシシと豚を交配させることから、管理

が難しく、安定した生産が難しい。カツオは海流の変化

から、近年漁獲量が減少していることが分かった。

年すさみ町で行われたケンケンカツオ祭りでは、カツオ

を水揚げできず即売会が中止に追い込まれた。

②すさみ町の観光イベントの来場者数をカウントし、

経年での比較を行った。すさみ町には、観光イベントと

して、すさみ町を領土とするパロディー国家、ミニ独立

国「イノブータン王国｣建国記念祭がある。「イノブータ

ン王国｣は、猪豚元年（ 年） 月 日、パロディー国

家として建国された。建国後、「ふるさと大賞」受賞、「地

域づくり推進協議会会長賞」受賞などが認められたすさ

み町最大のイベントである。このイベントの来場者数を

紀勢線が開通する前の 年と開通した後の 年、

年の結果を比較した。 年は 人、 年は

人、 年は であった。筆者らは高速道路

開通に伴い、アクセスの向上により来場者は増加すると

予測していたが、実際の来場者は年々減少していること

が判明した。すさみ町だけでなく、南紀地方、もしくは

和歌山県の観光客数と照らし合わせて考察する必要があ

る。

③すさみ町役場主催の「すさみ町の魅力創出ワークシ

ョップ」の結果を 分析した。参加者は、大学生

人とすさみ町役場職員 人で、グループに分かれて実施

された。内容は、ブレインストーミングと 法によりす

さみ町の魅力や課題を抽出し、仮説を立て検証をしなが

ら、施策を精査するといった流れになっている。このワ

ークショップで抽出された魅力と課題を筆者が 分析

した。（表－ ）

分析の結果により、自然景観や、食を活かし、紀

勢線の整備による環境の変化に対応した観光政策が必要

であると考える。

すさみ町役場は、国道 号の交通量が減少したことを
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逆手にとり、新たな取り組みとしてサイクリングによる

国道 号活性化事業を展開している。 年 月には、

第 回目のサイクリングイベントである「枯木灘サイク

リングフェスタ ライドオンすさみ」が開催され、総勢

人が参加した。コースは、海岸に沿う国道 号に加

え、すさみ町内の山間部や、河沿いといった自然を愉し

むことができるように設定されていた。また、 年

月には第 回目のイベントが開催される予定である。

表－ すさみ町の観光に対する 分析

プラス マイナス

内
部

強み 弱み

・自然景観が良い

・食品（イノブタ・魚

介）

・自然を利用したレク

リエーション（ダイ

ビング等）

・観光客がお金を落とす

仕組み（宿泊等）長時

間滞在できる場所、観

光の目玉がない

・ が弱い

外
部

機会 脅威

・紀勢線開通による交

通アクセスの向上

・ の特急が停車する

・津波などの災害

・紀勢線の延伸による観

光客の減少

出典：ワークショップ報告書を基に筆者作成

【考察・今後の展開】

すさみ町のサイクリング事業は、地域の弱みであった

国道 号の交通量減少と、強みである自然景観を活かし

た取り組みであるといえる。サイクリング事業は、国土

交通省や和歌山県庁が推進しており、今後、さらに自転

車を利活用した事業の展開が期待される。サイクリング

事業の現状を把握するために、公開されている情報を整

理し、今後の展開を考察する。

国土交通省は、 年 月 日に自転車の活用を総合

的かつ計画的に推進することを目的とした「自転車活用

推進法」を掲げており、国内で自転車の活用が政策とし

て推進されている。（表－ ）

表－ 自転車活用推進法 基本方針

自転車専用道路等の整備

路外駐車場の整備等

シェアサイクル施設の整備

自転車競技施設の整備

高い安全性を備えた自転車の供給体制整備

自転車安全に寄与する人材の育成等

情報通信技術の活用による管理の適正化

交通安全に係る教育及び啓発

国民の健康の保持増進

青少年の体力の向上

公共交通機関との連携の促進

災害時の有効活用体制の整備

自転車を活用した国際交流の促進

観光来訪の促進、地域活性化の支援

出典：国土交通省の資料より 筆者作成

和歌山県は 年 月 日にサイクリングロード整備

基本計画（以下、整備基本計画）を公開している。整備

基本計画は、自転車を観光や健康づくりを促進するもの

であると位置づけており、自転車利用者の安全な走行や、

目的地まで誘導するための施設整備やサービス施設の提

供場所を決定するための基本的な考えをまとめている。

整備基本計画の対象となるルートは、川のサイクリング

ロードと、海のサイクリングロード（図－ ）の 点が挙

げられている。海のサイクリングロードは国道 号を中

心とした海岸沿いのルートであり、すさみ町も含まれて

いる。

図－ すさみ町サイクリングコース

出典：わかやまサイクリングコースマップ

既存の道路ネットワークを最大限活用して、連続した

自転車走行空間を確保するために、道路端に青線の設置

や、ルートを示す方向表示を設置し、自転車交通の案内・

誘導、自動車ドライバーへの注意喚起等を行っている。

（図－ ）
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図－ 青線の整備イメージ

出典：サイクリングロード整備基本計画について

また、自転車利用者の利用環境の充実と、誘客を促進す

るために、公共施設等を活用して、休憩や自転車の簡易

な整備及び、地域に関する情報の収集等を行うことがで

きる施設の選定と設置についての方針が提示されている。

和歌山県の地方紙である紀伊民報は、以下に 点につ

いて報道している。①和歌山県は紀ノ川沿いや海岸沿い、

山間部の道路に青線をほぼ引き終えた。②和歌山県の一

部の地域を除いて、大半の道路は車が通る既存道路を活

用していることから、自転車の専用道を整備する必要が

ある。③千葉県銚子市から和歌山市約 キロを走る「太

平洋岸自転車道」は、 年に施行された自転車道整備

法により整備が開始されたが、県内では白浜町の約

しかできていない。そこで和歌山県は、 月 日に、国

土交通省に整備促進を要望し、国が中心となってルート

設定の調整や走行環境整備の基本的な方針を取りまとめ

るよう求めた。

以上、国土交通省と和歌山県のサイクリング事業に関

する情報を整理した。国内、和歌山県、そしてすさみ町

でも自転車を活用した施策が重点とされており、今後さ

らに自転車に関する施策を展開していくことが予想され

る。そこで、すさみ町のサイクリングイベントを例に、

サイクリング事業の調査・分析を実施することで、今後

のサイクリング事業を推進するにあたり、有用な情報に

なるのではないかと考える。サイクリング事業の有効性

を検証するために、環境評価手法の つであるトラベル

コスト法について検討し、サイクリング事業の評価につ

いて考察する。

栗山（ ）によれば、トラベルコスト法（

）とは、レクリエーションの貨幣価値を旅

行に要する費用を用いて評価する手法である。旅行費用

と訪問回数（または訪問率）からレクリエーションの需

要関数を推定し、これから消費者余剰速度を用いて貨幣

価値に換算する手法である。また、トラベルコスト法は

レクリエーション地の景観など環境の状態の変化とレク

リエーションの訪問回数との関係をもとに、間接的に訪

問地環境の貨幣価値を評価することが可能である。

和歌山県および、すさみ町のサイクリング事業は、海

や山、川といった自然景観と既存の道路の利活用を基に、

コースが設定されている。近畿自動車道紀勢線の整備に

より、すさみ町内の国道 号の交通量は減少したが、サ

イクリングロードとして整備・改装することで、新たな

付加価値を生むことができる。今後さらにサイクリング

事業を振興するためには、適切に事業を評価して、振興

策を検討することが必要である。今後の研究は、トラベ

ルコスト法によるすさみ町の環境価値・レクリエーショ

ン価値を分析し、サイクリング事業の有効性についての

検証することを目的とし、さらなる調査・分析に取り組

んでいく。
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地域活性化における映画資料館の役割

矢澤利弘（県立広島大学）

：映画資料館、ミュージアム・マネジメント、コンテンツ・ツーリズム

【背景】 
近年、文化・芸術による地域活性化が注目されている。

各地の美術館や劇場といった施設や芸術祭等の文化イベン

トが地域外からも来訪者を集め、地元に一定の経済効果を

もたらしている。映画についてみると、1895 年 12 月 28
日にフランスのリュミエール兄弟が初めて映画をパリで有

料公開して以来120余年を経て、文化遺産としての映画の

価値は社会に定着したといえる。ただ、映画は必ずしも映

画フィルムなどに焼き付けられた映像コンテンツだけを指

すものではない。ポスターなどの宣伝材料や映画人の遺品、

各地の映画文化についての資料といった映画に関連する資

料、いわゆるノンフィルムの映画資料は、映像コンテンツ

そのものに比肩する重要性を持っており、そのことが社会

にも認識されてきている。 
このような状況のなか、日本各地で映画にまつわる資料

館が誕生している。しかし、従来の映画資料館についての

研究は、複数の映画資料館の活動や展示、内容を比較検討

し、それらの機能や役割を一般化・モデル化して論じるの

ではなく、映画資料館の個別事例をそれぞれ取り上げて紹

介するものがほとんどであり、全国に散らばる映画資料館

の諸相を横断的に分析しようとする試みは少なかった。 
「文化芸術の振興に関する基本的な方針－文化芸術資源

で未来をつくる－（第 4 次基本方針）（2015 年 5 月 22 日

閣議決定）」の「第3 文化芸術振興に関する基本的施策 9.
文化芸術拠点の充実等 (2)美術館、博物館、図書館等の充

実」には、「美術館、博物館、図書館等が、優れた文化芸術

の保存・継承、創造、交流、発信の拠点のみならず、地域

の生涯学習活動、国際交流活動、ボランティア活動や観光

等の拠点としても積極的に活用され、地域住民の文化芸術

活動の場やコミュニケーションを通じた絆づくり、感性教

育、地域ブランドづくりの場としてその機能・役割を十分

に発揮できるよう、次の施策を講ずる」との記述があり、

博物館は地域に対する幅広い貢献が求められているといえ

る。これは映画資料館も例外ではない。 
およそ博物館というものは、博物館法が社会教育基本法

の中に位置付けられているように、社会教育施設として文

化芸術に貢献する役割を第一義として担っている。しかし、

一方で観光において集客施設としての役割が期待され、地

域振興やまちづくりの分野でも博物館は多様な役割を果た

すこともまた求められているといえる。 
文化・芸術には、①地域に人を集める、②地域の特徴を

出す、③地域の財産となる、④地域の話題を高めるといっ

た効果があり、結果的に外部から地域に資金が流入するた

め、地域活性化が実現するという流れが期待される（筒井、

2014）。それでは、映画資料館は地域活性化に対していか

なる役割があり、いかなる役割を果たすことができるので

あろうか。 
日本における公共文化施設の運営についての研究は、建

築学のアプローチからの研究や文化施設がもたらす経済効

果・文化的効果についての研究が多くを占めるが、近年は

博物館について、主に非営利組織の経営管理論の立場から

の研究が進展してきている。一方、映画による地域活性化

については、近年、映画と観光を組み合わせたフィルムツ

ーリズムに関する研究が盛んに行なわれている。ただし、

ロケ地観光以外の領域で、映画を活用した地域振興の研究

については、その数が限られている。特に、映画による地

域活性化を扱った研究のなかでも、映画資料館もしくは映

画アーカイブと地域の関係性については、先行研究は限ら

れており、その解明が待たれる分野である。本研究は映画

による地域活性化をテーマとした研究のうち、従来行われ

てこなかった領域を埋めるものと位置付けられる。 
本研究は、日本における映画資料館の現状を把握し、映

画資料による地域活性化のメカニズムを明らかにすること

を目的としている。そのうえで、課題を抽出し、地域活性

化に寄与するための映画資料館のマネジメントの展開方向

を明らかにしていく。 
【研究方法】

映画資料館は、施設の形態の観点から大別して、①施設

の形態として、資料保存・展示のための独立した建物・部

屋を新築するか、あるいは既存の建物を転用するなどによ

り、独立した建物・部屋を有する「独立系映画資料館」、②

施設の形態として独立した建物を有しておらず、資料室や

文庫などといった他機関の一部門として機能している「依

存系映画資料館」に分けることができる。

①の例としては、鎌倉市川喜多映画記念館、おのみち映

画資料館、羽島市映画資料館など、②の例としては、調布

市立中央図書館映画資料室、阪急文化財団池田文庫、福岡

市総合図書館映像資料課などがある。
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の中に位置付けられているように、社会教育施設として文

化芸術に貢献する役割を第一義として担っている。しかし、

一方で観光において集客施設としての役割が期待され、地

域振興やまちづくりの分野でも博物館は多様な役割を果た

すこともまた求められているといえる。 
文化・芸術には、①地域に人を集める、②地域の特徴を

出す、③地域の財産となる、④地域の話題を高めるといっ

た効果があり、結果的に外部から地域に資金が流入するた

め、地域活性化が実現するという流れが期待される（筒井、

2014）。それでは、映画資料館は地域活性化に対していか

なる役割があり、いかなる役割を果たすことができるので

あろうか。 
日本における公共文化施設の運営についての研究は、建

築学のアプローチからの研究や文化施設がもたらす経済効

果・文化的効果についての研究が多くを占めるが、近年は

博物館について、主に非営利組織の経営管理論の立場から

の研究が進展してきている。一方、映画による地域活性化

については、近年、映画と観光を組み合わせたフィルムツ

ーリズムに関する研究が盛んに行なわれている。ただし、

ロケ地観光以外の領域で、映画を活用した地域振興の研究

については、その数が限られている。特に、映画による地

域活性化を扱った研究のなかでも、映画資料館もしくは映

画アーカイブと地域の関係性については、先行研究は限ら

れており、その解明が待たれる分野である。本研究は映画

による地域活性化をテーマとした研究のうち、従来行われ

てこなかった領域を埋めるものと位置付けられる。 
本研究は、日本における映画資料館の現状を把握し、映

画資料による地域活性化のメカニズムを明らかにすること

を目的としている。そのうえで、課題を抽出し、地域活性

化に寄与するための映画資料館のマネジメントの展開方向

を明らかにしていく。 
【研究方法】

映画資料館は、施設の形態の観点から大別して、①施設

の形態として、資料保存・展示のための独立した建物・部

屋を新築するか、あるいは既存の建物を転用するなどによ

り、独立した建物・部屋を有する「独立系映画資料館」、②

施設の形態として独立した建物を有しておらず、資料室や

文庫などといった他機関の一部門として機能している「依

存系映画資料館」に分けることができる。

①の例としては、鎌倉市川喜多映画記念館、おのみち映

画資料館、羽島市映画資料館など、②の例としては、調布

市立中央図書館映画資料室、阪急文化財団池田文庫、福岡

市総合図書館映像資料課などがある。

本研究では、①の独立系映画資料館であり、映画資料の

常設展示があり、展示活動が中心になっている施設を調査

対象としている。

調査対象の選定に当たっては、まず東京国立近代美術館

フィルムセンター編『全国映画資料館録 』に掲載され

ている映画資料館をベースとし、未掲載であっても映画資

料館であると判断できる施設を加えて、国内の映画資料館

のデータベース化を行った。そのなかから独立系映画資料

館をまず抽出し、図書館業務を主たる業務にしている施設

及び撮影機器や映画の大道具・小道具を主な展示対象とし

ている施設を除外した。また、 年 月末時点で事業継

続性が失われている施設も除いた。

その結果、調査対象とした映画資料館は、表１のとおり、

の映画資料館である。これらの映画資料館について、公

式ホームページやパンフレットの閲覧や先行研究の検討に

よって、各映画資料館の目的と展示の現状、活動内容等を

調査した。そのうえで、表１で館名＊を付した の施設に

ついては、現地視察と映画資料館の管理者への聞き取り調

査を実施した。国内の映画資料館の数は限られており、統

計的分析には馴染みにくいことから、現地調査とヒアリン

グ調査による質的調査を主に実施した。

表1 本研究の分析対象とした映画資料館 
館名 展示と資料収集方針 

北の映像ミュージアム＊  北海道ロケ作品 
三沢市寺山修司記念館 寺山修司の遺品 
高羽哲夫記念館 高羽哲夫の遺品 
庄内映画村資料館 地元ロケ作品 
SKIPシティ映像ミュージアム＊ 映像制作を展示 
世田谷文学館＊ 地元ゆかりの関係者

資料 
葛飾柴又寅さん記念館 「男はつらいよ」関

連 
江東区古石場文化センター＊ 小津安二郎監督関連 
杉並アニメーションミュージアム アニメの制作過程 
市川崑記念室 市川崑監督関連 
三鷹の森ジブリ美術館 スタジオジブリ関連 
市川市文学ミュージアム＊ 市川市ゆかりの作家 
鎌倉市川喜多映画記念館＊ 川喜多夫妻の軌跡 
木下恵介記念館 木下恵介の遺品等 
羽島市映画資料館＊ 映画一般 
小津安二郎青春館 小津監督の子供時代 
京都府京都文化博物館 日本映画全般 
東映太秦映画村映画文化館（資料室） 映画一般 
神戸映画資料館＊ 映画一般 
橋本忍記念館 脚本家橋本忍の資料 
志村喬記念館 俳優志村喬の遺品 
おもちゃ映画ミュージアム＊ 玩具映写機など 
西川克己映画記念館 西川克己監督の作品 
おのみち映画資料館＊ 地元ロケ作品 
田中絹代ぶんか館＊ 田中絹代を顕彰 
二十四の瞳映画村 「二十四の瞳」等 
松永文庫＊ 映画全般 

【調査結果】

映画資料館の設置目的

映画資料館は、設置目的と展示内容の観点から、地域中

心型、人物中心型、映画一般型、作品中心型、教育中心型

に分類したところ、以下のような結果となった。

調査対象とした 27 の映画資料館のうち、12 の映画資料

館が地元出身の映画人を顕彰することを主要な目的として

いる人物中心型である。例えば、木下恵介記念館は、静岡

県浜松市出身の映画監督木下恵介の功績を称える施設であ

り、下関市近代先人顕彰館（田中絹代ぶんか館）は、女優

田中絹代の出身地である山口県下関市にあり、遺品や資料

の展示を通じて女優の生涯が紹介されている。また、黒澤

明監督の映画で有名な俳優である志村喬の業績を顕彰する

ために兵庫県朝来市生野町に開館した志村喬記念館には、

生野銀山の精錬技師の次男としてこの地に生まれた志村を

記念して、市が復元を終えた旧生野鉱山の職員宿舎が活用

されている。 
当該地域でロケ撮影された映画の資料公開・展示を目的

としている地域中心型の映画資料館は3施設である。北海

道札幌市の北の映像ミュージアムは、北海道ロケ作品の資

料収集と保存を行っている。同ミュージアムは、映画評論

家だった故・竹岡和田男氏の収集した映画のロケ資料や取

材資料などのコレクションを土台に作られた映画資料館で

ある。竹岡コレクションに加えて、関係者などが寄贈した

映画のフィルムや脚本、ポスターなど約5万点を所蔵して

いる。山形県鶴岡市の庄内映画村資料館には、室内ロケセ

ットや庄内ロケ作品の資料が集められている。おのみち映

画資料館には、『東京物語』をはじめ、尾道市でロケ撮影さ

れた映画の資料を中心に展示している。このように、地元

ロケ作品を中心的なテーマにした施設は映画資料館全体か

ら見れば少数派であるということができる。 
一方、映画一般の資料を広く収集・展示することを目的

としている映画資料館は6施設である。こうした映画資料

館は設立の経緯がまちまちである。例えば、羽島市映画資

料館は、閉館となった映画館内から戦前戦後の映画ポスタ

ーなどの映画資料が 3000 点程発見されたことが開設のき

っかけとなった。松永文庫は、映画研究家の松永武氏がお

よそ60年に渡って収集してきた映画・芸能関連の資料を、

自宅を開放して無料公開したことが始まりである。 
特定の作品に関する映画資料館としては、葛飾柴又寅さ

ん記念館、三鷹の森ジブリ美術館、二十四の瞳映画村があ

る。

教育中心型の映画資料館には、SKIP シティ映像ミュー
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ジアム、杉並アニメーションミュージアム、東映太秦映画

村映画文化館（資料室）がある。例えば、映像ミュージア

ムは、埼玉県が整備した彩の国ビジュアルプラザの一角を

構成する施設であり、子どもから大人までを対象に映像制

作を学習することができる参加体験型の博物館である。 

映画上映活動の状況

映画資料館はノンフィルムの映画資料だけを収集・展示

している施設もあるが、映画の上映活動を行なっている場

合も多い。インタビュー調査では、来館者の多くが映画の

鑑賞を目的にするものであるとの回答が多くを占めており、 
映画上映は来館者を増加させる効果があると考えることが

できる。上映活動の状況は表2に示したとおりである。 
例えば、北の映像ミュージアムでは、月1回のペースで、

北海道ロケなどをテーマにしたトークイベント「北のシネ

マ塾」を開催、年に約 1回のペースで、映画の特別上映会

を開催していた。田中絹代ぶんか館では、田中絹代ぶんか

館名画劇場として、月 1回のペースで田中絹代関連の邦画

を中心に映画の上映会を行っている。 
羽島市映画資料館では、毎月1回、「映画のつどい」とし

て懐かしい日本映画を上映している。入場者の年齢は 70
歳前後が多く、羽島市内からの来場者がほとんどだが、三

重県や愛知県、滋賀県などからの観客もいるという。 
 

表2 各映画資料館の上映活動の状況 
上映活動の頻度 映画資料館名 
ほぼ毎日 杉並アニメーションミュージアム、三

鷹の森アニメーション美術館、鎌倉市
川喜多映画記念館、京都府京都文化博
物館、神戸資料館、二十四の瞳映画村 

月1回以上 SKIPシティ映像ミュージアム、江東
区古石場文化センター、木下恵介記念
館、羽島市映画資料館、田中絹代ぶん
か館、松永文庫 

年１～２回以上 北の映像ミュージアム、高羽哲夫記念
館、庄内映画村資料館、葛飾区柴又寅
さん記念館、小津安二郎青春館、おも
ちゃ映画ミュージアム 

年１回未満又は不定期 三沢市寺山修司記念館、世田谷文学
館、橋本忍記念館 

なし 市川崑記念室、市川市文学ミュージア
ム、東映太秦映画村映画文化館、志村
喬記念館、西河克己映画記念館、おの
みち映画資料館 

 
5.3 企画展の頻度 
常設展示だけの映画資料館がある一方、常設展示のス

ペースと企画展示のスペースを分け、定期的に企画展示

の入れ替えを行なっている映画資料館がある。企画展示

の開催状況を表3に示した。 

 
表3 各映画資料館の企画展示の状況 

企画展示の頻度 映画資料館名 
年４回以上 庄内映画村資料館、江東区古石場文化

センター、市川市文学ミュージアム、
鎌倉市川喜多映画記念館、京都府京都
文化博物館、松永文庫（6） 

年１回以上 北の映像ミュージアム、三沢市寺山修
司記念館、SKIPシティ映像ミュージ
アム、葛飾区柴又寅さん記念館、杉並
アニメーションミュージアム、市川崑
記念室、世田谷文学館、三鷹の森ジブ
リ美術館、羽島市映画資料館、小津安
二郎青春館、おもちゃ映画ミュージア
ム、西河克己記念館、おのみち映画資
料館、田中絹代ぶんか館（14） 

年１回未満又は不定期 神戸映画資料館（1） 
なし 高羽哲夫記念館、木下恵介記念館、東

映太秦映画村映画文化館、橋本忍記念
館、志村喬記念館、二十四の瞳映画村
（6） 

 
例えば、羽島市映画資料館では、毎年約1回のペースで

企画展示を行っている。企画展では、通常時には展示して

いないポスターやテーマに沿ったポスターをコレクターか

ら借りるなどして展示している。松永文庫では、展示スペ

ースの面積が常設展示の約96㎡に対し、企画展示が約194
㎡と広く、企画展示室は年4回のペースで入れ替わる。 

 
映画以外のコンテンツとの共同展示

映画資料館には、映画関連資料だけではなく、映画以外

のコンテンツに関する資料を合わせて収集・展示している

施設がある。市川市文学ミュージアムは、千葉県市川市ゆ

かりの文学者、映像作家、写真家などの幅広いジャンルの

作家の資料を展示・収集することを目的として開設された

資料館である。通常展示フロアは、映画、演劇、小説、詩

歌、文芸の５つのコーナーに分類されており、それぞれの

コーナーで市川市ゆかりの作家を紹介している。このうち、

映画のコーナーでは、女性脚本家の水木洋子を中心に資料

が展示されている。また、演劇のコーナーでは井上ひさし、

小説のコーナーでは小説家の永井荷風らが紹介されている。

世田谷文学館では、世田谷固有の文学風土を保存・継承し、

まちづくりの活性化に寄与、区民の文化交流の場と機会を

つくりだし、新たな地域文化創造の拠点をめざすという目

的が掲げられており、映画関係では、映画監督の小林正樹

や成瀬巳喜男、衣装デザイナーの柳生悦子関連の資料が所

蔵されている。田中絹代ぶんか館は、 階が郷土出身の作

家の作品や資料などを展示した「ふるさと文学館」、 階が

「田中絹代記念館」となっており、文学と映画の両方を扱

ったものといえる。
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ジアム、杉並アニメーションミュージアム、東映太秦映画

村映画文化館（資料室）がある。例えば、映像ミュージア

ムは、埼玉県が整備した彩の国ビジュアルプラザの一角を

構成する施設であり、子どもから大人までを対象に映像制

作を学習することができる参加体験型の博物館である。 

映画上映活動の状況

映画資料館はノンフィルムの映画資料だけを収集・展示

している施設もあるが、映画の上映活動を行なっている場

合も多い。インタビュー調査では、来館者の多くが映画の

鑑賞を目的にするものであるとの回答が多くを占めており、 
映画上映は来館者を増加させる効果があると考えることが

できる。上映活動の状況は表2に示したとおりである。 
例えば、北の映像ミュージアムでは、月1回のペースで、

北海道ロケなどをテーマにしたトークイベント「北のシネ

マ塾」を開催、年に約 1回のペースで、映画の特別上映会

を開催していた。田中絹代ぶんか館では、田中絹代ぶんか

館名画劇場として、月 1回のペースで田中絹代関連の邦画

を中心に映画の上映会を行っている。 
羽島市映画資料館では、毎月1回、「映画のつどい」とし

て懐かしい日本映画を上映している。入場者の年齢は 70
歳前後が多く、羽島市内からの来場者がほとんどだが、三

重県や愛知県、滋賀県などからの観客もいるという。 
 

表2 各映画資料館の上映活動の状況 
上映活動の頻度 映画資料館名 
ほぼ毎日 杉並アニメーションミュージアム、三

鷹の森アニメーション美術館、鎌倉市
川喜多映画記念館、京都府京都文化博
物館、神戸資料館、二十四の瞳映画村 

月1回以上 SKIPシティ映像ミュージアム、江東
区古石場文化センター、木下恵介記念
館、羽島市映画資料館、田中絹代ぶん
か館、松永文庫 

年１～２回以上 北の映像ミュージアム、高羽哲夫記念
館、庄内映画村資料館、葛飾区柴又寅
さん記念館、小津安二郎青春館、おも
ちゃ映画ミュージアム 

年１回未満又は不定期 三沢市寺山修司記念館、世田谷文学
館、橋本忍記念館 

なし 市川崑記念室、市川市文学ミュージア
ム、東映太秦映画村映画文化館、志村
喬記念館、西河克己映画記念館、おの
みち映画資料館 

 
5.3 企画展の頻度 
常設展示だけの映画資料館がある一方、常設展示のス

ペースと企画展示のスペースを分け、定期的に企画展示

の入れ替えを行なっている映画資料館がある。企画展示

の開催状況を表3に示した。 

 
表3 各映画資料館の企画展示の状況 

企画展示の頻度 映画資料館名 
年４回以上 庄内映画村資料館、江東区古石場文化

センター、市川市文学ミュージアム、
鎌倉市川喜多映画記念館、京都府京都
文化博物館、松永文庫（6） 

年１回以上 北の映像ミュージアム、三沢市寺山修
司記念館、SKIPシティ映像ミュージ
アム、葛飾区柴又寅さん記念館、杉並
アニメーションミュージアム、市川崑
記念室、世田谷文学館、三鷹の森ジブ
リ美術館、羽島市映画資料館、小津安
二郎青春館、おもちゃ映画ミュージア
ム、西河克己記念館、おのみち映画資
料館、田中絹代ぶんか館（14） 

年１回未満又は不定期 神戸映画資料館（1） 
なし 高羽哲夫記念館、木下恵介記念館、東

映太秦映画村映画文化館、橋本忍記念
館、志村喬記念館、二十四の瞳映画村
（6） 

 
例えば、羽島市映画資料館では、毎年約1回のペースで

企画展示を行っている。企画展では、通常時には展示して

いないポスターやテーマに沿ったポスターをコレクターか

ら借りるなどして展示している。松永文庫では、展示スペ

ースの面積が常設展示の約96㎡に対し、企画展示が約194
㎡と広く、企画展示室は年4回のペースで入れ替わる。 

 
映画以外のコンテンツとの共同展示

映画資料館には、映画関連資料だけではなく、映画以外

のコンテンツに関する資料を合わせて収集・展示している

施設がある。市川市文学ミュージアムは、千葉県市川市ゆ

かりの文学者、映像作家、写真家などの幅広いジャンルの

作家の資料を展示・収集することを目的として開設された

資料館である。通常展示フロアは、映画、演劇、小説、詩

歌、文芸の５つのコーナーに分類されており、それぞれの

コーナーで市川市ゆかりの作家を紹介している。このうち、

映画のコーナーでは、女性脚本家の水木洋子を中心に資料

が展示されている。また、演劇のコーナーでは井上ひさし、

小説のコーナーでは小説家の永井荷風らが紹介されている。

世田谷文学館では、世田谷固有の文学風土を保存・継承し、

まちづくりの活性化に寄与、区民の文化交流の場と機会を

つくりだし、新たな地域文化創造の拠点をめざすという目

的が掲げられており、映画関係では、映画監督の小林正樹

や成瀬巳喜男、衣装デザイナーの柳生悦子関連の資料が所

蔵されている。田中絹代ぶんか館は、 階が郷土出身の作

家の作品や資料などを展示した「ふるさと文学館」、 階が

「田中絹代記念館」となっており、文学と映画の両方を扱

ったものといえる。

5.5 地域との関係 
多くの映画資料館では地域との関係を重視している。

地域との関連を示す展示の具体例としては、北の映像ミ

ュージアムでは、北海道で撮影された映画のロケ地マッ

プとリストを展示していたほか、出版物として『北海道

ロケ地マップ 100 選＆リスト』や『北海道・シネマの風

景』、『ほっかいどう映画館グラフィティー』を発行して

いる。江東区古石場文化センターでは、江東区における

小津安二郎監督のゆかりの場所の紹介している。また、

おのみち映画資料館では、おのみち芸術文化回廊図を展

示し、尾道市における芸術文化のゆかりの地を紹介して

いる。ただし、いずれもコンテンツ・ツーリズムとの連

動は不十分である。 
 
【考察】

映画資料館の形態と来館者が映画資料館に求めるもの

及び映画資料館が来館者に与えると考えられる効果をま

とめると表 のようになる。

表 映画資料館の形態と来館者のニーズ

形態 来館者 来館者のニーズと効果
地域中心型 観光客 作品と地域を知る

作品のファ
ン

作品の世界を追体験する

地域住民 地域への理解・再評価・愛着
人物中心型 観光客 人物を知る、人物と地域のか

かわりを知る
人物のファ
ン

人物を深く知る、人物の人生
を追体験する

地域住民 人物を通じた地域への愛着
映画一般型 観光客 映画資料を観覧する

映画ファン 映画への思いを高める
地域住民 映画についての知見を得る

作品中心型 観光客 作品を知る
作品のファ
ン

作品世界を追体験する

地域住民 作品についての知見を得る
教育中心型 地域住民等 映像に関する学習

来館者のカテゴリー別にみると、映画資料館には以下

のような機能と意義があると考えられる。地域住民に対

しては、当該地域でロケ撮影された作品や当該地域出身

の人物を深く知ることによって、地域のことをより深く

理解したり、再評価したりすることにつながる。それが

地域への愛着を生むことになる。

映画作品のファンや映画資料館がテーマとしている人物

のファンは、映画資料館の展示に触れることによって作品

の世界観を追体験したり、当該人物についての知見を深め

たりすることになる。その過程で、当該地域の歴史や文化

を知り、地域への愛着が生まれることが期待される。

作品ファンや人物のファンではなく、たまたま同地を観

光などで訪れた来館者に対しては、映画資料館は、同地で

ロケ撮影された映画や同地出身の人物についての情報を提

供する機能がある。その結果、旅行者は当該地域への知見

を深めることになる。

展示内容や映画上映などのイベントを通じて来館者を誘

致できた場合、映画資料館は、来館者の発生という事象自

体で地域活性化効果を生むことができる。ただし、現行の

規模と展示内容では、単独で観光客を誘致するまでの集客

力を有しているとは言い難い施設もある。その場合であっ

ても、展示を活用して、地域の魅力を発信することが可能

である。具体的には、映画資料館が当該地域のロケ地や物

語の舞台裏に関する情報を提供したり、テーマとなってい

る人物と地域との関わりについての情報を提供したりする

ことで、来館者に地域についての関心を持ってもらうこと

ができる。

そのための方策としては、以下のような施策が考えられ

る。まず、映画資料館は常設展示だけでは集客効果が限定

的であり，リピーターは少ない。そこで，各館では展示プ

ログラムを定期的に入れ替えたり，関連する映画上映を組

み合わせたりすることによって来館者数の確保を図る必要

がある。

資料館の立地する土地ゆかりの人物か作品を中心とした

地域中心型か出身人物中心型の映画資料館は、地元のロケ

地情報を提供することによってフィルムツーリズムを誘発

するためのハブ的な機能を果たすことが期待される。

そのためには，地域住民、旅行者、コンテンツの製作者

の三者間に良好な関係性を構築する必要がある。

【今後の展開】

今回の発表における映画資料館の実態調査は 件であ

るが、今後も実態調査を継続し、映画資料館のデータを蓄

積・増加させ、映画資料館の経営モデルの精緻化を図って

いきたい。

【引用・参考文献】

・ 筒井隆志、 、「コンテンツによる地域活性化の

可能性と限界」『地域活性研究』 、地域活性

学会、 頁。

・ 東京国立近代美術館フィルムセンター編、 、『全

国映画資料館録 』

・ 増淵敏之、 、『物語を旅する人々－コンテンツ・

ツーリズムとは何か－』
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名古屋市の一学区における買い物行動の実態に関する調査

愛知学院大学地域連携センター 西脇 正倫 藤井 勉

： 買い物弱者 地域商業 地域最適化 商店街振興組合 買い物行動

【背景】 
我が国においては、高度成長期から平成に至るまでの期

間、都市は人口集中によって市街地の拡散を続け、郊外に

は大規模小売店が成立、一般家庭のセカンドカー普及もあ

いまって、自家用車による広域的な購買行動が一般化した。

その過程で、旧来からの市街地においては、小学校区程

度の徒歩圏を商圏とする近隣型商店街利用が低下、平成期

以降は、商店主の高齢化と後継者不足による廃業が相次ぎ、

地域の生活を支える小規模な商店、地域商業集積である商

店街数が減少している。

現在、わが国は長期的な人口減少期に入り、高齢化が進

展する中、都市においても高齢化の顕著な地区では、交通

手段を持たない交通弱者を中心に、徒歩圏での購買が困難

な、いわゆる買い物弱者が発生し、都市問題のひとつとな

りつつある。

しかし人口減少の進展するなか、昭和期の商店街への回

帰は困難であり、新たな地区課題と向き合い、地域最適化

を目指す地域商業再生への模索が必要だろう。

上の認識を背景に、本学においては、名古屋市商店街振

興組合連合会、愛知県商店街振興組合連合会と締結した包

括協定を前提に、愛知県・名古屋市をオブザーバーに加え

て地域商業未来デザイン会議を主催、その活動のひとつと

して地域商業・地域最適化研究会を開催している。本調査

は、この研究会の活動として実施したものである。

【目的】 
本調査は、地域商業の地域最適化への道筋づくりの情報

収集のため、徒歩商圏（小学校区）の住民を対象に、今日

における地域内の買い物行動の実態を把握することを目的

としている。

【研究方法・研究内容】

調査対象：名古屋市北区南部に位置し、名古屋市の中

心市街地に隣接する清水小学校区の全戸を対象とした。当

該学区は、平成 年７月 日現在、世帯数 、人口

名、平均世帯人数 （名古屋市平均 ）、高齢化率が

％（名古屋市 ％）。学区の大半が第１種、第２種

住居地域であり、市営住宅団地、県職員、国家公務員宿舎

団地が所在している。幹線道路沿いに近隣商業地域、商業

地域指定を受けており、学区のほぼ中央を南北に商店街振

興組合が位置している。商店街の店舗は最盛期には 店

舗を数えたが、現在は 店舗である。

学区内には名古屋市営地下鉄駅が１駅、私鉄駅が２駅、

都市高速ＩＣ、区役所、大規模都市計画公園があり、南部

に隣接して国立医療センターが立地している。

調査方法：質問紙によるアンケート調査を行った。学

区自治連合会の協力を得て、連合会組織による全戸配布・

回収を行った。調査の大項目を以下に示す。

①回答者属性（性別・年齢／世帯人数／居住期間） 
②普段の買い物行動（利用店／来店手段）

③学区内商店街の利用（利用店／頻度／利用理由）

④居住学区評価（評価／理由／必要施設）

調査時期：平成29年11月（配布及び回収）の上旬に

配布、下旬に回収し、平成 30 年 1 月に集計を終了した。

有効回答数は1684である。 
【調査結果】

① 回答者属性（性別・年齢／世帯人数／居住期間）：回答

者は一人～二人住まいで、 年以上、当該地区に居住して

いる高齢女性が多い（図 ， ， ， ）。

図 回答者性別 図 回答者年齢

図 回答者世帯人数 図 回答者居住年数
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展する中、都市においても高齢化の顕著な地区では、交通
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者は一人～二人住まいで、 年以上、当該地区に居住して
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図 回答者性別 図 回答者年齢
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② 普段の買い物行動：食料品等の購入は、学区東端に位

置する学区内唯一のスーパーマーケット（以下ＳＭ）か、

学区外のＳＭ、学区内のコンビニエンスストア（以下Ｃ

Ｓ）での購入が多い（図 5）。来店手段は、自動車が多い

ことが特徴であり、自己運転（2位）に家人による運転（4
位）をあわせると1位の自転車による来店を越える（図7）。
■：学区外店舗（「その他」を除く） ■：学区内店舗

 
 
 
 
 
 
図 普段買い物をする店舗（複数回答 「その他」に自由回答）

図 店舗選択理由（複数回答 「その他」に自由回答）

図 来店手段

③ 学区内商店街利用：商店街を利用しない住民が6割を

超える。頻繁な利用（週１回以上）は、回答者の 13.3％
にとどまっており、ほとんど利用されていない（図8）。 
利用しない理由は「業種不足」「店舗不足」「好みの商

品がない」等、購買機能の弱さが指摘されている（図 ）。

図 商店街の利用頻度

図 商店街を利用しない理由（複数回答）

利用する理由は「なじみの店がある」「店主が親しみや

すい」等、情緒的な理由が挙げられている（図 ）。

商店街に求める施設・設備の第 位は「店舗」であり、

店舗の不足が指摘されている（図 ）。

図 商店街を利用する理由（複数回答）

図 商店街に求める施設・設備（複数回答：「いろいろなお店」

と「その他」には、自由記述欄設定 図 参照）

 
図 いろいろなお店とその他に記されたお店の分類

④ 居住学区評価：好意的評価が7割弱と高く、不満をも

つ住民は4％と少ない（図13）。気に入っている理由は「交

通の便のよさ」が第1位（86.5％）、「昔から住んでいる」

が第2位（51.6％）、「医療・福祉施設の存在」が第３位 
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（34.6％）であり、利便性とコミュニティの存在が理由

になっている（図 14）。気に入っていない理由としては

「買い物が不便」が 76.5％で、第 2位の「昔から住んで

いる」の27.9％を引き離している（図15）。 
 

 
図 住民による学区評価

 

図 学区を気に入っている理由（複数回答）

 
 
 
 
 
 
 

図 学区が気に入っていない理由（複数回答）

学区に求める施設・設備としては、「買い物の不便」を

反映して「ＳＭ」が第1位、「にぎやかな繁華街」が第2
位であり、商業系が占めている。第 3 位は高齢者支援関

連施設となっている（図16） 

 
 
 
 
 
 
 

図 学区に求める施設・設備（複数回答）

 

【考察と今後の展開】

① 当該学区住民の購買特徴の実態：学区東端にある唯一

のＳＭと学区内ＣＭでの購買が多く、学区内の商店街利

用が少ない。店舗選択理由の第１位は「近い」（図６）だ

が、「近い」を選択した回答者の実際の利用店舗を確認（図

）すると、最も多い項目は「その他」であり、自由回

答中、学区外店舗は ％を占めている。

■：学区外店舗（「その他」を除く） ■：学区内店舗

図 「近い」を理由にする利用店舗（複数回答）

来店手段については、第１位が自転車、第２位が自動

車であり（図７）、近くでの買い物を求めながら、自動車

等、比較的移動距離の長い場合の交通手段が選ばれてい

る。これは、基本的なニーズとして、近くでの購買を求

めながら、近隣に店舗がなく、自動車、自転車を用いて

遠方（学区外）に出向いている状況といえる。

「近い」を選択した回答者の来店手段も、第 位は自

転車であり、徒歩ではない。自動車利用は第 位ながら、

第４位の「乗せていってもらう」を加えれば、第 位の

「徒歩来店」と大差はない（図 ）。

近いところで買い物をしたい住民でも、学区内での購

買で完結していない実態が認められ、当該学区が「歩い

て暮らせる」状況にない状況が推測される。

図 「近い」を理由にする来店手段

利用店舗（業態と所在地）と来店手段を、地区住民（回

答者）の年齢構成で分類すると、若い世代層ほど、地区外

店舗利用、自動車利用が多いことが分かる（表１、表２）。

逆に高齢者、特に後期高齢者層は、地区内ＣＳに徒歩で来

店する割合が多い。
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表 年齢別地区内外利用店舗（複数回答）

■：第１位 ■：第 位 ■：第 位

表２ 年齢別来店手段（複数回答）

■：第１位 ■：第 位 ■：第 位

高齢者の増加は今後も想定されるところから、事実上

の買い物弱者である徒歩購買層は今後も増加する。

以上より、学区内の商店街の衰退に伴い「品物が沢山

ある」「自分の好みの商品がある」店舗を学区外に求める

ことが可能な住民（自家用車利用購買層）と、それがで

きず、現代の「よろづや」であるコンビニエンスストア

に頼らざるを得ない住民（徒歩購買層≒買い物弱者）に

地区住民が分化しつつあることが推測できる。

② 現況評価と地域の生活の質への懸念：現段階では、学

区住民の地区評価は高く、所有者の高齢化による移転、

死亡等によって生ずる空家も、長期間放置されることな

く建設事業者に売却され、宅地を分割、複数の戸建て建

売住宅として販売されるなど、学区の住宅地としての評

価とニーズは高い。しかし「買い物の不便」が、住民に

不満として顕在化している。住民のＳＭ進出の要望は大

きい（図 ）が、学区内の空地状況や、学区外に存在

する複数の大規模店との競合からみて、学区内への大型

店舗の立地は事実上、困難である。

学区内にＣＳが複数所在し、その利用度も高いのに、

自家用車購買層が大きな割合を占めるのは、ＣＳの限ら

れた商品種類では、「生活の質」が保てないために、時間・

移動コストをかけて「生活の質」を維持しているからだ

と考えられる。逆に、自家用車を所有せず、学区外購入

が難しい高齢の徒歩購買層は、求める商品を得ることが

できないという、より深刻な「生活の質」の低下に晒さ

れているといえる。いわゆる買い物弱者がすでに一定数、

存在しており、今後、地区の高齢化の進展とともに、さ

らに増加することが懸念される。すでにこの調査実施以

降、ＣＳが１店舗撤退しているが、今後、人口の減少に

よる採算性の悪化から学区内ＣＳのさらなる退転があれ

ば、学区の「生活の質」は急速に悪化する恐れもある。「学

区内で購買を完結できない」という地区商業の衰退は、

現在の地域社会の「生活の質」を低下させるだけでなく、

住宅地としての地区評価の低下を招くところから、地区

全体の資産価値の低下と地区への投資の減少を招き、将

来にわたって地域社会の「生活の質」を下げる負の連鎖

を招く恐れが大きい。

③ 将来展望：当該学区は、都心隣接、交通利便性の高さ、

公園、医療、福祉、行政施設立地等、現段階では、地区

ポテンシャルは高い。しかし学区内の「生活の質」を担

保する日常的購買を支える地区商業は著しく衰微してい

る。全国で人口減少と高齢化が進む現在、当該学区にお

いても同様の傾向の進展が名古屋市平均を上回っている。

このままでは地域商業は空洞化し、高齢の徒歩購買層が

増加する中、学区の「生活の質」は低下していくだろう。

この状況を緩和し、より豊かな地域生活を実現するに

は、学区内の「生活の質」の維持向上を視点とする学区

内の地域商業の再生が必要不可欠の課題であると考える。

しかし地域商業の再生のためには、前提として学区の

購買力強化が必要になる。自家用車利用購買層の呼び戻

しは前提としても、 名弱の学区人口では、担保で

きる商業事業者は限られてしまう。

幸いなことに、当該学区には、今後、数年間に、本学

の学部増設、他の私立大学の移設によって、学生数が最

大 名（学区人口の ％強に相当）に増加すること

もあって、学区の潜在的な購買力は著しく拡大する。

ただし、現段階において学生を対象とする業種は乏し

く、また、学生を対象とする業種だけでは、地区の「生

活の質」の向上には寄与しづらい。そこで、地区の一員

としての大学も参画する、学生定住促進等も視野にいれ

た総合的な地区商業計画とその実施が求められるだろう。

本学地域連携センターは、その中で大学としての総合

力を活かし、コーディネーター的な役割を果たすべく、

具体的な活動を進めつつある。
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買い物弱者対策に関する実態調査 平成 年 月 総務

省行政評価局
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商店街実態調査報告書 平成 年 月 中小企業庁
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東京圏における新興エスニック・コミュニティの展開と地域活性化に関する研究

――埼玉県川口市西川口を事例に

高松宏弥（東京工業大学大学院）

： 新興エスニック・コミュニティ、地域活性化、西川口、チャイナタウン

【問題・目的・背景】 
本研究の目的は、東京圏の新興エスニック・コミュニテ

ィの形成メカニズムを解明し、新興エスニック・コミュニ

ティの形成が地域社会に与える影響を明らかにすることで

ある。本報告では、その手始めとして、埼玉県川口市西川

口を事例に、コミュニティの展開と地域活性化に焦点をあ

て議論を行う。 
「国際移民の時代」の到来により、多くの国々はこれま

で考えられなかった文化の多様性を経験することとなった

（Castles・Miller 2009＝2011）。日本においても、少子

高齢化の進行とそれに伴う労働者の減少に対応するように、

在留外国人数は急激に増加している。これまで「移民政策

はとらない」としてきた日本政府も外国人労働者の受入に

積極的な姿勢を見せ始めるようになった。2018 年 6 月 5
日の経済財政諮問会議では外国人労働者の受入拡大を表明

し、労働者不足が深刻化する建設や農業、介護など5業種

を対象に新たな在留資格を設け、2025年までに50万人超

（全体では350万人）の就業を目指すとした。また、同年

7月24日には、来年4月に新たな在留資格を創設し、これ

まで認めていなかった外国人単純労働者の受け入れを政府

が検討していることが報道され、政府による「移民政策」

の実現が本格化していることが伺える。社会学者の渡戸一

郎が「多国籍化・マルチエスニック化・多言語化が進展」

する「多文化都市」であることを指摘した東京圏には、現

在全国の在留外国人の約 40％が暮らしており、その数は

年々増加の一途をたどっている（渡戸 2006）。 
在留外国人の増加によって、とりわけ東京圏において「新

しい」エスニック・コミュニティが次々と形成されている。

埼玉県川口市西川口における中華系エスニック・コミュニ

ティがそのひとつである。かつて鋳物職人の街として栄え

た西川口は、2000年頃には首都圏有数の性風俗店の集積地

となり、ピーク時には約200店舗もの違法性風俗店が営業

していたとも言われている（増田ほか 2008）。その後違法

性風俗店の一斉摘発が実施され浄化に成功したが、かつて

の街のイメージは容易に拭い去ることができず、駅周辺で

ありながら、空きビルが連続し人通りも少ない状況が続い

ていたことが指摘されている（田村 2008）。

その空き店舗に中華料理店が入居することになったとい

うのが、西川口駅周辺のチャイナタウン化のはじまりとさ

れている（図1参照）。横浜中華街、神戸南京町、長崎新地

中華街からなる「三大中華街」が観光地化されているのに

対して、西川口周辺は「中国人の中国人による中国人のた

めのチャイナタウン」であるとも表現されている（高口

2018）。周辺に中国人が多く居住していることで、彼らを

ターゲットにした中華料理店がつぎつぎと開店していった

というのが、西川口におけるチャイナタウンの形成過程で

あるとされる。

図 ．西川口駅周辺の中華料理店群

出典：筆者撮影

【研究方法・研究内容】

本報告では、東京圏における新興エスニック・コミュ

ニティの代表例である埼玉県川口市西川口を事例に、エ

スニック・コミュニティの形成過程を、西川口駅周辺の

歴史的な変遷と人口動態を中心に論じる。また、新興エ

スニック・コミュニティが地域社会の活性化に対してど

のような影響を与えているのかを検討する。本研究では、

地域社会とコンフリクトしないものとして新興エスニッ

ク・コミュニティを位置づけ、それがどのようなメカニ

ズムによってコンフリクトが回避されているのか、また、

地域活性化につながっているのかということを議論する。

【研究・調査･分析結果】

古くは鋳物職人の街として栄えた西川口周辺は、1954
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性風俗店の一斉摘発が実施され浄化に成功したが、かつて

の街のイメージは容易に拭い去ることができず、駅周辺で

ありながら、空きビルが連続し人通りも少ない状況が続い

ていたことが指摘されている（田村 2008）。

その空き店舗に中華料理店が入居することになったとい

うのが、西川口駅周辺のチャイナタウン化のはじまりとさ
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図 ．西川口駅周辺の中華料理店群

出典：筆者撮影

【研究方法・研究内容】

本報告では、東京圏における新興エスニック・コミュ
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スニック・コミュニティの形成過程を、西川口駅周辺の

歴史的な変遷と人口動態を中心に論じる。また、新興エ
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ッドタウンとして成長してきた西川口周辺は、都心への
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川口芝園団地への中国人ニューカマーズの入居が目立

つようになったのは1990年代に入ってからであるとい

われている。江と山下が行った、川口芝園団地に居住す

る中国人ニューカマーズに対する調査によれば、「川口芝

園団地に居住していた中国人のほとんどは、1980年代後

半から1990年代にかけて留学生・就学生として来日した

ニューカマーズ」であり、「大学や大学院を終了し、専門

的な知識や技術の習得を経て、10年以上滞在しているも

のが多い」ことが明らかとなった（江・山下 2005）。華

僑・華人社会では、「血縁」「地縁」「業縁」からなる「三

縁」をもとに幇という相互扶助組織が形成されていたが、

「神縁」「物縁」を加えた「五縁」にもとづく人的ネッ

トワークの形成が重要視されるようになったことが指摘

されている（田中 2001、江・山下 2005）。梶田孝道は、

エスニック・コミュニティの形成要件として、「一定地域

への集中、民族別の代表団体、各種のエスニック企業、

宗教や親族組織にもとづいたネットワークの存在」を挙

げており、「五縁」が中国人エスニック・コミュニティの

形成に重要な役割を果たしたことが伺える（梶田 1994）。
また、川口芝園団地においては、先述の「五縁」のほか

に、日本語学校や大学、あるいは出身地の学校などの「学

縁」にもとづくネットワークが重要であることが指摘さ

れた。また、先述の江と山下の調査によって、川口芝園

団地に居住する中国人ニューカマーズには高学歴者が多

く、男性の多くが技術的職業に従事している一方で、女
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性は特定の職業を持っている者は少なかったという。川

口芝園団地に居住する中国人ニューカマーズは、「日本に

おける華人ニューカマーズ全体の中では、高学歴のエリ

ート集団の一部」とみなすことができる（江・山下 2005）。
江と山下の行った調査から10年以上が経過した現在

でも、川口芝園団地における中国人を中心とした外国人

の集住は進展しており、現在では団地の居住者の半数以

上が外国人で、その9割が中国人であるといわれている。

川口芝園団地への中国人ニューカマーズの集住要因と

しては、外的要因として、日本社会の穀霊化、少子化の

影響もあり、入居者が減少しつつある公共住宅団地への

入居が、外国人である中国人ニューカマーズにとって容

易になってきたこと、川口芝園団地が老朽化したとはい

え、公共施設が充実している点などが指摘された。また、

内部要因としては、中国人ニューカマーズが多く居住す

る川口芝園団地においては、同胞とのネットワークを形

成する上で有利であること、さらに、子供の教育環境に

おいても、同胞の集住化はよい影響を与えるとの期待が

あったことなどがあげられる（江・山下 2005）。
こうした中国人の集住によって西川口周辺はチャイナ

タウン化していくこととなった。先述の通り、2010年前

後には中華料理店がほとんどなかったとされる西川口周

辺であるが、現在では筆者が確認できた店舗だけでも約

50軒の中華料理店が、西川口駅西口を中心として展開し

ている（図2参照）。その多くは、日本人向けにアレンジ

されたものではなく、中国人が現地の味を楽しめるよう

にということを念頭に、開店していったといわれている。

現在では、本場の中華料理を味わえるということでメデ

ィアでも頻繁に取り上げられるようになり、地域のイメ

ージが変化していっていることが伺われる。

図2．西川口周辺の中華料理店

出典：「食べログ」 https://tabelog.com/ での登録情報

（2018年8月6日現在）をもとに筆者作成

【考察・今後の展開】

本研究は、東京圏の新興エスニック・コミュニティの

代表事例である埼玉県川口市西川口を対象に、コミュニ

ティの形成メカニズムの解明と、コミュニティの形成が

地域に与える影響について検討した。中国人居住者の人

口動態と中華料理店の展開を中心に議論し、西川口周辺

の歴史的変遷と中国人コミュニティの広がりについて、

先行研究を参考に、整理を行った。その結果、西川口周

辺はもともと、川口芝園団地を中心に中国人居住者が集

住しはじめていた地域であり、違法性風俗店の排除によ

って衰退した西川口駅周辺の空き店舗に、中国人居住者

を対象とした中華料理店が 2010 年頃以降から出店しは

じめたことが明らかとなった。今後の研究の展開として

は、なぜ特定地域において外国人の集住が起こるのか、

新興エスニック・コミュニティは地域社会にどのような

影響をおよぼすのかについて複数事例をもとに研究する。
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兵庫県三田市の「三田バル」における地産地消の取組み

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、兵庫県三田市

【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。その活性化策としてバルイベント等
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から明らかにする。 年と 年の農業センサスによ
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催のバルイベントに参加し、バルマップブックを入手した
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【結果と考察】

１ 三田市の農業の特徴

三田市の 年における経営耕地面積は、田 、

畑 、樹園地 であったが、 年でのそれは、

田 、畑 、樹園地 となっている。つぎに、

同市の 年における農家戸数は、専業農家 戸、第

種兼業農家 戸、第 種兼業農家 戸であったが、

年でのそれは、専業農家 戸、第 種兼業農家

戸、第 種兼業農家 戸となっている。経営耕地面

積と農家戸数の全体数は減少しているが、畑と専業農家

の増加が認められる。図 に 年の三田市および阪神

地域市町・神戸市における農産物販売金額１位の部門別

農家戸数を示す。三田市は、耕種部門では稲作が１位と

なっている農家戸数が最も多いこと、また同市は三田牛

の生産地であることから、畜産部門では肉牛が１位とな

っている農家の戸数が最も多いことが特徴といえよう。

稲作
露地野菜
施設野菜
果樹類
花き・花木
その他の作物

 

乳牛
肉牛
養豚
養鶏
その他の畜産

 

図 三田市および阪神地域市町・神戸市における農産物

販売金額１位の部門別農家戸数（ 年）

資料： 年農業センサスにより作成

２ 「三田バル」の特徴

（１）開催状況

「三田バル」は 年 月 日に第 回が開催され

て以降、 年 月 日の第 回に至るまで、年 回

開催されている。図 に第 回から第 回までの参加飲

食店舗数とチケット販売数の推移を示した。第 回の参

加店舗数は 店舗であったが、第 回以降は一貫して増

加傾向にあり、第 回は最多の 店舗が参加している。

チケット販売数は、第 回は 枚で、以降第 回の

枚に至るまで増加し、第 回は横這いであったが、

第 回以降再び増加し、第 回は 枚となっている。

チケットの代金についてみると、第 回から第 回ま

では、 枚綴り 円であった。第 回以降は、 枚綴

り 円となっている。この変更は、第 回にエキス

トラチケットで三田牛ステーキが提供され、第 回から

三田肉メニューが入り、参加飲食店が価格設定できるよ

う、第 回からチケット 枚を使うメニューを提供でき

ることになったことと連動している。

「三田バル」の実施範囲は、ＪＲ福知山線および神戸

電鉄三田線の三田駅の南側を中心に設定されている（図

および図 ）。

「三田バル」のガイドマップは、第 回は折畳式であ

るが（図 ）、第 回で仕様に変化がみられ、第 回から

ガイドマップブックとなっている（図 ）。ガイドマップ

の仕様の変遷を表１に示す。

（２）運営方法と地産地消の取組み

「三田バル」は実行委員会方式で運営されている。第

回のガイドマップブックによれば、主催は三田バル実行

委員会と三田市商工会で、共催が三田市、後援が三田市

図 三田バルにおける参加飲食店舗数とチケット販売

数の推移

資料：三田バル実行委員会からの聞き取りにより作成

耕種部門

畜産部門

戸

戸

38



【結果と考察】

１ 三田市の農業の特徴

三田市の 年における経営耕地面積は、田 、

畑 、樹園地 であったが、 年でのそれは、

田 、畑 、樹園地 となっている。つぎに、

同市の 年における農家戸数は、専業農家 戸、第

種兼業農家 戸、第 種兼業農家 戸であったが、

年でのそれは、専業農家 戸、第 種兼業農家

戸、第 種兼業農家 戸となっている。経営耕地面

積と農家戸数の全体数は減少しているが、畑と専業農家

の増加が認められる。図 に 年の三田市および阪神

地域市町・神戸市における農産物販売金額１位の部門別

農家戸数を示す。三田市は、耕種部門では稲作が１位と

なっている農家戸数が最も多いこと、また同市は三田牛

の生産地であることから、畜産部門では肉牛が１位とな

っている農家の戸数が最も多いことが特徴といえよう。

稲作
露地野菜
施設野菜
果樹類
花き・花木
その他の作物

 

乳牛
肉牛
養豚
養鶏
その他の畜産

 

図 三田市および阪神地域市町・神戸市における農産物

販売金額１位の部門別農家戸数（ 年）

資料： 年農業センサスにより作成

２ 「三田バル」の特徴

（１）開催状況

「三田バル」は 年 月 日に第 回が開催され

て以降、 年 月 日の第 回に至るまで、年 回

開催されている。図 に第 回から第 回までの参加飲

食店舗数とチケット販売数の推移を示した。第 回の参

加店舗数は 店舗であったが、第 回以降は一貫して増

加傾向にあり、第 回は最多の 店舗が参加している。

チケット販売数は、第 回は 枚で、以降第 回の

枚に至るまで増加し、第 回は横這いであったが、

第 回以降再び増加し、第 回は 枚となっている。

チケットの代金についてみると、第 回から第 回ま

では、 枚綴り 円であった。第 回以降は、 枚綴

り 円となっている。この変更は、第 回にエキス

トラチケットで三田牛ステーキが提供され、第 回から

三田肉メニューが入り、参加飲食店が価格設定できるよ

う、第 回からチケット 枚を使うメニューを提供でき

ることになったことと連動している。

「三田バル」の実施範囲は、ＪＲ福知山線および神戸

電鉄三田線の三田駅の南側を中心に設定されている（図

および図 ）。

「三田バル」のガイドマップは、第 回は折畳式であ

るが（図 ）、第 回で仕様に変化がみられ、第 回から

ガイドマップブックとなっている（図 ）。ガイドマップ

の仕様の変遷を表１に示す。

（２）運営方法と地産地消の取組み

「三田バル」は実行委員会方式で運営されている。第

回のガイドマップブックによれば、主催は三田バル実行

委員会と三田市商工会で、共催が三田市、後援が三田市

図 三田バルにおける参加飲食店舗数とチケット販売

数の推移

資料：三田バル実行委員会からの聞き取りにより作成

耕種部門

畜産部門

戸

戸

観光協会、協賛がさんだ地産地消プロジェクト、三田肉

流通振興協議会、 兵庫六甲となっており、三田市内の

関係機関が関与している。

実行委員会は、飲食店事業者、市域のフリーペーパー

を作るデザイン会社、 兵庫六甲、三田市商工会、

法人縁農ネットで構成され、実行委員長は 法人縁農

ネットから出ており、事務局は三田市商工会が担ってい

る。 法人縁農ネットによれば、三田市と協働して「三

田産生産物の活用と見える化」を進めようとしてきたお

りに、バルイベントの手法を使う方策が良いと考え、関

係機関と協議しバルイベントの開催を進めたとのことで

ある。

このような経緯から、地産地消については第 回から取

り組まれてきている。地産地消を推進するため三田市で

は、「三田バル」の第 回が開催される 年 月よりも

以前の 年 月に「さんだ地産地消認定応援店登録要

領」を制定している。この要領の趣旨は、三田市内産食

材を積極的に活用している飲食店・小売店を「さんだ地

産地消推進応援店」として登録することにより、店頭で

表 ガイドマップ（ブック）の仕様等

資料：実物の観察と実行委員会からの聞き取りにより筆

者作成

第 回 第 回～第 回

体裁 マップ ブック

サイズ 両面刷を

つ折りにした上で

つ折りに

地図

方位・縮尺 方位あり、縮尺なし 方位あり、縮尺なし

図 三田バル第１回バルマップ

資料：三田バル実行委員会からの提供データを転載

の地産地消の取組みを拡大し、市民に購入し味わう機会

を増やすことで農業への理解促進と消費を拡大するとと

もに、市内経済活動の活性化へとつなげることとしてい

る（三田市， ）。この要領をツールに「三田バル」

の第 回では「さんだ地産地消推進応援店」のバルイベ

ントの参画が促されている。ガイドマップあるいはガイ

ドマップブックには、参加店舗の紹介と提供メニューが

表紙（右）と裏表紙の店舗別スケジュール一覧

店舗紹介

マップ

図 三田バル第７回バルマップブック

資料：三田バル実行委員会作成のものを筆者入手
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掲載される。その際、「さんだ地産地消推進応援店」に

は、図 の左側の「地産地消推進応援店」のロゴが表示

される。また、同様に、第 回以降は、三田肉メニュー

提供店が出てきたことから、当該店については、図 の

右側の「三田肉メニュー提供店」のロゴが表示される。

表 に、第 回および第 回・第 回の、地産地消推

進応援店数と三田肉メニュー提供店数とそれらの全参加

店舗数に対する割合を示した。第 回の地産地消推進応

援店数は 店で、割合も ％と高い値である。これに

比べて第 回・第 回の店舗数は減少し、全参加店舗数

が大きく増加していることから、割合も低下傾向にある。

三田肉メニュー提供店数は第 回が 店、第 回が 店

となっている。トータルに考えると、全参加店舗の中で、

一定の地域食材を用いたメニューを用意する店舗が各回

で存在しており、「地産地消」をコンセプトとした「三田

バル」の差別化が実現しているものと考えられる。

図 地産地消認定店のロゴ（左）と三田肉メニュー提供

店のロゴ（右）

資料：三田バル第７回バルマップブックから引用

表 地産地消認定店数および三田肉メニュー提供店数

とそれらの割合

資料：実物の観察と実行委員会からの聞き取りにより筆

者作成

回 参加全

店舗数

地産地消

認定応援

店数

割合

（％）

三田牛

メニュー

提供店数

割合

（％）

－ －

【まとめと今後の課題】

「三田バル」は、三田市と協働して地産地消を進めて

いた 法人縁農ネットが核となり、バルイベントによ

る地産地消のより一層の推進を目論み、関係機関と連携

して実行委員会を組織し成功を収めている。参加店舗数

やチケット販売枚数の増加は、的確にバルイベントが実

施されてきていることによるものと考えられる。

年 月に第 回「三田バル」が開催される予定で

ある。従来の三田駅の南側を中心に設定した区域だけで

なく、やや離れた区域にも拡大し、参加店舗がさらに増

える見込みとのことである。地産地消の観点からだけで

なく、適正な規模の検討の視点からも、今後も「三田バ

ル」を注視したい。

また、本研究の研究対象である「三田バル」だけでな

く、既報の「ガシバル」、「八尾バル」を含め、地産地消

をコンセプトとしたバルイベントのいずれもが、継続開

催している点から成功事例といえよう。今後、地産地消

をコンセプトとしたバルイベントを実施しようとする地

域の参考と資するよう上記 地域の運営方法の相違点等

を、近畿圏のバルイベント発祥の地である兵庫県伊丹市

の「伊丹まちなかバル」（石原 ）も含め整理していく

必要があろう。
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ル」を注視したい。

また、本研究の研究対象である「三田バル」だけでな

く、既報の「ガシバル」、「八尾バル」を含め、地産地消
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域の参考と資するよう上記 地域の運営方法の相違点等
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タイトル 過疎地型芸術祭と持続可能な地域づくり－奥能登国際芸術祭を事例に－

吉田隆之（大阪市立大学）

： 芸術祭、内発的発展論、地域コミュニティ

【研究の目的】 
年以降国内各地で芸術祭が開催されている。本稿で

芸術祭とは ）数ヶ年の周期で、 ）事業費が 億円以上で

開催され 、 ）現代美術を内容とする芸術祭をいう。国内

では，過疎地型芸術祭による地域活性化が社会的関心を呼

ぶ。しかし、経済的効果だけでは観光関連産業以外の地域

課題解決につながるのかが見えてこない．本稿で取り上げ

る奥能登国際芸術祭のように、来場者が 万人以下でかつ

日帰りの来場者が多いと、そもそも経済的効果はそれ程大

きくはならない。過疎地型芸術祭の開催継続が持続可能な

地域づくりにつながるのかが問われている。

持続可能な地域発展に関する議論としては、地域全体の

産業・社会構造に着目した内発的発展論がある。代表的論

者として鶴見和子（ ； ）と宮本憲一（ ）の二

人がいる。

鶴見の「内発的発展論」の特徴の一つは、「指導者論」に

あるとされる（川勝， ；鶴見・川勝， ）。一方、宮

本（ ）は、「内発的発展」を「地域の企業・組合などの

団体や個人が自発的な学習により計画をたて、自主的な技
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織のパートナーシップで住民福祉を向上させる地域発展」
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政策論だといわれる（松本 ）。
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制度だけでは地域発展は困難」「地域の側が主体となって、
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う結びつけて行くかを決定する枠組みの検討が重要」（松本

）との指摘が近時なされている。
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術祭に焦点を当てた持続可能な地域づくりに援用していき

たい。

前提として、芸術祭により短中期的に地域コミュニティ

に変化があることが持続可能な地域づくりにつながると考

えられるので、短中期的な地域コミュニティの変化を分析
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に回帰したのではないかとの地元の声があるのだ。
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地域コミュニティの変化の分析については、ソーシャル

キャピタル（①信頼、②規範、③ネットワーク）が用いら

れることが多いが、約 年程度の継続性が見込まれるのが

通常である。それゆえ、開催から数ヶ年で芸術祭がソーシ

ャルキャピタル形成に寄与するには、既存の地域活動で橋

渡し型ソーシャルキャピタルが形成され、かつ既存の地域

活動と芸術祭に結びつきが見られる等特段の事情が必要と

考えられる（吉田， ）。ところが、奥能登国際芸術祭で

はそうした事情が見られない。したがって、一時的、もし

くは場所が限定された変化を捉えていくこととし、ソーシ

ャルキャピタルの要件を勘案し、提案力・行動力、もしく

はネットワークの指標を中心に見ていくこととする。

よって、人的協力・ネットワークの具体的基準は次のよ

うに考える。地域住民らの① 提案力・行動力が一時的に向

上すること、もしくは、② ネットワークが一時的に広がる

ことをいう。かつ。個別的な影響を捉えるので、特定の仲

間やグループでも足りる。

また、あいちトリエンナーレ長者町会場（吉田 ）、

大地の芸術祭莇平集落（吉田 ）等の研究によれば一般

に設置型の作品よりも、参加型・協働型（熊倉 ）の作

品の方が地域コミュニティへの変化が短中期的に顕著にみ

られる。加えて、いちはらアート×ミックスに関わる先行

研究 吉田 では、地域コミュニティに変化を与えた地

域の受け入れ態勢の代表的な三パターンとして、① 既存の

拠点（地域づくり）発展型、② 作品展示継続型、③ 新
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たな拠点形成型の三つがある。参加型、協働型の作品に、

閉幕前後のこうした地域側の取り組みが組み合わさること

で、地域コミュニティの変化が生じやすくなる。奥能登国

際芸術祭でも、作品のタイプ、地域の受け入れ態勢の観点

から整理する（表 ）。

表 研究の方法（整理の仕方）

設置型
サイトスペシフィック(そ
の場所の特性を活かし
た作品）

〇

〇

〇

地域の
受け入
れ態勢

既存の拠点（地域づくり）発展型 （いちは
らアート
×ミック
ス）

作品展示継続型

新たな拠点形成型

参加型・
協働型

地域コミュニティへ
の変化（短中期）

作品の
性格

×or△

さまざまな属性の人々
が関わるコラボレーショ
ンと、それを誘発するコ
ミュニケーションを特徴
とする作品（熊倉）

〇（あいちトリエン
ナーレ長者町会
場、大地の芸術祭
莇平集落）

さて、結論を一部先取りすると、他の芸術祭に比べ奥能

登国際芸術祭の地域コミュニティの変化は概して小さかっ

た。そこで、なぜ地域コミュニティの変化が少なかったの

かを考えることで、芸術祭の開催継続が持続可能な地域づ

くりにつながるのかを考えたい。

【調査・研究･分析結果】

１．奥能登国際芸術祭の開催経緯

第 次大戦後、昭和の大合併により、 （昭和 ）年

町及び 村が合併し、面積約 ㎡の現在の姿となる。

市の当時の人口は 人で（珠洲市 ）、 年

月末現在は 万人である（珠洲市 ）。

地図を逆さにし、日本海を中心に日本列島を見てみたい。

日本海側に突き出た能登半島は、古代から近世まで大陸

への玄関口として機能し、日本海交通の最前線で海を通じ

て大陸と繋がる（現代企画室 ； ）。 世紀中頃にな

ると（平安時代末）、能登最大の荘園だった若山荘の経済の

振興ため大陸から陶工が招かれ珠洲焼が始まる。海上交通

により越前、東北、北海道南部と日本の 分の を商圏と

するほど栄えたが、 世紀後半には急速に衰退する。

江戸時代後半から明治時代にかけては、大阪と北海道を

往復し各港で物を売り買いする北前舟が活躍した。珠洲で

も、正院に岸田三郎衛門、飯田に泉谷官兵衛などの海商が

いた（現代企画室， ）。江戸時代以前から、外浦では、平

地、農耕地が限られたことから、海水を汲み上げ製塩を行

う揚げ浜式塩田が栄えた。数多くの祭礼が行われ、その白

眉が江戸時代から続くキリコ祭りと総称される灯篭神事で

ある。夏から秋にかけて、珠洲市を含む能登半島の約

地区で行われる。こうして、日本海文化の交流拠点として

独自の文化を育んできたのだが、陸上交通の発達とともに

人口減少が進む。

年代半ば市議会主導での原発誘致が表面化し、

年に電力会社が原発撤退を表明するまで、約 年間珠洲は

原発の賛否に揺れた（北野 ）。原発撤退が決まったこ

とで、原発に替わる活性化策を行政も民間も模索を始める。

年からは、泉谷市政のもと、地域資源「食」を活用し

た「内発的発展」に政策を転換する。

一方で、民間ではランプの宿を営む刀根秀一が、珠洲市

で 年第 回日本カジノ創設サミットが開催し、カジノ

誘致の旗を振る。そうしたなか、「アートツーリズム（芸術

観光）は不便な土地でやっても来客も伸びている」（朝日新

聞 ）ことで芸術祭に関心を持ったようだ。 年夏

には、刀根と平蔵豊志県議が、大地の芸術祭総合ディレク

ター北川フラムに珠洲市での芸術祭を開催するよう直談判

を行う。

北川は、金沢美術工芸大学での講義の機会に現地見学に

行くことになった。夕刻金沢を出て、真っ暗な夜道、街道

筋の集落を通った。家並みがしっかりとしている感想を持

つ（北川ほか ）。「珠洲には巨大な灯籠（とうろう）が

集落を練り歩く「キリコ祭り」や、民家で客をごちそうで

もてなす「ヨバレ」の習慣が残る」。「同様の要望は全国各

地からあり」、「断ろうとしたというが、現地を訪れて考え

を翻した」（朝日新聞 ）という。

年 月には、奥能登里山里海国際芸術祭実行委員会

が発足する。 年度に基本計画を、 年度に実施計画

を策定する。開催目的は、①地元に対する誇りの醸成、②

交流人口の拡大、③地元の雇用拡大とした。

年 月 日～ 月 日から会期 日間で開催した。

事業費は、 億 千万円（市負担 億）で、 ヶ国・地域

から 組の作家が参加した。来場者数は、目標 万人のと

ころ約 万人である。経済波及効果は約 億円である（北

川ほか ）。

２．地域コミュニティの変化

こうして奥能登国際芸術祭が開催された。概して美術評

論家らの評価は高かったが、地域づくりへの評価は別にあ

る。本稿では、まずは、短中期的な住民の意識や地域の変

化を分析していくが、前述のとおり作品の性格や地域の受

け入れ態勢に着目して整理していきたい。

作品の性格
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論家らの評価は高かったが、地域づくりへの評価は別にあ

る。本稿では、まずは、短中期的な住民の意識や地域の変

化を分析していくが、前述のとおり作品の性格や地域の受

け入れ態勢に着目して整理していきたい。

作品の性格

概して作品設置型が多く、参加型・協働型といわれる作

品が少なかった。

．地域の受け入れ態勢

表 のとおり代表的な三パターンを順にみていきたい。

．既存の拠点（地域づくり）発展型

珠洲市では、原発の賛否に関わる運動を経て、泉谷市長

のもと食の活用、大学連携による人材育成など地域づくり

に取り組んできた。しかし、閉幕時点ではこれらの活動と

芸術祭が結びついて展開されていない。

．作品展示継続型

作品を継続設置する。いちはらアート×ミックスでは、

作品制作の際の地域の協力が作品設置の継続につながり、

設置後の地域の協力の必要性が地域コミュニティの変化に

つながった例があった（吉田 ）。協働型の作品の展示

を継続し、地域コミュニティの変化につなげたのだ。しか

しながら、奥能登国際芸術祭 では地域の協力を始めと

した地域との接点がなく、現時点では作品展示継続が地域

コミュニティの変化にはつながっていない。

新たな拠点形成型

一つには， 年 月から《さいはての『キャバレー準

備中』》の貸館を開始した。《さいはての『キャバレー準備

中』》は、作家の が、定期船の待合室だった

建物を使い、会期中にいつも準備中のキャバレーをオープ

ンした。もともとキャバレーは、文化を発信する「大人の

社交場」だったのだ。

作家の思いも受ける形で、芸術祭閉幕後の 年 月か

ら《さいはての『キャバレー準備中』》の貸館が始められた。

月に「食祭 珠洲まるかじり」の関連イベントとして「珠

洲バルウィーク」が開催される。その際は、芸術祭に関わ

った女性が中心になり、《さいはての「 営業中」》（スペ

イン風居酒屋）を 月末週末計 日間営業した。

二つには、 年から金沢美術工芸大学は中瀬らが中心

となり、若山町上黒丸（珠洲市）でアートプロジェクトを

展開してきた。 年には、芸術祭開催に向けて、教員と

学生の混合チームが［スズプロ］を結成し、珠洲市街地の

飯田町でフィールドワークを行う。 年芸術祭では、八

木邸（飯田町）を使い、住民から聞き取った思い出話をも

とに、空家の敷地内の蔵の内装を絵画的表現で作品化した

《奥能登曼荼羅》などを展示した。芸術祭終了後も学生と

商店街と交流が続く。 年度も金沢美術工芸大学主体で

八木邸などを拠点に活動を継続する。

分析

地域コミュニティの変化について、上記指標等で分析し

た。

一つには、《さいはての『キャバレー準備中』》の貸館を

開始した。芸術祭に関わった女性が地域の食のイベントで、

飲食店を期間限定で営業した。一時的な提案力・行動力の

向上が見られる。二つには、金沢美術工芸大学では、学生

と商店街が交流し、飯田町「八木邸」を拠点にアートプロ

ジェクトを継続する。一時的なネットワークの広がり、行

動力の向上が見られる。

とはいえ、提案力・行動力の向上や、ネットワークの広

がりについて、地域の数や変化の度合いを総合的に判断す

ると、現時点ではあいちトリエンナーレを始めとした他の

芸術祭に比べ、奥能登国際芸術祭はやや見劣りしている。

【考察・今後の展開】

なぜなのか。芸術祭誘致は持続可能な地域づくりにつな

がるのかという観点から検討したい。冒頭に記したとおり、

短中期的な地域コミュニティの変化が持続可能な地域づく

りにつながると考えられるので、なぜ地域コミュニティの

変化が少なかったのかを考えることで持続可能な芸術祭と

はなにかを検討していきたい。すなわち、研究目的に照ら

し ）いかに外部資源にアクセスしていくのか、 ）地域側

の主体性をいかに確保するか、）地域課題解決にどう結び

つけていくのかという三つの観点から見ていく。

まずは、 ）から見ると、芸術祭開催には、作家の選定、

制作サポートなど専門的なノウハウが欠かせない。しかも、

奥能登国際芸術祭についていえば、北川を始めとしたアー

トフロントという民間会社に企画を委託したからこそ、岩

崎貴広、塩田千春等実績ある作家や、深澤孝文、南条嘉毅

ら若手の力がある作家が肩を並べ、全体として美術的評価

の高い芸術祭となった面がある。彼らの全国への発信力が、

万人の来場者数にも繋がった。過疎地で初回開催となる

と、人材やノウハウもなく民間会社に大幅に企画を委ねる

のはやむを得ない面がある。よって、地域コミュニティの

短中期的な変化には直接つながらないものの、開催継続の

理解者を行政内部や住民に増やしていくためにも、ディレ

クター、コーディネーター、アーティストなど外部の専門

家の力を借りることが必要である。

次に、 ）を見ると、奥能登国際芸術祭は、参加型や協働

型といわれる作品がほぼなかった。すなわち、個別の作品

や芸術祭自体に、地域の人々への自発性に働きかける仕掛

けが明確に見られなかったのだ。こうしたことで、他の芸

術祭に比べ提案力の向上やネットワークの広がりに繋がら

なかったのではないだろうか。だとすれば、主催者・受け
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入れ態勢側の両者が協働しながら参加型の作品を多くし、

かつ既存の地域活動とつなげることで、地域コミュニティ

の主体性をもう少し打ち出していくことができたと考えら

れる。

さらに、 ）の視点を見ていくと、作品設置型が多く、サ

イトスペシフィックな点が十分に考慮され、地域資源を活

用したといえるが、短中期的な地域コミュニティの変化に

はつながらなかった。こうした点からも参加型・協働型作

品の数を増やし、既存の地域活動につなげていく工夫がい

る。

また、事業規模が 億円だからこそ、相当の制作費で個々

の作品のクォリティを高め、作家が力を発揮できた部分も

あっただろう。約 億円の地域振興基金があったからこそ

開催できた面も無視できない。とはいうものの、基金も国

の補助金も無限ではない。持続可能な事業規模を今後検討

する必要がある。

その一方で、たとえば《さいはての『キャバレー準備中』》

の貸館を開始する等行政が自発的な活動が起きるような仕

掛けとして新たな拠点を整備したり、次回以降地域活動と

の結びつきが企図されたり、芸術祭開催を住民の誇りの醸

成や具体的な活動につなげるための持続可能な戦略が明確

である。民間会社に企画を大幅に委ねるにしても、行政が

こうした持続可能な戦略を持つことが地域づくりにつなが

ると考えられる。

食を始めとした内発的発展型の地域政策と、参加型・協

働型のみならずサイトスペシフィックな作品を含めて、人

的資源を含む地域資源を存分に活用できる芸術祭は本来な

じみがよいはずである。奥能登国際芸術祭の今後に期待し

たい。

以上まとめると、持続可能な地域づくりにつながる芸術

祭とは コーディネーター、アーティストなど外部の専

門家の力を借りる、 地域コミュニティの主体性重視、

地域資源（なかでも人的資源）を活用、 持続可能な戦略

を持った地域もしくはアート活動となる。

とくに、 の地域コミュニティの主体性については、芸

術祭の規模が大きく、行政、民間会社主導だと、地域のみ

ならず、作家も振り回される危惧があることも否定できな

い。行政が、もっといえば、地域コミュニティが、企画会

社に参加型、協働型の作品を提案したり、既存の地域づく

りとの結びつきを考えたり、地域コミュニティの視点で持

続可能性を探ることも必要だ。そうしたことが、地域が芸

術祭を利用することにつながり、ウインウインの関係を築

き、持続可能性にもつながる。かりに、芸術祭が財政上、

もしくは首長の交替などで将来的に維持できなくなったと

しても、地域コミュニティ主体で持続可能なプロジェクト

を継続してくことに繋がる。

最後に、提案力の向上、ネットワークの広がりが他の芸

術祭に比べ見劣った理由に言及しておくと、主たる要因は

参加型・協働型の作品が少なかったこと、既存の地域活動

との結びつきが弱かったことによると考える。

【引用・参考文献】

・朝日新聞 ， ，原発断念の街でアート祭典 半島の

最先端で見つけた魅力（ 年 月 日）

・北川フラム・奥能登国際芸術祭実行委員会監修， ，

奥能登国際芸術祭 公式ガイドブック，現代企画室

・北川フラム・奥能登国際芸術祭実行委員会監修， ，

奥能登国際芸術祭 ，現代企画室

・北野進， ，珠洲原発阻止への歩み―選挙を闘いぬ

いて，七つ森書館

・川勝平太， ，解説―内発的発展論の可能性，鶴見
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ページ
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・鶴見和子， ，内発的発展論の展開，筑摩書房

・鶴見和子・川勝平太， ，「内発的発展」とは何か―

新しい学問に向けて，藤原書店

・松本貴史 ，内発的発展論の再検討－鶴見和子と

宮本憲一の議論の比較から―，下関市立大学論集 巻

号， ページ

・宮本憲一， ，日本社会の可能性 維持可能な社会へ

，岩波書店

・吉田隆之， ，アートプロジェクトはソーシャルキ

ャピタル形成に寄与するか ―越後妻有と愛知の比較―，

文化政策研究 巻， ページ
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入れ態勢側の両者が協働しながら参加型の作品を多くし、

かつ既存の地域活動とつなげることで、地域コミュニティ

の主体性をもう少し打ち出していくことができたと考えら

れる。

さらに、 ）の視点を見ていくと、作品設置型が多く、サ

イトスペシフィックな点が十分に考慮され、地域資源を活

用したといえるが、短中期的な地域コミュニティの変化に

はつながらなかった。こうした点からも参加型・協働型作

品の数を増やし、既存の地域活動につなげていく工夫がい

る。

また、事業規模が 億円だからこそ、相当の制作費で個々

の作品のクォリティを高め、作家が力を発揮できた部分も

あっただろう。約 億円の地域振興基金があったからこそ

開催できた面も無視できない。とはいうものの、基金も国

の補助金も無限ではない。持続可能な事業規模を今後検討

する必要がある。

その一方で、たとえば《さいはての『キャバレー準備中』》

の貸館を開始する等行政が自発的な活動が起きるような仕

掛けとして新たな拠点を整備したり、次回以降地域活動と

の結びつきが企図されたり、芸術祭開催を住民の誇りの醸

成や具体的な活動につなげるための持続可能な戦略が明確

である。民間会社に企画を大幅に委ねるにしても、行政が

こうした持続可能な戦略を持つことが地域づくりにつなが

ると考えられる。

食を始めとした内発的発展型の地域政策と、参加型・協

働型のみならずサイトスペシフィックな作品を含めて、人

的資源を含む地域資源を存分に活用できる芸術祭は本来な

じみがよいはずである。奥能登国際芸術祭の今後に期待し

たい。

以上まとめると、持続可能な地域づくりにつながる芸術

祭とは コーディネーター、アーティストなど外部の専

門家の力を借りる、 地域コミュニティの主体性重視、

地域資源（なかでも人的資源）を活用、 持続可能な戦略

を持った地域もしくはアート活動となる。

とくに、 の地域コミュニティの主体性については、芸

術祭の規模が大きく、行政、民間会社主導だと、地域のみ

ならず、作家も振り回される危惧があることも否定できな

い。行政が、もっといえば、地域コミュニティが、企画会

社に参加型、協働型の作品を提案したり、既存の地域づく

りとの結びつきを考えたり、地域コミュニティの視点で持

続可能性を探ることも必要だ。そうしたことが、地域が芸

術祭を利用することにつながり、ウインウインの関係を築

き、持続可能性にもつながる。かりに、芸術祭が財政上、

もしくは首長の交替などで将来的に維持できなくなったと

しても、地域コミュニティ主体で持続可能なプロジェクト

を継続してくことに繋がる。

最後に、提案力の向上、ネットワークの広がりが他の芸

術祭に比べ見劣った理由に言及しておくと、主たる要因は

参加型・協働型の作品が少なかったこと、既存の地域活動

との結びつきが弱かったことによると考える。
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沖縄米軍基地問題と国策下の地域政策

今瀬 政司（京都経済短期大学准教授・ 法人市民活動情報センター代表理事）

： 沖縄、米軍基地、地域社会、地域経済、国策、地域政策、安全保障政策

背景・目的 
沖縄県民と日本政府との間において、辺野古新基地建

設をはじめとした米軍基地問題をめぐる対立が続いてい

る。沖縄県内の各地域では、オスプレイ等の米軍航空機

の騒音（爆音）や墜落等事故、米軍演習による原野火災、

軍人・軍属による凶悪犯罪・窃盗罪等の事件や交通事故

などが、現在も頻発し続けている。米軍基地とその軍人・

軍属は、日米地位協定により治外法権的な状態にあり、

もたらされる様々な基地被害を日本の法律と倫理で防ぐ

ことは難しい。

本土復帰前、米軍施政下にあった沖縄の地域経済は、

日本本土の高度経済成長の過程とは異なり、基地依存型

の経済構造に陥っていた。だが、沖縄の地域経済は基地

依存型から大きく転換して、現在、基地関連収入が県民

総所得に占める割合は約５％にしか過ぎない。広大な米

軍基地の存在が沖縄の地域経済の発展を妨げている。

研究方法・内容

筆者は、沖縄における米軍基地の歴史と現状、その影

響を受ける沖縄の地域社会・地域経済の歴史と現状、な

らびに安全保障政策に基づく国策と地域政策の関わり等

について調査研究を行い、今後のあり方を検討している。

米軍基地のある沖縄県内各地域おいて現地調査、聞き

取り調査を行うとともに、各種文献調査を行ってきてい

る。本稿では、以下２つの観点から調査・分析結果の一

端を整理するとともに、今後のあり方を展望した。

沖縄への米軍基地集中の経緯・要因

そもそも、なぜ、沖縄に日本の米軍基地（専用施設・

区域）が集中しているのか。

米軍基地所在地域での「国策下の地域政策」

米軍基地のある沖縄各地域の社会・経済状況と「国策

と地域政策の関わり」がどのような状況にあるのか。

（事例調査：嘉手納町、東村高江区）

調査･研究結果

沖縄への米軍基地集中の経緯・要因

～日本本土から沖縄に移された米軍基地～

防衛省資料によると、国土面積の約 ％しかない小さ

な沖縄県に、現在、日本の米軍基地（専用施設・区域）

の約 ％が集中している（日本本土 ㎢、沖縄

㎢、 現在）。だが、第二次世界大戦の終戦から

年代までは、米軍基地の多くは沖縄ではなく日本本

土にあり、現在とは全く逆の構図であった。琉球政府（米

国統治下）、防衛省、沖縄県の資料によると、 年時点

で日本本土に米軍基地の ％があり、沖縄は ％であっ

た（日本本土 ㎢、沖縄 ㎢）。

日本本土では、 年代前半から米軍基地で被害を受

ける住民による反対運動が各地で起きていた。内灘闘争

（石川県内灘村）、砂川闘争（東京都立川基地）、北富士

演習場反対闘争（山梨県）、浅間山演習場反対闘争（長野

県）、妙義山接収計画反対闘争（群馬県）などである。そ

うした反対運動や日米両政府の様々な政策利害等によっ

て、 年代後半に日本本土の米軍基地は大幅に整理・

縮小されるとともに、沖縄に移されていった。岐阜県や

山梨県に駐留していた米軍の海兵隊が撤退して沖縄に移

された。米軍の伊丹飛行場（大阪空港）、内灘演習場、新

潟飛行場、小牧飛行場（名古屋空港・小牧基地）、千歳基

地（千歳空港）、辻堂演習場（神奈川県）など次々と返還

されていった。それにより、日本本土の米軍基地は、

年の ㎢から 年には ㎢となり、 年間で

分の 弱にまで激減した。米軍基地の減少で軍事的負担

が減ったことなどもあり、日本本土は目覚ましい経済復

興を遂げていった。

一方、沖縄では 年代、住民の反対運動は武力で押

さえつけられ、真和志村（現那覇市）、伊佐浜（現宜野湾

市）、伊江島など各地で「銃剣とブルドーザー」と呼ばれ

る強制的な土地接収がなされ軍用地化されていった。

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

100%

1956
年

1961
年

1974
年

2016
年

■日本本土と沖縄の米軍基地面積の割合推移

沖縄の米軍基地（専用施設・区域）
日本本土の米軍基地（専用施設・区域）

※琉球政府,防衛省,沖縄県資料より今瀬政司作成

45



2 

年代後半には、日本本土から海兵隊等が移され、キ

ャンプ・シュワブ、辺野古弾薬庫、キャンプ・ハンセン、

北部訓練場、キャンプ・マトリアス、キャンプ・コート

ニーなど米軍基地が拡張されていった。そして、沖縄の

米軍基地は、 年の ㎢から 年には ㎢に面

積が増加した。こうして、日本本土と沖縄の米軍基地の

割合は、 年に日本本土 ％対沖縄 ％となった。

その後、 年の沖縄返還（復帰）を挟んだ数年間に、

日本本土の米軍基地が激減する一方、沖縄では維持・機

能強化された。日本本土では、 年の佐世保港での原

子力潜水艦の放射能漏れ事故、米軍板付 いたづけ 基地

（福岡空港）の ファントム戦闘機の九州大学構内へ

の墜落事故等で、反米軍基地感情が高まったこと等もあ

り、米軍基地が急速に整理・縮小されていった。米軍板

付基地が運用停止となり、横田基地の戦闘機部隊が沖縄

の嘉手納基地に移駐した。

一方、沖縄では、嘉手納基地が機能強化され、戦闘機

騒音もさらに激化するようになった。日本本土に展開し

ていた米軍航空機の移転先として沖縄の普天間飛行場が

選定され、第 海兵航空団のホームベースとされた。こ

うした日本本土から沖縄への米軍移設によって、沖縄返

還の 年時点で米軍基地の割合は逆転し、日本本土

％対沖縄 ％となった。

さらに 年には、日米間で「関東計画」（関東平野

地域における施設・区域の整理統合計画）が合意された。

首都圏にあった空軍基地を削減し、横田基地に集約して、

６つの米軍基地が返還されることになった。こうして日

本本土の米軍基地は 年の ㎢から 年には

㎢へと半減した。一方、沖縄では米軍基地が維持・強化

されて、 年には ㎢となった。こうした日本本土

から沖縄への米軍移設によって、 年時点で日本本土

と沖縄の割合は、日本本土 ％対沖縄 ％にまで逆転が

進んだ。この割合がその後ほぼ固定化され、米軍基地の

沖縄集中という構図が出来上がって、現在に至っている。

年 月には、沖縄県北部の国頭村と東村にまたが

る「米軍北部訓練場」（ ㎢）の一部（ ㎢）が返還と

なった（ 年の日米特別行動委員会（ ）最終報告

に基づくもので、多くが国有地）。だが、これにより米軍

基地が沖縄に集中する割合は ％から ％になるだけ

で、基地が集中する犠牲の構図は変わらない。また、そ

の一部返還は、東村の高江集落周辺へのヘリパッド新基

地建設や海への出入用の新たな土地・水域 ㎢の提供が

条件となっている。米軍にとっては利用価値のなくなっ

た部分を返還して、オスプレイの運用効率化を図るなど

基地の再編・強化を図るものだが、沖縄県民にとっては

基地被害の拡大を意味する。

 
米軍基地所在地域での「国策下の地域政策」

事例調査：嘉手納町

～嘉手納基地と国策下の地域政策～

那覇市から北へ約 に嘉手納町がある。町の南部に

ある広大な米軍「嘉手納飛行場」は、約 の滑走路

を 本有する極東で最大の空軍基地（面積 ㎢）で

ある。町の北部には、広大な米軍「嘉手納弾薬庫地区」（面

積 ㎢）がある。嘉手納飛行場と嘉手納弾薬庫地区

に挟まれて東西に隙間のような狭いエリアに嘉手納町の

住宅地、市街地がある。極めて密集した生活空間で嘉手

納町の人々は暮らしている。

第二次世界大戦の前、沖縄本島中部という地理的条件

に恵まれた嘉手納町（旧北谷村嘉手納）は、沖縄県営鉄

道の嘉手納線（廃線）も運行する物流の拠点であった。

だが、戦時中に旧日本陸軍「中飛行場」が建設されたこ

ともあって、米軍の本島最初の上陸地点となり、し烈を

極める集中砲火を浴び、まちはすべて破壊され焦土と化

した。戦後、米軍が飛行場を拡張し、管理強化していき、
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年代後半には、日本本土から海兵隊等が移され、キ

ャンプ・シュワブ、辺野古弾薬庫、キャンプ・ハンセン、

北部訓練場、キャンプ・マトリアス、キャンプ・コート

ニーなど米軍基地が拡張されていった。そして、沖縄の

米軍基地は、 年の ㎢から 年には ㎢に面

積が増加した。こうして、日本本土と沖縄の米軍基地の

割合は、 年に日本本土 ％対沖縄 ％となった。

その後、 年の沖縄返還（復帰）を挟んだ数年間に、

日本本土の米軍基地が激減する一方、沖縄では維持・機

能強化された。日本本土では、 年の佐世保港での原

子力潜水艦の放射能漏れ事故、米軍板付 いたづけ 基地

（福岡空港）の ファントム戦闘機の九州大学構内へ

の墜落事故等で、反米軍基地感情が高まったこと等もあ

り、米軍基地が急速に整理・縮小されていった。米軍板

付基地が運用停止となり、横田基地の戦闘機部隊が沖縄

の嘉手納基地に移駐した。

一方、沖縄では、嘉手納基地が機能強化され、戦闘機

騒音もさらに激化するようになった。日本本土に展開し

ていた米軍航空機の移転先として沖縄の普天間飛行場が

選定され、第 海兵航空団のホームベースとされた。こ

うした日本本土から沖縄への米軍移設によって、沖縄返

還の 年時点で米軍基地の割合は逆転し、日本本土

％対沖縄 ％となった。

さらに 年には、日米間で「関東計画」（関東平野

地域における施設・区域の整理統合計画）が合意された。

首都圏にあった空軍基地を削減し、横田基地に集約して、

６つの米軍基地が返還されることになった。こうして日

本本土の米軍基地は 年の ㎢から 年には

㎢へと半減した。一方、沖縄では米軍基地が維持・強化

されて、 年には ㎢となった。こうした日本本土

から沖縄への米軍移設によって、 年時点で日本本土

と沖縄の割合は、日本本土 ％対沖縄 ％にまで逆転が

進んだ。この割合がその後ほぼ固定化され、米軍基地の

沖縄集中という構図が出来上がって、現在に至っている。

年 月には、沖縄県北部の国頭村と東村にまたが

る「米軍北部訓練場」（ ㎢）の一部（ ㎢）が返還と

なった（ 年の日米特別行動委員会（ ）最終報告

に基づくもので、多くが国有地）。だが、これにより米軍

基地が沖縄に集中する割合は ％から ％になるだけ

で、基地が集中する犠牲の構図は変わらない。また、そ

の一部返還は、東村の高江集落周辺へのヘリパッド新基

地建設や海への出入用の新たな土地・水域 ㎢の提供が

条件となっている。米軍にとっては利用価値のなくなっ

た部分を返還して、オスプレイの運用効率化を図るなど

基地の再編・強化を図るものだが、沖縄県民にとっては

基地被害の拡大を意味する。

 
米軍基地所在地域での「国策下の地域政策」

事例調査：嘉手納町

～嘉手納基地と国策下の地域政策～

那覇市から北へ約 に嘉手納町がある。町の南部に

ある広大な米軍「嘉手納飛行場」は、約 の滑走路

を 本有する極東で最大の空軍基地（面積 ㎢）で

ある。町の北部には、広大な米軍「嘉手納弾薬庫地区」（面

積 ㎢）がある。嘉手納飛行場と嘉手納弾薬庫地区

に挟まれて東西に隙間のような狭いエリアに嘉手納町の

住宅地、市街地がある。極めて密集した生活空間で嘉手

納町の人々は暮らしている。

第二次世界大戦の前、沖縄本島中部という地理的条件

に恵まれた嘉手納町（旧北谷村嘉手納）は、沖縄県営鉄

道の嘉手納線（廃線）も運行する物流の拠点であった。

だが、戦時中に旧日本陸軍「中飛行場」が建設されたこ

ともあって、米軍の本島最初の上陸地点となり、し烈を

極める集中砲火を浴び、まちはすべて破壊され焦土と化

した。戦後、米軍が飛行場を拡張し、管理強化していき、
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住民の通行、立ち入りが禁止されたことで、北谷村域が

二分され分村を余儀なくされて、 年に嘉手納村（現

嘉手納町）となった。基地の拡張は続き、その都度、住

民の宅地や農地が接収されて姿を消し、ついには町域の

約 ％が米軍基地となった。

年には約 の滑走路２本が完成した。嘉手納

町の住民たちは、残された約 ％のわずかな土地での生

活を余儀なくされた。そのため、恒常的に発生する基地

の爆音等に苦しむとともに、生活や経済活動等の様々な

面で大きな制約を受けている。嘉手納町のまちづくりは、

日本本土には類のない苦難の歩みとなっている。

年完成の再開発ビル「ロータリープラザ」等に象

徴される「沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業」（通

称：島田懇談会事業）は、嘉手納町の地域政策を大きく

変える契機となった。島田懇談会事業は、 年に当時

の梶山静六官房長官と岡本行夫首相補佐官が立ち上げ、

宮城篤実嘉手納町長などが協力し、島田晴雄慶応大学教

授を座長とする懇談会の提言を受けて始まった事業であ

る。 年の米軍兵士による少女暴行事件、普天間飛行

場の県内移設問題、米軍用地強制使用での沖縄県知事の

代理署名拒否など、過重な基地負担にこれ以上耐えられ

ないとする沖縄県民の世論の高まりを背景に行われた

「国策下の地域政策」（国策のまちづくり）である。不満

が沸騰する沖縄世論を鎮静化させ安保政策を進めようと

する日本政府が主導的にアプローチして、基地の弊害で

疲弊する地域の閉塞感を少しでも緩和したいとする嘉手

納町などの米軍基地所在市町村で進められた。嘉手納町

では最も多い総事業費 億円余（一回きり）をかけて、

「嘉手納ロータリー」を中心とした町中心部の再開発、

マルチメディア関連企業誘致、道の駅等の整備などが行

われた。

嘉手納ロータリーには、町内でひときわ大きく２棟の

再開発ビルがそびえ建つ。町の公共施設が入る「ロータ

リープラザ」（公民館、図書館、温水プール、子育て支援

センター等）、那覇市から移転した沖縄防衛局、入国管理

局が入居するロータリー１号館である。ロータリープラ

ザの１階玄関ロビーには、島田懇談会事業の功労を称え、

後世に伝える趣旨で、赤胴色に輝く３体の肖像レリーフ

が設置されている。それぞれのプレート内に、功労者と

して梶山静六、岡本行夫、島田晴雄の３人の上半身をか

たどった彫像が収まっている。

島田懇談会事業は、その後の様々な「アメとムチ」政

策（補償型政治）とも言われる「国策下の地域政策」が

確立していく一つの契機ともなった。国が基地負担を伴

う安保政策を進める上で、県を飛び越え、ターゲットと

なる基地所在市町村と直接ピンポイントで交渉して、地

域振興策等の名目で一時金を配分する手法が定着してい

った。最近では辺野古の新基地建設問題等のように、市

町村も飛び越え、国が地区住民に直接交渉するようにも

なっている。沖縄の抱える米軍基地問題を国の安保政策

ではなく、地域の経済問題とすることで、本土の無関心

とともに沖縄県民の目をそらす結果も生んだ。

事例調査：東村高江区

～ヘリパッド新基地建設と国策下の地域政策～

国頭郡東村は、沖縄本島北部の東海岸に位置し、「山原」

（やんばる）と呼ばれる豊かな森や海など自然が多く残

る地域である。人口は約 人で、ヒルギ（マングロ

ーブ）林、つつじ園、真っ白な砂浜のウッパマビーチ、

県内最大の福地ダム等の観光スポットや、日本一の生産

量を誇るパイナップル、エコツーリズム等で知られてい

る。そして、東村内には「米軍北部訓練場」が広大に広

がる。

東村の高江区では、集落を取り囲むように新たな米軍

基地「ヘリパッド（ヘリコプター着陸帯）」が 年ま
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でに建設された（ 年以降も建設工事継続）。オスプレ

イ用にも使用されるヘリパッドの新基地建設を巡っては、

沖縄県民と日本政府の間で激しい闘いが繰り広げられた。

反対の声を上げる沖縄県民、建設工事を強行しようと全

国の警察官や機動隊を大量動員して反対する県民を力ず

くで排除する日本政府、そこで次々と負傷する県民、そ

うした光景が長い間見られた。日本政府は、「国策下の地

域政策」として、沖縄県や東村を飛び越え、高江区と直

接ピンポイントで交渉して、一時金を交付するなど「ア

メとムチ」政策を行った。

高江区の集落では、米軍基地があるが故に、沖縄県民

がヤマトと呼ぶ日本本土の者には想像を絶する、あり得

ない光景が日常的に起こっている。集落では日常事とし

て、頭上を大型のヘリコプターやオスプレイがバチバチ

と耳（というより頭）に響く大きな爆音を立てて頻繁に

飛んでいく。ヘリコプター等が飛ぶ音で話をする相手の

声が聞こえなくなり会話が途切れる。通常の飛行機や地

下鉄構内の騒音とも違う桁違いの大きな音で、日本本土

では殆ど起こりえない爆音である。また、時折、ヘリコ

プター等からロープを使った降下訓練をする兵士の姿が

ある。

一般の公道（県道）では、武装した米軍の兵士たちが

隊列を組んで道端を行進していることもある。筆者が現

地調査に訪れた際には、人里近くの片側一車線の道路の

左右（県道の歩道）で、武装した米軍の兵士たち 人位

が隊列を組んで道端を行進していた。戦闘用の迷彩服を

着てリュックを背負って、手には大きな「銃」を持って

いた。ジャングルで戦闘訓練をした後と見られた。米軍

の兵士たちは銃を持って平然と歩いているが、そこは民

間地で一般の公道（県道）であるから、無論、法律違反

である。

考察・今後の展望

こうした嘉手納町や東村高江区などにおける「国策下

の地域政策」では、安全保障政策として基地を存続・強

化させ、新たな基地建設も果たしてきた。そして、基地

の維持や新規建設を前提にして、地域振興策等の名目で

一時的に大きな国費が投じられた。だが、基地が存在す

ることによる弊害をカバーするほどの経済効果を生むこ

とはできてこなかった。また、まちづくりで必要な「自

治」や「協働」の地域力を育むものとはならず、地域の

活性化を実感できるものとはなってこなかった。基地問

題も解決せず、負担は殆ど軽減されず、むしろ増加する

部分もある。さらに、沖縄県民と日本政府との間に激し

い「闘い」という関係が生まれるまでになっている。

米軍基地問題を巡っては、日米安保体制の枠組みの中

で様々な主義主張がある。だが、問題の根幹の一つに、

米軍基地の存在が沖縄各地域の社会・経済活動にもたら

す負の影響について、日本本土の政府関係者や市民があ

まりに実態としての情報を知らな過ぎる現実がある。そ

れ故に、沖縄県民との間で大きな意識の溝が生じている。

日本本土の政府関係者や市民がどうしたら米軍基地の

負の影響を知り、情報共有できるようになるのか。安保

政策として必要とするならば、どうしたら米軍基地を沖

縄から本土に戻して負担を分担・共有することができる

のか。米軍基地を前提とした「国策下の地域政策」から

脱却して、どうしたら本来の「自治」としての地域政策

を進めることができるのか。安保政策（基地問題）と地

域政策（自治）の矛盾解決がまさに求められている。

【引用・参考文献】

・今瀬政司「日本と違う沖縄のいま ～東村高江 米軍ヘ

リパッド建設問題～」特定非営利活動法人市民活動情

報センター『市民活動情報センター ニュースレター

号（ 年）』 年 月 日、

・今瀬政司「日本と違う沖縄のいま ～嘉手納基地と国策

のまちづくり～」特定非営利活動法人市民活動情報セ

ンター『市民活動情報センター ニュースレター 号

（ 年）』 年 月 日、

・今瀬政司「日本と違う沖縄のいま ～本土から沖縄に移

された米軍基地～」特定非営利活動法人市民活動情報

センター『市民活動情報センター ニュースレター

号（ 年）』 年 月 日、

・今瀬政司「 論壇 日本と違う沖縄に衝撃 基地解決の

困難さ 痛切に」沖縄タイムス 年 月 日
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と耳（というより頭）に響く大きな爆音を立てて頻繁に
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着てリュックを背負って、手には大きな「銃」を持って

いた。ジャングルで戦闘訓練をした後と見られた。米軍

の兵士たちは銃を持って平然と歩いているが、そこは民

間地で一般の公道（県道）であるから、無論、法律違反

である。
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こうした嘉手納町や東村高江区などにおける「国策下

の地域政策」では、安全保障政策として基地を存続・強

化させ、新たな基地建設も果たしてきた。そして、基地

の維持や新規建設を前提にして、地域振興策等の名目で

一時的に大きな国費が投じられた。だが、基地が存在す

ることによる弊害をカバーするほどの経済効果を生むこ

とはできてこなかった。また、まちづくりで必要な「自

治」や「協働」の地域力を育むものとはならず、地域の

活性化を実感できるものとはなってこなかった。基地問

題も解決せず、負担は殆ど軽減されず、むしろ増加する

部分もある。さらに、沖縄県民と日本政府との間に激し

い「闘い」という関係が生まれるまでになっている。

米軍基地問題を巡っては、日米安保体制の枠組みの中

で様々な主義主張がある。だが、問題の根幹の一つに、

米軍基地の存在が沖縄各地域の社会・経済活動にもたら

す負の影響について、日本本土の政府関係者や市民があ

まりに実態としての情報を知らな過ぎる現実がある。そ

れ故に、沖縄県民との間で大きな意識の溝が生じている。

日本本土の政府関係者や市民がどうしたら米軍基地の

負の影響を知り、情報共有できるようになるのか。安保

政策として必要とするならば、どうしたら米軍基地を沖

縄から本土に戻して負担を分担・共有することができる

のか。米軍基地を前提とした「国策下の地域政策」から

脱却して、どうしたら本来の「自治」としての地域政策

を進めることができるのか。安保政策（基地問題）と地

域政策（自治）の矛盾解決がまさに求められている。

【引用・参考文献】

・今瀬政司「日本と違う沖縄のいま ～東村高江 米軍ヘ

リパッド建設問題～」特定非営利活動法人市民活動情

報センター『市民活動情報センター ニュースレター

号（ 年）』 年 月 日、

・今瀬政司「日本と違う沖縄のいま ～嘉手納基地と国策

のまちづくり～」特定非営利活動法人市民活動情報セ

ンター『市民活動情報センター ニュースレター 号

（ 年）』 年 月 日、

・今瀬政司「日本と違う沖縄のいま ～本土から沖縄に移

された米軍基地～」特定非営利活動法人市民活動情報

センター『市民活動情報センター ニュースレター

号（ 年）』 年 月 日、

・今瀬政司「 論壇 日本と違う沖縄に衝撃 基地解決の

困難さ 痛切に」沖縄タイムス 年 月 日

障害者等を受入れるための観光関係者向け接遇マニュアルの活用方策

○鈴木一寛（フィールドウオッチャー）

：ユニバーサルデザイン 行動計画、接遇マニュアル、ユニバーサルツーリズム

【研究の背景】  
年 月にユニバーサルデザイン 関係閣僚会議

が策定した「ユニバーサルデザイン 行動計画」では、

「観光・流通・外食等関係業界において接遇マニュアル及

びその普及方法を平成 年度中にとりまとめる」ことと

し、「観光業については、日本観光振興協会をはじめとした

関係団体が、観光庁及び厚生労働省とともに、接遇マニュ

アルを作成する」ことを定めている。観光庁では、当計画

策定を受けて、 年 月に学術関係者、障害者団体、（日

本観光振興協会をはじめとした）観光団体及び厚生労働省

を交えた議論を踏まえ、『高齢の方・障害のある方などをお

迎えするための接遇マニュアル（以下、「接遇マニュアル」

と言う）』を作成し、観光庁のホームページ上で公表した。

図表 「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル」表紙

接遇マニュアルはホテルや旅館の従事者を対象とした

「宿泊施設編」、旅行会社の従業員を対象とした「旅行業編」、

地域の観光協会や観光案内所の従事者を対象とした「観光

地域編」の 編を作成しており、「障害の理解」、「各業種の

現場で求められる接遇のポイント」などを簡潔にまとめて

いる。 編の共通部分である第 部には、「ユニバーサルツ

ーリズムの必要性」と題して、高齢者や障害者の旅行客の

受入について「将来的な安定した顧客を確保する上で、取

り組む意義やメリットは大きい」ことを説明している。ユ

ニバーサルツーリズムへの取り組みは福祉的側面のみなら

ず、経済的側面からの有益性を論じている。とりわけ、

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機

に世界中から高齢者や障害者の訪問が期待されており、地

域や民間ベースでの自発的な受入環境整備を前提としてい

る。

前述した「学術関係者、障害者団体、（日本観光振興協会

をはじめとした）観光団体及び厚生労働省を交えた議論」

の議事要旨には現場への浸透を考慮して基礎的な内容にと

どめることが意見として記録がある 観光庁観光産業

課 。接遇マニュアルの冒頭には「本マニュアルは、

高齢の方や障害のある方などをお迎えするための取組みの

第一歩につながる、基礎的な内容を整理しています。」と紹

介している。

【研究方法】

本研究では、接遇マニュアルの効果的な活用方策につい

て策定の背景を踏まえて考察する。とりわけ、ユニバーサ

ルツーリズムの経済的側面から、人材育成の必要性を論じ

ることにより接遇マニュアルの活用について考察する。先

行研究では宿泊施設におけるバリアフリーの現状を報告し

た「車いす、足腰が不安なシニア層の国内宿泊旅行拡大に

関する調査研究」（国土交通省国土交通政策研究所 ）

があり、業界のニーズや経済効果などについて参考とした。

観光庁は 年度から実施しているユニバーサルツーリ

ズム事業の各年の業務報告書を公表しており、観光案内所

や旅行会社の実態調査の結果などを引用した。「接遇マニュ

アル」を策定のための議論の過程を報告した「ユニバーサ

ルツーリズムの促進に関する検討業務報告書」（観光庁観光

産業課、 ）からは課題や活用方策を考察するうえで参

考とした。
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【ニーズを踏まえた接遇マニュアルの策定】

国土交通省国土交通政策所 は、 歳以上でも旅行

回数が減らないと仮定した場合の市場拡大効果は約

億円であり、同行者を一人加えた場合は 倍の 兆 億

円と試算している。旅行需要全般においてユニバーサルツ

ーリズムの潜在的な経済効果を示唆している。

次に、接遇マニュアルの「宿泊施設編」、「旅行業編」、「観

光地域編」においてそれぞれ個別の市場ごとのニーズと現

状を整理する。

宿泊施設について国土交通省国土交通政策所 は、

三菱 リサーチ＆コンサルティング ）の調査結果を

引用しており、回答者（ 施設）のうち 割のホテル・旅

館が「バリアフリー対応は売上・利益アップにつながって

いる」と回答があったことを紹介している。

更に国土交通省国土交通政策所（ ）の独自で行った

宿泊施設を対象としたアンケート調査によると、車いす利

用者を広げるために必要なこととして最も多い回答は「施

設改修等への補助金等」であった。続いて「従業員教育・

研修への支援」が多い。ハードとソフトの両面からの対策

が必要であることを指摘している。

図表 車いす利用者の宿泊を広げるために必要だと思うこと（複数回答）

（出所：「車いす、足腰が不安なシニア層の国内宿泊旅行拡大に関する調査研究」

国土交通省国土交通政策研究所

施設改修に関しては、自らの経営判断により客室のバリ

アフリー化を進める宿泊施設が増える一方で、国や地方公

共団体では補助金などの支援措置を講じている。秋田県、

東京都、熊本県、三重県伊勢市及び志摩市他の地方公共団

体による宿泊施設への補助金制度は実績がある。観光庁は、

年オリンピック・パラリンピック東京競技大会開催を

見据えて、平成 年度の補正予算により「宿泊施設バリア

フリー化促進事業」として補助金制度を創設した。国土交

通省住宅局では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令が定めているホテル又は旅館のバリ

アフリー客室（車いす使用者用客室）設置数の基準見直し

を検討している。ハード面における宿泊施設のバリアフリ

ー化の加速が期待できる。

一般社団法人日本旅行業協会がホームページにバリアフ

リー旅行を扱っている会員の旅行会社の紹介をしている。

年 月現在掲載時では 社であったが 年 月現

在掲載時では 社に増加している。

観光庁観光産業課 によると、旅行会社を対象とし

たアンケート結果では、回答者 社 のユニバーサルツー

リズム関連商品の売上額の合計が、取り組みを始めた当初

（ 年程度前）の 万円 年であったことに対し、

年（回答時点）では 万円 年となり、 万円

年（約 倍）増加している。また、旅行会社が販売する

旅行商品などを利用する高齢者や障害者等の数については、

回答者 社 によると、取り組みを始めた当初（ 年程度前）

の 人 年（ 社合計）であったことに対し、 年

（回答時点）は 人 年となり、 人 年（約

倍）増加している。一方、ユニバーサルツーリズムを実施

するための人材育成については、回答者（ 社）にうち、

「実施している」は 社（ ％）と少ない。「実施してい

ない」と回答した 社（ ％）のうち、人材育成について

は「これから実施していきたい」と半数の 社が回答して

いる。人材育成について課題と展望が示唆できる。

観光庁観光産業課 によると全国の観光案内所を対

象としたアンケート結果では、ユニバーサルツーリズムに

関する取り組み姿勢として、回答者（ 施設）のうち

が「積極的に取り組んでいる」または「取り組んでいる」

と回答している。「取り組みの必要性は感じているが、今の

ところまだ取り組んでいない」という回答が ％であった。

「取り組みの必要性は感じているが、今のところまだ取り

組んでいない」または「取り組んでいない」を選択した回

答者（ 施設）のみに聞いた「ユニバーサルツーリズム

に関連する取り組みを行っていない理由」（複数回答可）に

は、「取り組むための予算がない（ ）」の次に「人材が不

足している（ ）」、「取り組みや対応の方法が分からない

（ ）」と続いている。人材育成の必要性が伺える。

以上により、各市場において高齢者・障害者の旅行需要

が増加している一方で受入には人材育成が課題になってい

ることを示した。

【旅行当事者からの要望の反映】

一般財団法人全日本ろうあ協会は国土交通大臣、観光庁

長官、一般社団法人日本旅館協会会長、一般社団法人全日

n=380 
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【ニーズを踏まえた接遇マニュアルの策定】

国土交通省国土交通政策所 は、 歳以上でも旅行

回数が減らないと仮定した場合の市場拡大効果は約

億円であり、同行者を一人加えた場合は 倍の 兆 億

円と試算している。旅行需要全般においてユニバーサルツ

ーリズムの潜在的な経済効果を示唆している。

次に、接遇マニュアルの「宿泊施設編」、「旅行業編」、「観

光地域編」においてそれぞれ個別の市場ごとのニーズと現

状を整理する。

宿泊施設について国土交通省国土交通政策所 は、

三菱 リサーチ＆コンサルティング ）の調査結果を

引用しており、回答者（ 施設）のうち 割のホテル・旅

館が「バリアフリー対応は売上・利益アップにつながって

いる」と回答があったことを紹介している。

更に国土交通省国土交通政策所（ ）の独自で行った

宿泊施設を対象としたアンケート調査によると、車いす利

用者を広げるために必要なこととして最も多い回答は「施

設改修等への補助金等」であった。続いて「従業員教育・

研修への支援」が多い。ハードとソフトの両面からの対策

が必要であることを指摘している。

図表 車いす利用者の宿泊を広げるために必要だと思うこと（複数回答）

（出所：「車いす、足腰が不安なシニア層の国内宿泊旅行拡大に関する調査研究」

国土交通省国土交通政策研究所

施設改修に関しては、自らの経営判断により客室のバリ

アフリー化を進める宿泊施設が増える一方で、国や地方公

共団体では補助金などの支援措置を講じている。秋田県、

東京都、熊本県、三重県伊勢市及び志摩市他の地方公共団

体による宿泊施設への補助金制度は実績がある。観光庁は、

年オリンピック・パラリンピック東京競技大会開催を

見据えて、平成 年度の補正予算により「宿泊施設バリア

フリー化促進事業」として補助金制度を創設した。国土交

通省住宅局では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令が定めているホテル又は旅館のバリ

アフリー客室（車いす使用者用客室）設置数の基準見直し

を検討している。ハード面における宿泊施設のバリアフリ

ー化の加速が期待できる。

一般社団法人日本旅行業協会がホームページにバリアフ

リー旅行を扱っている会員の旅行会社の紹介をしている。

年 月現在掲載時では 社であったが 年 月現

在掲載時では 社に増加している。

観光庁観光産業課 によると、旅行会社を対象とし

たアンケート結果では、回答者 社 のユニバーサルツー

リズム関連商品の売上額の合計が、取り組みを始めた当初

（ 年程度前）の 万円 年であったことに対し、

年（回答時点）では 万円 年となり、 万円

年（約 倍）増加している。また、旅行会社が販売する

旅行商品などを利用する高齢者や障害者等の数については、

回答者 社 によると、取り組みを始めた当初（ 年程度前）

の 人 年（ 社合計）であったことに対し、 年

（回答時点）は 人 年となり、 人 年（約

倍）増加している。一方、ユニバーサルツーリズムを実施

するための人材育成については、回答者（ 社）にうち、

「実施している」は 社（ ％）と少ない。「実施してい

ない」と回答した 社（ ％）のうち、人材育成について

は「これから実施していきたい」と半数の 社が回答して

いる。人材育成について課題と展望が示唆できる。

観光庁観光産業課 によると全国の観光案内所を対

象としたアンケート結果では、ユニバーサルツーリズムに

関する取り組み姿勢として、回答者（ 施設）のうち

が「積極的に取り組んでいる」または「取り組んでいる」

と回答している。「取り組みの必要性は感じているが、今の

ところまだ取り組んでいない」という回答が ％であった。

「取り組みの必要性は感じているが、今のところまだ取り

組んでいない」または「取り組んでいない」を選択した回

答者（ 施設）のみに聞いた「ユニバーサルツーリズム

に関連する取り組みを行っていない理由」（複数回答可）に

は、「取り組むための予算がない（ ）」の次に「人材が不

足している（ ）」、「取り組みや対応の方法が分からない

（ ）」と続いている。人材育成の必要性が伺える。

以上により、各市場において高齢者・障害者の旅行需要

が増加している一方で受入には人材育成が課題になってい

ることを示した。

【旅行当事者からの要望の反映】

一般財団法人全日本ろうあ協会は国土交通大臣、観光庁

長官、一般社団法人日本旅館協会会長、一般社団法人全日

n=380 

本シティホテル連盟会長、一般社団法人日本ホテル協会会

長宛てに「ホテル等の宿泊施設における聴覚障害者の情報

アクセシビリティに関する要望について」 年 月

日 と題した要望書を提出した。宿泊施設のテレビの利用に

ついて有料放送用のテレビリモコンでは字幕放送を見るこ

とがでないために配慮を要望したものである。聴覚障害者

にとって緊急時などテレビの字幕は必要不可欠な情報源と

なっている。接遇マニュアルの「宿泊施設編」では聴覚障

害者の配慮事項として、字幕放送を見ることが可能なリモ

コンの提供について配慮することを紹介している。

国土交通省住宅局建築指導課 が開催した「高齢者、

障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計のあり方に関

する検討委員会」の場においては、社会福祉法人日本盲人

会連合の委員より視覚障害者が宿泊施設の浴槽にあるシャ

ンプーとリンスの区別できるように配慮してほしいとの意

見がある。

接遇マニュアルの「宿泊施設編」では、ユニバーサルデ

ザインの商品など判別可能なシャンプーボトルの利用につ

いて紹介している。

観光庁観光産業課 は、接遇マニュアルの作成のた

めに実施した障害者団体へのヒアリングの内容を記録して

いる。障害者に対して家族風呂の利用を案内することや知

的障害者や発達障害者に対する食事のバイキング形式の場

合の注意事項などが接遇マニュアルに反映されている。

【接遇マニュアルの活用に向けた課題の考察】

観光庁観光産業課 は、接遇マニュアルの今後の活

用策として観光関係団体や関係地方公共団体が全国で開催

するセミナーのテキストとして活用することや団体の会報

やホームページで周知することを示している。

各団体へのヒアリングによると、一般社団法人全日本シ

ティホテル連盟では関東支部の研修において接遇マニュア

ルの「宿泊施設編」をテキストとして活用する予定である。

一般社団法人日本旅行業協会では、旅行会社の従業員向け

セミナーにおいて接遇マニュアルの「旅行業編」を活用す

る予定である。日本観光振興協会では地方の観光関係者を

対象とした研修の中で接遇マニュアルの「観光地域編」を

活用することとしている。全国 か所程度で開催を予定し

ている。 
「ユニバーサルデザイン 行動計画」には「各業界の

事業者の行う研修について、障害のある人が参加し、座学

に加えて実習を行うカリキュラム、研修教材となるよう検

討を行うとともに、雇用形態を問わず、従業員に対して『心

のバリアフリー』を徹底する」と定めている。国による押

しつけではなく、自発的な取り組みを促すことが重要とな

る。接遇マニュアルの第 部にあるように福祉的な意義に

加えて、経済効果や地域活性の視点からの有益性を啓発す

ることが効果的だが、接遇マニュアルの活用予定を表明し

ている団体以外において広く浸透できるか不明である。

従来、高齢者や障害者の受入実績の少ない企業や団体が

単体で人材育成を始めとした受入環境整備に取り組むには

費用負担の面から限界がある。

一方で 年オリンピック・パラリンピック東京競技大

会開催を見据えて、地域や観光関係団体或いは業種ごとに

スケールメリットを活かした人材育成等の受入環境整備に

取り組む事例がある。パラリンピック選手の事前合宿の受

入を決めた自治体やホストタウンの登録を受けた地方公共

団体において事例が多い。経済界では、一般社団法人日本

経済団体連合会、日本商工会議所、東京商工会議所、公益

社団法人経済同友会の各会員企業から組織された「オリン

ピック・パラリンピック等経済界協議会」がある。「東京オ

リンピック・パラリンピックおよびラグビーＷ杯開催等に

むけたムーブメントを醸成し、関連機関と連携のもと、経

済界が一丸となり、子供たちの未来のためにレガシーを残

す」ことを設立目的としており、活動内容の中には企業や

学校への「心のバリアフリー教室」を実施している。地方

公共団体や経済界の取り組みの中で観光業界のみならず職

種の横断的なセミナーや講演会の実施することが可能とな

っている。

こうした機運のなかで接遇マニュアルの包括的な活用が

望ましい。

【引用・参考文献、参考 】

ユニバーサルデザイン 関係閣僚会議 「ユニバーサルデザ

イン 行動計画」

国土交通省国土交通政策研究所 「車いす、足腰が不安なシニア

層の国内宿泊旅行拡大に関する調査研究」

観光庁観光産業課 「ユニバーサルツーリズムの促進に関する検

討業務報告書」

観光庁観光産業課 「ユニバーサルツーリズムの促進に効果検

証」

観光庁観光産業課 「ユニバーサルツーリズムの促進に関する支

援業務」
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東京オリンピック・パラリンピックに向けたホストタウン自治体の取り組みと地域活性化に向けた仕

組み作り -官民協働とその影響-  

松橋崇史（拓殖大学） 

Keyword： ホストタウン、東京オリンピック・パラリンピック、官民協働 

 

 

【問題・目的・背景】 

本研究は、2020年東京オリンピック・パラリンピ

ック（以下、東京大会）の「ホストタウン」として登

録された地方公共団体（以下、自治体）において、ホ

ストタウン事業の推進において自治体と民間事業者等

による官民協働の実態と、官民協働がホストタウン事

業推進に与えうる影響を分析することを目的とする。

ホストタウンとは、登録自治体と、東京大会に参加す

る国・地域の住民等が、スポーツ、文化、経済などを

通じて交流し、東京大会を地域の活性化等に活かして

いこうとするものである。 
東京などのホストシティは、2020年東京オリンピ

ック・パラリンピック（以下、東京大会と呼ぶ）を準

備している。非ホスト自治体でも、多くの自治体が東

京大会を地域活性化の機会として利用しようとしてお

り、そうした自治体が、内閣官房が主導するホストタ

ウンに登録するなどしている。ホストタウンとして登

録された自治体は、ホストタウン事業推進のために、

特別交付税措置として交流活動の1/2の支援が得られ

る。2018年7月末現在、253件の自治体／地域の取

り組みがホストタウンに登録されている。 
ホストタウン事業には、各国代表チームの事前キャ

ンプ開催による交流、文化交流、人材交流などが含ま

れる。そして、ホストタウン登録自治体も、ホストシ

ティ同様、東京大会の後に、それぞれに地域でどのよ

うなレガシーを遺すのかという発想が重要である。特

に、ホストタウンになったことを地域活性化に活かす

ためには、地域内のシンボルの創出や交流人口の増加

に寄与するといった「事業」とそれを支える組織的活

動（以下、ソフトレガシー）の形成が求められる（松

橋、2017）。 
 

【先行研究】 

 メガスポーツイベントのレガシーを巡る先行研究の

多くは、大会開催がホストシティ（競技開催都市）に

与える様々な影響と、大会開催によってどのようなレ

ガシーがその地域に遺されるのかに焦点を当て、開催

時とその前後を追って実態を把握し、議論を深めてき

た。 

松村（2006）は、2002年FIFA日韓W杯（以下、2002

年W杯）の開催都市を分析対象とし、石坂・松林（2013）

は 1998 年の冬季長野オリンピックにおける長野市と

競技開催地を分析対象として、大会開催が開催都市に

いかなる影響を及ぼしたのか分析を行った。2020年の

東京オリパラ以降を見据えて、いかにソフトレガシー

を構築し、地域活性化を促すのかという提言は、原田

（2016）や高橋・原田（2015）、間野（2015）によって

行われている。例えば、原田（2016）は、インバウン

ドを意識したスポーツツーリズムに力を入れること、

そのための原動力としてスポーツコミッションの創設

や施設の充実を指摘する。 

以上の議論は開催都市の議論であったのに対して、

松橋（2017）は、メガスポーツイベントがもたらす地

域活性化の影響、特に、参加国代表チームのキャンプ

地などになることによって競技開催都市以外の非ホス

トシティに、いかなる影響を及ぼすのか分析を行った。

分析対象は、2002年のFIFAW杯日韓大会の際に、参加

国チームの事前・大会中のキャンプ地になった自治体

である。2002年W杯の参加国代表チームのキャンプは、

23地域の25自治体において行われた。25自治体の中

からキャンプ地になることを契機にソフトレガシーを

形成した4自治体をケーススタディの対象として選出

し、分析を行い、ソフトレガシーを形成するために必

要の条件やソフトレガシー形成に至るプロセスについ

て分析を行った。分析の中では、キャンプ開催に向け

ての動きとキャンプ開催の後の活動において、民間事

業者等の地域の多様な主体が参画できるような活動を

生み出せるかどうかが鍵となることが例示された。 

一方で、松橋（2017）の分析対象は、何かしらのソ

フトレガシーを形成した自治体であることから、ソフ

トレガシー形成の因果関係の分析は行えていない。ま

た、ソフトレガシーの形成にはメガスポーツイベント
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が開催されるまでの期間にどのような取り組みが行わ

れ、かつ、大会開催期間中にどのような取り組みが行

われたのかということが重要であることを考えると、

より正確な分析のためには、メガスポーツイベントの

以前から、（2020 年東京大会の場合は）ホストタウン

となる全自治体を対象に、調査を実施し、それを時系

列で追いながら、ソフトレガシー形成に必要な要件を

分析していく必要がある、ということになる。 

 本研究の元となるデータは、複数時点で実施すること

を前提とした調査の第1回目調査の結果に基づいている。

調査対象となったホストタウン登録自治体では、まだ、活

発に活動が行われていない地域も多いが、まずは、自治体

行政における推進体制の状況、民間事業者等の地域の多

様な主体の参画促進状況、また、ホストタウン事業に関連

する諸活動や広報活動の実施状況を把握することにした。 

  

【仮説の設定】 

 先行研究の知見に従い、本論の仮説を次の通りに設定

する。 

仮説1.自治体が民間事業者等との連携によって官民協働

を推進する場合、ホストタウン事業が拡がる。 

仮説2.自治体が行政組織内でホストタウン事業を促進す

ることに力を入れるならば、ホストタウン事業は拡がら

ない。 

 

【調査手法】 

仮説検証のためにホストタウンに登録する 227 自治体

に対してアンケート調査を行った。 

アンケート調査の設計にあたっては内閣官房東京オリ

ンピック・パラリンピック推進本部事務局においてホス

トタウン推進担当の職員にアドバイスを受け、アンケー

ト調査の配布（メール配布）にあたっては、本調査にご協

力頂きたい旨の連絡をホストタウン自治体に対して実施

して頂いた。 

その後、調査票を2018年3月に電子メールで配布した。

回収率は69.2％（157/227）である。 

仮説の検証にあたって「民間事業者等との連携によっ

て官民協働を推進する」「ホストタウン事業が拡がる」「自

治体が行政組織内でホストタウン事業の活動を促進する

ことに力を入れる」を下記の調査項目によって測定する

ことにした。 

 

「民間事業者等との連携によって官民協働を促進する」

は、次の質問文で把握した。 

【設問文】これまでのホストタウン事業の中で、民間事業

者等と連携して、企画推進してきた場合、どのような活動

で、いずれの民間事業者等と連携してきたかお答えくだ

さい。連携してきた民間事業者等が 4 組織以上の場合、

表を追加してご記入ください。」 

【回答方法】企画推進で連携した民間事業者等の名前と

活動内容と連携の理由を記載頂いた。 

 

「自治体が行政組織内でホストタウン事業を促進する

ことに力を入れる」は、複数部署からのなるホストタウン

事業推進の体制があると回答した場合に、カウントする

ことにした。 

 

 「ホストタウン事業が拡がる」について、ホストタウン

事業を「ホストタウン事業の活動数」と「広報活動数」に

よって測定することにした。 

「ホストタウン事業の活動数」は下記の選択肢(表1)を

設け、それぞれに対して、「積極的に取り組んできた」「取

り組んできた」「今後、取り組む予定がある」の回答を求

めた。この中で、積極的に取り組んできた、取り組んでき

た数によって、当該自治体が取り組んでいるホストタウ

ン事業の活動数とすることにした。 

 

表1 ホストタウン事業の活動選択肢 

相手国・地域の代表選手の合宿の誘致／受け入れ 

相手国・地域の代表選手以外の選手（ジュニアチーム、

大学生、高校生等のチーム、リーグチーム等）の合宿

の誘致/受け入れ 

相手国・地域の選手・関係者等の東京大会終了後の交

流のための働きかけ 

相手国・地域の選手以外の人達を招いた交流事業 

貴自治体の市民・職員等を相手国・地域に派遣する交

流事業 

住民への交流する競技種目の体験・観戦等の普及事業

小中学校等における相手国・地域に関する学習 

相手国・地域の食や文化等に関する住民への情報発信

相手国・地域における貴自治体の食や伝統などの文化

の情報発信 

パラリンピックスポーツの体験、パラリンピアンの講

演等の事業 

その他（下記にご記入ください） 
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次に、広報活動数は、下記の選択肢（表2）を設け、複

数回答で回答を求め、回答数を、当該自治体が取り組んで

いるホストタウン事業の広報活動数とすることにした。 

 

表2 ホストタウン事業の広報活動選択肢 

自治体の紙の広報媒体での情報発信（市報や町報など）

自治体のウェブページ上での情報発信（自治体HPや自

治体SNSなど） 

新聞を通じた情報発信 

テレビを通じた情報発信 

国外への情報発信のために外国語のサイトやパンフレ

ットの整備 

ホストタウンに関連する交流イベントの実施 

市民がボランティア（イベント支援）としてホストタ

ウン事業に関与できるようにすること 

小学校や中学校でホストタウン関連の教育を実施する

こと 

市民がSNSを通じてホストタウン関連の情報を共有し

やすいような仕組みを導入すること（写真映えするブ

ースを設ける、選手と写真を撮る場を設けるなど） 

市民や子どもたちに交流の担い手となってもらうこと

（相手国・地域に市民等を派遣し、 

交流の最前線で地域の紹介などを行ってもらうなどの

活動など） 

その他（下記にご記入ください。） 

 

【調査結果】 

 分析にあたり、「行政組織内の複数部署間の連携の有無」

と「民間組織等事業者との連携の有無」によって回答自治

体を4タイプに分類した。 

 

表3 自治体のタイプ分け 

 

次に、これらの 4 タイプごとに、自治体のホストタウ

ン事業の活動数と広報活動の数の平均に基づいて分析し

た。 

表4 4タイプのホストタウン事業の活動推進度合い 

 

 

 表 4 が示すことは、第1に、ホストタウン事業の活動

数、ホストタウン事業の広報活動数ともに、民間事業者等

との協働体制が無いタイプ 4 の自治体において、その数

が少ない、ということである。第2に、タイプ1からタ

イプ3は、違いはあるものの概ね似たような値であった。 

 

【仮説検証】 

 仮説 1 は「自治体が民間事業者等との連携によって官

民協働を推進する場合、ホストタウン事業が拡がる」であ

った。仮説1を検証すると、タイプ2よりもタイプ1が、

タイプ4よりもタイプ3のホストタウン事業の活動が推

進されている。従って、仮説 1 は実証されたと考えられ

る。 

仮説 2 は「自治体が行政組織内でホストタウン事業の

活動を促進することに力を入れるならば、ホストタウン

事業の活動は拡がる」であった。仮説 2 を検証するため

に、民間事業者等との協働を同定した上で、タイプ 1 と

タイプ 3 のホストタウン事業の活動推進度合いの差と、

タイプ2とタイプ4のホストタウン事業の活動推進度合

いの差の違いを比較すると、タイプ2とタイプ4の差の

方が大きい。つまり、民間事業者等との協働がある状況で

は、自治体がその組織内で複数部署からなる推進体制を

採用するかどうかは、現時点でのホストタウン事業の活

動推進度合いに大きな影響を与えない。一方で、民間事業

者等との協働が無い自治体においては、自治体がその組

織内で複数部署からなる推進体制を採用することは、ホ

ストタウン事業の活動推進度合いを促進することにつな

がっている。つまり、仮説2は、民間事業者等との協働が

存在する場合は実証されず、民間事業者等との協働が存

在する場合に実証されたと考えられる。 

 

 

有 無

複

数

タイプ1

（30自治体）

タイプ2

（46自治体）

単

一

タイプ3

（43自治体）

タイプ4

（37自治体）

自

治

体

行

政

の

担

当

部

署

が

複

数

か

ど

う

か

民間組織等事業者との連携の有無

活動数 広報活動数

タイプ1 3.4 4.8

タイプ2 2.1 4.2

タイプ3 2.7 4.4

タイプ4 0.7 2.9
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【考察】 

ホストタウンへの登録は、2016年1月から始まり、既

に活動を積極的に進めている自治体がある一方で、2020

年の東京大会まで、まだ時間があることから、活動を活発

化させていない自治体も多い。その中でも、調査データが

示した傾向は、自治体がその組織内で複数部署からなる

推進体制を構築しており、かつ、民間事業者等との協働が

ある場合、ホストタウン事業の活動推進度合いが高まる

ということであった。 

先行研究で指摘したように、メガスポーツイベントの

開催年に向けて盛り上げていくことになる非ホストシテ

ィのキャンプ誘致や文化交流の取り組みは、開催年が取

り組みのピークになる可能性がある。内閣官房主導のホ

ストタウン登録自治体に対する活動の補助制度は、2020

年の東京大会を契機に廃止、ないしは減額されるだろう

から、自治体によるホストタウン事業として実施してき

た活動への関与の弱まりは、2002年W杯の際よりも顕著

であることが予想される。 

そうであれば、自治体は、2020 年までの活動の中で、

民間事業者等と協働する体制を構築し、その役割分担の

中で、ホストタウン事業の活動を展開していくことが必

要になる。現状は、自治体が民間事業者等と協働すること

なく、自治体がその組織内で複数部署からなる推進体制

を採用する中だけでも、活動を進めていくことが可能に

なっているが、その状況に満足しないことが、ホストタウ

ンのレガシーを構築する上で重要になってくると考えら

れる。 
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地域金融機関が行う事業承継支援による地域活性化

氏名 山口拓也、小野浩幸（山形大学）

： 地域活性化、事業承継、金融機関

【研究背景】 
地域における事業所の存在は、雇用の受け皿であり、

経済的生産活動の主要な担い手であるという点で、地域

活性を考えるうえで重要な要素である。日本では、

年代から廃業数が開業数を上回るようになり、 年代

に入って開業数がかろうじて上回っているものの、事業

所数減少が続いている。特に、地方圏における減少が深

刻な状況が続いている。

事業所数減少には、開業数の伸び悩みと、廃業数の増

加の つの原因がある。廃業数を減らすだけではなく、

既存の経営資源を有効活用でき、また雇用の安定という

側面からも、既存企業の事業承継の重要性が注目されて

いる。中小企業庁は、平成 年に「事業承継 ヶ年計画」

を策定した。計画では、地域の事業を次世代に引き継ぐ

とともに、事業承継を契機に後継者が経営革新等に積極

的にチャレンジできる環境の整備を目的としている。

事業承継を円滑に促進するために、中小企業庁は平成

年度から商工団体による事業承継支援を進めている。

また、平成 年度税制改正においては、事業承継税制が

大きく改正される等、国による事業承継支援の後押しが

行われている。加えて、金融庁では、 事務事業年度金

融行政方針において、地域金融機関の目的に「地方創生

への貢献」を掲げ、事業承継支援についても積極的な役

割を果たすことを求めている。

そこで本稿では、地域における開廃業の動向、事業承

継の動向、並びに商工団体及び金融機関による事業承継

支援状況を俯瞰し、今後の地方圏における事業承継円滑

化に関して考察を加えることとする。

【先行研究等における事業数及び事業承継の状況】

開廃業率の推移

厚生労働省「雇用保険事業年報」による開廃業率の推

移を図 に示す。これによれば、 年（平成 年）か

ら 年（平成 年）にかけて廃業率が開業率を上回

った。その後、開業率が廃業率を上回るものの、その差

はわずかな傾向が続き、最近になってようやく差が拡大

する気配を示している。

図 ：開廃業率の推移（平成 年中小企業白書より引用）

（ ）事業所数の推移

総務省・経済産業省「経済センサス」による国内事業

所数の地域別推移を図 に示す。前述のとおり開業率が

廃業率をわずかに上回り、上昇する傾向を示しているも

のの、国内事業所数の推移では、平成 年の事業所数が

で、平成 年の事業所数 と比較し

て ％の減となっている。

地域別の増減率に着目すると、北海道▲ ％、東北▲

％、関東▲ ％、中部▲ ％、近畿▲ ％、中国

▲ ％、四国▲ ％、九州▲ ％となっている。全

国的に減少傾向にあるなかで、特に北海道、東北、中部、

中国、四国の地方圏の減少が著しくなっている。

図 ：地区別事業所数の推移

事業承継の形態と形態別承継の推移

①親族内承継

子ども等の親族に承継させる方法で、事業承継の形
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態の中でも高い割合を占める。一般的にも、「事業承継

＝子どもへの承継」として捉えられることが多い。

②内部昇格

親族ではない第三者に対する承継の一形態として、

社内役員や従業員が経営者に昇格することによって承

継する内部昇格がある。企業内で長期間勤務している

従業員に承継する場合には、経営の一体性を保ちやす

いというメリットがある。一方で、後継者候補に株式

取得等の資金力が不足する場合が多いことや、個人債

務保証の引継等で問題が多いというデメリットもある。

③外部招へい

第三者承継の一形態として、企業が能動的に外部か

ら経営者を招く外部招へいがある。幅広く求めること

で経営に対して強い意志を有している後継者候補を招

へいすることも可能である一方で、内部昇格と同様に

資金力の不足や、個人債務保証の引継等の問題もある。

④買収（事業売却： ）

身近に後継者として適任な人物がいない場合でも、

より広く承継候補者を外部に求めることができる。ま

た、現経営者が企業売却による利益を獲得できるとい

うもメリットがある。デメリットとしては、従業員の

雇用や価格等の条件を満たす買手を見つけるのが困難

であること、経営の一体性を保つことが親族内承継や

第三者承継以上に困難であることが挙げられる。

④形態別事業承継の推移

帝国データバンクによる形態別の事業承継の推移を

図 に示す。

 
図 ：形態別事業承継の推移

これによると、事業承継の形態としては依然として親

族内承継が最も高い割合を占めているが、長期的には全

体に占める割合が年々低下していることが分かる。その

反面、内部昇格や外部招へい等の親族外への承継（第三

者承継）や買収（事業売却： ）の割合が上昇してきて

いる。

事業承継支援の現状と課題

事業者にとっての事業承継の身近な支援機関には、金

融機関や士業等専門家（税理士、会計士、弁護士、診断

士）、商工会議所等（商工会、商工会議所）、自治体等、

同業者組合、ミラサポ専門家派遣が挙げられる。

事業者側の視点では、身近な支援機関に対して、事業

承継問題を相談したいとする意見と、相談したくないと

いう意見とに二分されている。他方、支援機関側の視点

では、事業承継はセンシティブな問題であること、専門

知識を有していないことから、苦手意識を持っていると

ころが多いことが指摘されている。

【研究目的】

各地域別の事業所数の動向及び事業承継支援に関する

現状を分析し、商工団体及び金融機関による地域別の事

業承継課題の傾向と課題を明らかにする。

【研究方法】

公開されている各種統計等のデータを用いて、まず地

域別の事業所数の推移を比較する。そのうえで、地域別

の商工団体及び金融機関による事業承継支援件数を地域

別に分類することで、各地域の傾向を分析する。

【事業所数の地域別変化と 類型】

都道府県別の直近 年間での事業所数の変化について

表 に示す。また、 事業所数と増減率に着目し、各都

道府県の相対的関係を明らかにする。事業所数と増減率

を 軸として、全国平均値を基準とした 象限にマッピ

ングしたものを図 に示す。

図 より、多くの地域がマップ左下に集中しているこ

とが分かる。すなわち、事業所数が少ない地域ほど、そ

の減少率が高くなっている傾向にあるといえる。しかし、

マップ右下のように、事業所数は全国中央値より低いが、

その減少率が比較的少ない地域も存在する。
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態の中でも高い割合を占める。一般的にも、「事業承継

＝子どもへの承継」として捉えられることが多い。

②内部昇格

親族ではない第三者に対する承継の一形態として、

社内役員や従業員が経営者に昇格することによって承

継する内部昇格がある。企業内で長期間勤務している

従業員に承継する場合には、経営の一体性を保ちやす

いというメリットがある。一方で、後継者候補に株式

取得等の資金力が不足する場合が多いことや、個人債

務保証の引継等で問題が多いというデメリットもある。

③外部招へい

第三者承継の一形態として、企業が能動的に外部か

ら経営者を招く外部招へいがある。幅広く求めること

で経営に対して強い意志を有している後継者候補を招

へいすることも可能である一方で、内部昇格と同様に

資金力の不足や、個人債務保証の引継等の問題もある。

④買収（事業売却： ）

身近に後継者として適任な人物がいない場合でも、

より広く承継候補者を外部に求めることができる。ま

た、現経営者が企業売却による利益を獲得できるとい

うもメリットがある。デメリットとしては、従業員の

雇用や価格等の条件を満たす買手を見つけるのが困難

であること、経営の一体性を保つことが親族内承継や

第三者承継以上に困難であることが挙げられる。

④形態別事業承継の推移

帝国データバンクによる形態別の事業承継の推移を

図 に示す。

 
図 ：形態別事業承継の推移

これによると、事業承継の形態としては依然として親

族内承継が最も高い割合を占めているが、長期的には全

体に占める割合が年々低下していることが分かる。その

反面、内部昇格や外部招へい等の親族外への承継（第三

者承継）や買収（事業売却： ）の割合が上昇してきて

いる。

事業承継支援の現状と課題

事業者にとっての事業承継の身近な支援機関には、金

融機関や士業等専門家（税理士、会計士、弁護士、診断

士）、商工会議所等（商工会、商工会議所）、自治体等、

同業者組合、ミラサポ専門家派遣が挙げられる。

事業者側の視点では、身近な支援機関に対して、事業

承継問題を相談したいとする意見と、相談したくないと

いう意見とに二分されている。他方、支援機関側の視点

では、事業承継はセンシティブな問題であること、専門

知識を有していないことから、苦手意識を持っていると

ころが多いことが指摘されている。

【研究目的】

各地域別の事業所数の動向及び事業承継支援に関する

現状を分析し、商工団体及び金融機関による地域別の事

業承継課題の傾向と課題を明らかにする。

【研究方法】

公開されている各種統計等のデータを用いて、まず地

域別の事業所数の推移を比較する。そのうえで、地域別

の商工団体及び金融機関による事業承継支援件数を地域

別に分類することで、各地域の傾向を分析する。

【事業所数の地域別変化と 類型】

都道府県別の直近 年間での事業所数の変化について

表 に示す。また、 事業所数と増減率に着目し、各都

道府県の相対的関係を明らかにする。事業所数と増減率

を 軸として、全国平均値を基準とした 象限にマッピ

ングしたものを図 に示す。

図 より、多くの地域がマップ左下に集中しているこ

とが分かる。すなわち、事業所数が少ない地域ほど、そ

の減少率が高くなっている傾向にあるといえる。しかし、

マップ右下のように、事業所数は全国中央値より低いが、

その減少率が比較的少ない地域も存在する。

地域 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年 地域 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年
北海道 滋賀
青森 京都
岩手 大阪
宮城 兵庫
秋田 奈良
山形 和歌山
福島 鳥取
茨城 島根
栃木 岡山
群馬 広島
埼玉 山口
千葉 徳島
東京 香川
神奈川 愛媛
新潟 高知
富山 福岡
石川 佐賀
福井 長崎
山梨 熊本
長野 大分
岐阜 宮崎
静岡 鹿児島
愛知 沖縄
三重 全国  

表 ：都道府県別事業所数の推移

図 ：事業所数と増減率の 象限マッピング

【機関別支援数の地域別変化と 類型】

事業承継支援については、外郭団体である商工団体に

よる支援と、金融機関による活動が公開されている。こ

の 機関による支援活動の概要について以下に述べる。

①商工団体による事業承継支援

国は、平成 年度から、後継者不足に悩む中小企業・

小規模事業者に対して「第三者への承継」を支援するた

めに、産業競争力強化法第 条に基づく認定支援機関

（各都道府県に か所）「事業引継ぎ相談窓口」および「事

業引継ぎ支援センター」を設置し、支援を行ってきた。

事業引継ぎ相談窓口では、事業承継等に関する情報提

供や助言等を行っており、事業引継ぎ支援センターでは

上記に加えて、後継者不在の事業者と後継候補者のマッ

チング業務等、平成 年 月からは後継者不在の小規模

事業者と起業家をマッチングする「後継者人材バンク事

業」を開始している。

下図は、事業開始以降の相談件数および事業引継ぎ件

数の推移を示している。事業開始年度の平成 年度以降、

右肩上がりの増加傾向にある。

図 ：事業引継ぎ支援センター相談件数の推移

事業引継ぎ支援センターへの相談件数とその増加率に

ついて、都道府県別に分析を行った結果を表 に示す。

平成27年度 平成28年度 増減率 平成27年度 平成28年度 増減率
全国 福井
北海道 滋賀
青森 京都
岩手 奈良
宮城 大阪
秋田 兵庫
山形 和歌山
福島 鳥取
茨城 島根
栃木 岡山
群馬 広島
埼玉 山口
千葉 徳島
東京 香川
神奈川 愛媛
新潟 高知
長野 福岡
山梨 佐賀
静岡 長崎
愛知 熊本
岐阜 大分
三重 宮崎
富山 鹿児島
石川 沖縄

相談件数
センター センター

相談件数

表 ：独立法人中小企業基盤整備機構「平成 年度に認定支援

機関が実施した事業引継ぎ支援事業に関する事業評価報告」お

よび「平成 年度に認定支援機関が実施した事業引継ぎ支援事

業に関する事業評価報告」より筆者作成

②地域金融機関による事業承継支援

中小企業庁が明らかにしている地域金融機関の中小企

業に対する経営支援の具体的取組状況について図 に示

す。

等の事業承継支援は、中小企業に対する経営支援活

動の中では中程度の取組み状況であるが、専門的知識を

必要とし苦手意識を有する機関も多いとする先行研究結

果にもあるように、その担い手の中心は地方銀行である

ことが分かる。

したがって、本稿では地方銀行の活動に焦点を当てる
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ものとする。

図 ：地域金融機関の中小企業支援活動

地方銀行への相談件数とその増加率について、都道府

県別に分析を行った結果を表 に示す。

北海道 東京 滋賀 香川
青森 神奈川 京都 愛媛
秋田 新潟 大阪 高知
山形 山梨 奈良 福岡
岩手 長野 和歌山 佐賀
宮城 富山 兵庫 長崎
福島 石川 鳥取 熊本
群馬 福井 島根 大分
栃木 静岡 岡山 宮崎
茨城 岐阜 広島 鹿児島
埼玉 愛知 山口 沖縄
千葉 三重 徳島 全国  

表 ：地方銀行の事業承継相談件数（都道府県別）

これまでの都道府県別事業引継ぎ支援センターの相談

件数と地方銀行の都道府県別相談数を 軸にしてマッピ

ングしたものを図 に示す。

図 ：都道府県別事業承継相談件数の比較

都道府県別の相対的位置関係から、概括的ではあるが、

①商工団体中心型、②地方銀行中心型、③支援不十分型、

④支援充実型の特徴が明らかにされている。

【考察・今後の展開】

研究結果より、全国的に事業所数が減少傾向にあり、

その中でもより事業所数が少ない地域においてその減少

率が大きいことが明らかになった。地方別で見ると東北、

中部、中部、中国、四国、九州に該当する地域が集中し

ており、特に東北地方においては宮城を除くすべての県

が、事業所数が少なくかつ減少率が高いエリア（図 左

下）に分類された。

事業承継支援に関しては、全国的に外郭団体である商

工団体よりも地方銀行による支援が中心である地域が多

い。このことから、事業承継支援による地域の活性化を

目指すうえで、地域金融機関の影響力は大きいといえる。

今後は、地域の経済規模や人口構造、産業構造等の地

域性との関連を組み合わせた研究を行っていく。

【引用・参考文献】

杉浦慶一， 年，「地方銀行による地域密着型金融

の推進と ・事業承継支援業務」

独立法人中小企業基盤整備機構， 年，「平成

年度に認定支援機関が実施した事業引継ぎ支援事業

に関する事業評価報告」

独立法人中小企業基盤整備機構， 年，「平成

年度に認定支援機関が実施した事業引継ぎ支援事業

に関する事業評価報告」

総務省， 年，「平成 年経済センサス」

総務省， 年，「平成 年経済センサス」

総務省， 年，「平成 年経済センサス」
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ものとする。
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被災地復興に再生可能エネルギーが果たす役割についての考察―福島県内 地域の事例から

小澤はる奈（環境自治体会議環境政策研究所）・白井信雄（山陽学園大学）

： 再生可能エネルギー、市民共同発電、被災地復興、福島県

【はじめに】 
東日本大震災とこれに伴う原発事故の衝撃、その後の再

生可能エネルギー固定価格買取制度（ ）の施行により、

年以降、我が国における再生可能エネルギー（以下、

再エネ）への関心は一気に高まった。 による再エネ導

入件数は被災地 県ともに活発化しており、特に福島県で

は 以上の太陽光発電導入件数で全国 位となっている

（白井 ）。また福島県内では市民共同発電の設置数が

年に急増し、第 位の長野県に次いで第 位となった

（豊田 ）。こうしたことから、各セクターでの再エネ

への関心が特に高いと考えられる。

本研究では福島県内での再エネ導入の取り組み主体がど

のような目的・手法で事業を実施しているのか、地域内外

の主体との関与状況はいかなるものかを明らかにし、再エ

ネ導入が被災地の復興にどのような影響を与えているのか

を考察する。

【研究方法】

福島県内の４地域（いわき、南相馬、白河、会津）に

て行政と民間団体による再エネ関連の取り組みについて

インタビュー調査を実施した。調査は 年 月から同

年 月にかけて現地を訪問し実施した。インタビューで

得られた情報は関連研究で提示された再エネ取り組みの

目的（①エネルギーの自治、②対話とネットワーク、③

地域経済の自立、④公正、安全と環境共生）に沿って整

理した。本稿ではこのうち主に民間団体による取り組み

を対象として考察する。

【研究結果】

                                                   
白井（ ）は福島県を除く各地の再エネ取り組み主体

のヒアリング調査結果をもとに、この つに加え「⑤主

体の自立・共生」を含む５項目を「再エネ取り組みの目

的」とし、項目ごとに達成すべき事項を つずつ計 の

「アジェンダ」として整理した。今回の調査対象団体に

おいては震災及び原発事故により大きな意識転換を迫ら

れ、自立・共生意識が高まったことが再エネ取り組みの

契機の一つとなったことが窺えた。「⑤主体の自立・共生」

は取り組みの目的ではなく寧ろ出発点と位置付けられる

ため、今回の分析では本項目を削除した。

１． 地域の再エネ取り組み概要

調査対象とした 地域での取り組み概要とその特徴は

以下の通りである。

いわき（いわきおてんと 企業組合）

いわきおてんと 企業組合は、オーガニックコット

ン、復興スタディツアー、コミュニティ電力の 本柱で

いわき地域の復興まちづくりに取り組んでいる。 年

以降に実施された東京を拠点とする が主催する交流

会をきっかけとして、震災前からいわき市を拠点に

活動等に取り組んでいた市民が集まり、「いわきおてんと

プロジェクト」としてスタートした。 年度に総

務省の緑の分権改革事業に採択され、 年 月には企

業組合として法人格を取得した。関係者がいわきの再生

に何が必要かを議論していく中で、耕作放棄地・農業の

再生、観光の再生、原発事故を踏まえた再エネという３

つのテーマに論点が絞られたことを受け、現在の活動の

柱が生まれた。

年に遊休地を開墾して計 の太陽光発電設備

を設置した。作業の担い手は首都圏から集まったボラン

ティアであった。その後、市内外の複数箇所に太陽光発

電を設置するとともに、再エネに関する学習活動にも力

を入れている。

県の補助事業を活用し、太陽光発電、風力発電、廃食

用油発電の設備など様々な再エネ設備を搭載した「再エ

ネ電源カー・おてんと号」を製作し、これを用いて全国

各地で「自然エネルギー学校」「自然エネルギー青空教室」

を開催している。電源カーを展示・説明して再エネの仕

組みを伝えるだけでなく、音楽イベントなどに電源供給

も行う。この時、イベントに必要な電源容量を主催者と

話し合うことで、イベント主催者もエネルギー使用量を

具体的に考えられるよう意識喚起をしている。「自分たち

でも再エネに取り組めること、コンセントの先（発電方

式）を考えること」を伝えたいという目的のためである。

また市内外の小学校で出前授業を実施し、太陽光パネ

ルの手作り体験、そのパネルを活用したオフグリッド型

の防犯灯の設置などのプログラムを展開している。出前

授業で太陽光発電のことを学んだ子供たちがネパール地

震で被災した地域に発電キットを製作して送るというボ
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ランティア活動も行われている。現在では現地での発で

設備設置や学習用具の支援などにも取り組んでいる。ア

フリカ地域の国々との交流も始まっている。

南相馬（一般社団法人えこえね南相馬）

震災後、南相馬市内で開業していた産婦人医院が開始

した線量測定と除染活動をベースに、 年から農業再

生と再エネの活用により地域の復興を目指す活動を開始

し、 年３月に一般社団えこえね南相馬として法人格

を取得した。

法人設立から２年程度で小水力発電やソーラーシェア

リング（営農型発電）に関する調査、再エネに関する意

識調査などを実施した。その後、原子力災害による影響

での農業への減収を補う「半農半電」のモデルとしてソ

ーラーシェアリングを市内の農地に広げる活動を中心に

取り組んでいる。

南相馬市原町区のみなし農地（登記上は雑種地）に

のパイロットプラントを設置したのを皮切りに、これま

で同区太田地区および大甕地区内に計 カ所のソーラー

シェアリングを設置している。分散型の設備全体を称し

て「南相馬ソーラーヴィレッジ」と名付けている。総設

備容量は であり、 年の年間発電量は約 千

であった。

ソーラーシェアリングは、農地に支柱を立てその上に

太陽光パネルを設置し、営農しながら発電を行う仕組み

を指す。農地への工作物設置は農地法により原則禁止さ

れているが、農林水産省は 年に支柱基礎部分の農地

の一時転用によりソーラーシェアリングを認める旨の通

達を出している。

南相馬ソーラーヴィレッジでは、設備設置費用の３分

の１を農地を所有する農家が負担し、残りを地元金融機

関からの借入れと補助金で調達した。えこえねメンバー

を中心とするボランティアの手作業でパネルを設置し、

発電した電気は で東北電力に売電している。えこえ

ねは設置農家に対して売電収益の中から相場より高い地

代を支払っており、農家の収入増に貢献している。パネ

ルの下ではカボチャや大豆などが栽培されており、農家

とともにソーラーシェアリングに適した品種の検討も行

っている。

ソーラーシェアリングの設置にあたり、資源エネルギ

ー庁の再生可能エネルギー発電設備等導入促進復興支援

補助金（半農半エネモデル等推進事業）を活用したが、

これは売電収益の半分をふるさと再建事業に充てること

が条件であった。そのためえこえねでは、菜の花を使っ

て農地の除染と農業再生に取り組む南相馬農地再生協議

会に対して約 万円を拠出した。ソーラーシェアリン

グの売電収益は、放置圃場での菜の花栽培と菜種油製造

に活用されている。

白河（白河地域再生可能エネルギー推進協議会）

年 月、中小企業同好会白河地区に参加していた

有志により、再エネを軸に震災後の地元産業の育成・雇

用の確保について検討する「白河地域再生可能エネルギ

ー推進協議会」が発足した。震災後間もなく制度化され

た にビジネスチャンスを見出したことが契機となっ

たものである。協議会には白河地域内の中小企業を中心

に約 社が参加し、再エネに関する学習を重ねていった。

同時期に市役所企業立地課にエネルギー班が設置され、

協議会の事務局業務を担当することとなった。

協議会の活動を通じて事業化への関心を高めた数社が

出資し、 年 月に白河エナジー株式会社が設立され

た。太陽光発電設備の設置・売電事業と、再エネ等に関

するセミナー、イベントの開催を主な事業として実施し

ている。白河エナジーとして太陽光発電設備の設置・売

電事業を行う他、役員の会社ごとに独自で類似の事業を

展開している。

白河エナジーとしては白河市内を中心とする遊休地や

事業所屋根に カ所（合計 ）の太陽光発電設備を

設置し による売電で収益を得ている。

また子どもたちへの環境教育に取り組むため、座学と

工作を含むプログラムを作成し、地元小学校への出前授

業や親子レクを実施している。環境教育の実施に際して

は、いわきおてんと 企業組合の協力を得ることもあ

る。

協議会としては （ ）への関

心も高めている。 標準化の流れに地元の住宅関連企業

が乗り遅れることへの危機感があり、地元工務店を集め

た勉強会を開催するなど新たなビジネスチャンスを活か

すための動きを進めている。

会津（会津電力 株 ）

震災後、原発事故の風評により農業や従来の商売を続
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ランティア活動も行われている。現在では現地での発で
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シェアリングを設置している。分散型の設備全体を称し

て「南相馬ソーラーヴィレッジ」と名付けている。総設
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心も高めている。 標準化の流れに地元の住宅関連企業

が乗り遅れることへの危機感があり、地元工務店を集め
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けていけるかどうか、会津地域の豊かな自然・森林資源

の回復に何が必要かがを話し合われ（ふくしま会議 ）で、

エネルギーの自立に取り組むべきとの方向性が見いださ

れ、会津自然エネルギー機構として組織化された。これ

を母体に、発電事業の実働部隊として 年 月に会津

電力株式会社が設立された。法人の設立や事業立ち上げ

に際しては東京のエネルギー関連シンクタンクの支援を

受けた。

第 期事業として設備容量１ のメガソーラー発電所

を喜多方市雄国地域の雑種地に建設し、 年 月より

稼働を開始している。「雄国発電所」と名付けられ、一般

家庭約 世帯分に相当する発電量がある。発電した電

気は東北電力に売電していたが、 年 月には生活ク

ラブエナジーへの電力供給を開始し、再エネを求める消

費者への販路を獲得した。売電収入は地権者への地代支

払いや借入金の返済に充てる他、新規事業への投資を行

っている。

雄国発電所の敷地内に、普及啓発のための施設として

「雄国大学」を設置し、見

学受入や再エネに関する

講座実施などに活用して

いる。地元公民館や小学校

による見学や、出前授業な

ども行っている。県外から

の関心も高く、大学のゼミ

合宿等でも利用されてい

る。

分散型太陽光発電所を

設置する法人としてアイ

パワー株式会社、アイパワ

ーアセット株式会社を別

途設立している。発電所の

近隣地域には寄付をして

おり、災害などの緊急時に

は地域住民が利用できる

非常用コンセントを提供

するなど、地域貢献のため

の施設であることを強く

意識している。市民ファン

ドを活用して設置された

設備もあり、 年度末

には カ所（ ）の

発電所が設置され、メガソーラーと合わせると一般家庭

世帯分に相当する発電量となっている。

太陽光発電事業の収益で、農業用水路を活用した小水

力発電、風力発電などの新たな事業も計画されている。

風力発電に関しては県の阿武隈地域風力発電事業の仮事

業者に選定されており、 年ごろまでに稼働させる予

定である。また、雄国発電所付近の畑でブドウを栽培し、

発電した電気を使ってワインを製造する事業や森林整備

とバイオマスエネルギー事業など、新規事業の計画も動

き始めている。

２．比較分析結果

再エネ取り組みで達成する つの目標と のアジェン

ダ にそって、地域の取組アジェンダを比較した（表 ）。

すべての地域の取り組みが志向していたのは、「

事業を担う組織を形づくる（企画・調整・支援を行う組

織、中核的事業、地域新電力）」、「 不特定多数が関

心を持って参加し、さらに学習を継続する機会をつくる」、

「 （地場企業、市民ネットワーク、地域組織、大学

                                                   
会津電力株式会社

目標 アジェンダ いわき 南相馬 白河 会津

再生可能エネルギーを入口として目指す社会の姿や

理念を共有する
○ ○ ○

事業を担う組織を形づくる（企画・調整・支援を行う組

織、中核的事業、地域新電力）
○ ○ ○ ○

省エネルギーや熱供給・輸送燃料等も含めて包括的

なエネルギー自治に取り組む
△ △

不特定多数が関心を持って参加し、さらに学習を継続

する機会をつくる
○ ○ ○ ○

（地場企業、市民ネットワーク、地域組織、大学等の）

異質な主体をつなぐ・巻込む
○ ○ ○ ○

「外の力」の持つ専門性を上手く活かしながら、「内の

力」を高める
○ ○ ○

(3-1)地域内でお金をまわす（資金調達、設備投資、維持管

理、移入、移出代替）
○ ○ ○

(3-2)再生可能エネルギーを活かすコミュニティ・ビジネスを

起こす（意欲を高める）
○ ○ ○

(3-3)地域内でのボランタリーな交換・融通を活発化させる ○

(4-1)恵みを公平にわかちあい、地域の福祉に活かす ○ △ △

非常時に使える電源・燃料とし、災害への抵抗力を高

める
○ ○ ○ ○

地域内の環境問題、地球規模の問題に貢献する（も

のとして位置づけ、大義とする）
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表1　4つの目標と12のアジェンダ比較

凡例：○＝該当する活動が実践されている　△＝該当する活動を実施予定または構想あり
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等の）異質な主体をつなぐ・巻込む」、「 非常時に使

える電源・燃料とし、災害への抵抗力を高める」の ア

ジェンダであった。

いずれの地域でも志向していなかったのは「 地域

内の環境問題、地球規模の問題に貢献する（ものとして

位置づけ、大義とする）」であった。福島県以外の先進地

域ではこの項目が重視されることが多い（白井、 再

掲）のに対し、特徴的な結果と言える。福島県内では震

災復興やなりわいの再建など、地球環境問題に比べ緊急

性・深刻性が高いと感じる傾向の高い課題の存在が大き

かったことが影響していると考えられる。

【考察】

福島県内では上記 団体以外にも様々な団体が再エネ

取り組みを進めている。本調査で捉えたのは一部の状況

に過ぎないが、今回の対象団体の取り組みから明らかに

したことを以下に述べる。

①原発事故への関与とエネルギー問題の捉え方

白河では をビジネスチャンスと捉えて動き出した

のに対し、いわき・南相馬・会津の団体では原発の代替

手段として捉え、エネルギーの自立を強く意識していた。

いわき・南相馬は福島第一・第二原発が立地する浜通

り地方にあり、原発関係の産業従事者が多い地域であっ

た。南相馬は原発事故後、元は 万人を超えていた人口

が一時 万人程度まで減少、逆にいわきでは事故後に

万人程度人口が増加したと推定されており、いずれの地

域も原発事故により市民生活に多大な影響が生じた。会

津は事故による直接的被害は受けなかったが、一次産業

が盛んな地域であったがために風評被害への懸念が強か

った。また原発近隣自治体の避難者を多く受け入れ、被

災自治体の仮役場が設置されるなど、被災者の辛苦を目

の当たりにする機会が多かったことも、脱原発意識を高

めることに繋がったと考えられる。

白河では事故の直接的被害を受けなかったこと、放射

性物質の影響を受ける一次産業のウエイトが小さかった

ことから、原発への忌避感より産業の衰退に対する懸念

が強く表れたと考えられる。

原発との関わり方や事故による影響の大きさが、再エ

ネ取り組みの位置づけに作用したと言える。

②外部専門家の関与

地域の活動では、共通して創設期に外部専門家の支援

が働いていた。震災後、被災 県にはプロ・アマ問わず

全国各地から多数のボランティアが入った。普段は関わ

ることのない地域外の専門家と繋がり、コミュニケーシ

ョンをとる中で再エネという手段が見いだされ事業化に

至ったことは、震災を経て地域が得た大きな財産であっ

たと言えるだろう。かつ事業を通して住民が地域の自立

を志向するようになったことは意義深い。

③域内の一般住民の関与

外部専門家の存在が大きかった一方で、各地域とも地

元住民や行政の関与は大きくない。いずれの地域も域内

住民の参加や学習を事業目的の一つに掲げてはいるがそ

の実現は一部にとどまり、再エネ取り組みへの参加が広

がっていないのが現状である。

しかし、福島県民の再エネに対する意識が低いわけで

はない。東日本大震災の被災地と被災地以外の住民意識

を分析した アンケート調査によれば、福島県民の脱

原発・再エネ支持の意識は他地域に比べし原発事故後に

顕著に増加していたことが示されている（白井 再掲）。

すなわち、一般住民も再エネに対する関心を高く持って

いるが、気軽に関与できる機会が十分にないため、ミス

マッチが生じていると指摘できる。

南相馬では、新たに生ごみを収集しバイオガス発電と

肥料製造を行う事業を計画しており、これが実現すれば

多くの地域住民が再エネに関わることができるようにな

る。このほか、地元住民が再エネ電気を購入できる地域

新電力の設立など、日常の生活の中で再エネに関わる仕

組みを構築することで、地域内で多様な主体との連携が

深まり、再エネ事業の効用がより高まることが期待でき

る。地元行政が積極的に関与し、さらに信頼性を高め持

続的な仕組みとすることも必要であろう。

調査対象とした 地域では、震災及び原発事故の衝撃

や外部専門家との接触を契機として、再エネへの取組が

外発的に発展してきた。今後は地域住民をより広く深く

巻き込み、内発的に発展していくことを期待したい。
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等の）異質な主体をつなぐ・巻込む」、「 非常時に使

える電源・燃料とし、災害への抵抗力を高める」の ア

ジェンダであった。

いずれの地域でも志向していなかったのは「 地域

内の環境問題、地球規模の問題に貢献する（ものとして

位置づけ、大義とする）」であった。福島県以外の先進地

域ではこの項目が重視されることが多い（白井、 再

掲）のに対し、特徴的な結果と言える。福島県内では震

災復興やなりわいの再建など、地球環境問題に比べ緊急

性・深刻性が高いと感じる傾向の高い課題の存在が大き

かったことが影響していると考えられる。

【考察】

福島県内では上記 団体以外にも様々な団体が再エネ

取り組みを進めている。本調査で捉えたのは一部の状況

に過ぎないが、今回の対象団体の取り組みから明らかに

したことを以下に述べる。

①原発事故への関与とエネルギー問題の捉え方

白河では をビジネスチャンスと捉えて動き出した

のに対し、いわき・南相馬・会津の団体では原発の代替
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り地方にあり、原発関係の産業従事者が多い地域であっ
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白河では事故の直接的被害を受けなかったこと、放射

性物質の影響を受ける一次産業のウエイトが小さかった

ことから、原発への忌避感より産業の衰退に対する懸念

が強く表れたと考えられる。

原発との関わり方や事故による影響の大きさが、再エ
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②外部専門家の関与

地域の活動では、共通して創設期に外部専門家の支援

が働いていた。震災後、被災 県にはプロ・アマ問わず

全国各地から多数のボランティアが入った。普段は関わ

ることのない地域外の専門家と繋がり、コミュニケーシ

ョンをとる中で再エネという手段が見いだされ事業化に

至ったことは、震災を経て地域が得た大きな財産であっ

たと言えるだろう。かつ事業を通して住民が地域の自立

を志向するようになったことは意義深い。

③域内の一般住民の関与

外部専門家の存在が大きかった一方で、各地域とも地

元住民や行政の関与は大きくない。いずれの地域も域内

住民の参加や学習を事業目的の一つに掲げてはいるがそ

の実現は一部にとどまり、再エネ取り組みへの参加が広

がっていないのが現状である。

しかし、福島県民の再エネに対する意識が低いわけで

はない。東日本大震災の被災地と被災地以外の住民意識

を分析した アンケート調査によれば、福島県民の脱

原発・再エネ支持の意識は他地域に比べし原発事故後に

顕著に増加していたことが示されている（白井 再掲）。

すなわち、一般住民も再エネに対する関心を高く持って

いるが、気軽に関与できる機会が十分にないため、ミス

マッチが生じていると指摘できる。

南相馬では、新たに生ごみを収集しバイオガス発電と

肥料製造を行う事業を計画しており、これが実現すれば

多くの地域住民が再エネに関わることができるようにな

る。このほか、地元住民が再エネ電気を購入できる地域

新電力の設立など、日常の生活の中で再エネに関わる仕

組みを構築することで、地域内で多様な主体との連携が

深まり、再エネ事業の効用がより高まることが期待でき

る。地元行政が積極的に関与し、さらに信頼性を高め持

続的な仕組みとすることも必要であろう。

調査対象とした 地域では、震災及び原発事故の衝撃

や外部専門家との接触を契機として、再エネへの取組が

外発的に発展してきた。今後は地域住民をより広く深く

巻き込み、内発的に発展していくことを期待したい。
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Keyword： 地域づくり 主体形成 ネットワーク 自己生態系化 

 

【問題・目的・背景】 

「しあわせな⼈人⼝口減少社会のデザイン」が今後の⽇日本の
⼤大きなテーマとなる。「消滅可能性⾃自治体」と報告された
市町村の中にも、きらりと光る取り組みを⾏行っている⾃自
治体が数多くあり、そのひとつとして徳島県神⼭山町を取
り上げる。  
徳島県神⼭山町は⼈人⼝口約5,500⼈人の典型的な過疎⾼高齢の農

⼭山村だが、近年IT企業などのサテライトオフィス設置や
クリエイティブな移住者の増加により注⽬目されている。
そうした地域づくりの中⼼心にあるのが地域 NPO 等の中
間⽀支援活動である。地域づくり主体がゆるやかにつなが
り、価値観やビジョンを共有しながら全体で地域イノベ
ーションを可能にするネットワークが形成されており、
それを「⾃自⼰己⽣生態系化」という概念を⽤用いて分析したい。  

【研究方法・研究内容】 

2013 年以降、神⼭山町へのフィールド訪問を断続的に⾏行
い、また地域づくり主体へのインタビューやヒアリング
も実施。そこから得た知⾒見をもとに、理論構築を⾏行った。  

 

【研究・調査･分析結果】	 

１）ネットワーク型主体形成 

   今後は⾏行政機関のみで地域に必要な施策やサービスを
⾏行うことは難しくなり、特に農⼭山漁村部では地域内の
様々なアクターとのネットワーク・ガバナンス（つながり
協働⾃自治）の形成が地域の存続にとって重要となる。  
⾏行政機構が独占していたガバナンス領域を住⺠民や地域

のNPO等に解放、また共有し、中央統制に依らないフラ
ットな関係性を⽣生成し、ネットワークの⼒力で地域課題を
解決していくことが求められている。  
そうした際に必要になってくるのが、地域社会の様々な

主体や集団が、地域づくりのビジョンやコア・バリュー
（軸となる価値観）を共有しながら、同時に互いの多様性
や異なる価値観・⾏行動様式、また地域における役割を認め
合いつつ、しかし中央統制に寄らない形で全体としてゆ
るやかなネットワークを形成しながらつながることであ
り、⼀一つの「有機的な地域づくりチームとしてのエコシス
テム」を形成していくありかただと思われる。  
それが今後の地域ガバナンス形成・推進の強⼒力な作法に

なっていくと思われ、そうした地域社会形成アクター間
の有機的なつながりづくりを「ネットワーク型主体形成」
と呼ぶことにしたい。  
セクター間の連携により社会課題を解決し、社会的イン

パクトを協働で達成する取り組みがコレクティブ・イン
パクトとして注⽬目されているが、ネットワーク型主体形
成はその基盤ともなる。  
ネットワーク型主体形成の調整機能を担うのが中間⽀支

援組織であり、地域づくりアクター間の社会関係資本の
媒体となれる独⽴立した組織であることが重要だ。  
しかし中間⽀支援組織は、地域内の各主体とフラットな⽴立

場で向き合い、特定の利益に肩⼊入れせずに、公平さを持っ
て活動できることが重要だ。いわば地域の紐帯として、各
アクターとの間に信頼関係を結び、また中間⽀支援組織そ
のものがアクター間の社会関係資本の媒体となることが
重要である。その意味で、中間⽀支援組織は独⽴立した機関で
あることが望ましいと⾔言える。  
  

２）地域づくり主体の自己生態系化 

地域づくり主体が有機的につながり、全体で意味のある
系を中央統制に依らず⾃自⼰己組織化的に形成している状態
を「地域の⾃自⼰己⽣生態系化」と呼ぶこととしたい。これは、
地域社会を⽣生命体として⾒見るメタファーでもある。そし
て⾃自然⽣生態系には定常状態を維持する動的平衡の⼒力があ
る。地域社会の社会的⽣生態系にも同様の⼒力があり、それは
地域レジリエンスという⾔言葉でも表すことができる。  

写真１  神⼭山町の⾵風景  
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「地域の⾃自⼰己⽣生態系化」プロセスでは全体の情報共有と
フィードバックを媒介し、促進するメカニズムが働いて
いる。その調整機能の中枢を担うのが中間⽀支援組織の働
きである。これにより、公共財としての社会関係資本が地
域社会内に形成される。  
地域の維持機能としての地縁集団（住⺠民組織など）と、

課題解決及び地域イノベーション主体としてのテーマ・
コミュニティ（NPO/事業者など）が、それぞれの得意領
域を活かしながら連結し、そしてそこに上部構造として
の制度・政策主体である⾏行政機構も有機的につながって
いる状態が⾃自⼰己⽣生態系化された地域づくり主体のネット
ワークである。  
各集団内には、同質性の⾼高い強い結びつきである結束型

社会関係資本が働き、また集団間には橋渡し型社会関係
資本がある。さらに上部構造である⾏行政組織との各集団
との結びつきは、橋渡し型の⼀一種である連結型社会関係
資本であると⾔言える（稲葉陽⼆二   2014）。  
そうした集団間の社会関係資本形成を⽇日常的に⾏行い、地

域づくりアクター間の連携を、全体で意味のある⽣生態系
として機能させる紐帯としての役割が中間⽀支援組織には
ある。  
信頼と互酬性に基づく「地域公共財としての社会関係資

本」が地域づくりアクター間に形成されることにより、地
域の⾃自⼰己⽣生態系化が可能になり、またこの⾃自⼰己⽣生態系化
のプロセスにより、公共財としての社会関係資本が維持・
強化されていくのだと考えられる。  
この⾃自⼰己⽣生態系化された地域づくりアクターの関係性

を基盤に、地域レベル／事業レベル／市場レベル／⾏行政
レベルの各ガバナンスをつなぐメタ・ガバナンスとして
のネットワーク・ガバナンスが形成されうる。  
前述した地域レジリエンスの成⽴立要件としては、多様

性・⾃自律分散性・社会関係資本・フィードバックループが
挙げられている（枝廣淳⼦子2015）。  
これは地域の⾃自⼰己⽣生態系化の成⽴立要件とも重なるもの

である。⾃自⼰己⽣生態系化した地域社会においては、⾃自然なヒ
エラルキーはあるが、固定的でなく格差も少ないと考え
られる。  
様々な情報が共有・可視化され、各主体が⾃自律的に⾏行動

しながらも全体最適に向かう活動が地域全体で⾏行われ、
それが政策形成や制度設計につながることにより、断続
的な地域イノベーションとコレクティブ・インパクトの
基盤となる。  
  

３）徳島県神山町の地域創生事例 

徳島県神⼭山町は⼈人⼝口 5,440 ⼈人（2,468 世帯）の典型的な
過疎⾼高齢化した⼭山間地域である（2018 年 2 ⽉月現在）。し
かし近年、IT系企業のサテライトオフィス設置等による
都市住⺠民の移住が増加し、⼤大きな注⽬目を集めている。  
神⼭山町は 1955 年に隣接する５つの村が合併して誕⽣生し

た。1970年に1万3千⼈人以上だった⼈人⼝口が現在は約4割
程度まで減少し、⾼高齢化率も49.5％に達している。  
 

3-‑1  NPO法⼈人  グリーンバレーの活動 

この町の地域再⽣生の
キーパーソンである
NPO 法⼈人グリーンバ
レー理事の⼤大南信也
（64）は、神⼭山町出⾝身
だが若い頃にスタンフ
ォード⼤大学に留学して
いる。神⼭山町に帰郷後、
家業の建設会社を引き
継ぎ実業に勤しむ傍ら、地元の仲間たちとともに地域づ
くりを進めてきた。  
1992 年にグリーンバレーの前⾝身となる「神⼭山町国際交

流協会」を設⽴立。1999年に「神⼭山アーティスト・イン・
レジデンス（神⼭山AIR）」事業を開始した。これは毎年海
外及び国内から 3 名の現代アーティストを招へいし、地
域に滞在しながら⾵風⼟土に即した作品を制作し、地域に遺
していってもらうというもので、以降19年かけて住⺠民⼿手
作りのアート事業として続けられている。  

こうした、現代アートというある種の経済合理性や効率
性といったもので測りえない「精神的価値」を重視する地
域づくりを住⺠民主導で進めたことが、その後の多くのク
リエイターや起業家が移住する基盤となっていった。  
その後、国際交流協会は2004 年にNPO 法⼈人グリーン

写真２  ⼤大南信也⽒氏  

写真３  野外展⽰示の現代アート作品  
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バレーに改組される。グリーンバレーは、「⽇日本の⽥田舎を
ステキに変える」ことをミッションに掲げた。さらには以
下の３つを組織のビジョンとして持つに⾄至った。  
  
（1）「⼈人」をコンテンツとしたクリエイティブな⽥田舎づくり  

（2）多様な⼈人の知恵が融合する「せかいのかみやま」づくり  

（3）「創造的過疎」による持続可能な地域づくり  

  
「創造的過疎」とは、⼈人⼝口減少というマイナスの現実を

与件として受け⼊入れたうえで、クリエイティブな⼈人材を
積極的に誘致することにより⼈人⼝口構成を創造的なものに
変化させ質を上げることにより、地域を根本的に変えて
いこうという考え⽅方である。  
この考え⽅方によれば、起業家、IT  技術者、アーティス

ト、職⼈人といった広義のクリエイティブな⼈人材の移住が
優先されることになる。  
また⼤大南は創造的過疎を「過疎化の現状を受け⼊入れ、過

疎の中⾝身を改善する」ものと定義し、「若者や創造的な⼈人
材の誘致によって⼈人⼝口構成の健全化を図るとともに、多
様な働き⽅方が可能なビジネスの場としての価値を⾼高める
ことによって、農林業だけに頼らない、均衡の取れた、持
続可能な地域を⽬目指す」取り組みであると述べている。  
そして、このような取組により形成される神⼭山という町

についてのポジティブなイメージが、⼀一層都市圏からの
移住希望者を惹きつけることへと寄与している。  
  
3-‑2     移住交流⽀支援事業  

2008年には、町からグリーンバレーに「神山町移住
交流支援センター」の事業が運営委託された。これは、

移住希望者と地域内の空き家や受け入れ集落をつなぎ、

移住人口を増やす取り組みである。 
行政がこうした移住者促進事業を行う場合は、どう

しても平等原則の立場から希望者の受付順に空き家を

斡旋するといったことが起きやすいが、グリーンバレ

ーが行った移住者促進事業では、民間の立場の自由さ

を活かし、むしろ地域が欲しい人材を「逆指名」して

移住してもらうという形になっている。 
こうした都市部からの農山漁村部への移住の場合、

生計を立てていくだけの仕事が地域にあるか、といっ

たことが大きな障害となりやすいが、グリーンバレー

では「自ら仕事を地域で作り出せる起業家人材」や「ネ

ット環境さえあれば、どこでも仕事が可能なクリエイ

ター人材」などに的を絞り、これはという人物がいれ

ば条件の良い空き家物件を最優先して斡旋し、移住後

も地域住民や集落コミュニティとのコミュニケーショ

ンをつなぎ役となるなどの支援を積極的に行ってきた。 
その結果、全体としては人口減少が年々進行してい

る神山町だが、いっぽうグリーンバレーの取り組みに

より町への移住者数が増え始め、2011年には転出者よ
りも転入者の数が上回るという人口の「社会増」を達

成している（図１）。 

3-‑3     サテライトオフィスの展開  
2010年からは、東京に本社を置く ITベンチャー企
業などが、神山町内の古民家を改造したサテライトオ

フィスを設置する動きが始まった。これは、グリーン

バレーが意図的に仕掛けて始まったものではなく、移

住者との交流の中で自然と生まれてきた流れである。 
現在では映像制作や名刺管理、ウェブデザインなど

クリエイティブな職種の16社（2018年3月現在）が
サテライトオフィスを置くようになり、30名を越える
新たな雇用が地域に生み出されている。 

これに伴い、フランス家庭料理や有機ピザレストラ

ンなどの飲食店も移住者の手により新たに町内にオー

プンし、空き家率が多かった町内の商店街にも新たな

活気が生まれつつある。 
 

図１  神⼭山町の社会動態⼈人⼝口の推移  

写真４  古⺠民家を改築したサテライトオフィス  
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3-‑5     まちを将来世代につなぐプロジェクト  
神山町は2015年12月25日に地方創生戦略・人口
ビジョン「まちを将来世代につなぐプロジェクト」を

公開した。この策定作業は、49歳以下の若手町職員お
よび住民等約 30 名からなるワーキンググループの協
働を通じて実施された。 
策定プロセスにおいては実際に地域創生の主体とな

る「担い手の発見」が重視され、意思を持った実行の

主体と、支援・応援関係がともなう戦略づくりに重心

が置かれた。 
 その結果、民間の地域公社として一般社団法人「神山
つなぐ公社」が計画の実施組織として設置された。ま

た、役場内に隔週ベースの課長級の戦略会議体「神山

つなぐ会議」が設置され、官民協働で計画を進めてい

く体制が整備された。 
この創生戦略では、将来人口を小中学校の学年あた

りの人数、生活インフラ、財政等の維持の観点から、

3,000 人を下回らない人口を長期的な目安として設定
している（2060年時点で3,200人程度）。 
その人口規模にむけて、若い世代を中心とした44人

/年の転入（転出抑制を含む）を可能にする住居と受け
入れ体制の整備を、町内各地区のバランスをとりなが

ら、2016年より開始している。 
 同時に町内外の人々にとって、「可能性が感じられる
状況づくり」を大切にすることを詠い、以下の7領域
の活動を進めている。 

 
①	 すまいづくり  
②	 ひとづくり  
③	 しごとづくり  
④	 循環の仕組みづくり  
⑤	 安⼼心な暮らしづくり  
⑥	 関係づくり  
⑦	 ⾒見える化  
 
そして結果として、神山町およびそのつながりの中

に「多様な人材がいる」「よい関係性と、それを支える

場がある」「新しい活動や仕事がほどよく常に生まれて

いる」状態を指向している。また、住民等を対象にし

た生活調査と、その蓄積も同時に進めている。 
 さらに、町外有識者を中心とする客観性の高い評価委
員会を組織し、毎年秋にKPI（重要政策指標）を含む
報告と検証を行う予定となっている。 

4. 神山町における地域の自己生態系化 

農山漁村ならではのゆったりとした風土に加え、自

由さや寛容性、チャレンジ精神を大切にする風土や社

会規範が、新たな地域の魅力になり、その魅力にひか

れ集まってきた移住者や関係人口が持つ「共有価値」

が地域イノベーションの原動力となってきた。 
こうした「場とつながりづくり」を常に重視し、あ

りかたと関係性が生み出す「想定外の化学変化」を柔

軟に受容し、推進するありようが神山町の地域づくり

の特徴とも言える。 
こうした全体のつながりづくりへの努力と変化を生

み出す柔軟さ、そのベースとなる多様性と寛容性の醸

成が神山町における地域の自己生態系化を促す大きな

要因となってきた。そしてそのバックボーン（背骨）

となり、独立性を持って長期的な視野で活動を継続し

てきたグリーンバレーの役割は大変大きなものがあっ

たと言えよう。 
また参加・協働型の地方総合戦略の策定過程から生

まれた「神山つなぐ公社」が、さらにこうした既存住

民と移住者、NPO の動きを行政の制度設計と政策資
金へとつなぎ、地域の全体性をもってネットワーク・

ガバナンスを形成するハブ機能を持ったことで、神山

町の地域創生はまた新たな段階に入ったと考えられる。 
また偶発性を呼び込むような仕掛けを地域住民が主

体となって意図的に行なってきたことが、行政主導の

地域づくりにはない神山町の特徴であったと言えよう。 
 

【考察・今後の展開】 

政府の進める地域創⽣生政策は、「選択と集中」により地⽅方
の産業創出を⽀支援し、⼈人⼝口分散を進めるものだが、地域の
⾃自⼰己⽣生態系化による「つながり協働⾃自治」形成への⽀支援こ
そが、⻑⾧長期的な地域社会の維持にとって重要な政策と⾔言
えよう。  
  
【引用・参考文献】 

・朝⽇日新聞社（2016）『なぜこの町には移住者が集まる
のか  ⼭山に囲まれた徳島県神⼭山町』（Kindle 版）朝⽇日新聞
社  
・NPO法⼈人グリーンバレー・信時正⼈人（2016）『神⼭山プ

ロジェクトという可能性』廣済堂出版  
・篠原匡（2014）『神⼭山プロジェクト』⽇日経BP社  
・徳島新聞社（2017）『“創造的過疎”神⼭山の挑戦   (ニュー

ズブック)  』（Kindle版）学研プラス  
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神戸におけるベンチャーエコシステムの構築に関する考察

松本茂樹（兵庫大学）

： ベンチャーエコシステム、アクセラレーター、地域活性化、震災復興

【問題・目的・背景】 
神戸には阪神淡路大震災の後遺症があり、震災後も

地元経済に大きな影を落としてきた。神戸は、２３年

経った今でも、震災復興のために懸命に取り組んでお

り、神戸からベンチャー企業を排出し、地元経済を活

性化しようとしている。現在、神戸市ではベンチャー

エコシステム構築のため、シリコンバレーに若手

技術者を研修に送り、魅力のあるビジネスプランを立

てた者には、サンフランシスコのアクセラレーターで

ある による投資とメンタリングを行うス

タートアップ支援を始めている。

【研究方法・研究内容】

１．この論文では、これまで神戸で取り組んできたベン

チャー支援策を調査する。次に、神戸において、シリコ

ンバレーのようなベンチャーエコシステムが構築できる

のかについて考察する。

２．研究内容

阪神淡路大震災後からこれまでの神戸におけるベンチャ

ー支援策を述べる。

①阪神淡路大震災からの復興策

年 月 日、神戸を阪神淡路大震災が襲った。神

戸の経済的なダメージは甚大なものであり、震災後の神

戸を復興するために、エンタープライズゾーン構想、神

戸国際マルチメディア文化都市構想、医療産業都市構想

等「創造的復興」を掲げた様々な構想が打ち上げられた。

中でも「エンタープライズゾーン構想」は、神戸ポート

アイランド第 期建設を対象に、関税減免を軸にした規

制緩和で企業を集め、集客施設や医療都市構想との相乗

効果で消費を促すいわゆる特区構想であったが、一国二

制度は認めないという国の判断で実現しなかった。しか

し、 年 月、神戸市と兵庫県は、これにめげずに、

各々産業誘致のための優遇措置を盛り込んだ「神戸起業

ゾーン条例」と「産業復興推進条例」を制定し、地域の

イニシアチブによる経済政策の一歩を踏み出した。

②財団法人阪神・淡路産業復興機構の設立

震災直後、 年 月 日に「産業復興計画」が立て

られ、この復興事業を効果的かつ円滑に実施するために、

同年 月 日に財団法人阪神・淡路産業復興機構が設

立された。地元自治体と民間が、復興を支援する企業や

民間の有識者と連携して、復興事業の支援を加速的に推

進する団体であった。

実施した事業は、特に「外国・外資系企業誘致事業」、

「ベンチャーサポート事業」、「地域産業高度化支援事業」

を事業である。外国・外資系企業誘致事業では、外国・

外資系企業誘致を促進するために「ひょうご投資サポー

トセンター」を運営し、ワンストップサービスで許認可、

進出の祭に必要な情報提供とアドバイスなどを提供した。

「ベンチャーサポート事業」では、「ベンチャー大学校」

において、起業家育成スクールの実施や、「ベンチャーマ

ーケット」を開催して投資家とベンチャー企業のマッチ

ングなどのサポートを行った。「地域産業高度化支援事

業」では、ファッション都市神戸の実現に向けて、地元

企業と協力して、ファッションクリエーター等を育成支

援した。また、デジタルコンテンツのクリエーター育成

支援も行った。この財団は 年の期間を経て 年

月に解散し、残余財産を次の公益財団法人神戸市産業振

興財団に寄付した。

③公益財団法人神戸市産業振興財団について

同法人は、震災前の 年 月に設立され、定款によ

ると「神戸市における事業者の経営革新、人材育成、産

学官連携、創業及び貿易などの促進等により、市内産業

の基盤強化と振興を図り、もって神戸経済の発展に寄与

することを目的とする」とある。この財団は、非常に魅

力あるベンチャー企業支援策をしてきた。

・ ドリームキャッチプロジェクト

神戸市産業振興財団は、起業・創業支援の一環として、

「 ドリームキャッチプロジェクト」という仕組みを

構築した。年に 回ビジネスプランを公募し、神戸ビジ

ネスプラン評価委員会が評価を行ない、認定した将来性

にある企業に対して、必要とする支援措置を行うもので

ある。具体的には、チャレンジオフィスや プラザな

どインキュベーション施設の提供、技術、生産管理、販

路開拓、投資など資金の支援を集中して投入する。実績

は、 年から 年までは、 件を超える応募があ

ったものの、徐々に減少し 年で募集が終了した。

④神戸市の新しい施策 スタートアップを育成するエコ
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システム作りの支援

神戸市産業振興局経済部は、 年からこれまでにな

かったエコシステム作りの支援を始めた。事業としては、

シリコンバレー派遣交流プログラムや、キャリア教育、

アクセラレーションプログラム選考コンテスト、実際の

シードアクセラレーションプログラムがある。アクセラ

レーションプログラムのパートナーにはシリコンバレー

の有力シード投資ファンドである を選ん

だ。

・シリコンバレー派遣交流プログラム

年が初めてになる起業家育成プログラムは、イノ

ベーションが起こり続けているアメリカのシリコンバレ

ーで、有力な企業等を訪問し、現地でビジネスプランを

ブラッシュアップし、ベンチャーキャピタリストの前で

ピッチを行うというものである。

 

 
図 シリコンバレーへの派遣プログラム

訪問企業は、シリコンバレーを代表する企業である

、 、 、 、 や新興の 、

、日本人が起業した 、

である。これに加えて、インキュベーション施設である

、 、ベンチャーキャ

ピタルである 、 とス

タートアップ支援に特化した法律事務所 、コンサル

ティングファーム とシリコンバレーの中心に位

置するスタンフォード大学である。また、研修期間中に

現地でブラッシュアップした

ビジネスプランを、 でピッチし投資の可能

性もある。

・スタートアップコンテスト「

」

年 月から始まった、神戸市アクセラレーション

プログラムに参加する起業家を選出するコンテストであ

る。スタートアップコンテストで選出されたチームは、

神戸スタートアップオフィスにおけるアクセラレーショ

ンプログラムを受けることができる。

・神戸市アクセラレーションプログラム

起業家と大手企業、投資家などからなる新たなコミュ

ニティを生み出すことを目的とし、神戸・三宮の「ミン

ト神戸 」に神戸スタートアップオフィスが開設され

た。専門家によるメンタリングと活動資金の提供を受け

ることができ、プログラムの最後に投資家に向けたピッ

チを開催する。活動資金は ～ 万円で、メンタリング

では事業計画のプラニングやフォローアップがあり、デ

モデイにおいての投資家へのピッチは、ベンチャーキャ

ピタルなどからの資金調達に繋がる。

ここではアクセラレーションプログラムのほか、有識

者を招いて起業家支援のためのセッションやセミナーな

どを開催する。神戸市は、現在の社会にイノベーション

起こしている を始めとしたテクノロジーを活用したス

タートアップの集積・育成を支援する取り組みをはじめ

ている。第 期で選出された チームに対しては、すでに

シードアクセラレーションプログラムを実施しており、

オフォスを拠点に、約 ヶ月間、国内外の民間事業会社か

ら助言を受けられる体制を構築した。シードからアーリ

ー段階の通常の単独活動では、実現できない徹底的な事

業展開をサポートする。プログラムの最後にはベンチャ

ーキャピタルなどを集めたデモデイでピッチを行うこと

で、さらなる資金調達など次の成長ステージへの足掛か

りに繋げていく。

・

年 月、第 期のアクセラレーションプログラムを開

始するにあたり、プログラム対象者を選出する

を開催した。エントリー対象者は、 を活用した

新たなプロダクトやサービスの創出を目指すスタートア

ップで、製品・サービスのプロトタイプが開発中のシー

ド期の最終段階から、製品・サービスが存在し、種数の

ユーザーが確保されているアーリー期の前期から中盤段

階のステージにある起業家である。選考基準は図 ２のよ
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システム作りの支援

神戸市産業振興局経済部は、 年からこれまでにな

かったエコシステム作りの支援を始めた。事業としては、

シリコンバレー派遣交流プログラムや、キャリア教育、

アクセラレーションプログラム選考コンテスト、実際の

シードアクセラレーションプログラムがある。アクセラ

レーションプログラムのパートナーにはシリコンバレー

の有力シード投資ファンドである を選ん

だ。

・シリコンバレー派遣交流プログラム

年が初めてになる起業家育成プログラムは、イノ

ベーションが起こり続けているアメリカのシリコンバレ

ーで、有力な企業等を訪問し、現地でビジネスプランを

ブラッシュアップし、ベンチャーキャピタリストの前で

ピッチを行うというものである。

 

 
図 シリコンバレーへの派遣プログラム
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置するスタンフォード大学である。また、研修期間中に

現地でブラッシュアップした

ビジネスプランを、 でピッチし投資の可能

性もある。

・スタートアップコンテスト「

」

年 月から始まった、神戸市アクセラレーション

プログラムに参加する起業家を選出するコンテストであ

る。スタートアップコンテストで選出されたチームは、

神戸スタートアップオフィスにおけるアクセラレーショ

ンプログラムを受けることができる。

・神戸市アクセラレーションプログラム

起業家と大手企業、投資家などからなる新たなコミュ

ニティを生み出すことを目的とし、神戸・三宮の「ミン
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た。専門家によるメンタリングと活動資金の提供を受け

ることができ、プログラムの最後に投資家に向けたピッ

チを開催する。活動資金は ～ 万円で、メンタリング

では事業計画のプラニングやフォローアップがあり、デ

モデイにおいての投資家へのピッチは、ベンチャーキャ

ピタルなどからの資金調達に繋がる。

ここではアクセラレーションプログラムのほか、有識

者を招いて起業家支援のためのセッションやセミナーな

どを開催する。神戸市は、現在の社会にイノベーション

起こしている を始めとしたテクノロジーを活用したス

タートアップの集積・育成を支援する取り組みをはじめ

ている。第 期で選出された チームに対しては、すでに
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オフォスを拠点に、約 ヶ月間、国内外の民間事業会社か

ら助言を受けられる体制を構築した。シードからアーリ

ー段階の通常の単独活動では、実現できない徹底的な事

業展開をサポートする。プログラムの最後にはベンチャ

ーキャピタルなどを集めたデモデイでピッチを行うこと

で、さらなる資金調達など次の成長ステージへの足掛か
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図 アクセラレーションプログラム選考基準

チームの優秀度 チームメンバーが優秀でバランスがよいか

神戸での親和性 神戸において事業活動が根付く可能性があるか
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の起業家支援に欠けていたアクセラレーションプログラ
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供する投資会社のことで、文字通り企業の成長を加速さ
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２．「ベンチャーエコシステム」の構築を目標にしている

ところが先進的である。

シリコンバレーで次々とイノベーションが起こり続け

るのは、エコシステムが働いているからである。

①エコシステム（生態系）について

科学ジャーナリストの垂水雄二氏によるとエコシステ

ム（生態系）とは、「一定の場所に住む全生物とその環境

を、物質循環とエネルギーの流れに注目して１つのまと

まりとして捉えたもの。生産社・消費者・分解者・無機

的環境の つが基本的な構成要素である。海洋、湖沼、

河川、森林、草原、砂漠、都市などが代表的な生態系で

あるが、数滴の水たまりから地球や宇宙まで、様々なレ
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ベルの生態系がありうる。」とある。これをシリコンバレ

ーに当てはめて考えてみた。

「シリコンバレーのエコシステムとは、（一定の場所

シリコンバレーに住む、（全生物）世界中から来た多様で

パッションのある起業家、ベンチャー企業、イノベーシ

ョンを貪欲に取り込みながら成長する大企業（ 、

、 、 等）、個人エンジェル、ベン

チャーキャピタル、インキュベーター、アクセラレータ

ー、ベンチャー企業に特化した弁護士事務所、会計事務

所と（その環境）スタンフォード大学、カリフォルニア

大学バークレー校、カリフォルニア大学サンフランシス

コ校医科大学等の有力な大学、起業家をリスペクトする

風土、失敗を許容する文化、高い リテラシー、組織を

超えた信頼できる強いネットワーク、オープンイノベー

ションの進行を、（物質循環とエネルギーの流れ）投資か

ら や の出口、そして再投資に着目して つのま

とまりとして捉えたもの。」

図 のスタートアップ・エコシステム図では、ステー

クホルダーが数多く存在し、それぞれが有機的に繋がり

大きな生態系を構築している。

 
図 スタートアップ・エコシステム

②神戸のベンチャーエコシステムについて、ミントビル

神戸で実現している。

神戸は、ベンチャーエコシステムの構築を始めたばか

りであり、シリコンバレーのエコシステムと比べるまで

もなく、ステークホルダーが圧倒的に少ない。しかし、

シリコンバレーの が“

”と称しているように、ミントビル神戸の中で

によるアクセラレーションプログラムを行って

いることが、規模は小さいがエコシステムがそこに実現

していると考える。これを拡大していくことが次のステ

ップになる。

 

図 ミントビル神戸でのベンチャーエコシステム

④今後の展開

年、神戸市はふるさと納税を活用して、「谷上プロ

ジェクト」を開始した。これは、神戸市北区の谷上に、

社がシリコンバレーの起業文化を持ち込もうと

するもので、全国の起業家ネットワークのハブになろう

としている。今後、神戸におけるこの取組を調査研究し

ていきたい。

【引用・参考文献】

・松本茂樹 年 創生社 地域創生～これから何を

なすべきか、第７章 震災復興策としての起業家支援

・ 年 シリコンバレーのエコシス

テムって何？

・ ’ 年

シリコンバレーのエコシステムをこう理解してみた

・ について

シリコンバレーを拠点に世界 ヶ国以上 社以上

に出資を行っており、 、 などの評価額

億ドルを超える企業やグーグルが買収した 、マ

イクロソフトが買収した への投資が有名である。

や を育てた と並び大きな成

果を出しているシード投資ファンドで「アクセラレータ

ー」と呼ばれる。
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地域イベントにおける情報発信効果の分析（第４報）

山下 幸裕（名古屋経済大学）

： 地域イベント、情報入手経路、情報発信

【研究の目的】 
本研究の目的は、第 報、第２報、第 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

たかを調査することである 。本稿における地域

イベントとは、宮木 や梶谷 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。

地域イベントを開催するにあたり、懸念される問題の

一つとして、来場者の確保が挙げられる。イベントに多

くの人を誘客するためには、効果的な情報発信活動が必

要であるが、本稿が対象とする地域イベントにおいて、

イベント主催者が情報発信活動に割けるリソース（人・

物・金）は限られる。

情報発信活動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。このように情報発信活動には多

くの手段があるが、イベント主催者は、情報発信活動に

割けるリソースが限られているため、情報発信手段を取

捨選択し、効率的に情報発信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】

本研究が対象としている地域イベントは、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）。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」が発足され、この「竹の子まつり」は、「灯岩そうせ

い会」が中心に企画・運営されている。 
本研究が対象としている「竹の子まつり」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

子をはじめ山菜等の地産品を販売し、また竹細工や竹馬

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することで、地域

部外者に対しポジティブな印象を与え、灯台笹・岩本町

の活性化を目指す活動であるため、地域イベントといえ

る。

石川県

金沢市

白山市加賀市

輪島市

七尾市

小松市

能美市

灯台笹町

岩本町

 

図 1 灯台笹町と岩本町の位置 

調査の概要

第４回竹の子まつりは、灯岩そうせい会によって2017
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）。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 2017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 283件 

 
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、①属性に関する

項目、②情報入手に関する項目、③イベントの評価に関

する項目、④町の認知・印象に関する項目から構成した。

詳細は以下の通りである。 
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①アンケート回答者の属性に関する質問項目 
 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 

②情報入手経路に関する質問項目 
 どのようにして竹の子まつりを知ったか 

③イベントの評価に関する項目 
 竹の子まつりの参加目的 
 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） 

③灯台笹町・岩本町に関する質問項目 
 認知度 
 印象（自由記述） 

 
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（ 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の知り

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（ 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

年 月号に記事を掲載

− 能美市役所が毎月発行する広報能美

年 月号に記事を掲載

− 能美の まつり 春

− 能美市役所のホームページ：地域おこし

協力隊主催「移住交流ツアー」

− 能美市地域おこし協力隊・大武隊員主催

の移住交流ツアー

 新聞

− 北國新聞に竹の子まつりに関する記事が

掲載

 フェイスブック（ ）

− 月 日から情報発信

 灯台笹・岩本町の近隣にある北陸先端科学技術

大学院大学（ ）にメール

− 総務課から大学関係者にメールを

依頼

 能美市内放送（防災無線）

【研究・調査･分析結果】

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 に

示す。初めてきた回答者が145名（51.2％）と一番多

く、次いで、何度か来ている回答者が 99 名（35％）、

毎回来ている回答者が 38 名（13.4％）という順であ

った。 

表 竹の子まつりの参加経験

 度 数 パーセント 

初めて 145 51.2 

何度か 99 35.0 

毎回  38 13.4 

欠損値  1 0.4 

アンケート回答者の性別を表 に示す。回答者は、男

性が 名（ ％）、女性が 名（ ％）であった。

表 回答者の性別

 度 数 パーセント 

男 性 111 39.2 

女 性 169 59.7 

欠損値 3 1.1 

回答者の年代の内訳を表 に示す。一番多かった年代

は、 代（ 名、 ％）で、次いで 歳以上（ 名、

％）、 代（ 名、 ％）、 代（ 名、 ％）の

順であった。
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 次回の参加の有無 
 意見（自由記述） 

③灯台笹町・岩本町に関する質問項目 
 認知度 
 印象（自由記述） 

 
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（ 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の知り

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（ 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

年 月号に記事を掲載

− 能美市役所が毎月発行する広報能美

年 月号に記事を掲載

− 能美の まつり 春

− 能美市役所のホームページ：地域おこし

協力隊主催「移住交流ツアー」

− 能美市地域おこし協力隊・大武隊員主催

の移住交流ツアー

 新聞

− 北國新聞に竹の子まつりに関する記事が

掲載

 フェイスブック（ ）

− 月 日から情報発信

 灯台笹・岩本町の近隣にある北陸先端科学技術

大学院大学（ ）にメール

− 総務課から大学関係者にメールを

依頼

 能美市内放送（防災無線）

【研究・調査･分析結果】

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 に

示す。初めてきた回答者が145名（51.2％）と一番多

く、次いで、何度か来ている回答者が 99 名（35％）、

毎回来ている回答者が 38 名（13.4％）という順であ

った。 

表 竹の子まつりの参加経験

 度 数 パーセント 

初めて 145 51.2 

何度か 99 35.0 

毎回  38 13.4 

欠損値  1 0.4 

アンケート回答者の性別を表 に示す。回答者は、男

性が 名（ ％）、女性が 名（ ％）であった。

表 回答者の性別

 度 数 パーセント 

男 性 111 39.2 

女 性 169 59.7 

欠損値 3 1.1 

回答者の年代の内訳を表 に示す。一番多かった年代

は、 代（ 名、 ％）で、次いで 歳以上（ 名、

％）、 代（ 名、 ％）、 代（ 名、 ％）の

順であった。

表 回答者の年代

 度 数 パーセント 

10 歳未満  2 0.7 

10 代  4 1.4 

20 代  17 6.0 

30 代  27 9.5 

40 代  39 13.8 

50 代  34 12.0 

60 代  92 32.5 

70 歳以上  68 24.0 

回答者の同行者の内訳を表 に示す。一番多かったの

は、家族（ 名、 ％）で、次いで１人（ 名、 ％）、

友人（ 名、 ％）の順であった。

表 回答者の同行者

 度 数 パーセント 

１人  46 16.3 

友人  45 15.9 

恋人  3 1.1 

家族  185 65.4 

その他 3 1.1 

欠損値  1 0.4 

回答者の居住地の内訳を表 に示す。一番多かったの

は、能美市（ 名、 ％）で、次いで白山市（ 名、

％）、金沢市（ 名、 ％）、小松市（ 名、 ％）

の順であった。その他県内は、羽咋市、内灘町、川北町、

その他県外は、福井県、富山県、東京都であった。

表 回答者の居住地

 度 数 パーセント 

能美市  162 57.2 

金沢市  25 8.8 

小松市  20 7.1 

白山市  41 14.5 

野々市市  5 1.8 

加賀市  3 1.1 

その他県内  6 2.1 

JAIST 9 3.2 

その他県外  8 2.8 

欠損値  4 1.4 

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 に示す。一番多か

ったのは、能美市広報（ 件）で、次いで、知人（ 件）、

チラシ（ 件）、新聞（ 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、毎回来ている

などがあった。また、ポスターを見た場所は、市役所、

根上総合文化会館、スポーツクラブ、保育園、道の駅な

どがあった。

表 回答者の情報入手経路（複数回答）

度数 

チラシ 60 

ポスター 32 

能美市広報 92 

新聞 35 

フェイスブック 10 

知人 61 

防災無線 19 

メール（ ） 12 

その他 17 

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

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

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

知
人

防
災
無
線

メ
ー
ル

そ
の
他

歳未満 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

代 0 0 1 1 0 2 0 0 0 

代 1 1 3 1 2 5 0 9 1 

代 6 4 6 1 2 6 1 1 4 

代 8 7 13 2 2 8 7 1 4 

代 10 3 9 2 1 8 1 1 1 

代 20 8 32 17 2 15 3 0 5 

歳以上 15 9 27 11 1 16 6 0 2 
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比較的若い年代である 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、メー

ル（ ）、チラシ、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、次いでチラシ、知人、新聞、ポスター、防

災無線、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

入手経路として重視していないことが伺える。

回答者の住居地と情報入手経路の関係

回答者の居住地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（複数回答）」をクロス集計した結果を表 に示す。

表 9 「住居地」と「情報入手経路」のクロス集計 
チ
ラ
シ

ポ
ス
タ
ー

能
美
市
広
報

新
聞

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

知
人

防
災
無
線

メ
ー
ル
（

）

そ
の
他

能美市 37 17 82 7 6 27 18 1 6 

金沢市 5 3 2 4 0 8 0 2 1 

小松市 6 2 3 4 1 6 0 0 2 

白山市 10 4 1 13 2 15 0 0 4 

野々市市 0 0 0 3 0 2 0 0 0 

加賀市 1 0 1 2 0 0 0 0 0 

その他県内 0 2 0 2 0 2 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 0 8 0 

その他県外 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

回答者数が多い能美市居住者の情報入手経路をみると、

能美市広報が一番多く、次いでチラシ、知人、防災無線

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、次いで新聞、

チラシ、ポスター、その他という順であった。

地域イベントの開催地である能美市居住者と、能美市

以外の居住者では、情報の入手経路に違いがみられ、特

徴的なのは、能美市広報と新聞である。能美市広報誌は、

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。

居住地によるイベント情報の入手経路の違いは、情報

媒体の伝達範囲が関係していると思われる。

【まとめ・今後の展開】

年代や居住地による情報入手経路は異なる傾向がみら

れたが、本アンケート回答者の約 割が 歳以上であり、

また約 割が能美市居住者であるため慎重に分析を進め

ていきたい。

年 月 日に第 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していきたい。

【引用・参考文献】

 山下幸裕， ，地域イベントにおける情報発信効

果の分析，地域活性学会第 回研究大会論文集，

 山下幸裕， ，地域イベントにおける情報発信効

果の分析（第２報），地域活性学会第 回研究大会論

文集，

 山下幸裕， ，地域イベントにおける情報発信効

果の分析（第３報），地域活性学会第 回研究大会論

文集，

 宮木宗治， ，国内イベント市場の動向と今後，一

社 日本イベント産業振興協会調，査研究レポート

 梶谷克彦， ，日本における地域イベントの時代

変容に関する研究，日本感性工学会論文誌

，
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比較的若い年代である 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、メー

ル（ ）、チラシ、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、次いでチラシ、知人、新聞、ポスター、防

災無線、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

入手経路として重視していないことが伺える。

回答者の住居地と情報入手経路の関係

回答者の居住地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（複数回答）」をクロス集計した結果を表 に示す。

表 9 「住居地」と「情報入手経路」のクロス集計 
チ
ラ
シ
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広
報

新
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ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

知
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能美市 37 17 82 7 6 27 18 1 6 

金沢市 5 3 2 4 0 8 0 2 1 

小松市 6 2 3 4 1 6 0 0 2 

白山市 10 4 1 13 2 15 0 0 4 

野々市市 0 0 0 3 0 2 0 0 0 

加賀市 1 0 1 2 0 0 0 0 0 

その他県内 0 2 0 2 0 2 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 0 8 0 

その他県外 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

回答者数が多い能美市居住者の情報入手経路をみると、

能美市広報が一番多く、次いでチラシ、知人、防災無線

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、次いで新聞、

チラシ、ポスター、その他という順であった。

地域イベントの開催地である能美市居住者と、能美市

以外の居住者では、情報の入手経路に違いがみられ、特

徴的なのは、能美市広報と新聞である。能美市広報誌は、

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。

居住地によるイベント情報の入手経路の違いは、情報

媒体の伝達範囲が関係していると思われる。

【まとめ・今後の展開】

年代や居住地による情報入手経路は異なる傾向がみら

れたが、本アンケート回答者の約 割が 歳以上であり、

また約 割が能美市居住者であるため慎重に分析を進め

ていきたい。

年 月 日に第 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していきたい。

【引用・参考文献】

 山下幸裕， ，地域イベントにおける情報発信効

果の分析，地域活性学会第 回研究大会論文集，

 山下幸裕， ，地域イベントにおける情報発信効

果の分析（第２報），地域活性学会第 回研究大会論

文集，

 山下幸裕， ，地域イベントにおける情報発信効

果の分析（第３報），地域活性学会第 回研究大会論

文集，

 宮木宗治， ，国内イベント市場の動向と今後，一

社 日本イベント産業振興協会調，査研究レポート

 梶谷克彦， ，日本における地域イベントの時代

変容に関する研究，日本感性工学会論文誌

，

埼玉県戸田市における若年層にみる「地域意識」に関する基礎研究 

◯高久聡司（目白大学）・大西律子（目白大学） 
： 代・ 代、地域意識、地域参加、転出抑制、量的調査

 
【１．研究の背景・問題意識・目的】 
１）人口減少時代における若年層への期待と課題

人口減少・少子高齢化の急速な進展に伴う地方の衰退が

叫ばれて久しい。政府は、早くから地方創生の鍵は「若年

層の地方への定着にある」との立場を明確に打ち出し、各

自治体もそれに呼応して、「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」において、①安定した雇用の創出、②新しい人の流れ

を作る、③若年層の結婚・出産・子育ての希望を叶える、

④時代に合った地域を作り、安心な暮らしを守り、地域と

地域を連携する、の 4つを目標に掲げ、その中心的な推進

主体としての「若年層」1)に着目し、当該層へかつてない期

待を寄せている 2)。とりわけ近年、各自治体とも、国土交

通省（2018 年）による地方移住への関心を抱く若年層が

20%を超えたという調査結果 3)等を背景に、競い合うよう

に若年層の定住促進や転出抑制等に関する施策・事業や若

年層の地域参画を促す取組への支援を加速化させている 4)。

しかし、内閣府「国土形成計画の推進に関する世論調査」

（2015年）によると、若年層が居住を希望する地域は三大

都市圏や地方都市 5)に集中しており、地方圏の市町村を希

望する者の割合は、20−29 歳で僅か 6.0％、30−39 歳で

19.6%に過ぎないという調査結果も出ている 6)。このよう

に若年層の「地方や地域への意識」は捉え難く、文脈依存

的に揺らぎが生じているともいえる――それは社会調査に

おいてワーディングによる回答率の変化が生じることと通

底する問題でもある 7)。そのため、各地で展開されている

若年層向けの施策や取組が、期待とは裏腹に実質的に機能

するかどうかは不確かなものと言わざるを得ない 8) 9)。 
今、地域に求められているのは、当該地域の現状に即し

て、当事者である若年層の「地域意識」10)の実像に丹念に

迫り、把握・整理し、それを踏まえて彼／彼女らに適切な

働きかけを行うことではないだろうか。これが本研究の問

題意識である。 
 

２）本研究の目的

上記の問題意識を踏まえ、本研究は、埼玉県戸田市を対

象に、量的調査を通して若年層の「地域意識」の実態を把

握することを目的とする。具体的には、①若年層の実態を

反映した「定住／転出志向」のあり様の把握、②若年層の

属性に応じた「地域意識」の差異の確認、③「定住／転出

志向」と「地域意識」の関連の明証の3点を課題とする。 

本研究で対象とする戸田市の地域特性（図 1）の要点は

以下の通りである。①東京都板橋区・北区と隣接し、②JR
埼京線の開通以降、東京都内へのアクセスの利便性に優れ

た地域である。③2018年 8月１日時点で人口約13.9万人

であり現在も増加傾向にある。④平均年齢は40.1歳、20−
39歳人口割合は29.4%である「若い」まちである。大都市

周縁に位置づく戸田市は、他地域からの転入が見込める点

で人口減少に直面する地方の市町村とは状況が異なる。 
しかし、戸田市は、30−39 歳の近隣市町村への転出者の

多さを課題と認識している。その点で戸田市は他地域と同

様に若年層をめぐる問題を無視できない現状がある 11)。 

 
【２．研究方法・研究内容】 
１）若年層の「地域意識」を捉える視点

若年層に限らず、「地域意識」（愛着）が高いほど定住志

向や地域活動への参加意欲も高まるという研究成果は報告

されている 12) 13)。それは2000年前後から社会学、政治学

戸田市の地域特性
【人口】人口：139,562人（2018.8.1現在）（平均年齢：40.1歳［県内一位］） 

生産年齢人口：95,567人［68.9%］ （うち、29−39歳人口：40.754人［29.4%］） 
人口・世帯ともに、なお、ゆるやかな増加傾向 

【産業】印刷製本関連業、食料品製造業、物流加工業等 【市制】1996年市制施行 
【地理】埼玉県東南部、荒川を挟んで東京都（板橋区・北区）と接している 
【将来都市像】「みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち とだ」 
【基本理念】「市民が安心して暮らせるまち」「市民が主体的にまちづくりに参画できるまち」

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

まち」「安心して安全に暮らせるまち」「緑と潤いのあるまち」「快適で過ごしやすいまち」「活
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（各年 月 日現在）」より作成

現在の人口 は戸田市「戸田市の人口と世帯数」

図   戸田市の地域特性
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等の諸領域で着目され始めた社会関係資本（Social Capital）
に関する研究の視点と同様である 14) 15) 16)。しかし、既往研

究は、「地域意識」と「地域活動」の間に因果関係を認定し

ている点で問題がある。それは、2010年前後から若年層の

地域貢献意識は高まっているが、地域活動への参加率は極

めて低いという実態と矛盾するためである 17)。 
そこで、本研究は近年の社会学やマーケティング・リサ

ーチ領域等における若者研究の視点を補助線にする18) 19) 20)。

これらの研究は、若者の「地元志向」の高まりが「人間関

係の良好さ」「気軽に集える緩やかな居場所の存在」21)に起

因することを明らかにしている。このような社会現象の分

析は、若年層の地域における日常的な生活実感に即した意

識の実態を把握する上で非常に重要である。 
この点を踏まえ、本研究においては、地域活動等の参加

のあり様ではなく、「地元志向」、「人間関係」を軸に若年層

の戸田市に対する「地域意識」の実態把握を目指して、量

的調査を実施した。その概要等は図2に示す。 

図− 調査の方法と主な調査内容
 

２）分析枠組みと作業課題の整理

本研究では戸田市の若年層の「地域意識」を捉える分析

枠組みを以下の3つの点から構成した（表1）。 
第１は、現在あるいは将来的な意識の次元での若年層の

地域に対する価値づけを指し示す「定住／転出志向」であ

る。第2は、地域における人間関係構築意欲（以下、「人間

関係構築」と表記）である。若年層の「地元志向」が人間

関係の良好さに起因しているならば、その意欲の多寡は「地

域意識」と何らかの関連を持ち得ると考えられる。第3は、

地域活動参加意欲（以下、「地域活動」と表記）である。そ

れは地域での人間関係を構築したいという若年層の意欲と

の関連――人間関係構築意欲が高いから地域活動への関心

が高まる、あるいは逆に地域活動への関心が高いために人

間関係構築意欲も高まる等――があると解釈することが可

能である。これら 3点は、相互補完的に循環しうる関係に

あるものとして捉えている。 
上記を踏まえ、１章2節で提示した本研究の3つの課題

を整理する。課題①「若年層の実態を反映した「定住／転

出志向」のあり様の把握」は、文脈に依存して実態と意識

表出に齟齬が生じる問題へ対応することを意味している。

課題②「若年層の属性に応じた「地域意識」の差異の確認」

は、若年層が就転職、転勤や結婚等の「ライフイベント」

22)との関連で流動性が高い現実を考慮に入れるものである。

最後に、課題③「「定住／転出志向」と「地域意識」の関連

の明証」は、「転出」が目立つ傾向にある若年層にあっても、

「現在居住する地域への満足度は高い」とする調査結果 23)

も存在していることを踏まえて設定した。 
以上の課題の分析を通して、戸田市における若年層の「地

域意識」の実態を明らかにする。 

表 「地域意識」に関する調査項目・設問

 
【３．研究・調査･分析結果】 

回答者の基本属性を表 2、3 に示す。性別では女性の割

合（58.1%）が高く、年代では 30−39 歳の割合（66.7%）

が高い 24)。以下、前述の3つの課題に応えていく。 

表 基本属性（性別） 表 基本属性（年代）

 
 

１）若年層の戸田市への「定住／転出志向」（課題①） 

 
図 戸田市に住み続けたい 図 転出予定はない 

本節では、課題①「実態を反映した若年層の「定住／転

出志向」のあり様」について考察する。この点に関して本

調査では、3つの設問を用意した。1つ目は、「戸田市に住

み続けたいか」を直接尋ねた設問であり、その結果は77.9%
が「そう思う」（図3）と回答している。それに対して2つ

目は、「引っ越すと想定した場合」と条件をつけた設問であ

り、その結果は、23.7％のみが「引っ越す予定はない」（図

度数 % 度数 %
男性 253 41.5 20-29歳 200 32.8
女性 354 58.1 30-39歳 406 66.7
無回答 2 0.3 無回答 3 0.5
合計 609 100 合計 609 100

77.9%�

22.1%�

そう思う 思わない

23.7%�

76.3%�

当てはまる 当てはまらない

【方法】 
①調査方法 郵送配布、郵送回収 
②調査対象者 2015年6月1日時点で戸田市在住の20歳〜39歳の男女

1,500人 
③調査対象者の抽出方法 住民基本台帳に基づく無作為抽出（年齢（5
歳刻み）、居住地区の人口比率を基準） 
④調査期間 2015年10月10日〜11月16日 
⑤回収状況 回収票616票（回収率41.1%）、有効回答票609票（有効
回答率40.6%） ※謝礼・景品は用意していない 

【内容】 
Ⅰ．戸田市での生活に関する考え方【地元志向】 
Ⅱ．戸田市での活動・行動に関する考え方【人間関係】 
Ⅲ．基礎項目 

調査項目 設問
・あなたは戸田市で生活する上で、以下の点についてどのよ

うに思いますか（選択肢「今後も戸田市に住み続けたい」）

・あなたが戸田市外へ引っ越すとしたら考えられる理由は何

ですか（選択肢「引っ越す予定はない」）

・今後、あなたが住みたいと思う地域を教えて下さい（選択肢

「戸田市」「東京都内」「さいたま市」「川口市」「蕨市」）

人間関係構築

意欲

・あなたが戸田市内で地域活動に参加すると想定した場合、

どのようなことを期待されますか（選択肢「同世代の人との新

たな繋がりを得ること」「異なる世代の人と新たな繋がりを得

ること」

地域活動参加

意欲

・あなたは戸田市がどのようなことに力を入れると、今後より

住みやすくなると思いますか（選択肢「地域活動への参加し

やすさ」「市民が参加できるまちづくり機会の充実」）

定住／転出

志向
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表 性別と「定住／転出志向」のクロス表

 
表 年代と「定住／転出志向」のクロス表

 

定住志向 転出志向 合計

男性 118 126 244
% 48.4 51.6 100.0
女性 170 169 339

% 50.1 49.9 100.0
合計 288 295 583

% 49.4 50.6 100.0

定住志向 転出志向 合計

20-29歳 82 114 196
% 42.8 58.2 100.0

30-39歳 206 180 386
% 53.4 46.6 100.0
合計 288 294 582

% 49.5 50.5 100.0
注）　p<.01（1%水準で有意）

表 今後住みたい地域

 

4）と回答したに過ぎない。１章 2 節で示した戸田市の人

口移動の特徴を踏まえれば、両者は実態に即しておらず、

設問による回答の揺らぎとして解釈することが妥当である。 
3つ目の設問では、設問文の前

提条件を省き、「今後どこに住み

たいか」を選択式（選択肢は表

425)）にて回答を得ている。その

結果、「戸田市」は 49.6％、「戸

田市以外」は合計すると、50.4%
となり、この両者の均衡状態が

実態と近似する若年層の意識を示していると考えられる。 
以上より、設問文の文脈次第で結果が異なるため、それ

が実態に即しているかを検討することの重要性が示唆され

る。以下では、「戸田市」（49.6％）を「定住志向」、「それ

以外」（50.4%）を「転出志向」を示すものとして用いる。 
 

２）若年層の「人間関係構築」「地域活動」の実態（課題②）

本節では、課題②「若年層の属性に応じた「地域意識」

の差異」を試みる。最初に若年層の「地域意識」の内、「人

間関係構築」「地域活動」である（表5）。前者に関しては、

「同世代との繋がり」が 55.8%、後者に関しては、2 つの

設問の双方で60%を超えている（以下、回答率50%を超え

た3つの設問を用いる）。この結果は、2章1節で示した「人

間関係の良好さ」を基盤とした「地元志向」が戸田市の若

年層からも窺えることを示唆する。つまり、戸田市におけ

る若年層は、「他者と関わり、地域で動き出したい意欲」を

有していると言える。 
 

表 若年層の「人間関係構築」「地域活動」の単純集計

   
表 性別と「人間関係構築」「地域活動」のクロス表

  
表 年代と「人間関係構築」「地域活動」のクロス表

  

上記の「地域意識」について若年層の性別・年代の基本

属性による差異を確認する。性別では、3 つの設問のいず

れもで、男性は50%前後であるが女性は60%前後、特に「地

域活動の参加しやすさ」では69.7%となり、カイ二乗検定

の結果、女性の方が高い「地域意識」を有している（表6）。
一方で、年代では、有意な差は見られなかった（表7）。 

以上より、若年層の人間関係構築意欲、地域活動参加意

欲に現れる「地域意識」は、総じて高い傾向にあり、人間

関係構築意欲においては女性の方がよりその意識が強いと

いう性別による差異を確認した。 
 

３）若年層の「定住／転出志向」の実態（課題③）

本節では、課題③「「定住／転出志向」と「地域意識」の

関連」を明証する。先ずは、若年層の「定住／転出志向」

と性別・年代との関連を確認した上で、「定住・転出志向」

と「人間関係構築」「地域活動」の関連を明らかにする。 
 

（１）性別・年代と「定住／転出志向」の関連

表8、9には性

別・年代と「定住

／転出志向」のク

ロス表を示した。

性別と「定住／転

出志向」には有意

な関連は見られ

ない。しかし、年

代では、20−29
歳が58.2%、30−
39 歳は 46.6%が

「転出志向」を示

しており、カイ二乗検定の結果、20−29 歳の方が高い「転

出志向」にあることが読み取れる。 
以上から示唆されるのは、20−29歳が「転出志向」、30−

39 歳が「定住志向」が強い傾向にある若年層の志向性と、

1章2節で示した戸田市の人口移動の実態との差異である。

つまり、30−39 歳が戸田市から転出する背景には、転職や

転勤、結婚、子どもの成長等の「ライフイベント」に起因

する外的要因が関係している可能性が考えられる。それゆ
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層の転出問題を検討する必要がある。 
 

（２）「定住／転出志向」と「人間関係構築」「地域活動」
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意欲

地域活動参加

意欲
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関係構築」は、「転出志向」を示す人であっても 50%超の

回答率となっているが、「定住志向」を示す人ほど高い傾向

にある。一方、「地域活動」は、60%を超える回答率があり、

「定住／転出志向」による有意な差は見られない。 
以上、戸田市における若年層の「地域意識」は「定住／

転出志向」に規定されていない。そして、実態としては転

出が多い若年層であっても、「地域意識」を有していること

が示唆される。つまり、戸田市の若年層は、「定住／転出志

向」を問わず、総じて、人間関係構築意欲、地域活動参加

意欲は高い水準 26)にある。この若年層の人間関係構築意欲、

地域活動参加意欲が指し示す「地域意識」を総称して「ま

ち意識」として捉えることができる。 
 

表 定住／転出志向と人間関係・地域活動のクロス表 
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若年層が「まち意識」を有していることである。また、若

年層の転出は、外的要因に起因する可能性があることも見

出した。であるならば、各自治体は、地域を担う若年層を

「東京対地方」「地方対地方」という構図において奪い合う

ターゲットとしてではなく、〈循環型の共有資源〉として捉

え直した上で、当該層にどう対峙すべきかについて新たな

知恵を絞る必要があろう。例えば、本研究の成果である若

年層に確認される「まち意識」――どこであろうが、若年

層が生活を営む「地域」に主体的に関わろうとする意識―

―の涵養を政策課題に据えることも一つである。若年層が

どの地に転入・転出しようとも、その彼／彼女らに内在す

る「まち意識」の醸成と共有は、当該地でのまちづくりを

直接間接に契機する原動力になると想定されるからである。 
今後は、本研究で導出された若年層にみられる「まち意

識」の普遍性・汎用性に関わる検証（戸田市の枠を超えた

調査等）や、若年層に内在する「まち意識」への効果的な

働きかけに関する研究（当該意識の醸成に有用な仕掛け・

プログラムに関する社会実験型研究等）の積み重ねが課題

といえる。 
 
付記：本稿は、戸田市政策研究所／目白大学の共同研究「戸田

市における 20 代・30 代の若年層の居場所に関する研究」
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アニメファンとの協働に見る、地域の担い手づくりの可能性 

 

鈴木 健大（都留文科大学） 

Keyword： アニメファン、聖地巡礼、地域づくり 

 

【問題・目的・背景】 

 コンテンツツーリズムの一種として、アニメファンが

アニメの舞台を訪れる「聖地巡礼」は、その地域への波

及効果として、これまで主に観光や経済の視点から報告

されてきた。例えば、石坂ら（2016）らによる茨城県大

洗町における商店街の経済的変化などである。 

 一方、軍司（2015）は、都道府県において、聖地巡礼

をはじめとしたコンテンツ観光施策に温度差があること

を指摘している。若年観光客を聖地巡礼地である当該自

治体に定着させ、地域づくり活動・地域活性化活動の担
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ファンが、地域へのボランティア活動を展開しているこ

とを報告した。 

 本研究では、アニメファンの聖地巡礼地となっている

香川県観音寺市において、アニメファンによる地域貢献

のボランティア活動を実際に企画・実施し、アニメファ

ンの地域に対する見方を捉えるとともに、アニメファン

と地域との関わり方及びこれからの地域社会の担い手に

ついて考察する。 

【研究方法・研究内容】 

 「結城友奈は勇者である」は、観音寺市を舞台にした、

女子中学生たちが世界の滅亡をはかる敵と戦う戦闘ヒロ

インアニメである。2014（平成 26）年に第 1期が、2017

（平成 29）年に第 2期が放映された。アニメの主人公た

ちは中学校ではボランティア活動を行う部活動「勇者部」

に所属し、主人公たちが日常生活を送る場は実在する中

学校やうどん店などに設定され、アニメの舞台背景とし

てリアルに描かれた。ファンはこのアニメを“ゆゆゆ”

と呼び、観音寺市には、アニメファンが聖地巡礼として

訪れるようになった。 

 観音寺市は、“アニメコンテンツ活用地域活性化事業”

として、これまで出演声優による交流イベントのほか、

スタンプラリー、ポスター制作、キャラクター等身大パ

ネル制作等を実施してきた。また、地元企業により、ア

ニメに登場するキャラクターをあしらった、手ぬぐい、

純米酒、うどん、海老煎餅等の販売も行われている。 

 2016（平成 28）年、観音寺市から香川大学にこのアニ

メを生かした地域活性化事業の一環として、事業協力依

頼があった。そこで、学生たちと全国におけるアニメフ

ァンの取り組みを調査し、茨城県大洗町のようにアニメ

ファンが地域と結びつくような取り組みの可能性を考察

することとした。主人公たちが「勇者部」としてボラン

ティア活動をしていることにちなみ、アニメに登場する

有明浜の海岸清掃を企画し、市と調整をはかって2016（平

成 28）年度から試みを実施することとした。 

 本研究は、2016（平成 28）年度から2017（平成 29）年

度にかけて計 4 回実施した、この実践活動に基づいたア

クションリサーチの手法に基づき行う。 

【実践活動の進め方】 

 「リアル勇者部」と名付けたこのアニメファンが参加

した海岸清掃活動は、これまで 2016（平成 28）年度2回、

2017（平成29）年度2回、計4回、香川大学におけるCOC

事業1の一環として実施した。 

 企画や当日の運営等を主に大学が担い、観音寺市には

広報や当日のゴミ回収の面で協力を受けている。例えば、

広報では、制作したチラシを市内公共施設に設置しても

らったり、フェイスブックによる告知を市のフェイスブ

ックやツイッター、メール広報システムで拡散してもら

ったりしている。また、清掃活動当日には公用車を用意

いただき、拾い集めたゴミの回収をいただいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 清掃活動当日は、受付終了後、最初に趣旨説明や注意

事項説明等を行い、有明浜のゴミ拾いを約 1 時間実施し

た。清掃終了後は、市に用意いただいた公用車にゴミを

積み込み、最後にアンケートを実施した。2017（平成 29）

                                                   
1 香川大学は、平成25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事
業（COC事業）」の採択を受け、「自治体連携による瀬戸内地域
の活性化と地（知）の拠点整備」として県内7自治体と連携し
たプロジェクト型授業を実施した。 

【図表1】「リアル勇者部」活動における大学と市の役割分担 

大学 市
企画 企画 実施に向けた事前調整
広報 チラシ制作 チラシの公共施設への設置

Facebook投稿 大学が投稿した案内の拡散

物品等準備 ゴミ袋等消耗品購入 火挟準備
アンケート制作
イベント活動保険加入

運営 受付・活動の進行 ゴミ回収
アンケート実施・集計
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年度第 4 回では、参加者同士が事前に連絡を取り合い、

揃いのオリジナル T シャツを準備して着用した。また、

清掃活動終了後に主人公たちの等身大パネルを海岸に設

置して、記念撮影を試みた。毎回活動終了後は、ファン

同士の交流が生まれ、アニメに登場したうどん店に行く

などしている。 

 なお、2018（平成 30）年 7月に第 5回を予定していた

が、西日本豪雨のため中止となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践活動結果】 

 過去4回の実践活動結果を以下にまとめる。 

図表 5は、過去 4回の参加者数の推移を、図表 6は、

参加者の住所地を示している。 

 第1回から第3回までは概ね20人前後の参加者数であ

ったが、2017（平成29）年12月の第4回では、ちょうど

第 2 期の放映時期と重なったこともあり、それまでの参

加数の約 2倍、49人の参加があった。各回とも、香川県

内と県外からの参加者数がほぼ同数となっている。特に

香川県外からは、中国四国地方だけでなく、西は福岡県、

東は東京都や栃木県、群馬県からも参加があった。参加

者は仕事を終えて夜行バスで来たり、前日に市内入りし

て交流会を兼ねて宿泊をしたりしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 7は、第 4回における参加者の累計参加回数の内

訳である。初めての参加が55％、残り45％が 2回以上の

リピーターであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 8は、第 4回における参加者の年齢層の内訳であ

る。参加者は 10代から 40代で、50代以上の参加はなか

った。20代の参加者が39％と最も多く、次いで30代33％、

10代18％と続く。なお、49人中47人が男性であった。 

【図表2】有明浜海岸清掃の様子（2017年 7月） 回 開催日 県内・県外別 内訳

県内（12）
観音寺市（8）、善通寺市（1）、三豊市（1）、
丸亀市（1）、高松市（1）

県外（9） 徳島県（1）、岡山県（2）、広島県（3）、大阪府（3）

県内（13）
観音寺市（9）、善通寺市（1）、三豊市（1）、
丸亀市（1）、高松市（1）

県外（10）
徳島県（1）、愛媛県（1）、岡山県（1）、兵庫県（1）、
広島県（3）、大阪府（2）、千葉県（1）

県内（10）
観音寺市（5）、善通寺市（1）、丸亀市（1）、
高松市（3）

県外（9） 岡山県（3）、兵庫県（2）、大阪府（3）、東京都（1）

県内（27）
観音寺市（10）、善通寺市（4）、三豊市（3）、
丸亀市（4）、坂出市(1)、高松市（4）、綾川町(1)、

県外（22）
徳島県（3）、愛媛県（3）、高知県(2)、
広島県（3）、兵庫県（3）、福岡県（1）、大阪府（3）、
東京都(2)、栃木県(1)、群馬県（1)

3 2017年7月1日（土）

4 2017年12月3日（土）

1 2016年11月6日（日）

2 2016年12月4日（日）

【図表5】「リアル勇者部」参加人数の推移 

【図表6】「リアル勇者部」参加者の住所地内訳 

【図表7】「リアル勇者部」参加者の参加回数 
【図表4】キャラクターパネルとの記念撮影（2017年 12月） 

【図表3】海岸清掃で集められたゴミの様子（2017年 12月） 
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【図表3】海岸清掃で集められたゴミの様子（2017年 12月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 9は、第 4回における参加者が活動を知った広報

媒体の内訳についてである。ツイッターやフェイスブッ

クといったSNSが約90％を占め、特にツイッターが79％

と大部分を占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表10は、過去4回における参加者の自由記述による

参加動機である。 

参加動機として複数見られるのは、「アニメと舞台とな

ったこの町が好きなので役に立ちたい」「お世話になって

いるのでお礼がしたかった」「まちや活動を応援したい」

といった、まちへのはたらきかけに関する能動的な動機

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表11は、過去 4回における参加者の自由記述による

活動後の感想である。ファンや地元住民との交流を喜ぶ

声のほか、やりがいや達成感を感じる声が複数見られた。

また、活動の継続をのぞむ声も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表12は、過去4回における参加者の自由記述による

活動の改善点である。当初は、声の大きさや時間管理、

スタッフの目印等運営全体に関する声が寄せられたが、

最近は、ゴミの分別や道具、清掃の際の役割分担等、清

掃に関する改善要望が寄せられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、「リアル勇者部」活動には、20～30代を中

心に、香川県内・県外から約半数ずつの割合で、主にツ

イッターで情報を得て参加者が集まっている。直近の回

では、参加回数通算 2 回以上のリピーターは、参加者の

約半数を占めている。参加者には、アニメを通じて観音

寺市のファンになり、まちに対して応援したい、貢献し

たいという動機が見られる。活動を通じてファンとの一

体感だけでなく、地域住民との交流も生じて、やりがい

や達成感を感じている。 

【研究・調査・分析結果】 

 活動を企画した当初は、海岸清掃のボランティア活動

に人が集まるのか、不安だったのが正直な気持ちであっ

た。ところが実際には、休日の 1 時間の海岸清掃のボラ

ンティア活動に、四国だけでなく、九州や関東からもア

ニメファンが集まり、熱心に清掃活動が行われる結果と

【図表8】「リアル勇者部」参加者の年齢層 

【図表9】「リアル勇者部」参加者が活動を知った広報媒体 

【図表10】「リアル勇者部」参加動機について 

観音寺市にはお世話になっているので。
告知を見て、どのくらい来るのかを見てみたかったから。
知り合いがたくさん来ているから。
前回も参加したから。
自分のまちをきれいにしたいから。
作品と市の活動を応援しているから。
作品のファンで、活動に興味がありました。
”ゆゆゆ”が好きで、ボランティア活動に興味があったから。
「リアル勇者部」というWordに魅かれて。
勇者部の活動に触れてみたかったから。
たびたび遊びに来る観音寺を実際に清掃する活動に関心を持ったため。
観音寺と”ゆゆゆ”が好き。
アニメもこの町も好きで、せっかくなので何かしたいと思ったから。
観音寺のまちが好きで、役に立ちたいと思ったから。
みなさんを応援したいと思って。
環境のことに関心があった。
清掃活動に関心があった。
出身大学の学生たちの企画だから。
好きな町のためになることがしたかった。
好きな観音寺で何回も参加したので、今回も。
地域交流・地域貢献に興味があるので。
お礼をしたかった。
観音寺が好きだから。

第1回

第2回

第3回

第4回

※複数回答 

【図表11】「リアル勇者部」参加後の感想 

地域の人に「おつかれさまです」と言われたのが、うれしかった。
地域のためになることができて、やりがいがありました。
いつもと違った視点で有明浜を見ることができた。
観音寺には観光で来ていたが、何かできることを探していました。その点で
は有意義でした。
想像以上にハードな体験でしたが、やりがいを感じることができました。
地元の海をきれいにできてよかった。
他県の人や地元の人と話しながら掃除ができたので、とても楽しかった。
気軽に参加できるのがよい。
ファンとの交流ができてよかった。
揃いのTシャツがよかった。
参加者も多く、企画が定着してきていると思いました。
お揃いのTシャツでチーム感があり、テンションが上がった。
時間がちょうどよく参加しやすかった。午後は観音寺を楽しもうと思う。
一時的なものではなく、継続的な活動にしていければいいと思う。
活動が継続していってほしい。

第1回

第2回

第3回

第4回

【図表12】「リアル勇者部」改善点について 

第1回 会の進行や挨拶は、元気にしっかりとやった方がよい。（※）
第2回 予定時間内で終了してほしい。（※）

スタッフの目印がほしい。（※）
集合時間が早いため、他県から来るのが少し大変です。
Twitterなどでもう少し「リアル勇者部」の活動が知れ渡れば、さらに参加者
が増えると思います。
事前に勇者部Tシャツが買えるようにしてほしい。
できるだけ早く告知してほしい。（※）
燃えるゴミと燃えないゴミを集める袋の色を変えるとよい。
燃えるゴミと燃えないゴミを集める人を分けたらどうか。
「勇者部ファイト！」の掛け声があれば、より素晴らしい。
１時間が短く感じた。もう少し時間を設けてもよい。
大型のゴミが多く、大きいので、運搬する補助具があるとよい。
注射針キャップが落ちていたので、安全対策のため火箸がもっとあるとい
よい。
荷物を持ちながら活動している人が多くいたので、荷物置き場があればい
いと思った。
ぞろぞろ行かずに、エリアで分ければ効率がいいと思った。

（※）は対応済

第3回

第4回
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なった。しかも参加者の約半数はリピーターであった。 

 ここで参加者の中に見られる特徴の中から、このアニ

メファンによる地域貢献活動を成り立たせている要因を

考察してみたい。 

 参加者の特徴の一点目は、観音寺市を舞台にしたアニ

メファンであるだけでなく、アニメや聖地巡礼等を通じ

て観音寺市に対しても好意的に捉えていることが見られ

る点である。 

二点目は、参加者の約90％がSNSを通じて情報を得て、

特にツイッターを情報源としている点である。本田（2018）

は、インターネットによるコミュニティを「ゆるいつな

がり＝共感ベースのコミュニティ」と称している。そし

てこの「ゆるいつながり」は、「プロジェクトチーム型」

と呼ぶプロジェクト活動に至る「つながり方」が生じる

としている。 

三点目は、アニメの舞台となったまちへ貢献したい、

という地域に向けた能動的・献身的な動機を持っている

点である。今回の企画が彼らのそういった気持を後押し

することになり、実際の行動に至ったことが考えられる。 

四点目は、活動を通じて参加者がやりがいや達成感を

感じている点である。浜辺が片付くことで活動の成果が

確認できるだけでなく、地元のファンと会話をしたり、

地域の人に感謝されたりしていることも、彼らのやりが

いや達成感の醸成に繋がっている。参加者の約半数がリ

ピーターとなっている。 

以上のように、観音寺市を舞台にしたアニメファンと

いう母集団の中で、まちに貢献したいと思っている熱心

な層に今回の企画がその実現の後押しとして機能し、活

動を通じて彼らにやりがいが生じ、その思いが次回の参

加に繋がるきっかけとなり、継続して実施できているこ

とが考えられる。 

【考察・今後の展開】 

 近年、「関係人口」という視点に注目が集まっている。

小田切（2018）は、「関係人口」の広がりと深まりが都市

と農村の共生関係の接近を意味し、双方が共生する社会

が草の根的に創造される可能性がある、として注目して

いる。今回の試みに参加しているアニメファンは、都市

と地方都市、並びに地方都市同士を結ぶ「関係人口」と

捉えることもできるのではないだろうか。 

 また、今回の活動は、筆者が本学会において 2016（平

成 28）年度及び2017（平成29）年度に「商店街における

空き店舗の開き方」「無人駅舎の地域利活用」で提示した、

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」展開し、「無理なく」「時々」積み重ねて

いく視点と重なるものであり、アニメファンには、これ

からの時代における“公共”の担い手の可能性があるこ

とを示唆しているとも考えられるのである。 

 今回の試みから見えることは、アニメファンと聖地巡

礼地となった地域の間には、地域貢献・地域づくりに転

じるような関わり合いの可能性があるということである。

アニメファンには、地域貢献・地域づくりの「関係人口」

となり得る可能性があるとも言い換えられるだろう。作

野（2018）は、「関係人口」を構築するためには自治体が

住民を「つなぐ」機会を持てるよう、環境づくりやきっ

かけづくりを行う必要があることを指摘している。その

ためには、アニメファンと地域との間を取りもち、関わ

りが生じやすいようなファシリテーションの機能がある

と促されやすい。今回の試みでは、大学がその機能を担

っていると考えられる。 

 人口減少・少子高齢化が急激に進行し地域がやせ細る

中で、地域と関わろうとする思いを後押しするような仕

掛けや機能が地域社会には一層求められている。そのた

めには自治体は市民の「緩やかな」「小さい」「無理のな

い」「時々」といった活動を丁寧に掬いとっていく必要が

あるだろう。近年のアニメファンの地域に対する能動

的・献身的な心持ちを具体化し、地域が受け止めていく

ことで、地域の担い手が新たに重層的に生まれる可能性

があると考えられるのである。 

【引用・参考文献】 

・石坂愛・卯田卓矢ほか『「ガールズ＆パンツァー」がも 

たらす社会的・経済的変化-曲がり松商店街と大貫商店

街を事例に-』地域研究年報38、2016、pp.61-89 

・軍司聖詞『コンテンツ観光に基づく地域活性化におけ

る都道府県の役割』地域活性学会第 7 回研究大会論文

集、2015、pp.39-42 

・谷村要『アニメファンによるボランタリーな地域貢献 

活動の背景』地域活性学会第8回研究大会論文集、 

 2016、pp.5 

・本田直之『ゆるいつながり 協調性ではなく、共感性で

つながる時代』朝日新聞出版、2018、pp.52,106 

・小田切徳美『関係人口という未来-背景・意義・政策』 

ぎょうせい「ガバナンス」2018年2月号、pp.17 

・作野広和『関係人口の捉え方と自治体の役割-自治体の 

真価が問われる時代に向けて』ぎょうせい「ガバナン 

ス」2018年 2月号、pp.20 
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なった。しかも参加者の約半数はリピーターであった。 

 ここで参加者の中に見られる特徴の中から、このアニ

メファンによる地域貢献活動を成り立たせている要因を

考察してみたい。 

 参加者の特徴の一点目は、観音寺市を舞台にしたアニ

メファンであるだけでなく、アニメや聖地巡礼等を通じ

て観音寺市に対しても好意的に捉えていることが見られ

る点である。 

二点目は、参加者の約90％がSNSを通じて情報を得て、

特にツイッターを情報源としている点である。本田（2018）

は、インターネットによるコミュニティを「ゆるいつな

がり＝共感ベースのコミュニティ」と称している。そし

てこの「ゆるいつながり」は、「プロジェクトチーム型」

と呼ぶプロジェクト活動に至る「つながり方」が生じる

としている。 

三点目は、アニメの舞台となったまちへ貢献したい、

という地域に向けた能動的・献身的な動機を持っている

点である。今回の企画が彼らのそういった気持を後押し

することになり、実際の行動に至ったことが考えられる。 

四点目は、活動を通じて参加者がやりがいや達成感を

感じている点である。浜辺が片付くことで活動の成果が

確認できるだけでなく、地元のファンと会話をしたり、

地域の人に感謝されたりしていることも、彼らのやりが

いや達成感の醸成に繋がっている。参加者の約半数がリ

ピーターとなっている。 

以上のように、観音寺市を舞台にしたアニメファンと

いう母集団の中で、まちに貢献したいと思っている熱心

な層に今回の企画がその実現の後押しとして機能し、活

動を通じて彼らにやりがいが生じ、その思いが次回の参

加に繋がるきっかけとなり、継続して実施できているこ

とが考えられる。 

【考察・今後の展開】 

 近年、「関係人口」という視点に注目が集まっている。

小田切（2018）は、「関係人口」の広がりと深まりが都市

と農村の共生関係の接近を意味し、双方が共生する社会

が草の根的に創造される可能性がある、として注目して

いる。今回の試みに参加しているアニメファンは、都市

と地方都市、並びに地方都市同士を結ぶ「関係人口」と

捉えることもできるのではないだろうか。 

 また、今回の活動は、筆者が本学会において 2016（平

成 28）年度及び2017（平成29）年度に「商店街における

空き店舗の開き方」「無人駅舎の地域利活用」で提示した、

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」展開し、「無理なく」「時々」積み重ねて

いく視点と重なるものであり、アニメファンには、これ

からの時代における“公共”の担い手の可能性があるこ

とを示唆しているとも考えられるのである。 

 今回の試みから見えることは、アニメファンと聖地巡

礼地となった地域の間には、地域貢献・地域づくりに転

じるような関わり合いの可能性があるということである。

アニメファンには、地域貢献・地域づくりの「関係人口」

となり得る可能性があるとも言い換えられるだろう。作

野（2018）は、「関係人口」を構築するためには自治体が

住民を「つなぐ」機会を持てるよう、環境づくりやきっ

かけづくりを行う必要があることを指摘している。その

ためには、アニメファンと地域との間を取りもち、関わ

りが生じやすいようなファシリテーションの機能がある

と促されやすい。今回の試みでは、大学がその機能を担

っていると考えられる。 

 人口減少・少子高齢化が急激に進行し地域がやせ細る

中で、地域と関わろうとする思いを後押しするような仕

掛けや機能が地域社会には一層求められている。そのた

めには自治体は市民の「緩やかな」「小さい」「無理のな

い」「時々」といった活動を丁寧に掬いとっていく必要が

あるだろう。近年のアニメファンの地域に対する能動

的・献身的な心持ちを具体化し、地域が受け止めていく

ことで、地域の担い手が新たに重層的に生まれる可能性

があると考えられるのである。 

【引用・参考文献】 

・石坂愛・卯田卓矢ほか『「ガールズ＆パンツァー」がも 

たらす社会的・経済的変化-曲がり松商店街と大貫商店

街を事例に-』地域研究年報38、2016、pp.61-89 

・軍司聖詞『コンテンツ観光に基づく地域活性化におけ

る都道府県の役割』地域活性学会第 7 回研究大会論文

集、2015、pp.39-42 

・谷村要『アニメファンによるボランタリーな地域貢献 

活動の背景』地域活性学会第8回研究大会論文集、 

 2016、pp.5 

・本田直之『ゆるいつながり 協調性ではなく、共感性で

つながる時代』朝日新聞出版、2018、pp.52,106 

・小田切徳美『関係人口という未来-背景・意義・政策』 

ぎょうせい「ガバナンス」2018年2月号、pp.17 

・作野広和『関係人口の捉え方と自治体の役割-自治体の 

真価が問われる時代に向けて』ぎょうせい「ガバナン 

ス」2018年 2月号、pp.20 

農山漁村地域に対する観光系学生の意識と行動

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「農村地域活用法」において、 年度および

年度に全受講者を対象とするアンケート調査（有効標本

数 ）をおこなった。この調査は、国土交通省国土政策

局が 年 月に実施した「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）」（有効標本数

）とほぼ同じ内容にし、結果の比較ができるように

した。本発表では、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。

【結果】

アンケート結果によると、観光系学生の多くは農村地

域に学習目的等で訪問した経験があるが、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、多くは農村地域住民の役に立ちた

い、地域で充実感を得たいという気持ちは持っている。

【考察】

誰かの役に立ちたい、充実感を得たいというのは、農

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。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、

農村地域に対する長期にわたる主体的行動につながる。
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循環型林業の展開にむけた木材安定供給システムの構築～㈱伊万里木材市場を事例として～

○小川繁幸（東京農業大学）、黒瀧秀久（東京農業大学）、菅原優（東京農業大学）

： 循環型林業、サプライチェーン、森林管理システム

【背景・目的】 
今日、日本の木材自給率は、 年の約 ％から

年は約 ％まで上昇しつつあるものの、多くの森林所有者

は小規模零細経営であるため、経営の規模拡大に対する意

欲が低い。

また、 年をピークとした長期的な木材価格の下落が

ある。他方、日本においては戦後造林された人工林を中心

に伐期を迎えた豊富な森林資源を循環利用することが大き

な課題となっている。また、木材の需要動向を見てみても、

昨今は、国産材国産材の素材（丸太）価格については、

年以降はスギ、ヒノキ、カラマツの価格は横ばいで推移し

ており、また、国産材の製材用素材価格は、好調な住宅向

けの需要により、 年から回復傾向にあることから、

徐々にではあるが国産材に対する需要は高まっているもの

の、今後は急速な高齢化と人口減少が予測され、加えて、

輸入材や代替材との競合が想定されることから、大幅な需

要拡大は見込めず、豊富な森林資源だけが蓄積されていく

という矛盾が拡大していくことが懸念される。

加えて、 年代頃から人工林の需要が高まるなかで国

産材需要が高まり、九州をはじめとした国産材の一大供給

地において資源の争奪戦が激化しており、過伐・乱伐によ

る資源枯渇も危惧されている。

そのため、この豊富な森林資源を循環利用するためには、

需要喚起にむけた林業の成長産業化と資源を安定的に供給

するための適切な資源管理が必要となる。

この点については、これまで川上側の林業と川中・下側

の木材関連産業との連携強化によるサプライチェーンの再

構築が必要であり、日本各地では「流域管理システム」や

「森林・林業再生プラン」などを通じて取組んできたもの

の、必ずしも機能しない地域が多いのが現状であった。そ

の要因の多くは、地域の核となる林家の収入拡大が、現在

の木材の需要状況・価格水準では見込めず、川上と川中・

川下との連携が図りづらいことがあげられる。ゆえに、こ

のサプライチェーンの構築においては川上側への経済循環

の構築が重要である。

本報告では、九州地域において新たな展開を示しつつあ

る、川中・川下の事業者である㈱伊万里木材市場が展開す

る「森林整備事業」と、この㈱伊万里木材市場の活動に着

目し、循環型林業の展開にむけた新たな木材安定供給シス

テム展開の課題について検討する。

【研究方法・研究内容】

これまで木材の供給はコストパフォーマンスに優れた天

然林が中心であったが、 年代頃から天然林の資源量の

限界性が危惧されるなかで、人工林の需要が高まり、これ

に相まって、ハウスメーカー主導による住宅生産の合理化

による建築材の大規模安定供給への対応やサブプライムロ

ーンの破綻に端を発する世界当時不況の影響などによる外

材の大量安定供給体制の破たんによって、国内の製材・集

成材・合板工場の国産材利用・大規模化が進んだ。

この動きに伴って、先行研究においては、国内の木材流

通拠点である原木市場の動向や機能に注目が集まり、その

観点から㈱伊万里木材市場に対する事例研究も進められて

きた。しかしながら、昨今、木材市場の動向を見てみると、

木材の安定的な供給体制の構築においては、木材のより安

定的な確保にむけては、川中・川下の事業者が川上の森林

整備事業にまで展開することが求められ始めており、川下

から川上にまで遡って構築される新たな木材安定供給シス

テムの展開が求められいる。

そこで本研究では、これまで十分に検討されてこなかっ

た㈱伊万里木材市場の「森林整備事業」の意義と、この㈱

伊万里木材市場が展開するサプライチェーンの再構築にむ

けた展開を、新たな木材安定供給システムとして一般化し

うるかという可能性の課題について検討した。

【研究・調査･分析結果】

（１）㈱伊万里木材市場の概要

さて、1960 年に設立された㈱伊万里木材市場は、「木

のやさしさ…人への未来へ。」を事業理念に掲げ、「木材

の川上～川中～川下をつなぐ生産流通サプライチェーン

を通じて未来へ続く循環型森林の育成と、安定した木材

供給を行い、森林林業の活性化と木材産業の発展に貢献

する」ことを目的に多様な事業を展開している。 
そもそも原木の販売をメインとする㈱伊万里木材市場

であるがその事業内容は、①原木安定供給販売事業、②

市売り・プレカット事業に留まらず、西九州木材事業協
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循環型林業の展開にむけた木材安定供給システムの構築～㈱伊万里木材市場を事例として～
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さて、1960 年に設立された㈱伊万里木材市場は、「木

のやさしさ…人への未来へ。」を事業理念に掲げ、「木材

の川上～川中～川下をつなぐ生産流通サプライチェーン

を通じて未来へ続く循環型森林の育成と、安定した木材

供給を行い、森林林業の活性化と木材産業の発展に貢献

する」ことを目的に多様な事業を展開している。 
そもそも原木の販売をメインとする㈱伊万里木材市場

であるがその事業内容は、①原木安定供給販売事業、②

市売り・プレカット事業に留まらず、西九州木材事業協

同組合と中国木材㈱との連携による集成材・構造材の量

産を目的とした伊万里木材コンビナートや、かごしま材

新需要開拓協議会をはじめとする資材工場と㈱さつまフ

ァインウッドとの連携により、原木の安定供給先の確保

を目的とした③コンビナート事業のほか、④木質バイオ

マス燃料供給事業を展開する。このコンビナート事業を

展開するにあたり、ハウスメーカーが求める品質や性能

の確かな製材品や 2×4 部材等の新たな需要にマッチし

た原木の供給力を高めることが必要になったことから、

㈱伊万里木材市場では、原木調達の強化を目的として、

森林の管理経営を長期間受託する「長期山づくり経営委

託契約」を森林所有者と結ぶなかで、再造林や苗生産な

どの⑤森林整備事業や⑥素材生産事業を展開している。 
その結果、現在、㈱伊万里木材市場の年間取扱量は

537,000 ㎥にのぼり、営業所／事業所は九州に広く展開

し、また組織体制も事業内容に合わせて細分化されてい

る。 
 

表 ㈱伊万里木材市場の概要

名称 株式会社伊万里木材市場

設立年月 1960年11月

代表者 林　雅文

従業員数 104名

年間取扱量
（バイオマスチップを含む）

537,000㎥

事業内容 森林整備事業、木材販売事業

本社所在地 佐賀県伊万里市山代町楠久津145－30  
出所：㈱伊万里木材市場提供資料を参考に作成
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図 ㈱伊万里木材市場の組織体制

出所：㈱伊万里木材市場提供資料を参考に作成

 
 

 
表 ㈱伊万里木材市場の営業所／事業所

設立年 営業所／事業所 従業員数
1960年 伊万里本社設立 53人
2002年 福岡営業所 16人
2007年 大分営業所 17人
2011年 南九州営業所 16人
2013年 糸島事業所（伊都山燦） 2名  
出所：㈱伊万里木材市場提供資料を参考に作成

 
（２）川上への事業展開を展開することになった経緯

そもそも㈱伊万里木材市場が原木の市売りから木材の

川上～川中～川下をつなぐ生産流通サプライチェーンの

構築へと尽力するように至った経緯には中国木材㈱との

関係が大きな要因となっている。 
現在、㈱伊万里木材市場の代表を務める林氏は、前職

は建設会社に勤めていた。木材業界においては、現場か

らのたたき上げがその企業の代表を務めることがポピュ

ラーであるなかで、異業種からの転職は珍しい。そのよ

うな林氏の目からはプロダクトアウト型の木材業界の体

質に違和感を覚え、今後はマーケットのニーズに沿った

取り組みを展開していかなければならないと感じていた

そうである。 
そのような中で、㈱伊万里木材市場にとって大きな転

機になったのが、中国木材㈱の伊万里市への進出であっ

た。当時から大規模な集成材・構造材の量産を展開する

中国木材㈱の進出は地元木材業界の関係者にとっては脅

威であり、地元への進出においては通常であれば反対運

動が生じる。しかしながら、㈱伊万里木材市場の林氏は、

中国木材との“競争”ではなく、“共創”の可能性を模索

し、原木の安定供給の役割を担うことを選択する。 
すなわち、多くの原木の販売事業者であれば、“競争”

の精神から、事業の安定化をねらって、プレカット等の

川下への事業展開を模索するなかで、㈱伊万里木材市場

は川上への事業を展開する。 
それは、1980年代頃から人工林の需要が高まるなかで

国産材需要が高まっており、九州をはじめとした国産材

の一大供給地においては資源の争奪戦が激化しはじめて

いたため、経済循環が川上まで展開しづらい現状からす

ると、国産材の原木調達と安定的な供給が重要となって

いたためである。 
この点から㈱伊万里木材市場は中国木材㈱との連携に

よるコンビナート事業を展開することを契機に、原木調
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達の強化に乗り出す。また、㈱伊万里木材市場はハウス

メーカーの動向を見ながらシステム販売に注力しており、

現在、取り扱う材の販売方法の比率は、市売りからシス

テム販売が多くなっている。 
 

 
（㎥）

 
図 ㈱伊万里木材市場全取扱量

 
出所：㈱伊万里木材市場提供資料より抜粋

 
 
 
 
 
（３）川上への事業展開と森林認証への関心

さて、原木の安定的な調達にむけて川上の事業である

再造林等に取り組む㈱伊万里木材市場であるが、2017年

の実績を見ると、森林経営計画受託面積（共同申請を含

む）は430haにのぼり、民事信託（森林信託）を活用し

た「長期山づくり経営委託事業」の契約面積は 220ha、
再造林を実施したエリアは九州全域で計 300 箇所、協定

面積446haにのぼる。 
 

箇所 面積（ha)
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
計  

表 ㈱伊万里木材市場の再造林森林整備事業の実績

出所：㈱伊万里木材市場提供資料を参考に作成
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このように㈱伊万里木材市場が川上の事業に尽力する

背景には、原木の安定調達という前提はあるものの、他

方では事業理念に掲げている木材の川上～川中～川下を

つなぐ生産流通サプライチェーンの構築への想いがある。

本来、川中・川下の事業者あれば、川上からの原木をい

かに安く仕入れるかというところのみに注力するのが当

然であろうが、資源の安定的な確保を見据えて川上の事

業を展開する㈱伊万里木材市場においては、取り扱う森

林の価値そのものを高めるということに努めている。そ

のため、安定的な原木の調達のために展開している「長

期山づくり経営委託事業」の森林については、林氏によ

る森林認証の取得を検討しているとのことであった。な

お、㈱伊万里木材市場は熊本県に70haの社有林を有して

おり、ここにおいては、地域の子供たちを対象とした森

林教育を実施しているほか、将来的には観光、レクリエ

ーションとしての使い方模索する中で、森林の価値を木

材価格＋αとしての付加価値の創出を図り、木材価格の

底上げを図りたいとのことであった。 

【考察･結果】

㈱伊万里木材市場においては、原木を大量に扱う企業と

して、一方での市売りシェアの低下の中で、 の一環と

して森林整備事業を展開することをモットーとしている。

ただ、この「森林整備事業」に参画する背景には、従来の

市売りでの原木の取扱量が減るなか、商社や外国需要者な

どとの相対によるシステム販売を取り入れ、年間原木取扱

量を維持してきたものの、国産材の原木調達が課題となっ

ており、これに対応すべく自ら「森林整備事業」に参入せ

ざるを得ない状況になりつつあったことがあげられる。

ゆえに、本来、収益性が低く、展開しづらいとされるこ

の「森林整備事業」については、森林所有者との「長期山

づくり経営委託契約」により、生産された原木の全量買い

取りを実施するなかで、その収益を森林所有者に還元する

とともに、安定的な原木の調達を実現している。

また、 年からは苗生産事業を開始し、循環型林業を

展開するために必要な川上における森林整備事業までを一

貫して展開することで、川上の林家との信頼性を地道に構

築することで、新たな木材安定供給システムが形成されて

いる。

今後、このシステムを一般化するためにも、川中・川下

の事業者が から へと視野を広げるなかで、いかに

「森林整備事業」を取り入れるかが重要なカギとなる。

【参考文献】

・小池芙美・興梠克久、 年、「原木市売市場の機能

に関する一考察 －株式会社伊万里木材市場を事例に－」

『林業経済』、 、林業経済研究所、 。
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徳島県旧木頭村にみられる６次産業化と地域活性化の取り組みタイプ 
 

横畠康吉・池本未希（NOP法人AUX）
池本有里・山本耕司（四国大学） 

：地域ブランド、柚子、６次産業

【問題・目的・背景】 
過疎地域の産業育成に関わる過疎地対策緊急措置法

が施行されたのは1970年であった。この法律によって

40 年余り過疎対策が実施されてきた。山間地の過疎山

村地域は平地に乏しく狭小で急傾斜の農地が多く、農業

経営条件は極めて不利であり、救済資金の上滑り的補助

金の性格は過疎山村の地域活性に繋がったといえない。

経済活動は停滞か、衰退したと言わざるを得ない実情で

ある。徳島県那賀町の山間地域は、経済活動の衰退と高

齢社会の伸展の結果、小田切のいう３つの空洞化問題を

抱えることになった｡ それは、人口の空洞化、土地の

空洞化、むらの空洞化である｡ この空洞化によって、

集落の多くは限界集落から臨界集落へと向かい、集落瓦

解の瀬戸際に立たされている｡これらの問題は自然的、

社会的不利条件地域をもつ各地の自治体において発生

している｡下図は、調査地域と空洞化の概念図である。

（図は上が北、縮尺単位はkm） 
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始まり 進行中
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　　過疎（挙家離村）時代 核家族家とマイカー時代 社会減から自然減へ

人の空洞化

　　　　　　　高度経済成長期 　　　　　　安定経済期　　　　　経済構造調整期　　　　　　　
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社会事象
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報告者はこのような状況下にある徳島県山間地域の

住民が１次産品に付加価値を付ける活動を通して、地域

活性化に取り組み６次産業化を成功させた具体例を報

告してきた｡ 新たに出現したメディアドゥを核とする

地域振興の動きが芽吹き始めている。 
この様な流れは、戦後の復興期に産業用の水と電力の

必要からダム建設という公共投資事業が1955年から始

まり、木頭地区の住民の多くは第二次産業部門の土木建

設業に雇用され、域内経済も好景気となったものの、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、ダムによる河川の濁りと

いう自然環境破壊を伴った。このことが後の地域振興に

大きく関わることになる。 
 

【研究・調査・分析結果】

本調査研究は、報告者らがこれまで本学会で報告してき

た木頭地区の地域振興の具体的事例研究の取り組み結果を

内発的地域振興型、企業投資型、六次産業化型の各視点か

ら取りまとめたものである｡

つの地域振興の型

） 内発的地域振興型

年から暫く旧木頭村の地域振興に携わってきた保

母は、①グランドデザイン、②地域住民の理解、③リーダ

ー、④運営資金の 項目をチェックポイントとして内発的

発展を推し進める必要を説いている。

保母の提言等により自治体のグランドデザインにそった

村の維持人口、雇用の場創出、地域住民の質の高い生活に

向けた動きが 年から始まったのである。

その経緯は、ダムに頼らない産業経済面の地域振興は、

木頭地区の特産品である杉と品質の良い柚子の生産を基盤

に１次産品の付加価値を付ける加工製造事業所の起業であ

る。

）内発的地域振興への経緯

ダム推進派と反対派の二極対立で、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地域振

興を図る自治体を実現させるために、自然環境の保全保護

と地域開発の調和を図りながら持続可能な経済発展を目指
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と地域開発の調和を図りながら持続可能な経済発展を目指

した社会をつくる内容をマニフェストに掲げて村長選を戦

い、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、公共投資事業に頼

ることなく自力で雇用の場と雇用の機会を創出し、地域経

済に貢献する事業所の起業が求められた。事業所の起業へ

の対応は以下のとおりである。

「株式会社きとうむら」の起業当初は、旧木頭村と徳島

市内の豆腐メーカーとの共同出資による第 セクター「木

頭ヘルシック」として操業を始めた。製造品は「おからケ

ーキ」を主力とする経営を行う事業所であったが、共同出

資企業の倒産を経て社名を「株式会社きとうむら」と変更

して再出発を図った。経営者は再起に当たり株主募集を全

国に呼びかけ 名の株主を集めることで企業活動を再出

発させた。株の ％を村民が取得する地域住民セクター体

制といえる方式が経営上の特色を持つ事業所となった。

従業員数

（筆者作表）

柚子みそ・柚
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柚子ジャムな
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木頭柚子しぼ
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ジャー・重宝

づゆ・柚子南

蛮・柚子のフ

ルーツケー

キ・柚子マン

ジェ等木頭柚

子商品

商品
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漬け・木頭ゆ

ず茶・きとう

ゆずサイ

ダー・木頭ゆ

ず一番搾り・

寒さば木頭ゆ

ず味噌煮等木

頭ゆず商品

株式会社

きとうむ

ら

株式会社

黄金の村

有限会社

柚冬庵

表2　開発・経営型方式

　自治体の地域振

興策、グランドデ

ザインによって自

治体の支援を受け

た第三セクター方

式企業。現在は地

域住民を株主とる

地域住民セクター

方式

名称 開発・企業経営型

　主に、企業代表

者の資本投資によ

り設立された企

業。個人の強い故

郷への思いにより

設立された方式。

心理的側面の立地

因子方式

　六次産業化法の

支援で成立。農林

漁業者が自らの生

産物の加工・販売

に主体的に進出し

経営を多角化・高

度化する六次産業

方式

「株式会社きとうむら」の主な事業内容は、木頭柚子

の加工品、深山からの「湧水」、国産大豆のおからを利用

した加工食品の製造、卸売、販売事業である。

この事業活動が木頭地区の地域経済への寄与等につい

て見ると、以下に述べるとおりである。

「株式会社きとうむら」の経営は、 年の設立・操業

の後、共同経営企業の倒産、事業の再出発など経営的に厳

しい時期を経て、 年以降は黒字経営に転じた。

年度は 億 千万円の売上企業となり、木頭地区経済の中

枢を担うまでになった。

同社の主力製品は柚子加工食品である。原料の柚子栽培

は、 年にとくしま安安農産物認定（ ）を受け、次

いで 年に 認定（生産行程管理者認定）を受け農家

で生産される。

柚子は柚子栽培農家と契約栽培を結び、無農薬・化学肥

料・動物性肥料を使用せず徳島県の安安認証などをクリア

ーした栽培管理と品質管理基準によって生産されている。

契約栽培農家は無農薬、有機肥料、柚子皮発酵させた完熟

堆肥以外は使用しない高循環自然農法で柚子を生産してい

る。他の原料についても良質の素材を使用するなどエコロ

ジーとサステイナブルにこだわった生産を行っている。

このような徳島県の安全安心農産物栽培指針により生産

された柚子は国内の自然食品市場の流通で高い評価を得て

いる。一方で食品展示会など「株式会社きとうむら」の柚

子製品である「木頭柚子しぼり」「木頭柚子醤油」「蕎麦屋

仕込み・重宝づゆ」「木頭柚子ドレッシング」「木頭柚子ド

リンク」「柚子ジンジャー」その他「柚子マーマネード」な

どは好評を博し、近年欧米への輸出実績が伸びている。フ

ランス、ドイツ、アメリカに柚子製品購入顧客を持つなど、

個人通販にも対応している。ホテル、レストラン、料亭な

どのシェフ・料理人、菓子職人などにも使用され始めるな

ど世界的ブランドとして認められるようになった。その切

っ掛けとなったのは「株式会社きとうむら」が良質素材使

用による食品加工、製造工程全般に至るすべてに環境に負

荷の少ない生産活動を行い地域経済と融合する企業活動を

展開している結果であることが評価されたことによる。

当該事業所は大豆製品の製造加工を行っている。大豆加

工製品は、設立当初から自社工場で製造している「おから

くきぃー」「おからケーキ」などの生産である。大阪府学校

給食に認定された「おからケーキ」は、山の菓子工房の開

発製品として売れ筋商品となっている。

饅頭やショコラなどでは「柚子マンジェ」「木頭ショコラ」

などの菓子類も地元スーパーで販売されている。

さらに、自社開発されたミネラルウォーターは、新素材

紙パックに充填された飲料水である。ミネラルウォーター

は飲み口が良いうえに、 年間という長期保存のきく非常

用備蓄水としての利用に最適である。非常時には、紙パッ

クを切り開くと皿、まな板、うちわとして利用できなどの
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利点のあることから、自然災害による非常事態を経験した

東北地方の被災地では、ミネラルウォーターが生協ルート

によって供給され、高い評価を受けている。

熊本地震などで２リトル紙パック入りの飲料水は重要な

ライフラインとなった。

地域通貨という経済活動を「株式会社きとうむら」では

企画・運営している。地域通貨はボランティア活動での労

働や手助けなどの無償の労働提供に対してやり取りできる

ものとして利用されているものである。ボランティア活動

による労働代償が生み出した価値が地域内だけで通用する

金銭の代用として流通するものである。通貨は地域内のみ

で循環し、地域活性化に貢献している。

企業投資型

メディアドゥ藤田社長は2014年「株式会社黄金の村」

を立ち上げた。母体となったのは 2010 年に設立された

「株式会社木頭いのす」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。「株式会社いのす」を吸収合

併する形で、「株式会社黄金の村」が設立した。 
「株式会社黄金の村」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」など 27 品目が生産、販売されている。「株式

会社黄金の村」の販売は、地元スーパー、全国の雑貨店

に販買ルートがある。 

⇓

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

フランス・イギリス・イタリア・シンガポール・台湾
青果・果汁輸出

商品名と生産先

デザートショップ

渋谷ヒカリエ
SeinQs地下2階

（木村屋とコラボ
レーション）

㈱黄金の村

⇓

サイダー（大阪府）
煎　　餅（埼玉県）
さば缶詰（千葉県）
薬　　品（徳島県）

若芽オイル大塚製薬

ゆずこしょう（宮崎県）

シロップ（高知県）
パウダー（広島県）

ユズ加工食品
東京販売店舗

図3　原料供給先と加工食品（筆者作図）

「株式会社黄金の村」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もある。現在設備投資は

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。

「株式会社黄金の村」代表でメディアドゥの藤田社長

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、経営ロス発生させない経営を進め、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

を進めている。

年 月、東京・渋谷ヒカリエ 地下２階食品

売り場に開店したデザートショップ「 ― 」

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

は、多くの人々が行き交う集散の場であり、四国のチベ

ットなどと呼ばれる木頭のイメージアップの繋がる効果

は極めて大きいものがある。

現在、「株式会社黄金の村（メディアドゥ）」は、 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 セクター事業所「きとうむら」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事業計画が打ち出さ

れている。
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図４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、 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。那賀川の支流南川にある村営の美那

川キャンプ場が休業中となっているが、このキャンプ村

の施設を修復し事業再開を進め、川下と川上の交流の場

作りが進められている。

年には、木頭地区でも奥地の北川にあった北川小

学校校舎を利用して、 万冊を揃えた漫画図書館施設と

して開館する予定である。さらに、 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
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図3　原料供給先と加工食品（筆者作図）
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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
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個人農家の 次産業総合化事業型
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件下で育ち、甘酸っぱさ豊かな冬柚子、春に出荷される

貯蔵柚子、夏場に青柚子として出荷されることで、周年

出荷を行っている｡自家農園から収穫された柚子を加工

し、さらに販売までを手作業で行っている｡

柚冬庵では木頭柚子製品加工販売事業と「柚冬庵カフェ

くるく」を併設している｡ カフェは、金曜日の営業で、金

曜日以外の日は、予約をすれば利用できることになってい

る。カフェでは、地元産の食材を利用し、ジビエ料理を始

め郷土料理を提供してくれる飲食店として高い評価を受け

ている。柚冬庵は、 年平成藍大市にて、 年度大賞

に選ばれ、 年には農山漁村・シニア活動表彰で、農林

水産大臣賞を受賞するなど、６次産業事業所の事業活動が

地域に貢献したことが評価された。 

【考察・今後の展開】

「株式会社きとうむら」は、大型公共投資事業，ダム

建設に頼らない村おこし事業で成立した事業所である｡

村の伝統産業の果樹である柚子の生産を基盤産業とし、

加えて加工機能と多様な交流事業を展開するとうい自治

体の描いたグランドデザインに合わせた地域振興である。

「株式会社黄金の村」は、衰退した観光産業の再建や

山村過疎地域に就業の場を復活させる取り組みを行って

いる。「株式会社黄金の村」代表者藤田社長が経営する情

報関連企業「メディアドゥ」の経営力・資本力で地域に

人の人口増をもたらすための事業が動き始めている｡

「有限会社柚冬庵」は純粋に柚子のみによる 次産業

経営を進めている。「有限会社柚冬庵」の取り組みは、地

道に柚子に付加価値を付ける製造・販売である｡ 販売は

ネットで直接取引をする方法と県内にある道の駅、地元

スーパーでの販売に加え、首都東京の日本百貨店（吉祥

寺店，御徒町店）等での販売実績を持っている｡

保母は地域産業を振興する方法として、次の三点を取

り上げている｡

① 今ある産業・企業を育て、大きくする｡ 地元の農林

業や商工観光業などを発展させる｡

② 地元にない産業分野を地元の力で作り出す｡ 地元

の資源、技術を活かし、地元の資金と経営力によってつ

くりだす｡

③ 域外から企業を誘致する｡ それによりできた職場

で働く方法である｡

しかし、保母の指摘する事項は、平成の町村合併によ

り木頭村の村名が消え、那賀町に合併したことで、内発

的地域振興の動きは鈍くなってくるであろう。

さらに、木頭地区は高齢社会である。人口の空洞化は

更に進む現実を直視し、少なくとも 年先が見える地域

振興に取り組み、地域共通の認識として、一人一人の生

き方、価値観、豊かさを感じる山暮らしでなくてはなら

ない｡ 自立的で多層的地域づくりの視点から、山村の社

会維持に多額の費用がかかるも財政難で対応できない現

実のくる山村で生きる対策が必要である｡

期待できるのは、「株式会社黄金の村」代表（メディア

ドゥ）藤田社長の故郷への恩返しの事業である。

【引用・参考文献】

．保母武彦（ ）：『内発的発展論と日本の農山村』
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修学旅行における地域課題スタディツアーの効果分析

〇ホーバック・原辰徳（東京大学）

： スタディツアー、地域課題、修学旅行

 
【背景・目的】 

日本では 20~30年代の若年層の 3割以上が東京圏に居住

しており、高齢化が進む地方社会の持続可能性が懸念され

る。この人口問題を緩和するには、都市部の中高生世代の

地方への関心を高めて、将来に亘って地方社会に関わる人

口を増やすことが不可欠である。そのための手段として、

修学旅行の中で地域課題の現場に訪れることにより、中高

生の地方への関心向上を目指すスタディツアーが展開され

ている。しかしながら、こうした活動はまだ端緒に就いた

ばかりであり、その有効性や課題について十分に明らかに

されていない。効果の高いスタディツアーを実施するには、

修学旅行生の事前期待（前）や現場での体験（中）、今後の

学習意欲（後）について多角的に分析し、ツアーマネジメ

ントの改善に繋げる必要がある。したがって、本研究では

前・中・後の 3 つの観点から、スタディツアーが修学旅行

生に与える影響を明らかにすることを目的とする。 

 

【先行研究】 

観光学研究では、観光のまなざし論（Urry, 1992）を中心

に、観光資源から虚構を生み出すことを通じて価値を増大

させることが議論されてきた。旅行者は非日常的で独自性

の高い商品や体験を目当てに観光地を訪れ、提供側もその

非日常性を演出することに専心した。だが、スタディツア

ーでは修学旅行生は非日常ではなく、現地の人々が日々の

生活の中でどのように地域課題と向き合っているのか、と

いうありのままの現実を見る。すなわち、地方のリアルな

日常を観察し学び取ることを通じて、修学旅行生の地域課

題に関わろうとする意欲を高めることが求められる。 

地域コミュニティに対する向社会的行動を促進するには、

社会的なサービスの利用を通じて、自身が向社会的行動を

取れるという知覚および他者・対象への関心を向上させる

ことが重要である（ホー・白肌、2017）。前者は、目標とす

る行動を自分が十分に達成できると認識することである自

己効力感（Bandura, 1977）という概念によって表現される。

後者は、他者の存在を認め関心を持つことで自分もその一

員であると認識することである共同体感覚（Adler, 1964）と

いう概念によって表現される。共同体感覚が欠け自己効力

感しかない状態は行動を起こしてもそれが独り善がりにな

り易く、逆に自己効力感が欠けた共同体感覚のみの状態で

は行動を起こしにくい。つまり、地域コミュニティのため

の向社会的行動を促進するには、自己効力感と共同体感覚

の両方を十分に高めることが不可欠である。したがって、

本研究では前・中・後の 3 つの観点から、スタディツアー

がどのようにして修学旅行生の自己効力感および共同体感

覚を高め得るのかを明らかにする。 

 

【研究方法・研究内容】 

スタディツアーの提供組織として、株式会社 Ridilover

（以下、リディラバ）を対象とする。彼らは社会の無関心

の打破を理念に、スタディツアーやメディア事業を展開

している。ホームレス問題のように当事者達だけでは解

決できない社会問題が多く存在する。そのため、社会全体

が関心を持って課題解決に取り組む必要があるが、人々

の社会問題への関与を阻む要因として、リディラバは「関

心の壁、情報の壁、現場の壁」の 3つの壁を挙げる。彼ら

は、現場の壁に対して一般消費者向けのスタディツアー

を催行し、情報の壁に対してはWebメディアを通じて社

会問題の構造化を図っている。そして、入り口となる関心

の壁を乗り越えるために、修学旅行や企業研修旅行など

の教育旅行事業を提供している。社会問題への関心が低

い人でも組織行事の一環として自動的にスタディツアー

に参加する機会を創出することによって、社会問題を知

り関心を高めるきっかけとなる。 

本研究では、修学旅行を通じたスタディツアーに参加

した高校 1 年生 138 名を対象に質問紙調査を実施した。

当該高校は、東京都にある中高一貫教育を提供する私立

男子高校である。スタディツアーは、2018 年 5 月 22-23

日に一泊二日で開催された。修学旅行生は20の班に分か

れ、1日目午前に地域課題の現場で情報収集し、午後に課

題解決のためのグループワークに参加した。2日目は、グ

ループワークの成果発表にあてられた。質問紙調査は、ス

タディツアー参加前（事前調査）の5月21日と成果発表

後（事後調査）の5月 23日の計 2回実施した。 

本研究では、修学旅行生の地域課題に対する知識を自

己効力感、および地域課題に対する関心を共同体感覚と

捉える。事前調査では、地域課題に対する知識・関心、事
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させることが議論されてきた。旅行者は非日常的で独自性

の高い商品や体験を目当てに観光地を訪れ、提供側もその

非日常性を演出することに専心した。だが、スタディツア

ーでは修学旅行生は非日常ではなく、現地の人々が日々の

生活の中でどのように地域課題と向き合っているのか、と

いうありのままの現実を見る。すなわち、地方のリアルな

日常を観察し学び取ることを通じて、修学旅行生の地域課

題に関わろうとする意欲を高めることが求められる。 

地域コミュニティに対する向社会的行動を促進するには、

社会的なサービスの利用を通じて、自身が向社会的行動を

取れるという知覚および他者・対象への関心を向上させる

ことが重要である（ホー・白肌、2017）。前者は、目標とす

る行動を自分が十分に達成できると認識することである自

己効力感（Bandura, 1977）という概念によって表現される。

後者は、他者の存在を認め関心を持つことで自分もその一

員であると認識することである共同体感覚（Adler, 1964）と

いう概念によって表現される。共同体感覚が欠け自己効力

感しかない状態は行動を起こしてもそれが独り善がりにな

り易く、逆に自己効力感が欠けた共同体感覚のみの状態で

は行動を起こしにくい。つまり、地域コミュニティのため

の向社会的行動を促進するには、自己効力感と共同体感覚

の両方を十分に高めることが不可欠である。したがって、

本研究では前・中・後の 3 つの観点から、スタディツアー

がどのようにして修学旅行生の自己効力感および共同体感

覚を高め得るのかを明らかにする。 

 

【研究方法・研究内容】 

スタディツアーの提供組織として、株式会社 Ridilover

（以下、リディラバ）を対象とする。彼らは社会の無関心

の打破を理念に、スタディツアーやメディア事業を展開

している。ホームレス問題のように当事者達だけでは解

決できない社会問題が多く存在する。そのため、社会全体

が関心を持って課題解決に取り組む必要があるが、人々

の社会問題への関与を阻む要因として、リディラバは「関

心の壁、情報の壁、現場の壁」の 3つの壁を挙げる。彼ら

は、現場の壁に対して一般消費者向けのスタディツアー

を催行し、情報の壁に対してはWebメディアを通じて社

会問題の構造化を図っている。そして、入り口となる関心

の壁を乗り越えるために、修学旅行や企業研修旅行など

の教育旅行事業を提供している。社会問題への関心が低

い人でも組織行事の一環として自動的にスタディツアー

に参加する機会を創出することによって、社会問題を知

り関心を高めるきっかけとなる。 

本研究では、修学旅行を通じたスタディツアーに参加

した高校 1 年生 138 名を対象に質問紙調査を実施した。

当該高校は、東京都にある中高一貫教育を提供する私立

男子高校である。スタディツアーは、2018 年 5 月 22-23

日に一泊二日で開催された。修学旅行生は20の班に分か

れ、1日目午前に地域課題の現場で情報収集し、午後に課

題解決のためのグループワークに参加した。2日目は、グ

ループワークの成果発表にあてられた。質問紙調査は、ス

タディツアー参加前（事前調査）の5月21日と成果発表

後（事後調査）の5月 23日の計 2回実施した。 

本研究では、修学旅行生の地域課題に対する知識を自

己効力感、および地域課題に対する関心を共同体感覚と

捉える。事前調査では、地域課題に対する知識・関心、事

前期待について尋ねた。知識・関心は、それぞれ5段階の

リッカート尺度で尋ねた。事前期待については、「社会課

題について知ること（テーマ知識）」、「社会について広く

知ること（社会知識）」、「社会にある課題を見出すこと（社

会課題）」、「課題を乗り越える力を身につけること（乗り

越え力）」、「友達と協力すること（友人協力）」、「友達と仲

を深められること（仲良し）」、「楽しめること（楽しみ）」

の 7つの選択肢を複数回答で尋ねた。 

事後調査では、地域課題に対する知識・関心、現場体験、

学習意欲について尋ねた。知識・関心は 5 段階のリッカ

ート尺度で尋ね、現場体験は事前期待と同様の 7 つの選

択肢について複数回答で尋ねた。学習意欲については、

「今回学んだテーマについてもっと調べたい（調べた

い）」、「テーマについて学んだことを友人や家族に伝えた

い（伝えたい）」、「将来自分も社会課題を扱う仕事に携わ

りたい（携わりたい）」、「このような学習を普段からした

い（普段からしたい）」、「他のテーマについても学んでみ

たい（学んでみたい）」、「もっと自分の考える力をつけた

い（力をつけたい）」、「もっと学校の勉強を頑張りたい（頑

張りたい）」の7つの選択肢を複数回答で尋ねた。複数回

答の設問については、選択された場合のスコアを1、選択

されなかった場合のスコアを0として計算した。 

 

【分析結果】 

有効回答は、138名中 120名（87.0%）であった。知識

のスコアが事前調査と比較して事後調査の方が高かった

修学旅行生は98名（81.7%）、関心のスコアが事前調査と

比較して事後調査の方が高かった修学旅行生は 56 名

（46.7%）であった。知識が増加したグループと増加しな

かったグループに対してグループ間の平均値比較をした

結果、現場体験と学習意欲には有意な結果が見られなか

ったが、事前期待については社会課題への期待、友人協力

への期待、仲良しへの期待において、いずれも知識が増加

したグループの方が有意にスコアは低かった（表 1）。す

なわち、期待が低い方が知識を獲得した。関心が向上した

グループと向上しなかったグループの平均値比較の結果、

事前期待および学習意欲において有意差が見られた（表2、

表 3）。関心が向上したグループは、仲良しへの期待と楽

しみへの期待が有意に低く、もっと自分の考える力をつ

けたい意欲が有意に高かった。 

続いて、事後知識と事前知識の差である知識増加およ

び事後関心と事前関心の差である関心向上と、事前期待、

現場体験、学習意欲に関して相関分析を実施した。現場体

験に関しては有意差が見られなかったが、事前期待およ

び学習意欲に関して有意差が見られた（表4、表5）。知識

増加は社会課題への期待と友人協力への期待、将来的に

社会課題を扱う仕事に携わりたい意欲に弱い負の相関が

あることがわかった。また、関心向上は仲良し期待に弱い

負の相関、もっと自分の考える力をつけたい意欲に弱い

正の相関があることがわかった。 

知識が増加した場合のスコアを 1、増加しなかった場合

のスコアを 0、同様に関心が向上した場合のスコアを 1、

向上しなかった場合のスコアを 0 として分散分析を実施

し交互作用を調べた。分析の結果、知識増加に関してテー

マ知識体験と友人協力体験の交互作用が 1%水準で有意

であった（図 1）。すなわち、テーマ知識体験が得られず

とも友人協力体験があれば知識増加は可能である。さら

に、知識増加に関しては乗り越え力体験ともっと自分の

考える力をつけたい意欲の交互作用が 5%水準で有意で

あった（図 2）。すなわち、乗り越え力の獲得に知識増加

が加わると、考える力をつけたい意欲が高まり易い。友人

協力体験と伝えたい意欲の交互作用も 5%水準で有意で

あった（図 3）。すなわち、友人協力体験が無かった場合

に知識増加しない方が伝えたい意欲が高まり易い。関心

向上に関して、テーマ知識体験と携わりたい意欲の交互

作用が5%水準で有意であった（図 4）。すなわち、テーマ

知識体験を得られずに関心を高めると課題解決に携わり

たいと思うようになる。さらには、乗り越え力期待と友人

協力体験の交互作用が5%水準で有意であった（図5）。す

なわち、乗り越え力期待をしなかった場合に友人協力体

験があった方が関心は向上し易い。友人協力期待と力を

つけたい意欲の交互作用も5%水準で有意であった（図6）。

すなわち、友人協力期待がなければ関心が高まった時に

考える力をつけたい意欲が高まり易い。 

 

【考察・結論】 

記述統計の結果から、修学旅行を通じたスタディツア

ーは地域課題に対する関心向上よりも地域課題に対する

知識増加の効果が高いことがわかった。しかしながら、相

関分析の結果から知識の増加は将来的に地域課題の解決

に携わりたい意欲を減退させてしまう。知識獲得によっ

て修学旅行生が課題解決の困難さを理解し、自分が関わ

っても解決できないと認識するようになったためだと考

えられる。これを解消するには、修学旅行生には地域課題

の解決に貢献するポテンシャルがあることを認識しても

らい、地域課題を自分ごと化してもらうことが大切であ 
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図1. 知識増加に関する交互作用(1) 
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図2. 知識増加に関する交互作用(2) 
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図2. 知識増加に関する交互作用(2) 
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る。分散分析（図4）から、課題解決に携わりたい意欲を

高めるには関心を向上させた上で、知識獲得を認知させ

ないことが重要であることを示した。この結果は、地域課

題への修学旅行生の関心が向上したことで、彼らがスタ

ディツアー内だけで学べる知識では課題解決には不十分

であると考えるようになったことを示唆する。自分ごと

化には、知識の内面化が必要である（ホー・白肌、2015）。

そのため、現場訪問およびグループワークを通じて、彼ら

がどのような知識共創（Nonaka, Toyama, and Konno, 2000）

をおこなったかを分析することが求められる。同様に、本

研究の分析結果は事前期待が知識と関心の両方に影響を

与えることを明らかにした。すなわち、スタディツアーに

参加する前の学習意欲がスタディツアー中における知識

獲得や体験からの関心向上に影響を与えることを示唆し

た。したがって、広報やインストラクションを通じた期待

値マネジメント（Zeithaml, Parasuraman, and Berry, 1990）に

ついても考察を深める必要がある。現場での知識共創お

よび広報やインストラクションに関するデータの収集お

よび分析を進めることが今後の課題である。 
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図4. 関心向上に関する交互作用(1) 

 

 
図6. 関心向上に関する交互作用(3) 
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みかんの耕作放棄地を活用したみかん・レモン生産の事業性検証

都丸孝之、林美香子（慶應義塾大学）

： 小田原市、耕作放棄地、みかん、レモン、

【背景】

神奈川県小田原市の主要農産物の１つとして温州みか

んがあり、小田原市曽我地区や小田原市片浦地域（石

橋、米神、根府川、江之浦）を中心にみかんが生産され

ている。 年に 戸あったみかんの農家数が、

年までに、 戸と 割近く減少している 。そ

れに伴い小田原市でもみかん畑の荒廃地、すなわち耕作

放棄地が増加傾向にあり、現在、 ～ ほどの農地が

既に耕作放棄されている。また、小田原市片浦地域にお

いては、 の農家が温州みかんを生産しているが約

％もの農家が年間売上高 万円以下と苦しい経営状

況にさらされている

小田原市片浦地域の耕作放棄地発生の要因として、農

家の高齢化に伴う体力的な問題や新たな農業の担い手が

不足していることがあげられる。また、担い手不足の原

因としては、みかんなど柑橘の価格の低迷により、農業

だけでは生計が成り立たないなど指摘されている 。

これら問題に対処するべく、川久保は（ ）は、柑

橘の品質向上と需要の高いハウスみかんや伊予柑への転

作を推し進めることが農地の維持に繋がると主張してい

る。これは、価格の安定している農作物への転作が、耕

作放棄地の拡大防止に繋がることを示唆している 。

また、川久保は（ ）は、農作物の価格の低迷によ

り、農業経営だけでは生計が成り立たない、また新規就

農するにあたって初期投資が大きく、資金のない就農希

望者が参入できないなど農業経営の問題を指摘している

。

都丸ら（ ）は、小田原市片浦地区の荒廃したみか

ん畑を再活用する可能性を検証した。日照条件、年間の

作業時間、収穫量、販売単価、鳥獣被害の点で、小田原

市の主要柑橘である温州みかん、レモン、うめ、キウ

イ、ブルーべーリーの収益性を比較検証した結果、レモ

ンの収益性が最も高く、みかんに比べ約 倍であるこ

とを示した 。

ただし、いずれの既往研究も安定した農業経営として

付加価値の高い柑橘を生産することを推奨しているもの

の、柑橘生産における事業収益性、さらには耕作放棄地

の整備費用が何年間で回収できるのか、経済性評価がな

されていない。

そこで本研究では、神奈川県小田原市を対象に耕作放

棄地を有効利用した際の柑橘生産の事業性をファイナン

スの理論である （ 正味現在価値

法）を用いて検証する。特に、小田原の主要柑橘である

みかん、レモンを取り上げ、みかんの耕作放棄地を再生

させ、みかんを植樹する場合とレモンを植樹する場合、

どちらが事業性に優れているか比較検証する。

事業性を検証する上で、小田原市農政課、 かながわ

西湘から入手したデータ、神奈川県の近代的果樹園経営

の指標 を用いる。

また、 を用いた柑橘の事業性を検証する上で ～

のような新たなアプローチを導入した。

 みかんの耕作放棄地の整備費用およびその農地に植

樹する柑橘の苗木費用を初期投資と見なす。

 の割引率として天候不順や鳥獣被害などのリスク

を考慮する。

 収穫量は柑橘の特性である隔年結果を考慮する。

 整備した耕作放棄地に植樹した苗木が成長、老木と

なり寿命に至るまでの果樹のライフサイクルを考慮

した長期的な事業性を検証する。

【 を用いた事業性検証の方法】

を用いたみかん、レモンの事業性を比較するた

め、（ ）に示す計算式を用い検証する。

∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑖𝑖−1 −𝐶𝐶2𝑖𝑖−1
(1+𝑟𝑟)2𝑖𝑖−1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∑ 𝜇𝜇・𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑖𝑖 −𝐶𝐶2𝑖𝑖

(1+𝑟𝑟)2𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑁𝑁0

・  耕作放棄地の整備費用および植樹する柑橘の苗

木費用

・ 苗木を植樹してからの年数

・ アールあたりの売上高

・ 農薬・肥料等の費用

・ 割引率

・ μ：隔年結果比率

・ 柑橘の寿命は 年

・ 事減価償却費を考慮しない

・ 税率を考慮（所得税 ％、住民税 ％）

・ 業赤字の繰り越しは 期まで（青色事業者を想定）
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みかんの耕作放棄地を活用したみかん・レモン生産の事業性検証

都丸孝之、林美香子（慶應義塾大学）

： 小田原市、耕作放棄地、みかん、レモン、

【背景】

神奈川県小田原市の主要農産物の１つとして温州みか

んがあり、小田原市曽我地区や小田原市片浦地域（石

橋、米神、根府川、江之浦）を中心にみかんが生産され
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不足していることがあげられる。また、担い手不足の原

因としては、みかんなど柑橘の価格の低迷により、農業

だけでは生計が成り立たないなど指摘されている 。

これら問題に対処するべく、川久保は（ ）は、柑

橘の品質向上と需要の高いハウスみかんや伊予柑への転

作を推し進めることが農地の維持に繋がると主張してい

る。これは、価格の安定している農作物への転作が、耕

作放棄地の拡大防止に繋がることを示唆している 。

また、川久保は（ ）は、農作物の価格の低迷によ

り、農業経営だけでは生計が成り立たない、また新規就

農するにあたって初期投資が大きく、資金のない就農希

望者が参入できないなど農業経営の問題を指摘している
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都丸ら（ ）は、小田原市片浦地区の荒廃したみか

ん畑を再活用する可能性を検証した。日照条件、年間の

作業時間、収穫量、販売単価、鳥獣被害の点で、小田原

市の主要柑橘である温州みかん、レモン、うめ、キウ

イ、ブルーべーリーの収益性を比較検証した結果、レモ

ンの収益性が最も高く、みかんに比べ約 倍であるこ

とを示した 。

ただし、いずれの既往研究も安定した農業経営として

付加価値の高い柑橘を生産することを推奨しているもの

の、柑橘生産における事業収益性、さらには耕作放棄地

の整備費用が何年間で回収できるのか、経済性評価がな

されていない。

そこで本研究では、神奈川県小田原市を対象に耕作放

棄地を有効利用した際の柑橘生産の事業性をファイナン

スの理論である （ 正味現在価値

法）を用いて検証する。特に、小田原の主要柑橘である

みかん、レモンを取り上げ、みかんの耕作放棄地を再生

させ、みかんを植樹する場合とレモンを植樹する場合、

どちらが事業性に優れているか比較検証する。

事業性を検証する上で、小田原市農政課、 かながわ

西湘から入手したデータ、神奈川県の近代的果樹園経営

の指標 を用いる。

また、 を用いた柑橘の事業性を検証する上で ～

のような新たなアプローチを導入した。

 みかんの耕作放棄地の整備費用およびその農地に植

樹する柑橘の苗木費用を初期投資と見なす。

 の割引率として天候不順や鳥獣被害などのリスク

を考慮する。

 収穫量は柑橘の特性である隔年結果を考慮する。

 整備した耕作放棄地に植樹した苗木が成長、老木と

なり寿命に至るまでの果樹のライフサイクルを考慮

した長期的な事業性を検証する。

【 を用いた事業性検証の方法】

を用いたみかん、レモンの事業性を比較するた

め、（ ）に示す計算式を用い検証する。

∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑖𝑖−1 −𝐶𝐶2𝑖𝑖−1
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・  耕作放棄地の整備費用および植樹する柑橘の苗

木費用

・ 苗木を植樹してからの年数

・ アールあたりの売上高

・ 農薬・肥料等の費用

・ 割引率

・ μ：隔年結果比率

・ 柑橘の寿命は 年

・ 事減価償却費を考慮しない

・ 税率を考慮（所得税 ％、住民税 ％）

・ 業赤字の繰り越しは 期まで（青色事業者を想定）

今回、初期投資に該当するパラメータ として、みか

んの耕作放棄地の整備費用および耕作放棄地整備後に植

樹する柑橘の苗木の費用を計上する。

アールあたりの売上高 は、年度毎の収穫量×販

売単価として計算する。みかんやレモンの販売単価は

かながわ西湘および小田原市の の生産者部会から入

手した情報に基づき計算する。

また、 アールあたりの農薬や肥料などの費用

は、神奈川県の近代的果樹園経営の指標 に基づき

計算する 。

鳥獣被害やかんきつかいよう病などの病気、さらには

台風などの被害等の天候不順による柑橘の傷発生等によ

り販売できない柑橘のリスクを割引率 として表現す

る。

の算出期間は苗木から成長し老木になるまでの期

間を考慮し 年とする。みかんの耕作放棄地の整備後

に植樹する、みかん、レモンの苗木は 年生を想定し、

苗木の植樹から 年で収穫が見込めるものとする。ただ

し、みかん、レモンは、植樹してから約 年～ 年で

収穫量が最も高くなり、そこから収穫量が徐々に減り、

老木時にはピーク時の約 ％の収穫量と想定する。

また、みかんやレモンは 年おきに収穫量の割合が増

減する隔年結果という現象が発生するため、その比率を

隔年結果比率μとして定義し収穫量を計算する。

今回、農機具やトラックなどは既存農家にあるものを

活用することを想定しているため、減価償却費は考慮し

ない。また、農家の納める税率は住民税を ％、所得税

を ％として を計算する。理由は、今回の研究対象

となる小田原市片浦地区の農家 世帯のうち、約 ％

もの農家が年間売上高 万円以下であり、所得税とし

ては ％～ ％が妥当であると判断したからである。

小田原市片浦地区の農家の多くが青色事業者のため、

柑橘生産による事業赤字の繰り越しを 年として を

計算する。

図 、 は、上述の条件に基づきみかん、レモンの寿

命までの アールあたりの収穫量を示したものであ

る。 アールあたりに植えられている果樹の本数を

本、また、神奈川県のみかんの収穫量の推移から隔年結

果比率μを と設定し計算している。また、神奈川県

の近代的果樹園経営の指標 に基づき、植樹してか

ら約 年～ 年のピーク時のみかん、レモンの収穫量

をそれぞれ 、 とし、老木時の収穫量はピ

ーク時の約 ％として計算した。

図 みかんの収穫量（ ）

図 レモンの収穫量（ ）

【 の検証結果】

図 ～ に を用いたみかん、レモンの事業性検証

の結果を示す。耕作放棄地の整備費として、 アールあ

たり 円として計算した。これは、雑木や竹藪の

除去、さらにはみかんの老木の抜根作業を考慮した概算

費用である。また、 年生のレモン、みかんの苗木を

本あたり 円と設定し、整備した アールの農地

に 本の植樹を想定している。

また、 かながわ西湘のデータに基づき、みかん、レ

モンのキロあたりの販売単価を 円、 円として設

定した。また、みかん、レモンの年度毎の売上高

は、図 、 に示す アールあたりの収穫量に基づき計

算する。

前節で述べたように神奈川県のみかんの収穫量の推移

から隔年結果比率μを と設定し、鳥獣被害やかんき

つかいよう病などの病気、さらには台風などの被害等の

天候不順による柑橘の傷発生等により販売できない柑橘

のリスク、すなわち割引率 を 、 と設定した。

図 、 は、割引率 を にした場合の を示し

ている。みかんの は、 年間でわずか 円し

かならず、耕作放棄地の整備作業費と苗木費用を回収す

るまでに約 年もの年月がかかることが分かる。

kg 

year 

year 

μ  

μ  kg 
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図 による事業性検証
（みかん、 、μ ）

図 による事業性検証
（レモン、 、μ ）

一方、レモンの アールあたりの は、

円とみかんの約 倍、耕作放棄地の整備作業費と苗木費

用を回収するまでに約 年と、みかんに比べ回収期間が

短い。これは、みかんに比べレモンの単価が、約 倍

であること、さらに年間のレモンの収穫量がみかんに比

べ 倍と大きいことが挙げられる。

みかんは、年間にわたって ～ ヶ月ほどの収穫期間

しかないが、レモンについては、四季咲き性の性質によ

り 月から翌年の 月まで、 ヶ月間にもわたり安定し

た収穫が見込まれるため、収穫量がみかんに比べ多くな

ると考えられる。

次に、割引率 を にした場合のみかん、レモンの

の結果を図 、 に示す。みかんの アールあたり

の は、 円となり耕作放棄地の整備費および

苗木の植樹費用が 年間、回収できないことが分か

る。一方、レモンの アールあたりの は、

円となり、耕作放棄地の整備費および苗木の費用の回収

期間が 年となる。

次に、隔年結果比率μが、みかん、レモンの事業の収

益性にどのような影響を及ぼすのか検証する。図 、図

は、みかん、レモンの割引率 を 、また隔年結果

比率をμ として計算したものである。

図 による事業性検証
（みかん、 、μ ）

図 による事業性検証
（レモン、 、μ ）

図 に示すように、 、μ におけるみかんの

は、 円であるのに対し、図 に示す 、

μ におけるみかんの は、 円と、わずか

円ほどの差しか無いことが分かる。また、初期投

資の回収期間は、それぞれ 年から 年と 年ほどし

か変わらない。

また、図 に示すように、 、μ のレモンの

は、 円に対し、図 に示す 、μ

のレモンの は、 円と、 円ほどの

差しか無いことが分かる。耕作放棄地の整備費用および

苗木費用の回収期間は、いずれも 年である。

以上から、初期投資の回収期間は、隔年結果比率μよ

りむしろ、割引率、すなわち天候の悪化や鳥獣被害やか

んきつかいよう病などのリスクの影響が大きいことが分

かる。今回想定されるレモンに比べ販売単価の安いみか

んでは、天候の悪化や鳥獣被害やかんきつかいよう病な

どのリスクが発生した場合、初期投資を回収するまでに

多くの年月がかかってしまう、もしくは初期投資を回収

できない可能性があることが分かった。

r = 0.2 
N0= 136,000 
μ= 0.8 
NPV= －111,572 
初期投資回収できず year 

円 

year 

円 r = 0.2 
N0= 136,000 
μ= 0.8 
NPV= 185,801 
回収期間：12年 

円 

year 

円 

r = 0.1 
N0= 136,000 
μ= 0.8 
NPV= 199,540 
回収期間：21年 

r = 0.1 
N0= 136,000 
μ= 0.8 
NPV= 1,379,812 
回収期間：9年 

year 
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図 による事業性検証
（みかん、 、μ ）

図 による事業性検証
（レモン、 、μ ）

一方、レモンの アールあたりの は、

円とみかんの約 倍、耕作放棄地の整備作業費と苗木費

用を回収するまでに約 年と、みかんに比べ回収期間が

短い。これは、みかんに比べレモンの単価が、約 倍

であること、さらに年間のレモンの収穫量がみかんに比

べ 倍と大きいことが挙げられる。

みかんは、年間にわたって ～ ヶ月ほどの収穫期間

しかないが、レモンについては、四季咲き性の性質によ

り 月から翌年の 月まで、 ヶ月間にもわたり安定し

た収穫が見込まれるため、収穫量がみかんに比べ多くな

ると考えられる。

次に、割引率 を にした場合のみかん、レモンの

の結果を図 、 に示す。みかんの アールあたり

の は、 円となり耕作放棄地の整備費および

苗木の植樹費用が 年間、回収できないことが分か

る。一方、レモンの アールあたりの は、

円となり、耕作放棄地の整備費および苗木の費用の回収

期間が 年となる。

次に、隔年結果比率μが、みかん、レモンの事業の収

益性にどのような影響を及ぼすのか検証する。図 、図

は、みかん、レモンの割引率 を 、また隔年結果

比率をμ として計算したものである。

図 による事業性検証
（みかん、 、μ ）

図 による事業性検証
（レモン、 、μ ）

図 に示すように、 、μ におけるみかんの

は、 円であるのに対し、図 に示す 、

μ におけるみかんの は、 円と、わずか

円ほどの差しか無いことが分かる。また、初期投

資の回収期間は、それぞれ 年から 年と 年ほどし

か変わらない。

また、図 に示すように、 、μ のレモンの

は、 円に対し、図 に示す 、μ

のレモンの は、 円と、 円ほどの

差しか無いことが分かる。耕作放棄地の整備費用および

苗木費用の回収期間は、いずれも 年である。

以上から、初期投資の回収期間は、隔年結果比率μよ

りむしろ、割引率、すなわち天候の悪化や鳥獣被害やか

んきつかいよう病などのリスクの影響が大きいことが分

かる。今回想定されるレモンに比べ販売単価の安いみか

んでは、天候の悪化や鳥獣被害やかんきつかいよう病な

どのリスクが発生した場合、初期投資を回収するまでに

多くの年月がかかってしまう、もしくは初期投資を回収

できない可能性があることが分かった。

r = 0.2 
N0= 136,000 
μ= 0.8 
NPV= －111,572 
初期投資回収できず year 

円 

year 

円 r = 0.2 
N0= 136,000 
μ= 0.8 
NPV= 185,801 
回収期間：12年 

円 

year 

円 

r = 0.1 
N0= 136,000 
μ= 0.8 
NPV= 199,540 
回収期間：21年 

r = 0.1 
N0= 136,000 
μ= 0.8 
NPV= 1,379,812 
回収期間：9年 

year 

図 による事業性検証
（みかん、 、μ ）

図 による事業性検証
（レモン、 、μ ）

【結論と考察】

本研究では、神奈川県小田原市を対象に、みかんおよ

びレモンの事業性をファイナンスの理論である

（ 正味現在価値法）を用いて比較検

証した。今回の新たなアプローチとして、みかんの耕作

放棄地の整備費用および整備した農地に植樹する苗木の

費用を初期投資と見なすこと、 に用いる割引率を天

候不順や鳥獣被害などのリスクに応じて割引くこと、収

穫量は柑橘の特性である隔年結果を考慮することで、初

期投資の回収期間を確認することができた。

今回の検証によって、初期投資である耕作放棄地の整

備費用および苗木の費用を回収期間は、隔年結果よりむ

しろ、天候の悪化や鳥獣被害やかんきつかいよう病など

のリスクの影響が大きいことが分かる。

また、柑橘の販売単価の違いで事業の収益性、初期投

資の回収期間が大きく変わることが分かる。特に、レモ

ンは 年間で初期投資を回収できるのに対し、みかんは

回収までに 年以上の歳月がかかることが分かった。

小田原片浦地区におけるみかんの耕作放棄地を整備

し、その農地を有効活用するためには、柑橘の販売単価

を上げる努力、すなわち小田原柑橘のブランディング化

や柑橘の生産品質の向上などの努力が必要となる。

【今後の展開】

年度より慶應義塾大、神奈川県、小田原市、地元

農家、地元自治会、 かながわ西湘、高校、大手企業ら

と連携し、みかんの耕作放棄地を整備しその農地を有効

活用するための活動「県西大学連携事業」を行ってい

る。約 年半に及ぶ活動を経て、 アールのみかんの耕

作放棄地を再生、整備した。

都丸ら の試算に基づき、小田原市で生産している

柑橘の中で最も収益の高いレモン 本の苗木を整備し

た耕作放棄地に植樹した（図 ）。現在、地元農家、地元

自治会、小田原市の協力のもと植樹した農地の維持管理

を学生とともに行っている。

今後は小田原市などの行政と連携し、耕作放棄地を整

備するだけでなく、レモン生産を推進する活動を行って

いきたい。また研究活動としては、天候不順や鳥獣被害

などの実態を調査し割引率として設定したリスクの精度

向上を試みたい。

図 みかんの耕作放棄地を整備しレモンを植樹
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廃校を福祉施設に利活用する地域コミュニティ活性化モデルの研究

〇栗原志功（㈱あなたの幸せ）・森正文（武雄市役所）・小泉周司（那珂市役所）・宮武功（加太地域活性化協議会）

： 廃校、地域コミュニティ、社会福祉施設

【はじめに】

人口減少や少子高齢が急速に進む日本において、これ

までの社会条件の中で築き上げてきた社会資本に対して、

合理的判断に基づく選択と施設の集中を行っていくこと

が急務となる。その際、個々の社会資本の特性や、それ

が在する地域独自課題の把握を試みることが地域活性の

重要な要素の一つになる。その中で、地域（市区町村）

が管理する公共施設の中で、最も多くの割合を占めるの

は学校施設であり、一般的に地域社会のコミュニティの

核として、住民との結びつきが強い学校施設の在り方は、

その地域の公共空間の在り方を大きく左右するといえる。

他方で、現在地域社会において高齢者介護施設等は慢

性的に施設・人材共に偏りがあり不足の傾向がある。

そこで本研究では、教育分野の社会資本である学校施

設に着目し、特に廃校となった学校施設の利活用の方策

として、福祉施設として利活用することで、地域コミュ

ニティ活性化につながるモデルの研究とその効果につい

て明らかにするものである。

【現状と問題点】

学校は地域社会の重要な拠点であり、そして地域住民

の交流の中心となる場所である。施設が現存している廃

校が 校ある中、 割にあたる 校が活用され

ていない状況である。（平成 年 月 日現在）

地域社会の核である学校の廃校が地域住民にとって重

い話であることをいうまでもなく、更に小学校が廃校と

なった後の跡地がどのような施設に生まれ変わるのか、

地域住民が共有財産として考えてきた小学校を、それが

新たな施設に生まれ変わっても使い続けることができる

かどうかは今後の地域の在り方に深く関わってくると考

えられる。明治初期に住民の手でつくりあげられた小学

校はまさに住民の共有財産であり、精神的支柱であり、

文化的拠点であった。学校がなくなっても、その跡地の

利用の仕方によっては、地域の核となるような機能をも

った施設ができるのではないだろうか。

廃校舎の再利用は多様であるが、成功しているモデル

ケースは蓄積に乏しい。実際には利活用されずに取り壊

しや塩漬（未利用）になっている例も散見される。また、

利活用するとしても、「学校」という元々の建築物の構造

から大規模改修や老朽化部分の修繕など、多額の費用が

必要となる。どこまで費用負担して施設を有効活用して

いくべきかという判断は今後も難しい状況にあり、公共

施設として財政面からも大きな課題となっている。更に、

廃校舎の利活用については、住民及び関係者、行政との

間で情報共有や今後の施設の在り方についての共通認識

を確保しながら、住民・地域ニーズに合致した公共施設・

地域施設へ再生し、利活用していかなければならないと

いう、複雑なプロセスが必要である。

そういったことから利活用の実態としては体育館や運動

場、校舎の一部などの利用にとどまっており、有効活用

に至っている状況とは言えない。

一方で、我が国の平均寿命は、戦後、生活環境の改善

や、医学の進歩により急速に延び、 （平成 ）年の
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廃校を福祉施設に利活用する地域コミュニティ活性化モデルの研究

〇栗原志功（㈱あなたの幸せ）・森正文（武雄市役所）・小泉周司（那珂市役所）・宮武功（加太地域活性化協議会）

： 廃校、地域コミュニティ、社会福祉施設

【はじめに】

人口減少や少子高齢が急速に進む日本において、これ

までの社会条件の中で築き上げてきた社会資本に対して、

合理的判断に基づく選択と施設の集中を行っていくこと

が急務となる。その際、個々の社会資本の特性や、それ

が在する地域独自課題の把握を試みることが地域活性の

重要な要素の一つになる。その中で、地域（市区町村）

が管理する公共施設の中で、最も多くの割合を占めるの

は学校施設であり、一般的に地域社会のコミュニティの

核として、住民との結びつきが強い学校施設の在り方は、

その地域の公共空間の在り方を大きく左右するといえる。

他方で、現在地域社会において高齢者介護施設等は慢

性的に施設・人材共に偏りがあり不足の傾向がある。

そこで本研究では、教育分野の社会資本である学校施

設に着目し、特に廃校となった学校施設の利活用の方策

として、福祉施設として利活用することで、地域コミュ

ニティ活性化につながるモデルの研究とその効果につい

て明らかにするものである。

【現状と問題点】

学校は地域社会の重要な拠点であり、そして地域住民

の交流の中心となる場所である。施設が現存している廃

校が 校ある中、 割にあたる 校が活用され

ていない状況である。（平成 年 月 日現在）

地域社会の核である学校の廃校が地域住民にとって重

い話であることをいうまでもなく、更に小学校が廃校と

なった後の跡地がどのような施設に生まれ変わるのか、

地域住民が共有財産として考えてきた小学校を、それが

新たな施設に生まれ変わっても使い続けることができる

かどうかは今後の地域の在り方に深く関わってくると考

えられる。明治初期に住民の手でつくりあげられた小学

校はまさに住民の共有財産であり、精神的支柱であり、

文化的拠点であった。学校がなくなっても、その跡地の

利用の仕方によっては、地域の核となるような機能をも

った施設ができるのではないだろうか。

廃校舎の再利用は多様であるが、成功しているモデル

ケースは蓄積に乏しい。実際には利活用されずに取り壊

しや塩漬（未利用）になっている例も散見される。また、

利活用するとしても、「学校」という元々の建築物の構造

から大規模改修や老朽化部分の修繕など、多額の費用が

必要となる。どこまで費用負担して施設を有効活用して

いくべきかという判断は今後も難しい状況にあり、公共

施設として財政面からも大きな課題となっている。更に、

廃校舎の利活用については、住民及び関係者、行政との

間で情報共有や今後の施設の在り方についての共通認識

を確保しながら、住民・地域ニーズに合致した公共施設・

地域施設へ再生し、利活用していかなければならないと

いう、複雑なプロセスが必要である。

そういったことから利活用の実態としては体育館や運動

場、校舎の一部などの利用にとどまっており、有効活用

に至っている状況とは言えない。

一方で、我が国の平均寿命は、戦後、生活環境の改善

や、医学の進歩により急速に延び、 （平成 ）年の

 

 

平均寿命は、男性 年、女性 年と世界トップ

クラスの長寿国となっている。「健康上の問題で日常生活

が制限されることなく生活できる期間」である健康寿命

についても、 （平成 ）年時点で、男性 年、

女性 年と世界トップクラスである。

加えて、我が国の平均寿命と健康寿命の推移について

見てみると、平均寿命、健康寿命ともに延びているが、

平均寿命と健康寿命との差、すなわち、日常生活に制限

のある「不健康な期間」で見ると、 （平成 ）年か

ら 年にかけて、男性で 年から 年、女性

で 年から 年へと若干広がり、縮まっていな

い。

日常生活に制限のある「不健康な期間」の拡大は、個

人や家族の生活の質の低下を招くととともに、医療費や

介護給付費等の社会保障費の増大にもつながる。

国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口

（平成 年 月推計）によれば、今後も我が国の平均寿

命はさらに延びることが予測されており、平均寿命の延

び以上に健康寿命を延ばす（不健康な期間を短縮する）

ことが重要となる。

そのような中で、「医療機関」で死亡する者の割合は

年々増加し、近年では 割で推移している。次に死亡場

所の推移について見てみると、 （昭和 ）年の時点

では「自宅」で死亡する者の割合は 割以上を占めてい

たが、 （昭和 ）年には「自宅」で死亡する者の割

合を上回り、 （平成 ）年では、「医療機関」で死

亡する者の割合が ％を占め、「自宅」で死亡する者

の割合は ％にまで低下している。

高齢者の居住状況としては、厚生労働省「国民生活基

礎調査」によると、 （昭和 ）年時点で 万 千

世帯 であった我が国の 歳以上の高齢者のいる世帯数

は、 （平成 ）年時点では 万 千世帯へとお

よそ 年間で 倍以上増加した。 歳以上の高齢者の

いる世帯について、世帯構造別の構成割合の推移を見て

みると、 年時点では、三世代世帯が全体のおよそ半

数近くを占めていたが、その後、一貫して減少し、

年では ％となっている。一方で、 年時点で

％であった単独世帯の構成割合は、その後、一貫し

て上昇し、 年では全世帯の約 分の が単独世帯と

なっており、夫婦のみ世帯と合わせると半数を超える状

況となっている。

住宅の所有状況をみると高齢者のいる世帯の 割以上

が持ち家に居住。ただし、高齢者単身世帯では 割代と

相対的に持ち家の割合は低い。総務省「住宅・土地統計

調査」で居住している住宅の所有の関係について見てみ

ると、 歳以上の高齢者のいる主世帯では、持ち家が

割を超えており、主世帯全体（ ％）に比べ、持ち家

の割合が高くなっている。一方で、高齢者のいる主世帯

について、世帯構造別に住宅の所有の関係を見てみると、

高齢者のいる夫婦のみの主世帯や高齢者のいるその他の

主世帯では、 割近くが持ち家に居住しているのに対し、

高齢者単身主世帯では、持ち家が 割代となっており、

借家の割合が ／ を超えている。また、主世帯全体では

民営借家の割合が多いのに対し、高齢単身主世帯では公

営・都市再生機構（ ）・公社の借家の割合が多くなって

いることから、持ち家、借家共に住宅過剰社会が容易に

想像できる。

我が国における 歳以上人口が総人口に占める割合

である高齢化率は、 （平成 ）年には約 ％に達

すると推計されている。団塊の世代も （平成 ）年

から （平成 ）年にかけて 歳に到達した。今後、

生産年齢人口（ ～ 歳の人口）の減少が懸念される中

で、高齢期における就労は、若者・女性の就労に並び重

要な問題である。

高齢者の労働力人口は年々増加し、 （平成 ）年

の労働力人口は、 万人で、前年に比べ 万人の増

加となった。 ～ 歳（生産年齢人口に当たる年齢）の

労働力人口は 万人と前年に比べ 万人の減少とな

っているのに対し、 歳以上の労働力人口は 万人と

前年に比べ 万人の増加となっており、 歳以上の労

働力人口の増加が総数を押し上げたことがうかがえる。

また、遡って （昭和 ）年当時と 年の労働

力人口総数に占める 歳以上 労働力人口の割合を比較

すると、 ％から ％とおよそ 倍に増えており、

人口構成の高齢化と同じく、労働力人口の構成において

も高齢化の傾向が見てとれる。

労働力人口比率を （平成 ）年と 年で比較

して見てみると、 年の間で特に ～ 歳において上

昇が見られる。男性で ～ 歳は ％から ％、

～ 歳は ％から ％に上昇している。なお、

女性は ～ 歳に限らず、全体として上昇が見られる。

更に、現在は働いていないが、就職を希望している者

も多い。 歳以上の男女で就業 希望がありながら就業

できていない者は合計で 万人にのぼる。別の調査で

はあるが、就業希望者の仕事に就けなかった理由につい

て性・年齢階級別に見てみると、男女ともいずれの年齢
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階級でも「適当な仕事がみつからなかった」が最も多い

が、 ～ 歳でその割合が高い。「あなたの健康上の理

由」は男性が ～ 歳で最も割合が高いのに対して、女

性では年齢階級が高くなるほど増加している。女性では

「家族の健康上の理由（介護等）」や「家庭の事情（家族

の健康上の理由を除く。家事など）」が男性に比べ高い。

ここまでみてきたように、我が国の高齢者の就業率は、

近年は上昇傾向にあるが、国際的にみても高水準にある。

就業率について各国と比較して見てみると、我が国の

～ 歳の男性の就業率は ％とスウェーデン

（ ％）と同水準であり、 歳以上でも ％と高

い水準にある。また、各国の主な雇用対策を見てみると、

年齢を理由にした差別を禁止している点で共 通してい

る。また、フランスは、就業率が低いものの、高齢者の

雇用維持施策として世代契約制度を創設し、若年者の雇

用創出と高齢者の雇用維持に加え、企業内の円滑な技能

継承を目指すなどの取組みを行っている。

【研究方法・研究内容】

これまで児童の学びの場であった学校施設が子どもの

減少で廃校となるなか、継続して増加する高齢者への活

用、衰退していく地域コミュニティの再生の場等、有効

な資源であることは言うまでもない。

文部科学省の廃校調査では、廃校となった後に利活用

されている 校のうち、福祉施設・医療施設等が

校と約 割を占めており、その数は 年前の調査時の数

値に比べて増えている状況にある。

次に示す 施設は優良事例としてあるものの行政の関

与や社会福祉施設としての成果はあっているものの地域

活性化や生きがいづくり、持続可能なビジネスモデルの

構築を図るべく、本研究では、全国の自治体の協力を得

て、空き家をはじめとする空き資源の利活用を通じて地

方創生につなげることを目的とする「一般社団法人全国

空き家バンク推進機構」と全国に福祉施設を展開する「株

式会

社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり

創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂

と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々

感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束

する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆ

かん浪漫輝く航海」が行う福祉施設への利活用に絞って

仮説モデルを立て、効果検証しつつ、学校本来が持って

いた地域社会コミュニティの核としての役割を併せ持た

せ、地域活性化を図る新たなモデルを構築し実践してい

くことで、地域課題の廃校問題と福祉施設問題の解決を

図るものである。

更に収支の観点から持続可能なモデルとして福祉施設

を主たる業種し、自治体からは施設の利用に際し、賃料

等は支払うものの、事業維持に係る補助金等の支援はな

いものとする。

なお北関東地域の山間部を検証エリアとし、調査研究

における課題を次のとおりとする。

① 仕事をつくる

地域で支える介護社会として、世代性別に拘ることな

く、介護資格取得の環境整備として地域内に介護福祉士

養成施設（学校）を設置し、研修実践の場を経て雇用に

つなげる。併せて利用者の得意とする分野で活動、披露

の場づくりを行う。

② 生きがいづくり

施設利用者同士の学びの場をつくり、生涯学習やもの

づくりなどの場、利用者の得意分野の披露の場づくりを

行う。

 

道府県 市区町村 旧学校名 施設名称 開設年度

北海道 新冠町 東川小 おうるの郷 平成21年

北海道 帯広市 第六小 市民活動プラザ六中 平成24年 地域住民の交流の場、障害者通所施設、相談支援事業等

北海道 夕張市 のぞみ小 夕張みどりの園 平成26年

宮城県 石巻市 網長小 網小医院 平成11年

宮城県 登米市 新田第二小 ラボラーレ登米 平成22年

栃木県 芳賀町 稲毛田小 芳賀町シルバー人材センター 平成12年

東京都 練馬区
光が丘
第五小

練馬区立こども発達支援センター 平成25年 発達に心配のある児童を対象とした相談・訓練施設

東京都 港　区 飯倉小 東麻布保育室 平成19年

神奈川県 横浜市
霧が丘
第三小

霧の里 平成20年

石川県 輪島市 阿岸小 知的障害者授産施設ふれあい工房あぎし 平成8年

福井県 大野市 森目小 医療法人厚生会　ほほえみネットワークさくらぶる～夢森目 平成24年

福岡県 上陽町 尾久保小 「尾久保研修所」（みんなの館） 平成18年

熊本県 美里町 中央東小 美里町福祉保健センター　湯の香苑 平成12年

熊本県 産山村 産山北部小 なでしこの里 平成20年

福祉・教育・保健・医療の統合施設

自立支援選択型デイサービス

児童、高齢者などの福祉施設

介護老人福祉施設

資料：文部科学省ホームページ　廃校施設等活用事例リンク集2　児童・高齢者などのための福祉施設

シルバー人材センター

保育所

地域ケアプラザ、コミュニティハウス、
インターナショナルスクールなど
知的障害者授産施設

活用用途

養護老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

病院

福祉事業所
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階級でも「適当な仕事がみつからなかった」が最も多い

が、 ～ 歳でその割合が高い。「あなたの健康上の理

由」は男性が ～ 歳で最も割合が高いのに対して、女

性では年齢階級が高くなるほど増加している。女性では

「家族の健康上の理由（介護等）」や「家庭の事情（家族

の健康上の理由を除く。家事など）」が男性に比べ高い。

ここまでみてきたように、我が国の高齢者の就業率は、

近年は上昇傾向にあるが、国際的にみても高水準にある。

就業率について各国と比較して見てみると、我が国の

～ 歳の男性の就業率は ％とスウェーデン

（ ％）と同水準であり、 歳以上でも ％と高

い水準にある。また、各国の主な雇用対策を見てみると、

年齢を理由にした差別を禁止している点で共 通してい

る。また、フランスは、就業率が低いものの、高齢者の

雇用維持施策として世代契約制度を創設し、若年者の雇

用創出と高齢者の雇用維持に加え、企業内の円滑な技能

継承を目指すなどの取組みを行っている。

【研究方法・研究内容】

これまで児童の学びの場であった学校施設が子どもの

減少で廃校となるなか、継続して増加する高齢者への活

用、衰退していく地域コミュニティの再生の場等、有効

な資源であることは言うまでもない。

文部科学省の廃校調査では、廃校となった後に利活用

されている 校のうち、福祉施設・医療施設等が

校と約 割を占めており、その数は 年前の調査時の数

値に比べて増えている状況にある。

次に示す 施設は優良事例としてあるものの行政の関

与や社会福祉施設としての成果はあっているものの地域

活性化や生きがいづくり、持続可能なビジネスモデルの

構築を図るべく、本研究では、全国の自治体の協力を得

て、空き家をはじめとする空き資源の利活用を通じて地

方創生につなげることを目的とする「一般社団法人全国

空き家バンク推進機構」と全国に福祉施設を展開する「株

式会

社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり

創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂

と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々

感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束

する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆ

かん浪漫輝く航海」が行う福祉施設への利活用に絞って

仮説モデルを立て、効果検証しつつ、学校本来が持って

いた地域社会コミュニティの核としての役割を併せ持た

せ、地域活性化を図る新たなモデルを構築し実践してい

くことで、地域課題の廃校問題と福祉施設問題の解決を

図るものである。

更に収支の観点から持続可能なモデルとして福祉施設

を主たる業種し、自治体からは施設の利用に際し、賃料

等は支払うものの、事業維持に係る補助金等の支援はな

いものとする。

なお北関東地域の山間部を検証エリアとし、調査研究

における課題を次のとおりとする。

① 仕事をつくる

地域で支える介護社会として、世代性別に拘ることな

く、介護資格取得の環境整備として地域内に介護福祉士

養成施設（学校）を設置し、研修実践の場を経て雇用に

つなげる。併せて利用者の得意とする分野で活動、披露

の場づくりを行う。

② 生きがいづくり

施設利用者同士の学びの場をつくり、生涯学習やもの

づくりなどの場、利用者の得意分野の披露の場づくりを

行う。

 

道府県 市区町村 旧学校名 施設名称 開設年度

北海道 新冠町 東川小 おうるの郷 平成21年

北海道 帯広市 第六小 市民活動プラザ六中 平成24年 地域住民の交流の場、障害者通所施設、相談支援事業等

北海道 夕張市 のぞみ小 夕張みどりの園 平成26年

宮城県 石巻市 網長小 網小医院 平成11年

宮城県 登米市 新田第二小 ラボラーレ登米 平成22年

栃木県 芳賀町 稲毛田小 芳賀町シルバー人材センター 平成12年

東京都 練馬区
光が丘
第五小

練馬区立こども発達支援センター 平成25年 発達に心配のある児童を対象とした相談・訓練施設

東京都 港　区 飯倉小 東麻布保育室 平成19年

神奈川県 横浜市
霧が丘
第三小

霧の里 平成20年

石川県 輪島市 阿岸小 知的障害者授産施設ふれあい工房あぎし 平成8年

福井県 大野市 森目小 医療法人厚生会　ほほえみネットワークさくらぶる～夢森目 平成24年

福岡県 上陽町 尾久保小 「尾久保研修所」（みんなの館） 平成18年

熊本県 美里町 中央東小 美里町福祉保健センター　湯の香苑 平成12年

熊本県 産山村 産山北部小 なでしこの里 平成20年

福祉・教育・保健・医療の統合施設

自立支援選択型デイサービス

児童、高齢者などの福祉施設

介護老人福祉施設

資料：文部科学省ホームページ　廃校施設等活用事例リンク集2　児童・高齢者などのための福祉施設

シルバー人材センター

保育所

地域ケアプラザ、コミュニティハウス、
インターナショナルスクールなど
知的障害者授産施設

活用用途

養護老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

病院

福祉事業所

 

③ 地域課題に応じた業種、企業の紹介や組み合わせ

による解決を図る。

地域課題は、コミュニティの場としての集会所的機能

や喫茶店、図書館や塾、診療所や生活雑貨や食品が購入

できる商店機能などさまざまであるが、その地域が求め

るヒト・モノ・カネを投入し、ビジネスとして地域活性

化を実現する。

④ 施設に通うための地域の確保。

施設側での送迎と併せて検証する。

⑤ 厚いサービスを提供するための自主財源確保として

利用者以外も利用できる食事を有料にて提供する。

食事を孤独ではなく、地域の仲間や家族と食事ができ

る場の創設。それらの効果として、 年（平成 年）

月 日に発足した第 次安倍改造内閣の同日の閣議決定

により設置され、同年 月 日のまち・ひと・しごと創

生法の施行により、内閣に設置される法定の組織となっ

たまち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の実現可

能なビジネスモデルの構築につながると思われる。

地域で育った高齢者が母校である廃校を活用した福祉

施設に集う。介護福祉士養成施設からの派遣による研修

等を地元の主婦をはじめとして世代性別を超えた地域の

方々が介護ヘルパー資格を習得できる環境を整備する。

そして社会的要因である介護力、人的不足の解消を図る

とともに雇用をすることでの当該地域に残り、域外流出

を避け、地域の持続可能な社会に寄与する、地域で支え

る介護社会の構築を図る。知っている方を介護する、介

護を受けることにより、相互のコミュニティの再構築に

つなげたい。

利用者にはこれまで培ってきた知識や経験を世代を超

えて伝えることのできる、学びができるリカレント教育

の場をつくることで要介護度の維持・改善を図り、持続

可能な介護社会の構築を図りたい。

近隣の学校に通う児童は施設で親の帰りを待つなど、

放課後児童クラブ等の役割を担わせ、人が集う新たな施

設としての地域の核、地域に貢献する施設として地域に

根差すことに期待する。

要介護度に応じたサービスの提供にとどまることなく、

地域の核として再度、地域のシンボル的な施設となるこ

とを期待する。

【調査結果】

本研究で明らかになったのは、福祉施設への利活用が、

大規模改修や老朽化に対する修繕などの、多額の費用を

要しないことから、利活用しやすい用途であることが分

かった。また、超高齢化社会の中では、福祉施設の需要

は年々増えている所であり、市町村や地域住民からも受

け入れやすい用途であることも分かった。

一方で、廃校とはいえ、教育施設であった学校施設は

規模が大きく、施設の運営規模、人員等の経営規模を考

える必要がる。

地域に適した規模と、企業や運営者の組み合わせにより

地域社会への貢献、地方創生に寄与するものと分かった。

更には、福祉施設の利用にとどまらず、子供たちの放課

後遊びや学童保育の機能を併設し、施設のお年寄りが子

供たちの面倒を見ることにより、老人たちの生きる力を

取り戻す効果と、日本が本来持っていた地域が子供たち

を育てていく地域機能の再生が図られる効果も見られる。

福祉施設への利活用とお年寄りが活動する場を与え、

その中で子供たちを育てていく本モデルは、廃校の利活

用という表面的な効果にとどまることなく、廃校となり

一度は失った地域コミュニティの活性化という、本質的

に地域に必要なものを取り戻す機会を与えることとなる。

また、介護の問題である人手不足も資格取得を促し、

雇用することで地域に残り、地域で支える介護社会の構

築が期待できる。介護に限らず、地域が欲する課題解決

には新たな雇用、新たなビジネス、新たな賑わいが期待

できる可能性多く秘めていることが分かった。

【今後の展開】

福祉施設に併設する機能は、駄菓子屋、塾、喫茶、公

民館などなど、さまざまに考えられる。また、転用後の

福祉施設職員が住居地として地域の空き家への入居も過

疎化の進む地域への一助となる可能性がある。企業によ

っては地域の空き家を社宅として活用する仕組みが確立

できれば、周辺部でも地域活性化、持続可能な地域社会

づくりにつながるものと思われる。

それには地域住民がさまざまな選択肢の中で何を選んで

いくのか、その為にも、選択肢の数を増やしていくこと

が必要である。また、検証して終わるのではなく、実例

を作り出し運用していくことによる再検証が何よりも大

切である。

【引用・参考文献】

・廃校施設活用状況実態調査，文部科学省，

・平成 年版厚生労働白書 －人口高齢化を乗り越える

社会モデルを考える－ 厚生労働省，

・地方創生をめぐる現状と課題，内閣官房まち・ひと・

しごと創生本部事務局，
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山村地域における地域活性化に向けた事業に対する住民の意識

望月洋孝（東京農業大学）

：地域活性化、住民意識、地方創生事業

【目的】

周知のとおり、わが国の山村地域においては、高齢化・

過疎化や農地の荒廃等が進行している。そのため地域活

力が失われ食料生産だけでなく景観保全や伝統文化維持

等も困難になってきた。特に山村地域では国土保全機能

や水源涵養機能等が著しく低下し集落機能そのものの維

持が難しい「限界集落」が多くなり、地域再生・活性化

対策が大きな国家的課題となっている。

このことを背景に、平成 26年 12月に安倍内閣によっ

て地域活性化の課題に対処するため「まち・ひと・しご

と創生事業」が掲げられ、日本全国の市町村が「人口ビ

ジョン」と「地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の策定に着手し、各市町村の実情に応じた地域活性化策

の策定に動き出した。また、政策的にも「まち・ひと・

しごと創生事業」に関する交付金が「先行型」、「加速化」、

「推進」といったように段階的に整備され、施行されて

いる。本研究で事例とする長野県長和町（以下、長和町）

では、地方版総合戦略として、「長和町まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を平成 27 年 12 月 25 日に策定した。

その内容は、「空き家の活用による地域活性化、移住促進

事業」、「地域資源を活用した雇用創出・観光振興事業」、

「共通の地域資源を核とした国際交流基盤づくり支援事

業」等、多岐にわたっている。それに先立ち、平成25年

度には行政各課横断の「長和町ワーキンググループ」を

立ち上げ、これまでの縦割りの行政システムを改めるこ

とで、相互の情報共有や担当部署への調整を円滑にし、

効率的に事業を遂行できる仕組みを作っている。 
本研究では、長和町を事例として、地域活性化に向け

た事業に関する住民の意識を把握し、その現状と今後の

課題を提起する。 

【長和町の概要】

長和町は、平成17年10月に長門町と和田村が合併し誕

生した。町内には中山道が走り、長久保宿と和田宿という

2 つの宿場町があるなど歴史的な町並みが残っており、訪

問者が興味を持つ資源が数多くある。位置的には、八ヶ岳

中信高原国定公園、美ヶ原高原の裾にあたり、長野県のほ

ぼ中央に位置し、長野県小県郡依田窪南部地区に属してい

る。標高は580～1,440mと高低差が大きく、東西16.39km、

南北21.50km、周囲68.50kmである。町の総面積は183.95
㎢であり、山林面積が85.9％を占めている。また、年間平

均気温は 10℃前後であり、年間を通じて気温差が大きい。

降水量は 1,100mm 前後で亜高冷寡雨地域に属する。周囲

を山に囲まれた地形のため、内陸性の気候を呈し降霜期間

は 7ヶ月におよぶ。積雪量は比較的少ないが、気温は低い

ため、冷害、凍霜害等自然災害を受けやすい条件にある。 
総務省統計局の国勢調査によると、2015年時点の人口は

6,166 人となっている。高齢者が多く過疎化が進み、遊休

荒廃農地の増加、空き家問題、医療問題等が発生している。 
長和町の主要産業の1つである農業についてみていくと、

農業産出額は約17.6億円であり、土地利用型農業における

基幹作物は、水稲、大豆、麦、冷涼な気候を生かした高原

野菜と花卉栽培等となっている。また、果樹は一部の大規

模農家によるブドウ、リンゴの栽培が行われている。施設

型農業では、エノキタケの生産があげられるが、他産地の

大規模施設での大量生産により、競争を余儀なくされ、市

場価格は低迷を続け厳しい経営状況にある。さらに、近年

は、農業全般に獣害被害も多くなっており、生産意欲の低

下も相まって後継者不足が顕在化している。これらのこと

から、長和町全体の経済活力低下の問題が深刻になってお

り、地域活性化に向けた事業の推進が喫緊の課題となって

いる。 

 
図 長和町の位置と町内風景写真
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：地域活性化、住民意識、地方創生事業
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対策が大きな国家的課題となっている。
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て地域活性化の課題に対処するため「まち・ひと・しご

と創生事業」が掲げられ、日本全国の市町村が「人口ビ

ジョン」と「地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略」
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業」等、多岐にわたっている。それに先立ち、平成25年

度には行政各課横断の「長和町ワーキンググループ」を

立ち上げ、これまでの縦割りの行政システムを改めるこ
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効率的に事業を遂行できる仕組みを作っている。 
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長和町は、平成17年10月に長門町と和田村が合併し誕

生した。町内には中山道が走り、長久保宿と和田宿という

2 つの宿場町があるなど歴史的な町並みが残っており、訪

問者が興味を持つ資源が数多くある。位置的には、八ヶ岳

中信高原国定公園、美ヶ原高原の裾にあたり、長野県のほ

ぼ中央に位置し、長野県小県郡依田窪南部地区に属してい

る。標高は580～1,440mと高低差が大きく、東西16.39km、

南北21.50km、周囲68.50kmである。町の総面積は183.95
㎢であり、山林面積が85.9％を占めている。また、年間平

均気温は 10℃前後であり、年間を通じて気温差が大きい。

降水量は 1,100mm 前後で亜高冷寡雨地域に属する。周囲

を山に囲まれた地形のため、内陸性の気候を呈し降霜期間

は 7ヶ月におよぶ。積雪量は比較的少ないが、気温は低い

ため、冷害、凍霜害等自然災害を受けやすい条件にある。 
総務省統計局の国勢調査によると、2015年時点の人口は

6,166 人となっている。高齢者が多く過疎化が進み、遊休

荒廃農地の増加、空き家問題、医療問題等が発生している。 
長和町の主要産業の 1つである農業についてみていくと、

農業産出額は約17.6億円であり、土地利用型農業における

基幹作物は、水稲、大豆、麦、冷涼な気候を生かした高原

野菜と花卉栽培等となっている。また、果樹は一部の大規

模農家によるブドウ、リンゴの栽培が行われている。施設

型農業では、エノキタケの生産があげられるが、他産地の

大規模施設での大量生産により、競争を余儀なくされ、市

場価格は低迷を続け厳しい経営状況にある。さらに、近年

は、農業全般に獣害被害も多くなっており、生産意欲の低

下も相まって後継者不足が顕在化している。これらのこと

から、長和町全体の経済活力低下の問題が深刻になってお

り、地域活性化に向けた事業の推進が喫緊の課題となって

いる。 
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【研究方法】

本研究では、住民を代表する「まち・ひと・しごと創

生総合戦略評価委員」に向けて行ったアンケートについ

て、集計・考察を行った。後述するように、各委員は、

その立場や居住している地区が異なっている。そのため、

地域活性化対策については、要望が異なる点も多々ある。

しかし、長和町全体として、地域活性化に向けた事業を

展開するにあたって、必要な要望は必ず存在すると考え

られ、その抽出を目的とした。具体的な研究方法として

は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定にあたり、

設定した 146 事業案に関するアンケートから得られた回

答を集計し、「実現性」と「効果」の視点から数値化する

ことにした。この数値をもとに、住民が必要とする地方

創生事業として実際に展開されている 24 事業の現状と

課題について検討していく。 
 
【アンケート概要・結果】

本研究のアンケートは、前述のように住民を代表する

「まち・ひと・しごと創生総合戦略評価委員」の構成メ

ンバーを対象として、146 事業案についてアンケートを

行った。なお、「まち・ひと・しごと創生総合戦略評価委

員」の構成メンバーは、長和町の自治会、教育委員会、

町議会、経営者懇話会、観光協会、商工会、青年農業者

クラブ、社会福祉協議会、中学校、公民館、農業協同組

合、病院、町役場産業振興課、こども・健康推進課、情

報広報課、財政企画課、および地域連携協定を締結して

いる大学より選出された18名となっている。 
 
表 アンケート調査票（ 事業に共通の項目で設問）

ﾁｪｯｸ項目・点数 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点
点

すぐに着手・実現できるか

地方創生平成31年度内までに着手・実施できるか

実施主体・人員体制を築けるか

事業遂行施設等（フィールド）は確保できるか

平成32年度以降の実施・運営に係る収支バランスは期待できるか

明確な目標と評価指標（KPI）を設定できるか

即効的な効果が期待できるか

地方創生平成31年度内までに効果が期待できるか

平成32年度以降も継続的効果が期待できるか

特に人口減少に効果が期待できるか

実
現
性
評
価

効
果
評
価

 
 
回答の選択肢は、表1のアンケート調査票のように、「実

現性」と「効果」を推定するため、1 点～10 点で回答を

してもらう形式とした。点数が大きいほど、評価が高い

ことを示している。属性については、男性：15名、女性：

3 名である。年齢層については、20 代：0 名、30 代：1
名、40 代：6 名、50 代：4 名、60 代：5 名、70 代：2
名となった。サンプル数は、18名に146事業を各々に評

価してもらったため、2,628となっている。 
なお、後述する表2および表3に共通するものとして、

各表の一番右側の欄には、「まち・ひと・しごと創生総合

戦略評価委員」の構成メンバーが採点した地域活性化に

向けた事業の 146 事業案に対する採点の平均値を算出し、

上位24事業を記載した。 
まず、表 2 のうち、上位 5 項目についてみていくと、

実現性が高い事業として、「体験の町ネットワーク構築事

業」「伝統工芸の継承と遊休荒廃農地の解消事業」「高校

通学費補助事業」「移住・生活支援コーディネーターの設

置事業」「たかやまスキー場夏期利用事業」となっている。

これらをみてみると、経済力低下の問題が深刻化してい

る長和町において、地域に存在している資源を活かした

地域産業の振興や遊休荒廃農地への対応が特徴的となっ

ている。 

表 地域活性化に向けた事業に対する住民意識①

「実現性： 事業中上位 事業」

実現性

体験の町ネットワーク構築事業

伝統工芸の継承と遊休荒廃農地の解消事業

高校通学費補助事業

移住・生活支援コーディネーターの設置事業

たかやまスキー場夏期利用事業

出生祝金額の増加事業

地域創生コミュニティー創設事業

特産品販売及び観光キャンペーン隊設置事業

安心して出産ができる環境づくり事業

子どもたちの交通安全対策事業

長和町キャンペーンカー購入事業

防犯カメラによる子どもと高齢者の見守り事業

長和町総合的宣伝事業

保育料の低減事業

体育施設・公民館施設等への除雪車両配置事業

地方創生のための行政対応の変革事業

子育て総合窓口設置事業

健康で長生きの出来る長和町をめざす事業

オフシーズンのスキー場を活用する事業

空き家を活用した認知症対応型のサービス展開事業

空き家の早期解消と若者の定住促進事業

移住・定住推進係の新設事業

少子化対策について

森林資源を活用した地域活性化事業
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次に、表 3について、表 2と同様に上位 5項目をみて

いくと、効果が高い事業として、「学童保育の充実事業」

「安心して出産ができる環境づくり事業」「移住・生活支

援コーディネーター設置事業」「宅地を造成し安価に提供

する事業」「子育て総合窓口設置事業」となっている。 
これらをみてみると、出産や子育てといった生活環境

の安定に関する事業や移住・定住に関連する町外からの

人の誘致が特徴的となっている。 
 
表 地域活性化に向けた事業に対する住民意識②

「効果： 事業中上位 事業」

効果

学童保育の充実事業

安心して出産ができる環境づくり事業

移住・生活支援コーディネーターの設置事業

宅地を造成し安価に提供する事業

子育て総合窓口設置事業

保育料の低減事業

依田窪病院産科設置事業

信州型コミュニティースクール補助等事業

移住・定住推進係の新設事業

住宅貸与の促進事業

住宅新築資金借り入れ利子助成事業

雇用を増やした企業への支援事業

奨学金制度の充実事業

空き家解体・改築・新築の補助事業

依田窪病院産婦人科設置

出生祝金額の増加事業

高校通学費補助事業

子育てに係わる人材の確保事業　

健康で長生きの出来る長和町をめざす事業

体験の町ネットワーク構築事業

若者夫婦の住宅支援（町営住宅建設の促進）

空き家の早期解消と若者の定住促進事業

雇用の創出のための企業誘致事業

福祉医療費県負担の範囲拡大事業  

ここでは、表 2 と表 3 に共通してみられる項目から、

住民が「実現性」と「効果」の両面で高いと考えている

事業を抽出し、表 4 に示した実際に展開されている事業

と併せて検討する。具合的には、「体験の町ネットワーク

構築事業（実現性：1 位、効果：20 位）」「高校通学費補

助事業（実現性：3 位、効果：17 位）」「移住・生活支援

コーディネーターの設置事業（実現性：4位、効果：3位）」

「出生祝金額の増加事業（実現性：6 位、効果：16 位）」

「安心して出産ができる環境づくり事業（実現性：9位、

効果：2位）」「保育料の低減事業（実現性：14位、効果：

6位）」「子育て総合窓口設置事業（実現性：17位、効果：

5位）」「健康で長生きの出来る長和町をめざす事業（実現

性：18位、効果：19位）」「移住・定住推進係の新設事業

（実現性：22位、効果9位）」「奨学金制度の充実事業（実

現性：25位、効果：13位）」の10項目となっている。 
これらの項目をみていくと、出産から子育ておよび教

育に関連する生活環境の安定に関する事業や空き家問題

をセットにした移住・定住に目を向けた事業を展開して

ほしいとの意識がみてとれる。表 4 は実際に展開されて

いる24事業と今後の方針を示したものである。これらの

事業はいずれも長和町自体が事業主体となっている。実

際に展開されている事業をみてみると、「空き家活用移住

促進事業」「子育て支援事業」「ファミリーサポート事業」

「産前産後交通費助成事業」「高校等通学費補助事業」と

いった事業等、住民の意識を取り込んだ事業を多く展開

しながらも、町の経済力低下を食い止めるための事業と

して、「大学連携特産品開発事業」「フォレストアドベン

チャー事業」「特産品開発チーム設置事業」「ワイン産業

プロジェクト展開事業」「特産品サテライトブース事業」

といった新規特産品の開発や既存の特産品（奨励品）の

販売、また産学官民連携への挑戦的な試みや地域資源を

活用した観光に関連する実現性の高い事業も盛り込んだ

ものとなっていることが確認できる。 

表 実際に展開されている事業と今後の方針

方針

公共交通事業 ②

共通の地域資源を核とした国際交流基盤づくり支援事業 ②

空き家活用移住促進事業 ②

子どもたちの交通安全対策事業 ②

アートをテーマとした構想事業 ②

FMとうみ放送委託事業 ②

乳幼児家庭応援事業 ②

子育て支援事業 ②

ファミリーサポート事業 ②

産前産後交通費助成事業 ②

大学連携特産品開発事業 ①

ふるさと創生コミュニティー事業 ①

雇用創出・観光振興事業、キャンペーン隊設置事業 ①

フォレストアドベンチャー事業 ②

特産品開発チーム設置事業 ①

ワイン産業プロジェクト展開事業 ①

特産品サテライトブース事業 ①

真田丸の里信州小県ご当地蕎麦イベント事業 ②

街並整備事業 ②

新規雇用企業支援事業 ②

商工業発展促進事業 ②

ビーナスライン広域連携事業 ②

高校等通学費補助事業 ②

外国人観光客誘客事業 ②

 
また、これら 24 事業については、毎年度、「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略評価委員」による事業効果検証
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次に、表 3について、表 2と同様に上位 5項目をみて

いくと、効果が高い事業として、「学童保育の充実事業」

「安心して出産ができる環境づくり事業」「移住・生活支

援コーディネーター設置事業」「宅地を造成し安価に提供

する事業」「子育て総合窓口設置事業」となっている。 
これらをみてみると、出産や子育てといった生活環境

の安定に関する事業や移住・定住に関連する町外からの

人の誘致が特徴的となっている。 
 
表 地域活性化に向けた事業に対する住民意識②

「効果： 事業中上位 事業」

効果

学童保育の充実事業

安心して出産ができる環境づくり事業

移住・生活支援コーディネーターの設置事業

宅地を造成し安価に提供する事業

子育て総合窓口設置事業

保育料の低減事業

依田窪病院産科設置事業

信州型コミュニティースクール補助等事業

移住・定住推進係の新設事業

住宅貸与の促進事業

住宅新築資金借り入れ利子助成事業

雇用を増やした企業への支援事業

奨学金制度の充実事業

空き家解体・改築・新築の補助事業

依田窪病院産婦人科設置

出生祝金額の増加事業

高校通学費補助事業

子育てに係わる人材の確保事業　

健康で長生きの出来る長和町をめざす事業

体験の町ネットワーク構築事業

若者夫婦の住宅支援（町営住宅建設の促進）

空き家の早期解消と若者の定住促進事業

雇用の創出のための企業誘致事業

福祉医療費県負担の範囲拡大事業  

ここでは、表 2 と表 3 に共通してみられる項目から、

住民が「実現性」と「効果」の両面で高いと考えている

事業を抽出し、表 4 に示した実際に展開されている事業

と併せて検討する。具合的には、「体験の町ネットワーク

構築事業（実現性：1 位、効果：20 位）」「高校通学費補

助事業（実現性：3 位、効果：17 位）」「移住・生活支援

コーディネーターの設置事業（実現性：4位、効果：3位）」

「出生祝金額の増加事業（実現性：6 位、効果：16 位）」

「安心して出産ができる環境づくり事業（実現性：9位、

効果：2位）」「保育料の低減事業（実現性：14位、効果：

6位）」「子育て総合窓口設置事業（実現性：17位、効果：

5位）」「健康で長生きの出来る長和町をめざす事業（実現

性：18位、効果：19位）」「移住・定住推進係の新設事業

（実現性：22位、効果9位）」「奨学金制度の充実事業（実

現性：25位、効果：13位）」の10項目となっている。 
これらの項目をみていくと、出産から子育ておよび教

育に関連する生活環境の安定に関する事業や空き家問題

をセットにした移住・定住に目を向けた事業を展開して

ほしいとの意識がみてとれる。表 4 は実際に展開されて

いる24事業と今後の方針を示したものである。これらの

事業はいずれも長和町自体が事業主体となっている。実

際に展開されている事業をみてみると、「空き家活用移住

促進事業」「子育て支援事業」「ファミリーサポート事業」

「産前産後交通費助成事業」「高校等通学費補助事業」と

いった事業等、住民の意識を取り込んだ事業を多く展開

しながらも、町の経済力低下を食い止めるための事業と

して、「大学連携特産品開発事業」「フォレストアドベン

チャー事業」「特産品開発チーム設置事業」「ワイン産業

プロジェクト展開事業」「特産品サテライトブース事業」

といった新規特産品の開発や既存の特産品（奨励品）の

販売、また産学官民連携への挑戦的な試みや地域資源を

活用した観光に関連する実現性の高い事業も盛り込んだ

ものとなっていることが確認できる。 

表 実際に展開されている事業と今後の方針

方針

公共交通事業 ②

共通の地域資源を核とした国際交流基盤づくり支援事業 ②

空き家活用移住促進事業 ②

子どもたちの交通安全対策事業 ②

アートをテーマとした構想事業 ②

FMとうみ放送委託事業 ②

乳幼児家庭応援事業 ②

子育て支援事業 ②

ファミリーサポート事業 ②

産前産後交通費助成事業 ②

大学連携特産品開発事業 ①

ふるさと創生コミュニティー事業 ①

雇用創出・観光振興事業、キャンペーン隊設置事業 ①

フォレストアドベンチャー事業 ②

特産品開発チーム設置事業 ①

ワイン産業プロジェクト展開事業 ①

特産品サテライトブース事業 ①

真田丸の里信州小県ご当地蕎麦イベント事業 ②

街並整備事業 ②

新規雇用企業支援事業 ②

商工業発展促進事業 ②

ビーナスライン広域連携事業 ②

高校等通学費補助事業 ②

外国人観光客誘客事業 ②

 
また、これら 24 事業については、毎年度、「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略評価委員」による事業効果検証
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が行われ、今後の方針が決定されている。その評価は、

「①：事業の展開の将来性が高いので強化して実施」、

「②：事業を現行（計画）どおり継続して実施」、「③：

事業内容を見直して実施」、「④：とりやめ」、「⑤：予定

どおり終了」といった項目で評価されている。平成28年

度時点における方針では、表 4 の一番右側の欄に示した

評価となっており、今後も全24事業が継続されることと

なっている。 
 
【考察・今後の課題】

 
今回のアンケートを踏まえ、住民意識から抽出された

「実現性」と「効果」の両面から住民が最も必要として

いる事業は、出産から子育ておよび教育に関連する将来、

長和町を担っていく子どもたちとその親世代の生活環境

の安定に関する事業、空き家問題と移住・定住をセット

にした町人口に関する事業、公共交通に関する事業であ

ることが確認できた。これらに関して、長和町が実際に

展開している事業については一定の成果をあげていると

考えられる。なぜならば、「まち・ひと・しごと創生総合

戦略評価委員」による事業効果検証では、事業内容が曖

昧なものや数値設置が不備なものについては、意見とし

て、具体的な指摘である KPI（重要業績指数）の追記や

修正を示すなど、補助事業終了後も継続していける体制

を模索する等、チェック機能が働いているからである。

課題としては、多額の支出が伴うこれらの事業を今後も

展開することは町財政を圧迫することになることである。

もちろん、行政は住民の意識を汲み取り、住民の側に立

ったサービスを行っていかなくてはならない。出産、子

育てや教育といった町の未来へ目を向けた事業は継続す

べきである。しかし、一方で、地域活性化に向けた事業

の推進の難しさについては、現在みられるような国から

の補助金による予算ありきの事業になっていることがあ

げられる。これまで多くの地方自治体が町の経済力低下

に伴う財政問題から、例えば、公共交通にみられるよう

な利益を生み出さない事業については消極的にならざる

を得ない状況に直面してきた。そこで、行政に頼るのみ

ではなく、町内の団体や企業、住民を巻き込んだ取組み

が必要である。このことは住民も強く認識しており、町

の財政悪化を少しでも食い止めるため、前述の表 2 に示

した「地域活性化に向けた事業」について、実現性が高

いと判断されたものについては事業化されている。 

特に、地域資源を活用した観光事業や特産品に関連した

事業は、多くの歴史資源や自然資源を有する長和町にお

いても地域活性化に向けて重要であると考えられる。  
ただし、木下(2016)が指摘するように、特産品開発に

関するものとしては、材料の選択が単に地域の資源であ

ること、売れる最終的な商品像をイメージできていない、

さらには加工技術を過信し、価格に転嫁することが可能

なのかを考えていないことがあげられる。この点は、常

に「計画・実行・確認・改善」といったPDCAサイクル

を繰り返し行い、効果が確認できなければ、柔軟な軌道

修正ができるシステムを構築することが必要となろう。  
また、木村(2016)が指摘するように、地域活性化に向

けた事業を展開するには、地域の現状を的確に把握でき

る行政が積極的にパートナー、ブレーンとなる相手を探

しだすことが重要だと考えられる。「まち・ひと・しごと

創生事業」において、事業主体は行政であったとしても、

専門的な知識や技術を有する相手を積極的に探し出し、

情報共有、役割分担、事業構想を確立し、パートナー、

ブレーンとの密な連携のうえで地域活性化を達成してい

くモデルの模索し、事業を展開することが重要であり、

今後とも注視する必要があろう。 
 
【参考文献】

・木下斉、2016、「地方創生大全」東洋経済38-47ページ 
・木村俊昭、2016、「地域創生成功の方程式」ぎょうせい

53-75ページ 
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中山間地域における耕作放棄地の「話す場」としての共有利用による可能性の考察
後藤 良太（情報科学芸術大学院大学）

： 耕作放棄地、中山間地域、話す場

【背景】

日本の耕作放棄地は 年を境に年々増加し、今

後もその傾向が続くと予想されている。 年に

は、 年の約 倍の 万 となり、日本の

耕作地の約１割にも上る。（農林業センサス ）

図 耕作放棄地面積の推移

（出典：農林業センサス）

この耕作放棄地の増加は、マクロな視点では、国土

保全機能（一時的に雨水を蓄えることによって洪水

や土砂崩れの発生を防ぐ耕作地の機能）の低下や農

地の減少による食料自給率の低下が挙げられる。ミ

クロな視点では、雑草の繁茂による周辺環境への病

虫害・鳥獣被害の発生や地域景観の悪化などが挙げ

られ、新たな耕作放棄地を生むという悪循環を発生

させる危険性も孕んでいる。

耕作放棄地の発生の主な要因には、農業従事者の

高齢化と労働力不足が挙げられる。特に中山間地域

では、高齢化率が非常に高く、人口減少が急速に進

んでいる。また、傾斜地や自然が近いことによる鳥

獣害の被害が多いことなど環境的条件が厳しいこと

から、従来のような農地・生活環境の管理が困難と

なり、耕作放棄地が増える状況にある。斎藤

（ ）によれば、消滅の可能性が高い集落が全国

で 集落にのぼると予測されている。これに対し

て、小田切（ ）は田園回帰の可能性や都市住民

との地域づくりによる集落の存続を、斎藤はグリー

ンツーリズムを生かした農地運管管理による地域づ

くりによる課題解決を提示している。ここでいう管

理とは、畑作や草刈りを含み、従来当たり前に行っ

てきたことを意識的に行うことである。また、谷本

（ ）は集積化などを進めていく中で解消が進ま

ない経済的メリットのない農地を、地域住民の協働

による農地利用にせざるをえないと述べている。

近年、国土保全やツーリズムといった農業の多面

的機能 作物の生産以外の多面にわたる機能 が注目

されている。なかでも、「生きがいある暮らしの

場」「農業上の技術伝承」といった利点を活かすこ

とにより、中山間地域のような環境的条件が良くな

い農地おいても、畑作とは異なる途で、新しい課題

解決の可能性があると考えられる。

「森のテラス秋田」では、造園家の山田茂雄氏が

合計で ヘクタールの個人の農地や山を整え、開放

型個人庭園（オープンガーデン）として運営してい

る。個人の所有地でありながら、一般に開放し宿泊

やイベントなどが行われ、交流の場が形成され、従

来の土地に新たな価値をもたらしている。また、新

潟で活動を行う若手農家を中心に構成される「ちゃ

ーはん」は、田んぼの真ん中にウッドデッキスペー

スをつくり結婚式やイベントを行ったり、農業体

験・試食イベントを頻繁に行なったりしている。

これらの活動は、従来とは異なる農地利用の事例

である。特に、実践の主体が個人や市民が中心とな

っている点は新しく、それぞれがもつ土地や技術と

いった資源を活かしていくような活動が少しずつ増

えている。そこで、本研究では、生産以外の農地利

用の機能によって中山間地域の耕作放棄地という課

題への解決を試みることを目的とする。

【研究内容】

本研究は、中山間地域である岐阜県本巣市旧根尾

村の耕作放棄地を用い、その周辺農家とのコミュニ

ケーション活性のための「話す場」の制作と「話す

場」による新しい可能性を提示することを目的とし

た。本研究では、 年 月から 年 月まで、

中山間地域に該当する岐阜県本巣市旧根尾村の耕作

放棄地を借りて畑作を行いながら、参与観察を実施

した。農地は、本学のプロジェクトの一環で借り、

畑作は筆者が中心となってすすめた。プロジェクト

の殆どのメンバーは、畑作未経験者であった。

研究フィールドとした農地は、もともとプロジェ

クト関係者の祖母が畑作を行なっていたが、亡くな

った後、相続者が不在村だったことにより、過去約

年間にわたり、耕作放棄されていた。農地は、広

さおよそ アール弱で長さ約 ｍ・幅約 ｍであ

り、最大傾斜が 度の傾斜地となっている。そのた

め周囲の農家は、栄養が流れてしまうことから畑上

部の斜度が高い部分は畑作に使用せず空き地状態と

なり、下部の比較的平地に近い部分のみを畑作に用

いていた。周囲には、 組の農家が畑作を行なって

いる。その他にも周辺には複数の農地が存在する。

各々面識はあるもの周辺一帯の農業組合、集落協定

などは存在しない。また、農地を提供してくれたメ

ンバーも周囲の農家とは、同一集落に住んでいるも

のの顔と名前を知っている程度の間柄であった。
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図 農地と周辺環境

その土地の環境や風土を理解するために、 年

月から 月までの畑作をしながら事前観察を行っ

た。以下、観察から見えた特徴である。

 互いを認識する開放的な空間である

農地には壁がなく互いの様子が見える関係にあ

る。そのため、互いを意識しながら畑作活動を行

い、農地で出会った場合には挨拶をすることが慣

習となっている。

 知識や道具の享受による関係の発生

筆者らと周囲農家の農地における会話は、知識や

道具の享受による「教える―教えられる」「貸す

―借りる」という関係から生まれることが多い。

そして、それらの会話にはこの土地における畑作

方法が含まれていた。

このように、関係や会話が生まれやすい環境であ

るが、周囲の農家同士会話は、農地境界をまたいだ

立ち話に終わっていた。このことから、交流する機

会（場）が少ないことがみえてきた。また、農地の

貸借や相続により、不在村や多集落の農家が増えて

おり、顔見知りではない人たちが周囲にいることも

分かった。

事前観察から、畑作を行う上で、周囲農家のコミ

ュニケーションが大切であることがわかり、それを

より促す周囲農家との「話す場」が重要であること

が理解された。

次に、事前観察を元に、周囲農家との話す場を製

作した。「話す場」は、周辺農地に点在する農作業

小屋をモチーフとし農機具小屋の機能に加え、その

場で座って周辺農家と話しができることを目的とし

た。話す場は、事前観察の気づきも踏まえ、以下を

考慮して、場所の選定を行った。

 周囲の農家から見られる位置にあること

話す場には、「誰かがいる」「何かやってる」と

いう状態を作ることが、農地という開放的な空間

に話す場を作る上で必要だと考えたため。

 畑作に向かない土地を利用すること

フィールドとした農地は、傾斜地のため上部半分

が畑作に不向きな農地であった。中山間地域に

は、このような環境的要因により、畑作に不向き

となってしまう農地が多くあると推測され、それ

らが現在耕作放棄地になっている（或いはなる可

能性がある）と予想したためである。

 畑作活動の動線上にあること

周囲の農家は、小屋を畑と駐車スペースの間に設

け、自身の行動に合わせた建物の位置にしてい

た。それらは同時に他の人がその農地にアクセス

する際に立ち寄る場所とも一致していた。

小屋の設計は、岐阜県大垣市の株式会社 の協

力を得て製作した。周囲から見えることを意識し、

東屋のような壁を取り払ったデザインとし、 つの

座面を持つ小屋を製作した。製作については、事前

に周囲農家に伝え、理解を得た上で作業を行った。

製作を始めると、周囲農家が度々製作現場に様子

を見に来るようになり、時には自分の小屋を建てた

時の話をしたり、製作に参加したりした。小屋の名

称は、製作に関わった人だけでなく、周囲農家全員

に参加をお願い、全員で「トンガリハウス」に決め

た。

完成時には、お披露目会を行い周囲農家の方々に

出席してもらうだけでなく、それぞれの畑で採れた

野菜を持ち寄っていただいた。これには、周囲農家

にトンガリハウスで、役割をもって参加してもらい

たいという狙いがあった。

図 様子を見に来る農家 図 トンガリハウス

お披露目会後、トンガリハウスを周囲農家が利用

することはなく、筆者らによって利用されていた

た。トンガリハウスを周囲農家との話す場となるよ

うに、利用を促す取り組みを行なった。

まず、筆者らの活動情報を共有するために、連絡

黒板をトンガリハウスに設置した。不在村で定期的

にしか耕作活動ができなかったため、筆者らの作業

予定を共有し活動を知ってもらえるようにした。設

置後、農家から「今日来ると書いてあったから、様

借りた農地

111



子を見に来た」と言われるなど、成果があった。ま

た、畑作内容を記載することで、筆者らに周囲農家

が畑作について尋ねたり、畑作について教えてくれ

たりする機会が増加した。

次に、周辺農家と一緒にトンガリハウスで休憩を

促した。忙しい際には、遠慮されることも多かった

が、畑作活動の前後で、トンガリハウスに立ち寄る

機会が生まれた。特に、頂いた野菜や栗などを調理

して、休憩の際に味見してもらうことは、周囲農家

に大変喜ばれ、調理方法や野菜の育て方など話が膨

らんだ。そのほかには、お互いの畑の話や、筆者ら

の作業の相談に乗り、アドバイスや提案をおこな

い、道具を貸してくれるなどの行動が生まれた。

図 休憩に立ち寄る農家 図 アドバイスを元に製作した道

このようにして、農家の人たちが畑作活動の前後

で休憩する場として、また、農家同士が交流する場

としてトンガリハウスが、共有で利用されるように

なった。

そして、トンガリハウスを用いて「スリットドラ

ムのワークショップ」と「ロシア絵本の朗読会」と

いう２つのイベントも開催し、さらに利用を促す活

動を行なった。イベントには、周囲農家のみに限ら

ず周辺地域に住む親子などが参加した。イベントの

際にも、周囲農家はイベントに単に参加するだけで

なく、普段畑に連れてこない家族を一緒に連れてく

ることや、場のセッティングや材料の準備などに協

力をしてくれ、筆者らと一緒にイベントとトンガリ

ハウス周辺の空間を創る動きが観察された。

図 他参加者に教える農家 図 絵本の朗読会

【分析結果】

本研究では、 年 月から 年 月までの事

前観察、トンガリハウスの製作過程と活用の実践を

分析対象とした。それは、畑作を始めた時から周囲

農家との関わりが始まっており、トンガリハウスの

実践にもつながっていると考えたためである。

分析は、参与観察の記録をもとに「頻繁に起きる

事象」「際立った変化」「主な傾向」などを抽出

し、まとめた。その結果、周囲農家との関係構築に

おいて、農家との間に様々な隔たり 《境界》が存在

していたことが浮かび上がった。ここでは、それら

の境界について説明し、境界が低くなっていくこ

と、つまり、どのように関係が変化したかを記述す

る。

図 筆者と周囲農家の間の境界

所有 財産 という境界

この境界は、（知らない）誰かの所有（財産）

であるから勝手に入ってはいけない、干渉しては

いいけないという心理的な境界を指す。

最初、周辺農家にとって筆者らは見知らぬ人で

あった。最初に話しかけ、互いが何者であるかを

了解するまで、相手の土地には入らない、干渉し

ないというマインドであった。しかし、了解をす

ることで、筆者らに対して質問し、答えた内容に

ついて、意見やアドバイスをくれるような関係が

生まれた。

集落外の人であるという境界

これは、筆者らのような集落外の見ず知らずの

人に対して生まれる心理的境界を指す。最初周囲

農家は、筆者らに対して「どんな人なのか」「本

当に畑作ができるのか」といった不信感と不安を

抱かせていた。周囲農家は、筆者らが定期的に通

い、畑作やトンガリハウスの製作を真面目にやっ

ている姿から、その不信感がなくなったと答えて

いる。また、農地で会った際に「挨拶することが

当たり前」となったこともこの、境界を超える要

因になったと考えられる。

ひと 他人 の畑という境界

この境界は、その土地に対して何かしたいと思

うが、その土地の人と関係があまり深くないとい

う遠慮を指す。

最初は、こちらから聞くと教えてくれる関係だ

った。それが、徐々に僕らの作業を見ていたり、

作業内容を聞いて教えてくれるようになった。そ

して、時には僕らの農地に入って実際にお手本を

見せてくれることもあった。このようにして、何
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度も頼り、相手に感謝することで徐々に関係が醸

成していった。その中で、僕らの農地ではあるも

のの、何を行っているか分かる状態であり、関わ

ってもいい場所であることが分かり、「ひとの畑

という境界」が薄れていったと考えられる。

技術や知識の享受の関係 境界

この境界は、耕作以外の地域文化や風土を含む

技術や知識を享受し、助け合い、楽しみ合う関係

になる境を指す。

トンガリハウス周辺の整備をするときや、畑で

とれた食材の調理法について周囲農家の持つ技術

や知識を教えてくれるような関係ができていっ

た。そして、さらに「もっとこうした方が…」

「次は…」と周囲農家から提案してくれ、一緒に

トンガリハウス周辺の環境を作ってゆく活動へと

発展し、周囲農家から積極的に技術や知識を教え

てくれる関係ができていた。

畑や農家の小屋の使用を許容する関係 境界

この境界は、周囲農家の各々が所有する建物や

農地に入ることを許可される関係のことを指す。

活動を行う中で、周囲農家の小屋を使わせてく

れたり、農地に入らせてくれたりするような関係

となった。また、このような変化と同時期から、

農家が主催するイベントや工房、自宅など様々な

場所にも誘われるようになった。

これは、周囲農家と筆者らの関係が構築された

こともあるが、周辺農家自身の農地の境界や所有

の感覚が変化したことによって生まれたものでな

いかと考える。

筆者自身がもつ農地に対する境界線

農地での活動により、周囲農家との関係が構築

されていき、上述した境界が薄くなっていった。

トンガリハウスも、周囲農家と一緒に過ごす時間

も多くなり、「話す場」として共有利用が行われ

るようになった。このように変化した筆者らの農

地は、当初感じていた農地の境界をあまり意識し

ない場に変化していた。さらに、周囲農家の農地

のことも教えてもらい、入らせてもらうため、あ

たり一面がよく知っている場所となり、筆者らの

農地が拡張しているようにも感じられた。

このように感じられるのは、トンガリハウス

（話す場）で互いの近況や農地のことが共有さ

れ、トンガリハウス自体も共有利用されているか

らであると考えられる。

【考察】

トンガリハウスの製作過程は、隔たりを段階的に

なくす、或いは、薄くする過程でもあり、結果とし

て、筆者らと周囲の農家との関わりや周囲の農家同

士の関わりが活発になり、トンガリハウス周辺の環

境を一緒に作るという新しい取り組みなども生まれ

た。これは、筆者らと一緒に耕作放棄地を活用して

話す場を構築する過程において小さなコミュニティ

が構築されていったとも考えることができるであろ

う。このコミュニティは、自身の畑作や農地管理を

行いつつも、作物の生産活動とは異なるコミュニケ

ーション活動を活発させることに繋がり、結果とし

て、周囲の農地への積極的な関与も促した。これ

は、従来の個人による農地の管理とは異なる、ゆる

やかな農地管理の新しいあり方ともいえ、耕作放棄

地の新しい一つの活用法だと考える。

本研究では、岐阜県本巣市根尾地区という限定さ

れた地域をフィールドとして活動・参与観察を行っ

た。この農地の、周囲には農家が畑作を行ってお

り、どの農家も頻繁に農地に足を運んで畑作を営ん

でいる農地であった。耕作放棄地の抱える問題や、

その活用の方法は、地域に応じて異なることが予想

される。そのため、本研究で得た知見が他の耕作放

棄地の課題解決に有効であるとは言えない。しか

し、耕作放棄地を生産以外の目的に利用すること

で、それは結果として周辺農家間のみならず、不在

村で通いながら農業を行う若者や都市部の人たちな

どとのコミュニケーションを活性化することとな

る。そして、それはその土地での農業の営みを楽し

むことにつながっており、結果として農業の生産も

向上させていくことが可能であることを本研究は示

唆しており、それが本研究の意義であるといえるで

あろう。
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中山間地域における広域的自治活動と住民参加意識

○保永展利（島根大学学術研究院農生命科学系）・永野萌（島根大学生物資源科学部）

： 中山間地域 広域的自治活動 住民参加意識

１．研究の背景と目的

研究の背景 
近年の中山間地域は、地方から東京圏への人口移動、

少子高齢化、市町村合併などの影響で、地域社会の維持

が困難になっている。持続可能な地域社会をつくってい

くための方策として、大字や旧小学校区単位などの複数

集落による広域的な自治区を形成し、各地で自治活動が

展開されている ）。このような自治活動では、地域住民が

主体となって地域課題の解決に取り組む必要があるが、

自治活動の主体となる自治組織が形成・展開されていく

過程で、活動の担い手不足や女性の役員参加の低さなど、

多様な問題が指摘されるようになっている。問題の解決

に向けて広域的自治組織に参加する各集落の住民意識を

明らかにし、個々の住民が参加・活動しやすい自治のあ

り方を模索していくことが求められる。以上のような自

治組織による活動を本研究では広域的自治活動と呼ぶこ

とにする。

先行研究と課題

地域活動への参加に関する研究としては、中塚・星野

（ ）、中塚（ ）、保永（ ）などの研究があげ

られる。この中で、中塚・星野（ ）は、兵庫県篠山

市草山地区を事例に小学校区における自治組織と各集落

の自治組織の実態と相違やそれぞれの機能や行政との関

係性の視点を明らかにしている。小学校区内に組織と役

職が多く、活動が重複しているといった課題が明らかに

なり、組織を小学校区規模に統一し役職を減らしていく

ことなどが必要であることを指摘している。中塚（ ）

は、兵庫県篠山市 地区の事例をもとに、地域住民の属

性や集落の役職経験と地域へのコミットメントの関係性

を分析し、他出子弟や交流人、新住民などの属性によっ

て地域への愛着や情緒的コミットメントに差が出ること

や年齢、居住年数などによってコミットメントに違いが

生まれることなどを明らかにしている。また、保永（ ）

は、中山間地域内部においても市街部の集落と農村部の

集落では広域的自治組織における住民参加・組織運営・

活動の仕方が異なることを雲南市の 地区の事例をもと

に明らかにしている。しかしながら、広域的自治組織に

参加する住民の意識の違いについて明らかにする研究は

限られている。

本研究の目的

本研究は、中山間地域集落の広域的自治活動への参加

や広域的自治に対する住民意識の違いを明らかにするこ

とによって、今後の中山間地域の自治活動のあり方の検

討に資することを目的とした。

２．研究方法

仮説

本研究では、中山間地域に属し、自治区を設定して広

域的自治活動に取り組んでいる飯南町上赤名地区の上赤

名自治振興協議会およびその構成員の住民を対象として、

広域的自治活動に対する住民意識を把握するため、以下

の つの仮説を立て検討した。仮説①：広域的自治活動

への住民参加の頻度や意識は性別、年齢層で差がみられ

る。仮説②：集落間で広域的自治活動に対する意識が異

なる。また、集落単位で交流活動を行ってきた集落とそ

うでない集落では広域的自治活動に対する意識が異なる。

仮説③：住民の地域活動に対する参加意識と広域的自治

活動に対する参加意識には関連性がある。

対象地域と概要

本研究では調査対象地を島根県飯南町上赤名地区とし

た。笠松（ ）が指摘しているように、当地区は、市

町村合併（旧赤来町と旧頓原町の合併）の前に駆け込み

的に自治組織が設立され、合意形成が十分でなかったと

いう問題点がある。住民参加、自発的取り組みという点

で課題を抱えている地区の一つである。その一方で、集

落間の広域的な交流活動を 年以上継続している。この

ように、住民の参加意識に違いがあることが予想される

ことによる。

上赤名地区は、 年の国勢調査人口が 人（男

人、女 人）の地区である。近隣には赤名地区（

人）、下赤名地区（ 人）があり、この３地区で一つの

小学校区（旧赤来町旧赤名村）が形成されている。上赤

名地区は、北野上、北野下、中区上、中区下、瀬戸 、瀬

戸 、向谷の つの集落で構成されており、世帯数でみる

と、北野下、中区上、向谷が 世帯前後とやや多い。

自治振興協議会の概要
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中山間地域における広域的自治活動と住民参加意識

○保永展利（島根大学学術研究院農生命科学系）・永野萌（島根大学生物資源科学部）

： 中山間地域 広域的自治活動 住民参加意識

１．研究の背景と目的

研究の背景 
近年の中山間地域は、地方から東京圏への人口移動、

少子高齢化、市町村合併などの影響で、地域社会の維持

が困難になっている。持続可能な地域社会をつくってい

くための方策として、大字や旧小学校区単位などの複数

集落による広域的な自治区を形成し、各地で自治活動が

展開されている ）。このような自治活動では、地域住民が

主体となって地域課題の解決に取り組む必要があるが、

自治活動の主体となる自治組織が形成・展開されていく

過程で、活動の担い手不足や女性の役員参加の低さなど、

多様な問題が指摘されるようになっている。問題の解決

に向けて広域的自治組織に参加する各集落の住民意識を

明らかにし、個々の住民が参加・活動しやすい自治のあ

り方を模索していくことが求められる。以上のような自

治組織による活動を本研究では広域的自治活動と呼ぶこ

とにする。

先行研究と課題

地域活動への参加に関する研究としては、中塚・星野

（ ）、中塚（ ）、保永（ ）などの研究があげ

られる。この中で、中塚・星野（ ）は、兵庫県篠山

市草山地区を事例に小学校区における自治組織と各集落

の自治組織の実態と相違やそれぞれの機能や行政との関

係性の視点を明らかにしている。小学校区内に組織と役

職が多く、活動が重複しているといった課題が明らかに

なり、組織を小学校区規模に統一し役職を減らしていく

ことなどが必要であることを指摘している。中塚（ ）

は、兵庫県篠山市 地区の事例をもとに、地域住民の属

性や集落の役職経験と地域へのコミットメントの関係性

を分析し、他出子弟や交流人、新住民などの属性によっ

て地域への愛着や情緒的コミットメントに差が出ること

や年齢、居住年数などによってコミットメントに違いが

生まれることなどを明らかにしている。また、保永（ ）

は、中山間地域内部においても市街部の集落と農村部の

集落では広域的自治組織における住民参加・組織運営・

活動の仕方が異なることを雲南市の 地区の事例をもと

に明らかにしている。しかしながら、広域的自治組織に

参加する住民の意識の違いについて明らかにする研究は

限られている。

本研究の目的

本研究は、中山間地域集落の広域的自治活動への参加

や広域的自治に対する住民意識の違いを明らかにするこ

とによって、今後の中山間地域の自治活動のあり方の検

討に資することを目的とした。

２．研究方法

仮説

本研究では、中山間地域に属し、自治区を設定して広

域的自治活動に取り組んでいる飯南町上赤名地区の上赤

名自治振興協議会およびその構成員の住民を対象として、

広域的自治活動に対する住民意識を把握するため、以下

の つの仮説を立て検討した。仮説①：広域的自治活動

への住民参加の頻度や意識は性別、年齢層で差がみられ

る。仮説②：集落間で広域的自治活動に対する意識が異

なる。また、集落単位で交流活動を行ってきた集落とそ

うでない集落では広域的自治活動に対する意識が異なる。

仮説③：住民の地域活動に対する参加意識と広域的自治

活動に対する参加意識には関連性がある。

対象地域と概要

本研究では調査対象地を島根県飯南町上赤名地区とし

た。笠松（ ）が指摘しているように、当地区は、市

町村合併（旧赤来町と旧頓原町の合併）の前に駆け込み

的に自治組織が設立され、合意形成が十分でなかったと

いう問題点がある。住民参加、自発的取り組みという点

で課題を抱えている地区の一つである。その一方で、集

落間の広域的な交流活動を 年以上継続している。この

ように、住民の参加意識に違いがあることが予想される

ことによる。

上赤名地区は、 年の国勢調査人口が 人（男

人、女 人）の地区である。近隣には赤名地区（

人）、下赤名地区（ 人）があり、この３地区で一つの

小学校区（旧赤来町旧赤名村）が形成されている。上赤

名地区は、北野上、北野下、中区上、中区下、瀬戸 、瀬

戸 、向谷の つの集落で構成されており、世帯数でみる

と、北野下、中区上、向谷が 世帯前後とやや多い。

自治振興協議会の概要

上赤名自治振興協議会は、 年から 年にかけて

旧赤来町の行政指導によって議論され、 年 月

日に発足した組織である。上赤名自治振興協議会は上赤

名地区に存在する つの集落ごとの自治会をまとめる役

割を担っている。上赤名自治振興協議会は部会制をとっ

ており、総務部、産業振興部、文化部、健康福祉部の

部会がそれぞれ活動をしている。部会にはそれぞれ 名

が所属しており基本的には各集落から 名が選出されて

いる。平成 年度の部員名簿によると、総務部は各集落

の自治会長が、産業振興部は各集落の中山間地域等直接

支払交付金事業集落協定委員長が、文化部は各集落の公

民館分館長が就任している。健康福祉部は各集落から

名と向谷集落から 名選出された計 名が所属しており、

全て女性の部員である。それぞれの部会の事業内容に適

したメンバーが集落から選出されており、集落ごとの自

治会をまとめている。主な事業は、①地区の会館を生か

した多目的広場などの施設整備の促進、②豊かな自然を

活かした米づくりなどの推進、③歴史・文化を活かした

地域づくりの推進、④収穫祭（農産物販売や神楽の講演

など）による地区住民相互の連携と親睦、都市住民（地

区外住民）との交流促進となっており、特に④が集落間

の広域的な交流活動として設立当初から継続している。

これを本研究では広域的交流活動と呼ぶことにする。

調査方法

調査方法は、関係者への聞き取り調査、広域的自治活

動への提案とそれへの参加交流、住民意識調査に分けら

れる。まず、 年から 年にかけて地区行事の企画

提案や総会など地区事業への参加、自治振興会会長への

聞き取り調査（ 年 月、 年 月、 月）、自治会

長へのアンケート調査（ 年 月）、広域的交流活動

の内容に関する提案とその交流活動への参加（ 年

月、 年 月など）、域学連携の意向調査（ 年

月）を行った。その上で、 年 月～ 月に住民に

対して地区行事への参加や地域活動に対する意識につい

てのアンケート調査を実施した。調査は、まず、中塚

（ ）などの先行研究における地域コミットメント指

標を参考に、表 に示した内容を把握する調査票の作成

を行った。次に、上述した期間に自治振興協議会を通じ

て、各世帯に男性用、女性用のアンケート（合計 部）

を配布し、世帯構成員のうち、成人している世帯員に代

表して回答して頂いた。その結果、世帯ごとの回収率は

部を回収した。これらによって得られたデータをもと

に、自治振興協議会の活動への住民参加頻度や地域活動

への意識の男女間や年齢（年代別）、集落間での差異を考

察した。

表 住民意識調査項目

項目 変数名 回答形式

居住する集落 選択

性別 選択

年齢（年代） 選択

自治振興協議会での役員の経験 選択

自治会での役員の経験 選択

所属している地域組織、グループ 自由記述

自治振興会総会への参加頻度 4段階評価

参加、不参加理由 選択

広域的交流活動（収穫祭）への参加頻度 4段階評価

参加、不参加理由 選択

私は地区の抱える問題を把握している 5段階評価

自治振興協議会の理念は私にとって重要なものである 5段階評価

上赤名地区の人々は自治振興協議会の取り組みを信頼していると思う 5段階評価

自治振興協議会の活動（イベント準備・部会活動など）に積極的に参加している 5段階評価

自治振興協議会の活動に上赤名地区外の人たちが参加することは好ましい 5段階評価

私は自治振興協議会の一員であることを誇りに思う 5段階評価

地域組織（消防団、青年会など）の活動は地域にとって必要なものであると感じる 5段階評価

私は地域組織に参加したくて参加している 5段階評価

私は地域組織の一員であることを誇りに思う 5段階評価

地区のみんなと何かをすることが自身の生活の豊かさにつながる 5段階評価

地区でのボランティアなどの社会的活動に参加したい 5段階評価

地区単位ではなく、小学校区単位での活動をしたい 5段階評価

私は上赤名地区に愛着を持っている 5段階評価

私は今住んでいる集落に愛着を持っている 5段階評価

上赤名地区に必要なら、どんな仕事でも受け入れる 5段階評価

私は上赤名地区でしか生活できないと思う 5段階評価

他の地区（他の）に転出する気はまったくない 5段階評価

その他 ご意見など 自由記述

個人属性

自治振興会
に対する意

識

地域活動に
対する意識

参加頻度

居住集落と
地区に対す

る意識

３．結果と考察

広域的交流活動の実態と自治会長の意識

地区内の効果について、広域的交流活動が地域内交流

に与える効果は全体として高い。またある集落では、地

区収穫祭は地域内の理解、つながりを強める効果が大き

いという意見があがるなど、地域住民同士の交流の場と

して一定の役割を有している。

地区外の効果について、全体的に「やや効果があった」

という回答になっている。中区下、向谷に関しては、あ

まり効果がなかったとの回答であった。 年 月に開

催された収穫祭でも、地域住民の参加は多く、地域内交

流としての意義は確認された。しかし、地区外からの参

加者は、当時、上赤名地区へ ターンを考えていた神戸

市からの家族 名や相撲甚句会のメンバー（大阪府住民

など）など、参加者が限られていることが結果に反映さ

れていると推察される。

表 広域的交流活動の効果と今後の意向

収穫祭 交流会 伝統文化体験するツアー

地域内貢献
への効果

地域外交流
の効果

今後の継
続・発展意
向

地域内貢献
への効果

地域外交流
の効果

今後の継
続・発展意
向

地域内貢献
への効果

地域外交流
の効果

今後の継
続・発展意
向

北野下
やや効果が

あった

やや効果が

あった
発展させたい

あまり効果が

なかった

あまり効果が

なかった

現状維持し

たい

あまり効果が

なかった

あまり効果が

なかった
発展させたい

中区上
かなり効果

があった

やや効果が

あった
発展させたい

やや効果が

あった

やや効果が

あった

現状維持し

たい

あまり効果が

なかった

あまり効果が

なかった

現状維持し

たい

中区下
あまり効果が

なかった

あまり効果が

なかった

どちらかとい

うと継続した

くない

あまり効果が

なかった

あまり効果が

なかった

どちらかとい

うと継続した

くない

やや効果が

あった

やや効果が

あった

どちらかとい

うと継続した

くない

瀬戸１
かなり効果

があった

やや効果が

あった
発展させたい

やや効果が

あった

やや効果が

あった

現状維持し

たい

やや効果が

あった

やや効果が

あった
継続したい

瀬戸２
かなり効果

があった

やや効果が

あった
継続したい

やや効果が

あった

あまり効果が

なかった
継続したい

あまり効果が

なかった

やや効果が

あった
継続したい

向谷
かなり効果

があった

あまり効果が

なかった

現状維持し

たい

やや効果が

あった

やや効果が

あった
継続したい

やや効果が

あった

あまり効果が

なかった
継続したい

注： 年 月の上赤名地区内の自治会長への意向調査による。

回答を得られた集落のみ記載している。

また、地区における広域的交流活動への期待（最も望
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むこと）について、すべての集落で「地域住民の参加」

となっている。交流を行う上で積極的に行う必要のある

活動については、多くの集落で集落間交流を第１位にあ

げている。また多少の差異はあるものの、各集落でおお

むね回答が一致している。このことから、対象地区にお

ける広域的交流活動では、各集落同士の交流、連携をよ

り優先する必要があるという認識で住民意識が一致して

いると考えられる。

地区住民の域学連携（地区外交流）に対する意向

本研究では広域的交流活動で行うイベント内容に関し

て提案を行い、それを地区住民で検討・実施し、大学か

らも 年から 年に渡って参加した。それを踏まえて、

年 月に行った総会出席者に対しての大学・大学生

に期待することのアンケートを実施し、 名（男性

名、女性 名）から回答を得た。アンケートでは大学や

大学生に期待することを 項目提示し、地区にとって必

要と思うものに順位をつけてもらい、その結果をポイン

トに換算し得点化した ）。対象地区では大学生に対してイ

ベントの企画やイベントへの参加が特に期待されている

結果が得られた。

0 10 20 30 40 50 60

イベントの企画

イベントへの参加

住民意識調査など

総会への出席・発表

イベント以外の自治活動への参加

その他

得点

 
図 大学・大学生との交流に対する意向

住民意識調査による分析

住民参加の傾向

自治振興会が行う広域的交流活動（地区収穫祭）への

参加頻度を性別でみると、男女ともに過半数が参加する

と回答している。広域的交流活動への参加理由としては、

男性・女性ともに「義務感から」という回答が最も多い

結果となった。その他の参加する理由としては、「役員だ

から」、「子どもが参加するから」といった回答がみられ

た。参加しない理由として、男性は、「仕事・子育てが忙

しいこと」、「集落間での交流に興味がない」といった回

答が多く、女性は、「毎回決まったメンバーだから」とい

う回答が多い結果となった。参加しない理由としては、

男性・女性ともに回答が様々であった。その他の参加し

ない理由としては、「介護のため」といった回答のほか、

「イベントの内容が住民のための収穫祭になっていな

い」という意見もみられた。

住民参加と住民意識

仮説①：広域的自治活動と男女、年齢

広域的交流活動への参加と考えについて、男女間では

自治振興協議会の総会への参加頻度（ ）と上赤名地区

の問題を把握している（ ）といった項目で統計的な違

いが確認された。男性の方が女性よりも合意している。

また、男女間の違いよりも年代間（ 代以下、 代、

代以上で分類）の違いがあることも明らかになった。

仮説②：広域的自治活動と集落

集落間での差について、広域的交流活動（地区収穫祭）

のへの参加（ ）と上赤名地区の問題を把握している（ ）

といった項目で統計的な有意差が確認された。これまで

集落で地区内外との交流を独自に行ってきたのは、北野

上、北野下、中区上、瀬戸 の 集落である。この 集

落と残りの 集落の回答を比較すると、地域活動に対す

る考えの項目ではどちらの集落の回答にも大きな差がな

かったのに対し、自治振興協議会に対する考えの項目で

は、交流活動を行っていない集落の方が自治振興協議会

に対して肯定的な回答が比較的みられた。

表 広域的自治活動への参加と意識の相違

男女間 年齢間 集落間 交流

参加頻度

自治振興会に
対する意識

 
注 ）表中の「 」、「 」、「 」は、それぞれ ％水準、 ％水準、 ％

水準で有意差があることを示している。

注 ）年齢間については、年代を 代以下、 代、 代以上の つに分

けて検定を行った。交流については集落独自で交流活動を行って

いる集落とそうでない集落で検定を行った。

仮説③：広域的自治活動と地域活動

自治振興協議会への意識項目と地域活動への意識項目

の回答の線形連関性を検定したところ、 以外は地域活

動意識との連関性がある結果となった。 に関しても 、

、 との関連性は ％水準で有意であることが確認さ

れた。また、自治協議会の理念（ ）との連関度をクラ

メルの連関係数でみると、普段から自発的に地域活動に

参加している住民（ ）やボランティアなどへの参加意

116



むこと）について、すべての集落で「地域住民の参加」

となっている。交流を行う上で積極的に行う必要のある

活動については、多くの集落で集落間交流を第１位にあ

げている。また多少の差異はあるものの、各集落でおお

むね回答が一致している。このことから、対象地区にお

ける広域的交流活動では、各集落同士の交流、連携をよ

り優先する必要があるという認識で住民意識が一致して

いると考えられる。

地区住民の域学連携（地区外交流）に対する意向

本研究では広域的交流活動で行うイベント内容に関し

て提案を行い、それを地区住民で検討・実施し、大学か

らも 年から 年に渡って参加した。それを踏まえて、

年 月に行った総会出席者に対しての大学・大学生

に期待することのアンケートを実施し、 名（男性

名、女性 名）から回答を得た。アンケートでは大学や

大学生に期待することを 項目提示し、地区にとって必

要と思うものに順位をつけてもらい、その結果をポイン

トに換算し得点化した ）。対象地区では大学生に対してイ

ベントの企画やイベントへの参加が特に期待されている

結果が得られた。
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図 大学・大学生との交流に対する意向

住民意識調査による分析

住民参加の傾向

自治振興会が行う広域的交流活動（地区収穫祭）への

参加頻度を性別でみると、男女ともに過半数が参加する

と回答している。広域的交流活動への参加理由としては、

男性・女性ともに「義務感から」という回答が最も多い

結果となった。その他の参加する理由としては、「役員だ

から」、「子どもが参加するから」といった回答がみられ

た。参加しない理由として、男性は、「仕事・子育てが忙

しいこと」、「集落間での交流に興味がない」といった回

答が多く、女性は、「毎回決まったメンバーだから」とい

う回答が多い結果となった。参加しない理由としては、

男性・女性ともに回答が様々であった。その他の参加し

ない理由としては、「介護のため」といった回答のほか、

「イベントの内容が住民のための収穫祭になっていな

い」という意見もみられた。

住民参加と住民意識

仮説①：広域的自治活動と男女、年齢

広域的交流活動への参加と考えについて、男女間では

自治振興協議会の総会への参加頻度（ ）と上赤名地区

の問題を把握している（ ）といった項目で統計的な違

いが確認された。男性の方が女性よりも合意している。

また、男女間の違いよりも年代間（ 代以下、 代、

代以上で分類）の違いがあることも明らかになった。

仮説②：広域的自治活動と集落

集落間での差について、広域的交流活動（地区収穫祭）

のへの参加（ ）と上赤名地区の問題を把握している（ ）

といった項目で統計的な有意差が確認された。これまで

集落で地区内外との交流を独自に行ってきたのは、北野

上、北野下、中区上、瀬戸 の 集落である。この 集

落と残りの 集落の回答を比較すると、地域活動に対す

る考えの項目ではどちらの集落の回答にも大きな差がな

かったのに対し、自治振興協議会に対する考えの項目で

は、交流活動を行っていない集落の方が自治振興協議会

に対して肯定的な回答が比較的みられた。

表 広域的自治活動への参加と意識の相違

男女間 年齢間 集落間 交流

参加頻度

自治振興会に
対する意識

 
注 ）表中の「 」、「 」、「 」は、それぞれ ％水準、 ％水準、 ％

水準で有意差があることを示している。

注 ）年齢間については、年代を 代以下、 代、 代以上の つに分

けて検定を行った。交流については集落独自で交流活動を行って

いる集落とそうでない集落で検定を行った。

仮説③：広域的自治活動と地域活動

自治振興協議会への意識項目と地域活動への意識項目

の回答の線形連関性を検定したところ、 以外は地域活

動意識との連関性がある結果となった。 に関しても 、

、 との関連性は ％水準で有意であることが確認さ

れた。また、自治協議会の理念（ ）との連関度をクラ

メルの連関係数でみると、普段から自発的に地域活動に

参加している住民（ ）やボランティアなどへの参加意

欲（ ）などとの関連が強い。広域自治活動意識と地域

活動意識を集計して分類すると、最も割合が高かったの

は広域自治と地域活動に対して意識の高い層であり、次

は、広域自治に対しても地域活動に対しても意識が低い

層であった。広域的自治にあまり関心がなく、地域活動

に対する関心が強い層の住民も一定数みられたが、広域

的自治に対する関心が強く、地域活動に対する関心が低

い層の住民は少数にとどまった。

考察

対象地区では多くの住民が集落や自治区域の地域に対

して愛着を抱いており、他地区で生活できても対象地区

を離れる意向は強くない。その中で、住民の広域自治活

動への参加頻度について、男性は地区行事、総会とも過

半数が参加と回答した一方、女性は地区行事の過半数参

加に対し、総会には過半数が参加しないと回答した。地

域組織に対する考えについても男性の方が女性に比べて

こだわりが強い。自治組織の理念についても男性の方が

合意している。仮説①からは、男性の方が自治振興協議

会の活動に対する意識が高いことが明らかになり、男女

間での意識差が確認された。自治活動への参加者が固定

メンバーであることが女性の参加意識を下げる要因とな

っていると考えられる。仮説②からは、独自に交流活動

を行っていない集落は交流活動を行っている集落に比べ

広域的交流活動への参加意識が高いことが推察され、広

域的自治組織ができたことの効果と考えられる。仮説③

からは、自治活動に対する参加意識の高い層と低い層の

二つが多く存在していることが推察され、今後はそれぞ

れの層に向けた活動を展開していく必要があると考えら

れる。

４．まとめと今後の展開

本研究では、中山間地域における広域的自治活動にお

ける住民参加の特性について、島根県飯南町上赤名地区

の広域的交流活動の事例をもとに考察した。

住民は自治区の自治振興協議会の行う広域的交流活動

に参加している。その参加要因は、主に義務感と集落間

の交流である。現状では、女性は自治振興会活動に参加

しづらく、地区や自治組織に対する当事者意識の形成が

男性に比べて進んでいない。集落ごとの交流活動がある

ことで地区よりも集落に対する意識が強い。

女性の自治活動への参加を促すために、女性の中での

リーダーを育成していくことも重要であろう。現在、女

性グループなどの女性を中心として活動している組織の

中で仲間意識を形成している。これを生かし、集団で広

域自治活動の場を変えていくことで女性の意見が反映さ

れやすい環境を形成していくことが課題である。

註

） 年以降に全国各地で市町村合併が促進される中で、

合併による広域化に伴い、これまでの地域の自治を円

滑に行うために、各自治体で地域自治組織や地域運営

組織と呼ばれる組織の設立が行われた。自治体単位で

独自の取り組みとして進められている場合が多い。

） 位を 点、 位を 点、 位を 点、 位を 点、

位を 点、 位を 点として集計を行った。
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鬼ごっこ協会の 戦略の基づいた地域活性化への取組の考察

平峯 佑志（一般社団法人鬼ごっこ協会）

： ・地域活性化・鬼ごっこ

【問題・目的・背景】 
本研究は、一般社団法人鬼ごっこ協会（以下、協会（東

京都世田谷区））の鬼ごっこを活用した地域活性化が、

（ ＝共通価値の創造）の戦略に基づ

いて行われている事に着目して、 の観点から地域活性

化がどのように行われているのかを、指導員・審判員の公

認ライセンス取得者の事例に基づいて考察する。 とは、

ハーバード大学ビジネススクールのマイケル ・ポーター

が提唱した概念であり、経済と社会の双方の発展を、企業

が本業を通じて行っていく活動のことを指している。協会

の本業は、鬼ごっこの普及推進を通じた人づくり、地域づ

くりである（図 ）。ビジョンとしては、「鬼ごっこのある町

づくり」を掲げて、多様な鬼ごっこを活用して活動してい

る団体である。鬼ごっこを通じた社会的課題解決や事業創

造を行うことで、公益性を高い取組をしている。 の概

念に照らし合わせて、協会の本業である事業は、根幹はス

ポーツ鬼ごっこの普及活動である。スポーツ鬼ごっこを通

じて、地域社会が活性化させて、経済的な発展にも貢献し

ている。

（図 ） の考え方

普及活動の内容は多岐で、多世代に向けた鬼ごっこのイベ

ントの開催、指導員・審判員の育成、民間企業や行政機関

との連携協力、調査研究を行っている。本研究では、公認

ライセンスを取得した指導員・審判員（以下、取得者）の

育成にフォーカスを当て考察を行った。まず、公認ライセ

ンス制度の概要について整理すると、制度の目的は協会ビ

ジョンを達成するための人材成である。ライセンス制度を

設けずに普及を行っていく事も、制度創設の前には検討さ

れていたが、スポーツ鬼ごっこの理念やノウハウの継承や

良質な指導方法の徹底のためには、現在は欠かすことがで

きない制度となっている。昨今のスポーツ界では話題とな

っている、指導者による体罰や暴言などのパワハラの抑制

も、研修会では徹底して受講者に伝えられている。制度の

内容は、習熟度別に等級を分けた制度となっている。キッ

ズリーダー、準 級、 級、 級、１級（図 ）と 段階に

分かれており、各級に応じた取得条件がある。

（図 ）ライセンス制度の枠組み

取得する際には、必ず各級の研修会を受講しなければなら

ず、ビジョンである「鬼ごっこのある町づくり」は各級ご

とに伝えられており、スポーツ鬼ごっこを通じたスポーツ

の楽しさを学ぶことに加えて、地域活性化の為のツールと

して活用できることの可能性が伝えられている。また、そ

れだけではなく地域スポーツの振興、文化振興、国際親善

の価値観も伝えられている（図 ）。

（図 ）スポーツ鬼ごっこの普及目的

地域スポーツは、地域社会における、そこに住んでいる子
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鬼ごっこ協会の 戦略の基づいた地域活性化への取組の考察

平峯 佑志（一般社団法人鬼ごっこ協会）

： ・地域活性化・鬼ごっこ

【問題・目的・背景】 
本研究は、一般社団法人鬼ごっこ協会（以下、協会（東

京都世田谷区））の鬼ごっこを活用した地域活性化が、

（ ＝共通価値の創造）の戦略に基づ

いて行われている事に着目して、 の観点から地域活性

化がどのように行われているのかを、指導員・審判員の公

認ライセンス取得者の事例に基づいて考察する。 とは、

ハーバード大学ビジネススクールのマイケル ・ポーター

が提唱した概念であり、経済と社会の双方の発展を、企業

が本業を通じて行っていく活動のことを指している。協会

の本業は、鬼ごっこの普及推進を通じた人づくり、地域づ

くりである（図 ）。ビジョンとしては、「鬼ごっこのある町

づくり」を掲げて、多様な鬼ごっこを活用して活動してい

る団体である。鬼ごっこを通じた社会的課題解決や事業創

造を行うことで、公益性を高い取組をしている。 の概

念に照らし合わせて、協会の本業である事業は、根幹はス

ポーツ鬼ごっこの普及活動である。スポーツ鬼ごっこを通

じて、地域社会が活性化させて、経済的な発展にも貢献し

ている。

（図 ） の考え方

普及活動の内容は多岐で、多世代に向けた鬼ごっこのイベ

ントの開催、指導員・審判員の育成、民間企業や行政機関

との連携協力、調査研究を行っている。本研究では、公認

ライセンスを取得した指導員・審判員（以下、取得者）の

育成にフォーカスを当て考察を行った。まず、公認ライセ

ンス制度の概要について整理すると、制度の目的は協会ビ

ジョンを達成するための人材成である。ライセンス制度を

設けずに普及を行っていく事も、制度創設の前には検討さ

れていたが、スポーツ鬼ごっこの理念やノウハウの継承や

良質な指導方法の徹底のためには、現在は欠かすことがで

きない制度となっている。昨今のスポーツ界では話題とな

っている、指導者による体罰や暴言などのパワハラの抑制

も、研修会では徹底して受講者に伝えられている。制度の

内容は、習熟度別に等級を分けた制度となっている。キッ

ズリーダー、準 級、 級、 級、１級（図 ）と 段階に

分かれており、各級に応じた取得条件がある。

（図 ）ライセンス制度の枠組み

取得する際には、必ず各級の研修会を受講しなければなら

ず、ビジョンである「鬼ごっこのある町づくり」は各級ご

とに伝えられており、スポーツ鬼ごっこを通じたスポーツ

の楽しさを学ぶことに加えて、地域活性化の為のツールと

して活用できることの可能性が伝えられている。また、そ

れだけではなく地域スポーツの振興、文化振興、国際親善

の価値観も伝えられている（図 ）。

（図 ）スポーツ鬼ごっこの普及目的

地域スポーツは、地域社会における、そこに住んでいる子

どもや大人、高齢者などが健康増進やコミュニケーション

の活性化のためにスポーツができる場を作ると言う意味で

ある。文化振興は、鬼ごっこは 年昔から日本では行わ

れてきた伝統遊戯であるとされていて、江戸や明治（図 ）、

昭和の時代には地域社会における子どもの遊びのコミュニ

ケーションツールとして人気を博してきたことから、この

価値を後世へと継承して行こうという試みである。

（図 ）明治期の鬼ごっこの風景

国際親善は、鬼ごっこは名前こそは各国では異なっている

が、万国共通の遊びであることから、国際交流のツールと

しての鬼ごっこの可能性についても伝えられている。遊ぶ

ことで、言語や国籍の違いを越えて楽しい時間を共有する

ことで、争いや諍いを無くすことができるはずである。実

際に事例として、下記にあるように神奈川県横浜市では、

からの協力もあり、取得者のイベント運営で鬼ごっこ

体験エリアを「よこはま国際フェスタ（図 ）」というイベ

ントで行われた事例もある。

（図 ）よこはま国際フェスタ

取得者は、 年 月 日現在、 名が登録をしてい

る。制度は、 年に創設されてから 年目を迎えている。

ライセンス取得者数の各年の推移のグラフ（図 ）は以下

の通りである。

（図 ）ライセンス取得者数の推移

男女比（図 ）、年齢構成比（図 ）は以下の通りである。

男性の方が多く、若い世代が中心に取得している事が分か

る。地域社会の発展を担う人材には、若年層の協力が欠か

すことができないことは言うまでもないが、スポーツ鬼ご

っこの普及を担う人材が若い傾向にあることは、評価に値

すると考えられる。

（図 ）ライセンス取得者の男女比

（図 ）ライセンス取得者の年齢比

地域分布（図 ）としては、日本全国 都道府県、 市

区町村に分布している。日本の全市区町村数は 年

月 日現在 ヶ所であることから、 割程度の市区町

村には鬼ごっこの普及を担う人材がいることが分かる。
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（図 ）ライセンス取得者の地域分布割合

本研究では、協会の 戦略という文言がテーマにあるが、

この戦略の大きなポイントがライセンス制度の運用である。

上記のデータからスポーツ鬼ごっこの普及を担う人材が、

全市区町村の 割程度に分布しており、地域活性化を行っ

ていくには大きな強みとなると考えられる。地域ごとの課

題について、地域を活性化させていきたい情熱を持ってい

る取得者が、直接的に課題に取り組む事が、持続可能性と

言う観点からは望ましいと私は考えている。こうして各地

に多様な取得者がいることは大きな価値がある。協会の本

業である、鬼ごっこの普及推進を通じた鬼ごっこのある町

づくりを進めていくために、取得者の活躍は欠かすことが

できないのである。本研究では、そんな取得者の生態を調

査した結果から、今後の考察を図っていく。

【研究方法・研究内容】

研究方法は、協会の行っている公認ライセンス指導員・

審判員制度における、3級、準3級、キッズリーダーの研

修会（図10）受講者への任意アンケート調査を行ったも

のを活用した。アンケートは、2012年から2017年12月

までのライセンス取得者を対象にして行われたものを取

り扱う。内容は、ライセンスの活用目的を尋ねる選択形式

を採用した。項目選択は、複数回答は有りで行った。アン

ケートは、ライセンス登録をする際の登録用紙に質問項

目を作成して、登録する際には必須で記入を促している

ものである。 
（図10）ライセンス研修会の受講風景 

【調査･分析結果】

アンケート調査の結果は、以下の通りであった。まず、

ライセンスの活用方法であるが、地域振興のための答え

た回答者が （図 ）いると分かった。取得目的には地

域振興以外にも、スポーツや教育、保育・子育て、文化振

興など多岐にわたる目的の人が取得しており、多様な目

的の方が全国にいることも、地域の実情に合わせた活動

を行われていることが推測できた。

（図 ）ライセンスの取得目的

地域振興が 割近くいたことは、スポーツの指導員や審

判員のライセンス制度においては、他のスポーツに比べ

て特徴的な部分であると考えられる。スポーツは、昨今は

様々な競技で問題となっているが、勝利至上主義で取組

んでいる選手や指導員が多いのが現状である。スポーツ

を選手としてやる意味や指導員として選手に教える意味

もまた、試合に勝つための目的である関係者は多く存在

している。もちろん、スポーツは試合に勝つことで価値が

認められてきた背景はあるが、元来のスポーツの意味は

「余暇」や「息抜き」のために行われてきたものを起源と

しているため、勝負は大切ではあるが、それだけが至上命

題であるとはいうのは誤りであると考えられる。スポー

ツ鬼ごっこも、競技的側面も強く、全国規模の大会ではか

なり高度な試合が展開されている。しかし、協会ビジョン

は「鬼ごっこのある町づくり」であるように、取得者にも

地域活性化の重要性を知らせることで、競技性だけでは

なく、スポーツを通じた社会貢献や地域貢献を念頭にい

れた活動をしていきたいという協会の戦略がアンケート

結果には表れていた。

【考察・今後の展開】

研究、分析の結果からの考察としては、地域によって求

められている課題は様々であるが、鬼ごっこは老若男女

が誰もが慣れしんでいる遊戯であるために、実情に合わ

せた課題解決の手法として、多様な活用目的のもとで活

120



（図 ）ライセンス取得者の地域分布割合

本研究では、協会の 戦略という文言がテーマにあるが、

この戦略の大きなポイントがライセンス制度の運用である。
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づくりを進めていくために、取得者の活躍は欠かすことが

できないのである。本研究では、そんな取得者の生態を調

査した結果から、今後の考察を図っていく。

【研究方法・研究内容】

研究方法は、協会の行っている公認ライセンス指導員・

審判員制度における、3級、準3級、キッズリーダーの研

修会（図10）受講者への任意アンケート調査を行ったも

のを活用した。アンケートは、2012年から2017年12月

までのライセンス取得者を対象にして行われたものを取

り扱う。内容は、ライセンスの活用目的を尋ねる選択形式

を採用した。項目選択は、複数回答は有りで行った。アン

ケートは、ライセンス登録をする際の登録用紙に質問項

目を作成して、登録する際には必須で記入を促している

ものである。 
（図10）ライセンス研修会の受講風景 

【調査･分析結果】
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地域振興が 割近くいたことは、スポーツの指導員や審
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んでいる選手や指導員が多いのが現状である。スポーツ

を選手としてやる意味や指導員として選手に教える意味

もまた、試合に勝つための目的である関係者は多く存在

している。もちろん、スポーツは試合に勝つことで価値が

認められてきた背景はあるが、元来のスポーツの意味は

「余暇」や「息抜き」のために行われてきたものを起源と

しているため、勝負は大切ではあるが、それだけが至上命

題であるとはいうのは誤りであると考えられる。スポー

ツ鬼ごっこも、競技的側面も強く、全国規模の大会ではか

なり高度な試合が展開されている。しかし、協会ビジョン

は「鬼ごっこのある町づくり」であるように、取得者にも

地域活性化の重要性を知らせることで、競技性だけでは

なく、スポーツを通じた社会貢献や地域貢献を念頭にい

れた活動をしていきたいという協会の戦略がアンケート

結果には表れていた。

【考察・今後の展開】

研究、分析の結果からの考察としては、地域によって求

められている課題は様々であるが、鬼ごっこは老若男女

が誰もが慣れしんでいる遊戯であるために、実情に合わ

せた課題解決の手法として、多様な活用目的のもとで活

用されている事などが分かった。スポーツ振興、教育振興、

地域振興の 点が、同等近い割合で活動目的に含まれて
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（図 ）法隆寺青年会議所主催の町づくりイベント

（図 ）保育園・認定こども園でのライセンス研修会

他には、取得者自身が企業、行政、 、市民など多様々
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くる視点があるはずである。スポーツ鬼ごっこや各スポ
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久慈港の認知度向上に向けた市民へのアプローチ手法の検討 ―本を活用した空間・コミュニティデザイン―

森田詩緒里 岩手大学

：地域コミュニティ、本、コミュニティデザイン

【研究背景・目的】

本研究は、岩手大学の「地域課題解決プログラム」の一

環として久慈市から本学に寄せられた課題をもとに行って

いる。

岩手県久慈市の港である久慈港は、大船渡港、釜石港、

宮古港と並ぶ県内重要港湾の１つであり、県北地域の物流

を支える重要なインフラである。平成２年からは、国の直

轄事業として「湾口防波堤」の整備も開始している。久慈

港内には、日本初の地下水族館である「もぐらんぴあ」や、

石油備蓄基地、二子朝市などがあり、毎年夏にはみなと・

さかなまつりが開催されている。しかし、港には一般市民

が自由に利用できる場所が少ないことなどの要因から、市

民の日常生活においてかかわりが薄く、久慈港の出来事に

興味・関心を持つまでに至っていない。また、産業、船舶

寄港、観光などの面でも賑わいにいまひとつ欠ける状況で

ある。久慈港及び湾口防波堤は、地域の産業を支え、市民

の生命・財産を守る重要基盤であり、今後の整備促進と活

性化を図るうえで、市民レベルで港をより身近に感じても

らうことが重要である。

そこで、久慈市に目標とする久慈港のビジョンをヒアリ

ングしたところ、「市民が久慈港にもっと親しみを持つこ

と」、「久慈市民自らが主体的に久慈港を利用するようにな

ること」の２点が主要なものとして挙げられた。そのほか

にも、継続的に市民が集まる憩いの場となること、雇用創

出 特に若者 の場となること、県外からの寄港も含め、港

にもっと船が来ること、港付近の緑地にも人が賑わい、活

用されることなど、さまざまな視点から意見が述べられた。

これらをもとに、 年度から久慈市との連携のもとに、

「久慈港イメージアップ・プロジェクト」を立ち上げた。

目的としては、久慈市民が久慈港に親しみを持って利用す

るようになること、さらに久慈市民自らが久慈港に新しい

楽しみ方を見出し、コミュニティをつくっていくことであ

る。 年度は筆者が他２名の岩手大学生とともにプロジ

ェクトを推進した（森田 、多田 、中里 ）。

年度以降は、筆者が中心となってこのプロジェクトを進め

てきた。なお、以下の記述のなかで、 年度市民対象の

意識調査は、上記の学生が共同で実施したものである。

現在、日本各地の自治体では、図書館を核としたまちづ

くりが盛んに行われており、本を活用した空間・コミュニ

ティデザインの可能性が注目されている 猪谷、 年 。

加えて、まちづくりは行政だけが行うものではなく、そこ

に住まう人々が協働してコミュニティを形成し、まちをつ

くっていくことの必要性が考えられており、公園や中心市

街地活性化を目的とした住民主体のコミュニティデザイン

の事例もまた注目を集めている 山崎亮、 年 。これら

をもとに、久慈市における本を活用した空間・コミュニテ

ィデザインの可能性について検討していく。

【研究内容】

１ 久慈港に関する意識調査

はじめに、久慈市民が久慈港に対し実際にどのような

イメージを持っているのかを調査すべく、市民対象の調

査票調査を行った。調査期間は2016年10月1日から14
日で、調査対象は久慈市民から無作為抽出された 1500
名である。調査は郵送で行った。回答者数は、回収数が

472、有効回答数が446（29.7%）である。これらをもと

に単純集計、クロス集計による分析を行った。 
調査項目は、１．属性（年齢・性別・職業・居住地域・

市内居住年数）、２．久慈港の利用状況（頻度・目的・各

種イベントへの参加状況など）、３．久慈港の印象（4段

階）（明るい・楽しい・活気ある・身近・役立つ・近寄り

がたい・堅苦しい・欠かせない。アクセスしやすい）、４．

久慈港の役割に関する理解度(役割・湾口防波堤工事の状

況、意図など)の大きく分けて４項目である。 
 (２)ワークショップ１「久慈港で絵本をつくろう！」 
前述の集計結果と自由記述欄の記述内容をもとに、実

践する企画の内容として「本を用いたコミュニティデザ

インによるアプローチ」を考案して、2016年度は終了し

ていた。そこで2017年度は、さらに具体的な企画立案・

実践を行った。その１つが体験型ワークショップ「久慈

港で絵本をつくろう！」である。これは、久慈市内の親

子を主な対象として、実際に久慈港内を巡って体験した

ことをインプットとし、その後市内の施設で体験した内

容をアウトプットとして手づくり絵本にするもので、

2017年 11月 11日(土)に開催した。行程としては、まず

全体でもぐらんぴあを見学し、漁協展望台に移動して昼

食、その後３班に分かれて港湾内の公園３カ所を散策、

最後にアンバーホール(久慈市文化会館)に移動し絵本製
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宮古港と並ぶ県内重要港湾の１つであり、県北地域の物流
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轄事業として「湾口防波堤」の整備も開始している。久慈
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性化を図るうえで、市民レベルで港をより身近に感じても

らうことが重要である。

そこで、久慈市に目標とする久慈港のビジョンをヒアリ

ングしたところ、「市民が久慈港にもっと親しみを持つこ

と」、「久慈市民自らが主体的に久慈港を利用するようにな

ること」の２点が主要なものとして挙げられた。そのほか

にも、継続的に市民が集まる憩いの場となること、雇用創
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にもっと船が来ること、港付近の緑地にも人が賑わい、活
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がたい・堅苦しい・欠かせない。アクセスしやすい）、４．

久慈港の役割に関する理解度(役割・湾口防波堤工事の状

況、意図など)の大きく分けて４項目である。 
 (２)ワークショップ１「久慈港で絵本をつくろう！」 
前述の集計結果と自由記述欄の記述内容をもとに、実

践する企画の内容として「本を用いたコミュニティデザ

インによるアプローチ」を考案して、2016年度は終了し

ていた。そこで2017年度は、さらに具体的な企画立案・

実践を行った。その１つが体験型ワークショップ「久慈

港で絵本をつくろう！」である。これは、久慈市内の親

子を主な対象として、実際に久慈港内を巡って体験した

ことをインプットとし、その後市内の施設で体験した内

容をアウトプットとして手づくり絵本にするもので、

2017年 11月 11日(土)に開催した。行程としては、まず

全体でもぐらんぴあを見学し、漁協展望台に移動して昼

食、その後３班に分かれて港湾内の公園３カ所を散策、

最後にアンバーホール(久慈市文化会館)に移動し絵本製

作、という流れだった。港湾内とアンバーホールへの移

動はバスで行った。１班１冊ずつ絵本を作成し、完成し

た計３冊の絵本は(複写も含めて)後述の本棚の蔵書とし

た。 
(３)「本のみなと」 
その後、継続して行う企画として「ぽーとくじーる 本

のみなと」という企画を行っている。もともとのテーマ

が「認知度向上」であったことから、認知度を上げるた

めには実際に継続的に足を運べるような仕組みが必要と

考え、図書館などのような継続的な利用システムを港－

中心地間につくることを目標とした。このシステムによ

って訪れた先に何かがある楽しみを創出し、利用者がそ

のまま久慈港の利用者となることを狙った。 「本のみ

なと」は、久慈港内と市街地を併せた計５カ所(地下水族

館もぐらんぴあ、みなと中央公園、三陸鉄道久慈駅、久

慈市民体育館、やませ土風館)に本棚を設置し、ブックク

ロッシング(http://bookcrossing.jp/)のような仕組みで自

由に本を読んだり持っていったりできるものとなってい

る。ただし、本棚間の蔵書移動に動きを持たせることや、

それによって本棚設置個所へ訪れることを促進するため、

「持っていきたい本と同じ冊数だけ本を持ってきて入れ

る」というルールをつけている。また、前述の手づくり

絵本のみ、持ち出しは禁止としている。蔵書には、本を

活用したユニークな実践をしている盛岡市の通所介護施

設「フキデチョウ文庫」からご提供いただいた本を入れ、

定期的に補充・シャッフルを行っている。 
今年度は、「本のみなと」の利用状況を調べるために、

２週間に１度の本の移動状況調査に加え、利用者属性を

調べるシート(性別や所属など当てはまるところにシール

を貼る)と自由記述ノートを設置している。

ちなみに、「本のみなと」という名前は、本だけではな

く「〇〇のみなと」の「〇〇」の部分にさまざまな要素

を当てはめて、まちの人自身が久慈港に新しい使い方を

見出していってほしいという意図でつけている。

４ ワークショップ２「帯じぇにっく」

第２弾体験型ワークショップとして 年８月 日

に「本のみなと 帯じぇにっく」という企画を行った。

これは、「本のみなと」として設置している本棚を実際に

利用してもらうことと、利用者同士、また利用者とわれ

われ運営の交流を図ることを目的として行ったものであ

る。内容としては、まず参加者は「本のみなと」から好

きな本を１冊選んで当日持参し、その本のイメージと合

う風景を久慈港で写真撮影してもらう。撮影した写真を

印刷し、絵を描いたりマスキングテープなどの素材を用

いて装飾したりしながら、オリジナルの本の帯を作って

もらうというものである。

今後は引き続き「本のみなと」の利用状況調査とさら

なる利用率向上・利用者間の交流促進によるコミュニテ

ィ形成を目指すほか、第３弾ワークショップの企画も検

討している。

【研究結果】

１ 久慈港に関する意識調査

まず、調査票調査における結果である。単純集計結果

によると、「来港頻度」の項目は、「この一年で訪問なし」

という人が ％弱となっており、理由としては「用事が

ないから」というものが最も多かった。「訪問目的」とし

ては、「イベント」または「散歩」が多く、イベントとし

ては「みなと・さかなまつり」や「寄港イベント」が人

気だった。イメージの項目（「そう思う」「まあそう思う」）

では、「明るい」が ％、「活気がある」が ％、「楽

しい」が ％、「身近な存在である」が ％、

「役立つ」が ％、「近寄りがたい」が ％、

「堅苦しい」が ％、「欠かせない」が ％、「アク

セスしやすい」が ％であった。さらに、湾口防波堤

整備に関しては、計画は半数以上が理解しているものの、

意図の部分については「防災機能」に偏り、「産業振興」

の役割があまり知られていないことが分かった。クロス

集計結果では、まず、「 代」・「 代以上」は久慈港に

対し比較的よい印象を持っている反面、「 代」や「

代」はあまりよい印象を持っていないことが読み取れた。

また、湾口防波堤整備などの面で、久慈港について男性

のほうが女性よりも身近な出来事として捉え、計画など

についても理解していることがうかがえた。さらに、好

印象傾向が強い地域として「長内」・「夏井」・「山形」が、

好印象傾向が弱い地域として「侍浜」・「宇部」が挙げら

れた。地域別の分析により、海に近い地域が必ずしも久

慈港に対し好印象を持つわけではないことが特徴的であ

る。全体の結果として、久慈市が想定していたほど認知

度が低いわけではなく、久慈市に欠かせないものである

という認識は市民の多くが持っていることが分かった。

しかし、率直な意見として久慈港に足を運ぶ用事がなく、

それが利用度の低下につながっていると考えられる。

２ ワークショップ１「久慈港で絵本をつくろう！」

次に 年度の企画について、絵本作りワークショッ

プでは、参加者は親子６組 小学生７名、１歳８か月１名、
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大人６名の計 名 と小規模ではあったものの、運営側

が予想していた以上の自主的な制作意欲を持って取り組

んでおり、うち何名かはその後も交流があったり、実際

に久慈港に足を運んだりしていた。

３ 「本のみなと」

「本のみなと」については、手作り絵本を手に取る人

が見られ、ほかの蔵書についても利用する姿が見られた。

年度時点では、最も定期的に人が集まりやすいと考

えられるやませ土風館の動きが活発で、「本を持っていく

代わりに新しい本を入れる」というルールも守られてい

た。このときから本の移動状況調査は行っていたが、こ

の時点では調査時期が不定期であったことと、利用者が

実際に見える仕組みとしてまだ不十分であったことが課

題となっていた。

これらの点を踏まえて今年度は、本の移動状況調査を

２週間に１度のペースとし、今年度に正式に設置された

みなと中央公園の本棚を含む５カ所の「本のみなと」を

運営している。やませ土風館は、設置当初から本の動き

が活発で、持っていく分だけ新しい本が入っている流れ

も継続されている。三陸鉄道久慈駅は、電車の待ち時間

に利用している方が多いと見られ、本を持っていくとい

うよりはその場で読む人の方が多いようである。また、

一度持っていかれた本が数週間後に再び本棚に戻ってい

ることが何度か見られたことから、通勤・通学で電車を

利用する方が定期的に本を持っていっていると考えられ

る。久慈市民体育館は、現段階で一番動きが少ないが、

児童書の動きが見られることから子どもの利用が考えら

れる。この場所に関しては、フキデチョウ文庫沼田氏の

アドバイスにより蔵書をスポーツ関係の本に変えてある

が、現段階では実際に体育館で行うようなスポーツの本

が不足しているため、そこが課題となっている。また、

体育館という性質上、本の動きが鈍く、利用頻度が伸び

ないことも考慮すべき点である。地下水族館もぐらんぴ

あは、設置当初はシーズン外のためあまり利用されてい

なかったが、徐々に動きが見られるようになった。児童

書の動きが主であることとシールの状況により、親子で

の利用が多い可能性が考えられる。また、子どもが多く

訪れやすい場所であるためか、シールの利用状況が最も

活発であることも特徴である。みなと中央公園は、設置

が他の場所より遅れたにも関わらず、現段階で最も高い

移動率を示している。公園は、シールや自由記述ノート

の利用状況より全体的に小学生の利用が多いことが考え

られており、本の減りが早い分、新しい本も入ってきて

いる。

４ ワークショップ２「帯じぇにっく」

第２弾ワークショップ「帯じぇにっく」は、周知をし

っかりと行ったにも関わらず、最終的な参加人数が３名

と非常に少なかった。これは、周知が広報などの紙媒体

のみであったことや前日までの天候がよくなかったこと、

手作り絵本ワークショップに比べて内容が伝わりにくい

ものであったことなどの要因が考えられる。当日の参加

者は１名が 代女性、２名が 代男性と７歳の女の子

の親子であった。事前の予約状況により、班分けはしな

い方向性だったが、ワークショップ開始後に自然と１：

２に分かれる形となり、スタッフも二手に分かれてつい

たため、２班で１つずつ帯を作る結果となった。周知の

段階では、持参する本はなるべく「本のみなと」から持

ってくるように、としていたが、どうしても調達できな

い場合や持参したい本が自宅にある場合は本棚外から持

参可としていたので、当日の参加者は２組とも自宅から

本を持参していた。内容が複雑ではあったものの、参加

者は２組とも今回の内容をきちんと理解して取り組んで

おり、持参した本のイメージに合った写真に加えて、自

分で折り紙を細かく切って装飾を施したり、本と写真を

結び付けるようなオリジナルのキャッチコピーを考えた

りと意欲的に取り組んでいた。本のイメージを制作に活

かすという点では、参加者２組とも思い入れのある本を

持参していたことが制作のしやすさにつながったのでは

ないかと考えられ、結果的に良かった点と言える。今回

の制作場所は地下水族館もぐらんぴあの近くの公園 半

崎緑地公園 内のあずまやで、比較的狭い場所での作業と

なったため、参加者同士や参加者とスタッフとの交流も

積極的にはかることができた。完成した帯は全３作

代男性の方が２作作成 で、帯の原本は参加者が持参した

本と同じものとともにいったん参加者に郵送し、後日参

加者自身で「本のみなと」に置きに行ってもらうという

方法をとる。また、作成した帯の複写は、保存用に参加

者の方々に送ることにしている。

【考察・今後の展開】

この研究の目標としては、さまざまな企画を通した「久

慈港イメージアップ・プロジェクト」に関わる市民を

人見つけ、そのコミュニティをつくることとしている。

さらにその中から運営等主体的に携わる人を見つけ、い

ずれは久慈市民が自主的に久慈港の利用の仕方を考えな

がら、さまざまな活動の場へと発展させていくようにし
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大人６名の計 名 と小規模ではあったものの、運営側

が予想していた以上の自主的な制作意欲を持って取り組

んでおり、うち何名かはその後も交流があったり、実際

に久慈港に足を運んだりしていた。

３ 「本のみなと」

「本のみなと」については、手作り絵本を手に取る人

が見られ、ほかの蔵書についても利用する姿が見られた。

年度時点では、最も定期的に人が集まりやすいと考

えられるやませ土風館の動きが活発で、「本を持っていく

代わりに新しい本を入れる」というルールも守られてい

た。このときから本の移動状況調査は行っていたが、こ

の時点では調査時期が不定期であったことと、利用者が

実際に見える仕組みとしてまだ不十分であったことが課

題となっていた。

これらの点を踏まえて今年度は、本の移動状況調査を

２週間に１度のペースとし、今年度に正式に設置された

みなと中央公園の本棚を含む５カ所の「本のみなと」を

運営している。やませ土風館は、設置当初から本の動き

が活発で、持っていく分だけ新しい本が入っている流れ

も継続されている。三陸鉄道久慈駅は、電車の待ち時間

に利用している方が多いと見られ、本を持っていくとい

うよりはその場で読む人の方が多いようである。また、

一度持っていかれた本が数週間後に再び本棚に戻ってい

ることが何度か見られたことから、通勤・通学で電車を

利用する方が定期的に本を持っていっていると考えられ

る。久慈市民体育館は、現段階で一番動きが少ないが、

児童書の動きが見られることから子どもの利用が考えら

れる。この場所に関しては、フキデチョウ文庫沼田氏の

アドバイスにより蔵書をスポーツ関係の本に変えてある

が、現段階では実際に体育館で行うようなスポーツの本

が不足しているため、そこが課題となっている。また、

体育館という性質上、本の動きが鈍く、利用頻度が伸び

ないことも考慮すべき点である。地下水族館もぐらんぴ

あは、設置当初はシーズン外のためあまり利用されてい

なかったが、徐々に動きが見られるようになった。児童

書の動きが主であることとシールの状況により、親子で

の利用が多い可能性が考えられる。また、子どもが多く

訪れやすい場所であるためか、シールの利用状況が最も

活発であることも特徴である。みなと中央公園は、設置

が他の場所より遅れたにも関わらず、現段階で最も高い

移動率を示している。公園は、シールや自由記述ノート

の利用状況より全体的に小学生の利用が多いことが考え

られており、本の減りが早い分、新しい本も入ってきて

いる。

４ ワークショップ２「帯じぇにっく」

第２弾ワークショップ「帯じぇにっく」は、周知をし

っかりと行ったにも関わらず、最終的な参加人数が３名

と非常に少なかった。これは、周知が広報などの紙媒体

のみであったことや前日までの天候がよくなかったこと、

手作り絵本ワークショップに比べて内容が伝わりにくい

ものであったことなどの要因が考えられる。当日の参加

者は１名が 代女性、２名が 代男性と７歳の女の子

の親子であった。事前の予約状況により、班分けはしな

い方向性だったが、ワークショップ開始後に自然と１：

２に分かれる形となり、スタッフも二手に分かれてつい

たため、２班で１つずつ帯を作る結果となった。周知の

段階では、持参する本はなるべく「本のみなと」から持

ってくるように、としていたが、どうしても調達できな

い場合や持参したい本が自宅にある場合は本棚外から持

参可としていたので、当日の参加者は２組とも自宅から

本を持参していた。内容が複雑ではあったものの、参加

者は２組とも今回の内容をきちんと理解して取り組んで

おり、持参した本のイメージに合った写真に加えて、自

分で折り紙を細かく切って装飾を施したり、本と写真を

結び付けるようなオリジナルのキャッチコピーを考えた

りと意欲的に取り組んでいた。本のイメージを制作に活

かすという点では、参加者２組とも思い入れのある本を

持参していたことが制作のしやすさにつながったのでは

ないかと考えられ、結果的に良かった点と言える。今回

の制作場所は地下水族館もぐらんぴあの近くの公園 半

崎緑地公園 内のあずまやで、比較的狭い場所での作業と

なったため、参加者同士や参加者とスタッフとの交流も

積極的にはかることができた。完成した帯は全３作

代男性の方が２作作成 で、帯の原本は参加者が持参した

本と同じものとともにいったん参加者に郵送し、後日参

加者自身で「本のみなと」に置きに行ってもらうという

方法をとる。また、作成した帯の複写は、保存用に参加

者の方々に送ることにしている。

【考察・今後の展開】

この研究の目標としては、さまざまな企画を通した「久

慈港イメージアップ・プロジェクト」に関わる市民を

人見つけ、そのコミュニティをつくることとしている。

さらにその中から運営等主体的に携わる人を見つけ、い

ずれは久慈市民が自主的に久慈港の利用の仕方を考えな

がら、さまざまな活動の場へと発展させていくようにし

たいと考えている。

これまでの企画を振り返ると、ワークショップでは、

参加者の方々の制作や交流の様子は非常に良いものであ

った反面、久慈港のイメージアップという点ではまだ一

回一回のワークショップの効果が弱いことや、ワークシ

ョップ終了後に「本のみなと」を通した久慈港の利用に

結びつきにくいことが課題として挙げられるだろう。ま

た、第２弾ワークショップ「帯じぇにっく」で特に見ら

れたように、参加人数等まだ規模が小さいことも改善す

べき点である。第３弾を行うのであれば、周知の段階か

らもっとまちの人の興味を引き、より多くの年齢層が気

軽に参加できるような空間づくりを目指さなければなら

ない。加えて、継続企画である「本のみなと」との関連

性をより実感できる形で提供できるようにワークショッ

プを企画していく必要がある。

「本のみなと」については、場所によって非常に利用

率が高いところがあるものの、全体として見ればやはり

まだ企画自体の認知度が低いことが第一の課題である。

利用者のデータ収集の点に関しても、本の移動状況調査

やシールによる属性調査だけでは追えていない部分が多

いため、より正確に利用者層をはかる仕組みの検討が必

要だ。現在出ている案としては、本を持っていくたびに

名前や属性などを記入する表を設置する、図書カードの

ような仕組みをつくり、蔵書１冊１冊にカードをつける

などである。

最近では市役所側からも積極的に意見が出されるよう

になり、「本のみなと」蔵書すべてに久慈港の風景などを

デザインしたしおりを作成して挟む、海藻や花などを利

用して押し花のようなものを作るワークショップを行う

など、今後発展可能なアイディアが多い。これまでは共

同企画とはいえ、学生が主体となって企画を考えること

がほとんどだったが、久慈市がどのようなことをやりた

いのか、どのような久慈港を目指したいのかを丁寧にヒ

アリングし、久慈市自体がアイディアを積極的に出して

いくことも筆者は重要であると考えている。課題意識や

実践したいアイディアがこれまで以上に出始めている今、

より議論を深め、久慈市がやりたいことをもとに企画実

践の幅を広げていきたい。

また、「帯じぇにっく」実践前に、われわれは久慈市立

図書館とディスカッションを行っており、本を用いた企

画実践についていくつかご意見をいただいた。その中で、

もぐらんぴあのプロジェクションマッピングがある大き

な水槽の前で読み聞かせを行う、などもぐらんぴあとと

もに行う企画がいくつか提案されていた。この案を具体

的にしていけば、まちなかにある久慈市立図書館と久慈

港にあるもぐらんぴあをつなぎ、久慈港に新しい動きを

もたらす可能性がある。このように、われわれだけが主

体となるのではなく、すでにある施設や団体をつないで

新しい交流を生む役割も担っていきたい。

さらに、この「久慈港イメージアップ・プロジェクト」

の参画者を増やすべく、アプローチも今後積極的に行っ

ていきたい。そのためには、定期的な説明会や交流会の

開催、 を利用した 活動など、多角的な視点からの

アプローチが必要となるだろう。特に久慈市では、「イン

スパイア」など高校生のまちづくり活動が活発なので、

地元の高校生を巻き込んで取り組んでいくことも重要で

あると考えている。

最終的には、自治体を含む久慈市に住む人たち自らの

手で久慈港の活用の仕方を考える場となり、その実現の

第一歩として本を活用した空間・コミュニティデザイン

の手法が有効であることを示したい。
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小出秀雄（西南学院大学）

：実践コミュニティ、 、多重成員性

１．本研究の背景と目的 

小中学校などの保護者・OB が自主的に集い活動する、

いわゆる「おやじの会」は全国に存在するといわれてお

り、学校のPTA（Parent-Teacher Association、父母教師会）

や高齢化が進む地域団体ができない活動を、独自にある

いは協働で行っている。その一方、おやじの会がない校

区もあれば、会はあるものの学校やPTAと距離を置く校

区もある。 

発表者は本業の傍ら、福岡市立百道（ももち）小学校のPTA

会長（2017年度）と、いわゆるおやじの会である「松葉

の会」会長（2016年度）の両方を経験し、PTAとおやじ

の会の相違と補完的な機能を観察してきた。また発表者

は、「第 18回福岡市おやじサミット in百道」（2017年 9

月 23日、図１）の分科会編成を担当し、同サミットに協

力してくれた多くのおやじたちとその後も交流している。 

 

 
図１ おやじサミット 百道のポスター 

 

本発表では、おやじの会（以下、O会）とPTAの協働

関係をきっかけに、組織論・学習理論で有名な実践コミュ

ニティ(Communities of Practice)の枠組みを使って、O会の

特徴を明らかにする。特に、実践コミュニティのキー概

念の一つである多重成員性(multi-membership)に着目し、O

会と本業（職場）、あるいはO会と他の地域団体と本業と

の関係性についてふれる。 

 

２． とおやじの会 

まず、PTAとO会について整理しておく。 

PTA およびそれに類する組織（よりボランティア性が

強いものや、保護者以外の住民が参加するものなど）は、

全国ほとんどの小中学校に存在する。PTA は第二次大戦

後、GHQおよび文部省の指導により設立が推奨された経

緯から、公益社団法人日本PTA全国協議会および地方別

の「ブロックPTA協議会」により組織化されている。 

各学校のPTAは「単位PTA」とよばれており、各地域

において組織化されている。例えば、福岡市早良（さわら）

区の百道小学校PTAは早良区小学校PTA連合会、および

福岡市PTA協議会のメンバーであり、さらに九州ブロッ

クPTA協議会に属している。ある程度経験があるPTA役

員は、「単P」「区P」「市 P」「九 P」といった略語を使う

が、一般のPTA会員は何のことかわからない。 

一方、O 会の設立の経緯はさまざまである。何らかの

深刻な事件をきっかけに設立された会もあれば、中心的

人物がその校区に引っ越してきて設立した会もある。発

表者が聞いた例では、O 会の活動が盛んだった校区の先

生が異動になり、異動先の校区にO会がなかったので自

ら設立した。 

百道小・松葉の会の場合は、当時のPTA会長のよびか

けをきっかけに、2002年 6月に活動を「再開」した。は

るか昔に同名の会があったらしいが、それがどのような

会であったか不明なまま名前を拝借し、O 会として再開

した。 

O会のメンバーは、母親がほとんどを占めるPTAとは

違う形で子どもたちと関わり、テント設営や餅つきなど

父親ならではの「見せ場」をつくり、校内や地域での活

動を通して父親同士のみならず、地域の人たちと仲良く

なる。「できるときにできることを」行う地域コミュニ

ティはたくさんあるものの、O 会には、ほかのコミュニ

ティには見られない特徴があると思われる。 

薄葉(2006)はO会を、「子ども交流型」と「地域交流型」

に分類している。薄葉は、子ども交流型を父親の育児参

加やPTA活動の一環などと、地域交流型を地域行事への

参加や男同士の付き合いなどと、それぞれ特徴づけてい

る。また、須田ほか(2014)はO会について、「子どものた
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員は、「単P」「区P」「市 P」「九 P」といった略語を使う

が、一般のPTA会員は何のことかわからない。 

一方、O 会の設立の経緯はさまざまである。何らかの

深刻な事件をきっかけに設立された会もあれば、中心的

人物がその校区に引っ越してきて設立した会もある。発

表者が聞いた例では、O 会の活動が盛んだった校区の先

生が異動になり、異動先の校区にO会がなかったので自

ら設立した。 

百道小・松葉の会の場合は、当時のPTA会長のよびか

けをきっかけに、2002年 6月に活動を「再開」した。は

るか昔に同名の会があったらしいが、それがどのような

会であったか不明なまま名前を拝借し、O 会として再開

した。 

O会のメンバーは、母親がほとんどを占めるPTAとは

違う形で子どもたちと関わり、テント設営や餅つきなど

父親ならではの「見せ場」をつくり、校内や地域での活

動を通して父親同士のみならず、地域の人たちと仲良く

なる。「できるときにできることを」行う地域コミュニ

ティはたくさんあるものの、O 会には、ほかのコミュニ

ティには見られない特徴があると思われる。 

薄葉(2006)はO会を、「子ども交流型」と「地域交流型」

に分類している。薄葉は、子ども交流型を父親の育児参

加やPTA活動の一環などと、地域交流型を地域行事への

参加や男同士の付き合いなどと、それぞれ特徴づけてい

る。また、須田ほか(2014)はO会について、「子どものた

めに」という大義名分に加えて、父親として生涯学びた

いという要求があることを指摘している。 

さらに、神野ほか(2014)は、O会ならではの「場の使い

分け」に着目している。つまりO会は、フォーマルな活

動は「支援」として学校で、インフォーマルな活動は「懇

親」として特定の飲食店で、それぞれ行う傾向にある。

支援と懇親のどちらを重視するかはメンバー次第であり、

子どもや地域のために活動しながら、近所に住む人間同

士で親交を深めていく。 

O会とPTAとの関係は多様であり、O会がPTAの「特

別委員会」などの位置づけのところもあれば、PTA と独

立した団体のところもある。また、前者のO会には、PTA

予算から補助が出ているところもあれば、独立採算で

やっているところもある。 

図２は、発表者が在籍しているO会と PTAを中心に、

地域団体との関係性を例示したものである。O 会役員と

PTA 役員の名称は、百道小で使われているものである。

「P副会長」には2018年度、校内副会長２名（男女１名

ずつ）と担当副会長１名（対外事務）が在任し、お互い

仕事を分担している。また、「O副会長」も毎年度数名就

任し、日常業務を行っている。 

 

 
図２ メンバーの相互依存と異動

 

O会がPTAと関連づけられていることの最大のメリッ

トは、学校側（校長・教頭・主任など）に存在が認知さ

れ、活動の際に学校の施設や備品を利用できる点であろ

う。学校の会議室を借りたり、イベント時に体育用具や

机・椅子を借りたりできることはもちろん、新メンバー

やイベント参加者の募集の通知を、PTA 役員経由で子ど

もたちに渡すことができる。 

なお、PTA 役員は退任すれば、会員のままであっても

事実上その組織を離れるが、O 会役員は退任後もそのま

まいることができる。図２のようにO会のOB会が存在

する場合、子どもが卒業したら OB 会に異動しなければ

ならないところもあれば、O 会で引き続き活動できると

ころもある（松葉の会は本人次第）。つまり、O会はPTA

よりかなり緩い、「できるときにできることを」行う、自

発的で実践的なコミュニティである。 

 

３．実践コミュニティの育成原則に沿って 

実践コミュニティとは、Wenger ほか(2002)が提唱する

学習形態であり、その定義は、「あるテーマに関する関心

や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、

持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」であ

る。すなわち実践コミュニティとは、各メンバーの参加

の度合いが高まることによって、学びを深く実感し、そ

のコミュニティのコアに近づいていく、あるいは新たな

コアをつくるという、ダイナミックな空間である。 

実践コミュニティを詳細に分析している松本(2013)は、

同コミュニティの第一義の目的は「学習」であるとして

いる。また、実践コミュニティの特徴として、職場から

距離をとった「別の居場所」、本業を含めた他団体との多

重成員性（二重編み）を挙げている。 

支援と懇親を目的としたO会に関して、実践コミュニ

ティを育成する原則（以下の①～⑦）がどれほどあては

まるか、あるいは新たな含意があるのかを、以下で検討

する。 

 

①進化を前提とした設計を行う

コミュニティを担う「コーディネーター」は、こう発

展しなければならないとメンバーに押しつけるのではな

く、自然な発展を促す触媒として機能する必要である。O

会は基本的に現役主導であり、前例を踏まえつつ新しい

ことにチャレンジする。これとは対照的に、PTA は基本

的に前例踏襲型組織であり、何かを始めたりやめたりす

ることが実に難しい。 

O 会は、過去に役員だった人も暗にコーディネーター

の役割を担う。これはメリットが多い一方、個々人の経

験に基づいたアドバイスが時に対立することによって、

現役メンバーの意思決定に悪影響を及ぼす可能性がある。

この点は実は、PTA の元役員においても同様である。役

を退いた人がいかに慎ましく振る舞い、現役の活動をサ

ポートしていくかは、大きな課題である。 

 

②内部と外部それぞれの視点を取り入れる

内部の視点とは、コミュニティの本質を見抜くインサ
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イダーの視点であり、外部の視点とは、コミュニティの

潜在能力を理解するためのアウトサイダーの視点である。 

O 会に加入する理由は子どもと遊ぶために、あるいは

友だちをつくるためになど、人によって違いがあるだろ

うが、そのコミュニティの意義を自分なりにつかむこと

ができれば、そのまま在籍することになる。 

その一方、いわゆる転勤族の保護者や、学校を数年で

異動する先生は、O 会の活動を客観視し、外部の視点で

評価やアドバイスをしてくれる。ある程度の期間O会に

在籍しているメンバーは、そのような視点に気づきを得

る。したがって、自分たちの主観的な楽しみに周囲の人

たちの客観を取り入れることによって、コミュニティの

改善を図ることができる。 

 

③さまざまなレベルの参加を奨励する

実践コミュニティにおける参加者は、コミュニティへ

の参加の頻度が高い順から、コアグループ、アクティブ

グループ、周辺グループの３つの層に分類される。松葉

の会で例えるならば、執行部（会長１名・副会長数名・

会計１名）をコアグループ、定例会やイベントに主体的

に関わっているメンバーとその妻（「松葉女子」とよんで

いる）をアクティブグループ、たまに現れるメンバーや

特定のイベントのみに関わる人を周辺グループ、と見な

すことができる。 

 

３月 百道オーガニックファーム開始（主催） 

４月 総会、歓迎イベント、キャンプ打ち合わせ開始 

５月 運動会サポート 

７月 親子校内キャンプ（主催） 

８月 百道校区夏祭り 

９月 友愛フェスタサポート 

１１月 百道文化祭、４校対抗焼きそばバトル 

１２月 三世代交流餅つき大会 

２月 デイウォーク（主催、糸島～今津～百道27km） 

表１ 松葉の会の年間スケジュール 

 

表１は、松葉の会の年間スケジュールである。年によっ

てイベントの開催月はずれるものの、流れはおよそこの

通りである。松葉の会の２大イベントは、７月の親子校

内キャンプと２月のデイウォークである。 

この２つを含め、松葉の会はイベントごとに「実行委

員会」を立ち上げ、執行部以外のメンバーが実行委員長

となり、そのもとで役割分担を決めて準備に励む。入会

間もないメンバーであっても、ベテランのメンバーにつ

いて実行委員を経験することによって、多くのスキルを

得る。細かい失敗をしつつ、やり遂げた自信を重ねるこ

とによって、メンバーはアクティブグループ、さらには

コアグループの領域へと進んでいく。 

その一方で、初めは松葉メンバーだったものの、本業

や他のコミュニティとの掛け持ちで忙しくなり、周辺グ

ループに遠ざかることもある。実践コミュニティではあ

くまでその人の動機が重要であり、特定の個人の負担が

重くなってしまうと、会そのものの雰囲気が悪くなりか

ねない。新人を実地で育成しつつ、ベテランの負担を軽

くしていくバランス的発展が必要である。 

 

④公と私それぞれのコミュニティ空間をつくる

現在松葉の会では、ネット上でのコミュニケーション

手段として、LINE、メーリングリスト（電子メール）、

Facebookページ（図３）、ホームページを、状況に応じて

使い分けている。スマートフォンの普及によりSNSの便

利さが際立っているが、松葉メンバーの中にはSNSを使

用していない人もいるため、LINE グループと同じメッ

セージをメーリングリストに流すことも多い。 

 

 

図３ 松葉の会の ページ

 

 

学生が地域と関わり合う「姪浜（めいのはま）西南大学まち」

（小出(2018)）でも指摘したように、Facebookページはフ

ロー情報、ホームページはストック情報に適している。 

ネット上でのコミュニケーションと並行して、松葉の

会ではメンバー同士、その家族同士、さらには他校の O

会との付き合いが盛んである。メンバー同士や家族同士

がプライベートで関わることにより、パブリックな会の

円滑な運営を進めている。この公私のコミュニティをう

まくかみ合わせているのは、実は前述の松葉女子である。

母親の理解と協力があってこそ、O 会が成り立っている

ともいえる。 
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イダーの視点であり、外部の視点とは、コミュニティの

潜在能力を理解するためのアウトサイダーの視点である。 

O 会に加入する理由は子どもと遊ぶために、あるいは

友だちをつくるためになど、人によって違いがあるだろ

うが、そのコミュニティの意義を自分なりにつかむこと

ができれば、そのまま在籍することになる。 

その一方、いわゆる転勤族の保護者や、学校を数年で

異動する先生は、O 会の活動を客観視し、外部の視点で

評価やアドバイスをしてくれる。ある程度の期間O会に

在籍しているメンバーは、そのような視点に気づきを得

る。したがって、自分たちの主観的な楽しみに周囲の人

たちの客観を取り入れることによって、コミュニティの

改善を図ることができる。 

 

③さまざまなレベルの参加を奨励する

実践コミュニティにおける参加者は、コミュニティへ

の参加の頻度が高い順から、コアグループ、アクティブ

グループ、周辺グループの３つの層に分類される。松葉

の会で例えるならば、執行部（会長１名・副会長数名・

会計１名）をコアグループ、定例会やイベントに主体的

に関わっているメンバーとその妻（「松葉女子」とよんで

いる）をアクティブグループ、たまに現れるメンバーや

特定のイベントのみに関わる人を周辺グループ、と見な

すことができる。 

 

３月 百道オーガニックファーム開始（主催） 

４月 総会、歓迎イベント、キャンプ打ち合わせ開始 

５月 運動会サポート 

７月 親子校内キャンプ（主催） 

８月 百道校区夏祭り 

９月 友愛フェスタサポート 

１１月 百道文化祭、４校対抗焼きそばバトル 

１２月 三世代交流餅つき大会 

２月 デイウォーク（主催、糸島～今津～百道27km） 
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会との付き合いが盛んである。メンバー同士や家族同士

がプライベートで関わることにより、パブリックな会の
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百道小は福岡市早良区の海に近い、３つの小学校から

成る百道中学校区に属している。松葉の会は、同じ校区

の西新（にしじん）小学校のO会である「子どもと親のきらく

会」、百道浜（ももちはま）小学校のO会「百道浜シーサイドク

ラブ」と親密に交流している。 

 

⑤価値に焦点を当てる・⑥親近感と刺激とを組み合わせ

る・⑦コミュニティのリズムを生み出す

前述のように、O会に加入する理由、いうならばO会

の「価値」は、正統的な育児参加、父親同士や地域住民

との懇親（別の居場所づくり）など、いろいろありうる。

いずれの理由にせよ、アクティブグループとして会の運

営に関わっていく段階になれば、過去のやり方をまず学

ぶことになる。 

その際に、自分が持っている本業の専門スキルや「遊

び心」が役に立つ機会が、少なからずある。自ら関わる

ことによって、会の運営や定番イベントにその新たなア

イデアが反映され、親近感に「刺激」が加わる。その結

果、コミュニティは独自の「リズム」を刻むようになる。 

PTA においてもこのようなリズムをつくることは可能

であるが、基本的に前例踏襲型であるため、保護者有志

と学校側が辛抱強く取り組まなければならない。 

対照的にO会は、上記⑤から⑦の実践コミュニティの

育成原則にかなり沿った動きができるが、その要因とし

てここで、多重成員性を指摘しておきたい。 

父親は O会と本業（職場）、あるいは O会と他の地域

団体と本業、などの多重成員性の中で生きており、本業

のスキルを発揮することでO会や他団体を盛り上げ、自

分自身もコアグループに進んでいく。 

一方で、遠方に転勤となった場合、O 会に参加し続け

ることはできない。福岡市、特に百道中校区は転出入者

が多く、O 会で台頭してきたメンバーが転勤によりいな

くなる、ということは日常茶飯事である。 

この流動性の高さがむしろ、職場と違う居場所への参

加、学校を中心とした子どもたちとのコミュニケーショ

ン、限られたメンバーで何とか盛り上げていくといった

姿勢につながっている。 

 

４．小 括 

松葉の会では２名の母親が、正規メンバーとして活動

している（図３）。父親メンバーたちが平日仕事をしてい

る間、必要に応じてPTA会議室で事務作業を行っている。

彼女たちも、多重成員性の中で生きている。日頃より百

道公民館や校区の子ども会、百道小保護者の活動をしつ

つ、松葉の会も的確にサポートしてくれている。 

実践コミュニティであるおやじの会が、特に転出入が

激しい地域で衰退しないためには、「おふくろ」や地域住

民、若者の協力が不可欠である。西南学院大学に隣接す

る西新小・きらく会のイベントには、おやじだけでなく、

学生も毎年数名参加している。松葉の会の親子校内キャ

ンプで、学生２名がサポートしてくれた年もあった。 

また、おやじの会とPTAにはそれぞれ強みと弱みがあ

り、多重成員性を利用し補完し合うことで、活動の質を

高める可能性がある。それにより、PTA の前例踏襲主義

や、O 会の（仲良しに見えるがゆえの）近寄りがたさを

改善できるならば、素晴らしい効果だといえる。 

学校という教育施設を正統的に利用できるおやじの会

は、よく考えたらとても贅沢な団体である。子どものた

め、地域のためという名目が、結局自分自身のためにも

なる。しかも、メンバー間でのやりとりがそのまま異業

種交流であり、本業にも役立つことが多い。 

本発表では序論として、身近なおやじの会の事例のみ

を取り上げて考察を試みた。今後は他の会の実態を調査

し、考察を進めていく。また、おやじの会と他の地域団

体との関係性も、その校区に住んでいないとわからない

ことが多いため、現地調査の積み重ねが必要である。 
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行政主導のアニメを活用した地域活性化マーケティング－埼玉県の事例から 
柴田仁夫（埼玉学園大学） 

Keyword： アニメ，聖地巡礼，地域活性化マーケティング 
 
1. はじめに 

（1）研究の背景 

2016 年に公開されたアニメ映画『君の名は。』が大ヒ

ットして以来，これまで一部のコアなアニメファンによ

って使われていた「聖地巡礼」が広く一般にも認知され

るようになった。聖地巡礼とは，岡本［2015］によれば，

本来は「宗教の創始者や聖人の誕生地・埋葬地のような

生前関わりのあった場所，あるいは神や精霊といった存

在と関わる場所への旅」だという。しかし現代における

聖地巡礼には宗教とは関係ない「信仰なき巡礼者」が増

えており，2000年代以降はアニメの舞台探訪に対して主

に使われるようになっているという。なお，アニメの舞

台探訪とは，アニメ作品のコアなファンが，その作品の

ロケ地またはその作品に関連する土地を探しだし，そこ

を聖地として位置づけ，実際に訪れる行為をいう。 
このようにアニメの舞台探訪である聖地巡礼を行政と

して積極的に行っているのが埼玉県である。埼玉県観光

課は全国の県庁の中でもその設置は2009年4月と遅く，

それ以前には比較的小規模な行政組織である観光振興室

が設置されており，同室でも「一般的に埼玉県にはあま

り観光地としてのイメージがない」と考えられていたと

いう。観光課が設置された丁度その頃，埼玉県久喜市鷲

宮町で起こっていたのが，これまで観光地ではなかった

場所がアニメの舞台になることで観光地化するという現

象であった。そこで当時の観光課は「神社仏閣，名所旧

跡という王道の観光資源だけで勝負する」のではなく，

「とにかく尖っていこう！」とアニメ作品と地域との関

係を行政としても推し進めていくこととなった。 
近年は全国の様々な自治体でアニメを活用した地域活

性化策が行われているが，埼玉県は観光課の設置ととも

に毎年予算を確保して，アニメを使った観光事業を打ち

出している。自治体のこうした試みは継続しないことが

多い中で，現在まで続いている点を鑑みると非常に珍し

い例といえるだろう。 
（2）研究の目的 
何故埼玉県の場合，行政主導のアニメを活用した観光

政策が上手くいっているのだろうか。建築物等のハード

ではなく，アニメというソフトを活用して如何に観光地

ではない地域に人を呼び込んでいるのか。本研究ではマ

ーケティングの視点から埼玉県のアニメを活用した観光

事業を例に，その有効性について分析・考察することを

目的とする。 
 
2. 先行研究 

（1）鳥取県境港市の先行事例 

アニメのキャラクターを活用した行政の施策と絡んだ

地域観光事例として，最も有名なのが鳥取県境港市が行

っている水木しげるの“ゲゲゲの鬼太郎”のキャラクタ

ーを活かした「水木しげるロード」であろう。山村［2011］
もアニメツーリズムを通じたまちづくりの成功例として

真っ先に挙げられることが多い事例として水木しげるロ

ードを挙げている。 
水木しげるロード整備事業は 1992 年から開始され，

2014 年には水木しげるロードリニューアル基本構想が

策定され，2018年7月には大規模リニューアルが完成し

た。澤田［2005a］によれば1992～2002年の11年間で

約 9 億 7 千万円の公費が投入されたという。また 2004
年度の1年間で境港，米子の両市域において約48億円の

観光消費，約58億円の経済効果があったと推定されてい

る。 
また澤田［2005b］によると，水木しげる関連事業につ

いて境港市が独自に実施した訪問者と居住者への調査（5
段階評価）では，「地域の観光復興に役立っているか」に

ついては，訪問者4.0，居住者4.1，「地域の業務・商業活

動に良い刺激」については，訪問者3.8，居住者3.5，「地

元商店街活性化に役立っている」については，訪問者3.7，
居住者 3.4，「地域の独自性がでている」については，訪

問者が4.0，居住者3.7であり，概ね高い評価となってい

る。また「公費，私費の無駄遣い」については，訪問者

の 61.4％がそうは思わないと回答し，居住者については

無駄ではない（40.5％）と普通（45.6％）を併せた合計

は86.1％と9割近くは水木しげる関連事業に対する公費

の使用に好意的な考えを持っていることが分かっている。 
（2）アニメツーリズムの成功要因 

 山村［2011］は境港市の水木しげるロードの事例が成

功した要因として，①地元行政や民間企業によるコンテ
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ンツの積極的活用，②継続的なイベント展開，③地域住

民の積極的参画，④関連作品の継続的な製作・放映の 4
点を挙げている。言い換えれば，①については，キャラ

クター等のライセンスの問題，②については，イベント

を実施するための予算や企画の問題，③については，地

域の人々を如何に巻き込むか，そして④については常に

再生産されるコンテンツであるか，が成功するための課

題といえるだろう。 
なお，県や中央省庁が積極的に水木しげるロードの取

組みを取り上げ，評価したことで，アニメ・マンガコン

テンツを活用したまちづくりの可能性が全国的に知れ渡

り，その後のわが国のクール・ジャパン政策や地方創生

政策（ローカル・アベノミクス）に繋がっていったと考

えられる。 
 
3. 調査研究 

（1）研究方法 

 まず，既に開示されている埼玉県の過去の予算資料等

から県がどのような施策を行ってきたのか調査を行うと

共に，埼玉県が主導したアニメを活用した観光施策であ

る「アニ玉祭」や「アニメだ！埼玉」等の実施結果につ

いても調査を行う。加えて埼玉県観光課の職員に対して

ヒアリング調査を行い，開示情報の補足を行う。  
（2）研究内容 

これらの調査結果をマーケティングの視点から分析・

考察し，埼玉県が行政主導で実施してきたアニメを活用

した観光事業がどのように有効性を発揮してきたか検証

する。 
 
4. 調査結果と考察 

（1）埼玉県の観光計画の歴史と観光づくり基本計画 

後藤［2014］によれば，埼玉県の観光政策は 1985 年

に「埼玉県観光レクリエーションビジョン」が策定され，

その後1995年に「彩の国観光振興ビジョン」，1998年に

「彩の国観光振興行動計画」が策定されて以降，2010年

代までは特に目立った動きはなかった。しかし2010年に

「埼玉『超』観光立県宣言」が打ち出されたのを契機に

2012 年に「埼玉県観光づくり推進条例」が制定された。

条例により観光計画の策定が義務付けられたことにより，

2013 年に 5 年間の第 1 期「おもてなし日本一の埼玉県 

観光づくり基本計画」が策定された。この計画は「埼玉

観光の将来像を『多彩な観光プログラムを楽しむことが

できる個性豊かな観光地埼玉』，『県民が郷土への愛着と

誇りを持つおもてなしの心あふれる埼玉』，『観光による

地域経済の発展がもたらす利益を享受できる観光立県埼

玉』とし，多彩な観光振興を図ろうとするもの」である。

この中で埼玉県の観光の現状として，観光資源として有

名な観光地が少ないため観光県としてのイメージが定着

しにくく，宿泊施設が少ないため，日帰り観光客が中心

となり 1 人当たりの観光消費額単価が全国的に低いこと

を弱みとしてあげている。その一方で近年の旅行トレン

ドが個人の趣向にあった「安・金・短」のお金をかけな

い日帰り旅行であり，県内には国際的にも知名度がある

アニメ作品の聖地があることを強みとして挙げている。

こうした点を踏まえ，3つの基本方針を立て，それに基づ

く5つの基本施策を立案し，1つ目の基本施策である「新

たな資源開発と観光基盤の整備」の13ある具体的な施策

の 1 つとして「埼玉＝アニメの聖地という国際的イメー

ジの徹底」を基本計画の中に取り込んでいる。 
そして2017年から始まった第2期「埼玉県観光づくり

基本計画 発見！体験！埼玉県」では，マーケティング

の視点から観光客をターゲットとして明確に捉え，基本

理念を「知ってもらって，来てもらって，楽しんでもら

える観光立県 埼玉県」とし，この理念の下に 3 つの基

本方針を定め，これらを推進するための 4 つの主要施策

の 1 つとして「アニメの聖地化推進」を策定し，①国内

外での「アニメの聖地＝埼玉県」の確立，②海外のアニ

メファン向けプロモーションの推進，③アニメファンに

喜ばれるおもてなし力の醸成，を新たに基本計画の中に

盛り込んでいる。 
（2）アニメを活用した観光事業の予算額と事業の推移 

 埼玉県が開示する平成 21～平成 30 年度までの予算資

料をまとめたのが図表 1 であり，アニメに関する事業等

図表 1 埼玉県のアニメを活用した観光事業に関する
予算額の推移（平成21～平成30年度） 

（単位千円）

アニメ関連施策に
おける予算額（B）

産業労働部における
一般会計予算総額（A）

B/A

平成21年度 841 21,227,897 0.004%

平成22年度 20,630 29,720,087 0.07%

平成23年度 19,928 32,809,952 0.06%

平成24年度 18,212 28,078,240 0.06%

平成25年度 5,468 31,077,726 0.02%

平成26年度 7,384 29,314,674 0.03%

平成27年度 6,222 21,935,228 0.03%

平成28年度 25,313 22,793,276 0.11%

平成29年度 35,766 21,094,364 0.17%

平成30年度 33,383 30,935,564 0.11%

出所：「資料3 平成21年度当初予算案の概要」～「平成23年度当初予算案の概

要」（埼玉県）及び「参考資料 平成24年度当初予算案における主要な施策（産業

労働部）」～「参考資料 平成30年度当初予算案における主要な施策（産業労働

部）」（埼玉県）と観光課担当者へのヒアリングを基に筆者作成。
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をまとめたのが図表2である。 
 図表 1 から，アニメを活用した観光施策に対する予算

規模が決して大きくないことが分かる。観光課を含む産

業労働部の予算に占める割合から考えても，また先行研

究の境港市の事例から見ても予算は非常に少ないといえ

よう。こうした少ない予算で様々な施策を実行していく

ためには，アニメの場合，作品やキャラクターへの版権

への対応が重要となる。ヒアリング調査の結果，埼玉県

の場合，観光課の担当者の地道な努力により版権料を抑

えていることが分かった。加えて，埼玉県のアニメに関

連する施策はハードではなくイベント等のソフトに対し

多くの予算を計上している。国が 1988～1989 年にかけ

て行った「自ら考え自ら行う地域づくり事業（通称：ふ

るさと創生事業）」で地域振興の為に各市町村に対して地

域振興のために 1 億円を交付した施策では，ハコモノと

呼ばれるハードに多額のお金をつぎ込んだことを顧みる

と隔世の感である。 
 図表2から埼玉県が2010年の「埼玉『超』観光立県宣

言」以前からアニメ関連の事業を実施していたことが見

てとれる。これは，2007年に埼玉県久喜市鷲宮町でいわ

ゆる「らき☆すた」現象といわれる聖地巡礼が始まって

いたことに起因する。このらき☆すた現象の後に観光課

が新たに設置されたことを考えれば，当時はまだアニメ

による「聖地巡礼」が一般化していなかっただけに，観

光資源が乏しい埼玉県における当時の行政関係者の気迫

が伝わってこよう。 
埼玉県の場合，埼玉県を舞台にしたアニメやマンガは

非常に多いと言われている。これはアニメの制作側から

すると，限られた制作費の中で作品を検討する場合，都

心に近い埼玉は交通費も安く，自然が多く，また人も多

すぎず少なすぎず適度であるため取材等に利用しやすい

からだという。そこで，埼玉県は同県をアニメの聖地と

して認知させるべく，継続的にさまざまな事業を行って

きている。特に2013年から毎年実施している「アニ玉祭」

では，2014 年から東京都で実施されている「Anime 
Japan」との差別化を強く意識し，県内の作品紹介を中

図表2 埼玉県におけるアニメに関する施策と予算事業名（平成21～平成30年度） 

年度 基本施策／主要施策 予算事業名 事業内容 担当

平成21年度 －
アニメの聖地化プロジェクト
（予算事業の一部）

・アニメや川，産業観光，ご当地グルメなど新たな観光資源の情報を発信
（アニメツーリズム検討委員会の開催ほか）

観光課　地域資
源・フィルムコ
ミッション担当

埼玉オリジナルニューツーリ
ズム事業（予算事業の一部）

・アニメ，産業観光，B級グルメなどの観光資源を活用した新しい観光スタイ
ルを発信し，海外も含めた観光客の拡大を図る

魅力発信！埼玉県観光アニ
メ制作事業

・埼玉県内のグルメやゆるキャラなどの観光資源をテーマとした観光ＰＲア
ニメを制作・発信する

平成23年度 －
魅力発信！埼玉県国際観光
アニメ制作事業

・海外に向けた多言語字幕付きアニメによる観光PRを実施
観光課　総務・
企画担当

平成24年度 新たな資源開発と観光基盤の整備
アニメとスマートフォンを活用
した観光誘客事業

・（1）アニメの聖地と呼ばれ，県内外のアニメファンの来訪が増えている地
域を中心に，スマートフォンのAR技術を活用した観光情報提供を実施する
・（2）アニメとAR技術を活用したゲームイベントなど，若者目線のイベントを
複数か実施する
・（3）鉄道事業者等と共同したPRなど，この事業全体について効果的なプ
ロモーションを実施する

観光課　総務・
企画担当

平成25年度 新たな資源開発と観光基盤の整備 日本一のアニメの聖地事業
・「埼玉アニメ・マンガフェスティバル（仮称）」の開催
市町村，商工団体，民間事業者等の協力のもと，埼玉ゆかりのアニメ・マン
ガをテーマとした大規模なフェスティバルを開催する

観光課　総務・
企画担当

平成26年度 新たな資源開発と観光基盤の整備
日本一のアニメの聖地化推
進事業

・本県を舞台やモデル地にしたアニメやマンガを活用し，「埼玉＝アニメの
聖地」の定着や発展を図る（アニ玉祭・アニメの聖地化プロジェクト会議の
開催ほか）

観光課　観光・
物産振興担当

平成27年度 新たな資源開発と観光基盤の整備
日本一のアニメの聖地化推
進事業

・本県を舞台やモデル地にしたアニメやマンガを活用し，「埼玉＝アニメの
聖地」の定着や発展を図る（アニ玉祭・アニメの聖地化プロジェクト会議の
開催ほか）

観光課　観光・
物産振興担当

平成28年度 外国人観光客100万人の誘致促進 アニメだ！埼玉事業
・埼玉県全体でアニメ関連の事業を展開し，盛り上がりを創出する（アニ玉
祭の開催、埼玉観光サポーター事業ほか）

観光課　観光・
物産振興担当

平成29年度 外国人観光客100万人の誘致促進 アニメだ！埼玉事業
・県全体でアニメ関連事業を展開するほか，海外で本県が舞台地のアニメ
のPR活動を行い，「埼玉県＝アニメの聖地」を定着させ，国内外からアニメ
ファンを誘致する（アニ玉祭の開催、埼玉観光サポーター事業ほか）

観光課　観光・
アニメ担当

平成30年度 外国人観光客100万人の誘致促進 アニメだ！埼玉事業
・県全体でアニメ関連事業を展開するほか，海外で本県が舞台地のアニメ
のPR活動を行い，「埼玉県＝アニメの聖地」を定着させ，国内外からアニメ
ファンを誘致する（アニ玉祭の開催、埼玉観光サポーター事業ほか）

観光課　観光・
アニメ担当

観光課　地域資
源・フィルムコ
ミッション担当

平成22年度 －

出所：「資料3 平成21年度当初予算案の概要」～「平成23年度当初予算案の概要」（埼玉県）及び「参考資料 平成24年度当初予算案における主要な施策（産業労働部）」～「参

考資料 平成30年度当初予算案における主要な施策（産業労働部）」（埼玉県）と観光課担当者へのヒアリングを基に筆者作成。

注1：「基本施策／主要施策」は「埼玉県観光づくり基本計画 平成24年度 施策実施状況報告書」～「埼玉県観光づくり基本計画 平成28年度 施策実施状況報告書」および「お

もてなし日本一の埼玉県 観光づくり基本計画 平成24～28年度」「第2期埼玉県観光づくり基本計画 発見！体験！埼玉県」を基に筆者作成。

注2：平成25年度基本施策「外国人観光客の誘致」の事業内容については，「平成25年度予算見積調書（6月補正予算）」を基に著者作成。
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心とした展示だけでなく全国のアニメを活用した地域活

性化を検討している自治体間の繋がりも意識した展示を

行っている。またターゲットとなるアニメファンもライ

トユーザーではなく，よりコアなアニメユーザーを意識

した催しとなっている。こうしたイベントでは，多くの

作品を取り扱うことができるため，準備に手間暇がかか

り，毎回のイベントのアイデアに難儀するものの予算の

割には集客や経済効果も大きい。当初は 2 日間実施して

いたイベントを第 3 回より 1 日開催に変更したにもかか

わらず，安定的な集客を確保できている。 
自治体の観光施策の効果は，1つの事業の結果というよ

りはマーケティング・ミックス，中でもプロモーション・

ミックスの影響が大きいため，アニメを活用した観光事

業の効果が埼玉県の観光客数や観光消費額にどの程度効

果を及ぼしているかは明確ではないが，2011～2016年度

までの観光客数の変化は図表 3 の通りであり，好転して

いることが分かる。 
（3）考察 

マーケティング視点で埼玉県の事業を見てみると，元

来埼玉にはないと考えられていた観光地としてのイメー

ジは，アニメファン即ち埼玉県からすれば“観光客”か

ら見れば作品の舞台として「価値」あるものであった。

つまり，これまで「ない」と思われていた観光資源，す

なわちアニメの聖地が県内に多数存在していることが分

かったのである。ただし，この価値はアニメのヘビーユ

ーザーが認知する価値であって，ライトユーザー向けで

はない。何故ならライトユーザーは，アニメ作品は好き

であっても聖地巡礼といった「行動」をとらないと考え

られるからである。しかし埼玉県は敢えて聖地巡礼を行

うヘビーユーザーをターゲットとし，観光客数の増加を

図った。 
また埼玉県はこの価値をヘビーユーザーに広く認知し

てもらうため，広報面では県内のお祭り等催事と連携し

て広く事業を周知し，価値を提供する工夫として，アニ

メファンが県内を広く移動し，かつヘビーユーザーにそ

れぞれの聖地を楽しんでもらえるよう毎年異なるスタン

プラリーを企画し，その賞品としてヘビーユーザーが納

得できるノベルティを企画・提供している。 
埼玉県が実施するスタンプラリーやアニ玉祭は，県内

に点在する聖地を結びつけ，その地域の人々を巻き込む

事業であり，こうした仕掛けは先に山村［2011］が示し

た 4 つの成功要因のうち，特に「③地域の人々を如何に

巻き込むか」を満たしていると考えられる。 
またWenger（1998）の実践コミュニティの視点も加

えて考えてみると，アニメは地域と地域を結ぶバウンダ

リーオブジェクトであり，聖地巡礼をするアニメファン

は彼らが感じる「価値」を「伝達」・「提供」するブロー

カーである。埼玉県のアニメを活用した観光事業は県内

を舞台としたアニメ作品の多さを上手く活用している点

が特徴的であり，アニメファンと地域住民の弱い紐帯の

継続的構築を意識した事業であると考えられる。 
【引用・参考文献】 
岡本亮輔［2015］『聖地巡礼 世界遺産からアニメの舞台

まで』中央公論新社。 
柿崎俊道・島田邦弘［2017］『聖地会議15』聖地会議。 
後藤健太郎［2014］「わが国の観光計画に関する研究－戦

後以降に策定された都道府県の観光計画を対象とし

て」『観光文化』第38巻第1号，38-41頁。 
澤田廉路［2005a］「水木しげるロード整備等が及ぼす経

済波及効果について」『TORCレポート』No.25，62-73
頁。 

澤田廉路［2005b］「水木しげる関連事業と境港商店街の

地域マネイジメント」『TORC レポート』No.26，
100-112頁。 

山村高淑［2011］『アニメ・マンガで地域振興～まちのフ

ァンを生むコンテンツツーリズム開発法～』東京法令

出版。 
Wenger, E. (1998), Communities of Practice: Lea

rning, Meaning and Identity, Cambridge Unive
rsity Press. 

図表 3 埼玉県の観光客数の推移（平成 23～平成 28
年） 

（単位：千人）

観光客数 対前年比

平成23年（実績値） 111,635 －

平成24年（実績値） 130,392 18,757

平成25年（実績値） 130,034 -358

平成26年（実績値） 128,651 -1,383

平成27年（実績値） 140,394 11,743

平成28年（実績値） 141,394 1,000

出所：「埼玉県観光づくり基本計画 平成24年度 施策実施状

況報告書」～「埼玉県観光づくり基本計画 平成28年度 施策

実施状況報告書」を基に筆者作成。

注1：第1期 観光づくり基本計画策定時点での平成28年の目標

値は「114,135千人」である。これは年間50万人ずつ観光客が増

加し，5年間で250万人が増加することを想定している。

注2：観光客数とは，「国の共通基準に基づく観光入込客統計に

よる県内への観光入込客数（約82,279千人）に，祭りなどのイベ

ント来場者の人数（約29,356千人）を追加したもの」である。

注3：平成24年度の実績値は，東日本大震災で休止したイベン

トの再開や大型商業施設への来客者増などの影響がある。
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横浜市における実態調査に基づく域学共生の発展可能性に関する研究

木村 乃（関東学院大学法学部地域創生学科）

： 地学連携、域学連携、産学連携、域学共生

【問題・目的・背景】

文部科学省による「地（知）の拠点整備事業（大学

事業）」、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

（ ）」、総務省による「『「域学連携』地域づくり活動」

など、政府は大学と地域の連携を積極的に推進しており、

多くの大学がその必要性を認識し取組を進めている。これ

らの政策にみられる大学と地域との連携は大学の知的資産

の集積に基づく主体的かつ目的的な存在価値に着目した概

念であるといえよう。産学連携、域学連携をテーマとした

先行研究もこの概念に着目したものが多数である。一方、

地域住民や事業者と教職員・学生の関係、キャンパスや各

種施設との関係、地域のイメージやシビックプライドとの

関係など、客観的かつ結果的な存在価値の可能性に着目し

た政策や先行研究は寡聞にして見当たらない。こうしたこ

とから、知的資産の集積拠点としての価値にだけ着目する

偏った見方が、大学と地域との共生関係の発展可能性を妨

げているのではないかとの疑問が浮上するのである。

本研究はこのような問題意識に立脚し、大学という存在

に対する地域住民からの評価と教員・学生による自己評価

等を通じて、地域と大学の共生関係（域学共生）のあり方

を模索するものである。

【研究方法・研究内容】

横浜市政策局大学調整課は2015年度に「横浜型学術都

市の形成に関する基礎調査」（１）として、①大学・都市パ

ートナーシップ協議会 大学の教員調査、②市内在住・

在学学生調査、③市内住民調査、④市内企業経営者調査・

市内商業事業者調査の４種のアンケート（以下、「本調査」

と称する）を実施している。本研究は主として上記①②

③の結果を比較分析するという方法により進めた。なお、

本調査における主な共通設問は次の通りである。

⚫ 母校・在学校・本務校、近隣大学の価値、キャンパスへ

の出入りの有無・用件、大学・学生に対する期待等

⚫ 母校・在学校・本務校、近隣大学周辺の近隣商店街との

関り（馴染みの飲食店の有無、昼食場所、夜の食事場所、

馴染みの小売店の有無）

図表１ ①大学・都市パートナーシップ協議会 大学の教員調査
実施方法 を告知し 画面に誘導・回答する形式

調査対象
大学・都市パートナーシップ協議会 大学を本務校

とする専任教員

実施期間
年 月 日～ 年 月 日

（但し、１件のみ 月 日に回答）

回収数 ２３８件

図表２ ②市内在住・在学学生調査

実施方法
①マクロミル社登録モニターを対象とした 調査

② を告知し 画面に誘導・回答する形式

調査対象

①マクロミル社の登録モニターのうち大学・都市パー

トナーシップ協議会加盟 大学に通学する学生

②大学・都市パートナーシップ協議会加盟 大学に

通学する学生

実施期間
① 年 月 日～ 年 月 日

② 年 月 日～ 年 月 日

回収数 計７３２件（①３６６件、②３６６件）

図表３ ③市内住民調査

実施方法 マクロミル社登録モニターを対象とした 調査

調査対象 マクロミル社の登録モニターのうち横浜市内在住の

大学院生・大学生・短期大学生以外の成人

実施期間 年 月 日～ 年 月 日

回収数 計５１５件

【研究・調査･分析結果】

①大学がもつ地域資源・資産としての価値に関する認識

本調査では大学がもつ地域資源・資産としての価値を

図表４に示す 項目の選択肢で示し、それらを「知的資

産」、「都市機能」、「若々しさ資産」、「その他」に４区分

して分析している。

図表４ 大学がもつ地域資源・資産としての価値の選択肢分類

分類 アンケート選択肢

知的資産

研究成果として公開されている専門的な知識・技術の集積

専門的、あるいは広範な知識・技術を有する教員の集積

公開講座、エクステンション講座、生涯学習講座等の学習機会

専門的な知識・技術を習得しつつある学生の集積

周辺地域の知的なイメージを高める存在価値

都市機能

図書館、博物館等の情報関連施設

グラウンドや体育館等の運動施設

教室、会議室、ホール等の施設

学内食堂、カフェ、店舗等の生活利便施設

キャンパス内に多数設置されている掲示板などの広報設備

散歩やウォーキング、ジョギング等に適したキャンパス空間

若々しさ資産
若々しいセンスやパワーをもつ学生の集積

周辺地域の若々しく、にぎやかなイメージを高める存在価値

その他 その他
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横浜市における実態調査に基づく域学共生の発展可能性に関する研究

木村 乃（関東学院大学法学部地域創生学科）

： 地学連携、域学連携、産学連携、域学共生

【問題・目的・背景】

文部科学省による「地（知）の拠点整備事業（大学

事業）」、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

（ ）」、総務省による「『「域学連携』地域づくり活動」

など、政府は大学と地域の連携を積極的に推進しており、

多くの大学がその必要性を認識し取組を進めている。これ

らの政策にみられる大学と地域との連携は大学の知的資産

の集積に基づく主体的かつ目的的な存在価値に着目した概

念であるといえよう。産学連携、域学連携をテーマとした

先行研究もこの概念に着目したものが多数である。一方、

地域住民や事業者と教職員・学生の関係、キャンパスや各

種施設との関係、地域のイメージやシビックプライドとの

関係など、客観的かつ結果的な存在価値の可能性に着目し

た政策や先行研究は寡聞にして見当たらない。こうしたこ

とから、知的資産の集積拠点としての価値にだけ着目する

偏った見方が、大学と地域との共生関係の発展可能性を妨

げているのではないかとの疑問が浮上するのである。

本研究はこのような問題意識に立脚し、大学という存在

に対する地域住民からの評価と教員・学生による自己評価

等を通じて、地域と大学の共生関係（域学共生）のあり方

を模索するものである。

【研究方法・研究内容】

横浜市政策局大学調整課は2015年度に「横浜型学術都

市の形成に関する基礎調査」（１）として、①大学・都市パ

ートナーシップ協議会 大学の教員調査、②市内在住・

在学学生調査、③市内住民調査、④市内企業経営者調査・

市内商業事業者調査の４種のアンケート（以下、「本調査」

と称する）を実施している。本研究は主として上記①②

③の結果を比較分析するという方法により進めた。なお、

本調査における主な共通設問は次の通りである。

⚫ 母校・在学校・本務校、近隣大学の価値、キャンパスへ

の出入りの有無・用件、大学・学生に対する期待等

⚫ 母校・在学校・本務校、近隣大学周辺の近隣商店街との

関り（馴染みの飲食店の有無、昼食場所、夜の食事場所、

馴染みの小売店の有無）

図表１ ①大学・都市パートナーシップ協議会 大学の教員調査
実施方法 を告知し 画面に誘導・回答する形式

調査対象
大学・都市パートナーシップ協議会 大学を本務校

とする専任教員

実施期間
年 月 日～ 年 月 日

（但し、１件のみ 月 日に回答）

回収数 ２３８件

図表２ ②市内在住・在学学生調査

実施方法
①マクロミル社登録モニターを対象とした 調査

② を告知し 画面に誘導・回答する形式

調査対象

①マクロミル社の登録モニターのうち大学・都市パー

トナーシップ協議会加盟 大学に通学する学生

②大学・都市パートナーシップ協議会加盟 大学に

通学する学生

実施期間
① 年 月 日～ 年 月 日

② 年 月 日～ 年 月 日

回収数 計７３２件（①３６６件、②３６６件）

図表３ ③市内住民調査

実施方法 マクロミル社登録モニターを対象とした 調査

調査対象 マクロミル社の登録モニターのうち横浜市内在住の

大学院生・大学生・短期大学生以外の成人

実施期間 年 月 日～ 年 月 日

回収数 計５１５件

【研究・調査･分析結果】

①大学がもつ地域資源・資産としての価値に関する認識

本調査では大学がもつ地域資源・資産としての価値を

図表４に示す 項目の選択肢で示し、それらを「知的資

産」、「都市機能」、「若々しさ資産」、「その他」に４区分

して分析している。

図表４ 大学がもつ地域資源・資産としての価値の選択肢分類

分類 アンケート選択肢

知的資産

研究成果として公開されている専門的な知識・技術の集積

専門的、あるいは広範な知識・技術を有する教員の集積

公開講座、エクステンション講座、生涯学習講座等の学習機会

専門的な知識・技術を習得しつつある学生の集積

周辺地域の知的なイメージを高める存在価値

都市機能

図書館、博物館等の情報関連施設

グラウンドや体育館等の運動施設

教室、会議室、ホール等の施設

学内食堂、カフェ、店舗等の生活利便施設

キャンパス内に多数設置されている掲示板などの広報設備

散歩やウォーキング、ジョギング等に適したキャンパス空間

若々しさ資産
若々しいセンスやパワーをもつ学生の集積

周辺地域の若々しく、にぎやかなイメージを高める存在価値

その他 その他

身近に感じている近隣の大学に対する市民の認識（図

表５）をみると、「若々しさ資産」に該当する項目が上位

に位置していることに加えて「都市機能」に該当する項

目も上位に位置している。一方、教員の回答（図表６）

では「知的資産」に該当する項目が上位には位置してい

る。このように、市民と教員との間には大学がもつ地域

における価値についての認識の差異がみられる。

図表５ 身近に感じる大学がもつ地域資源・資産としての価値

項目 実数 構成比（ ）

研究成果として公開されている専門的な知識・技術の集積

専門的、あるいは広範な知識・技術を有する教員の集積

公開講座、エクステンション講座、生涯学習講座等の学習機会

専門的な知識・技術を習得しつつある学生の集積

若 し々いセンスやパワーをもつ学生の集積

図書館、博物館等の情報関連施設

グラウンドや体育館等の運動施設

教室、会議室、ホール等の施設

学内食堂、カフェ、店舗等の生活利便施設

キャンパス内に多数設置されている掲示板などの広報設備

散歩やウォーキング、ジョギング等に適したキャンパス空間

周辺地域の若々 しく、にぎやかなイメージを高める存在価値

周辺地域の知的なイメージを高める存在価値

その他

全体

図表６ 本務校がもつ地域資源・資産としての価値

項目 実数 構成比（ ）

研究成果として公開されている専門的な知識・技術の集積

専門的、あるいは広範な知識・技術を有する教員の集積

公開講座、エクステンション講座、生涯学習講座等の学習機会

専門的な知識・技術を習得しつつある学生の集積

若 し々いセンスやパワーをもつ学生の集積

図書館、博物館等の情報関連施設

グラウンドや体育館等の運動施設

教室、会議室、ホール等の施設

学内食堂、カフェ、店舗等の生活利便施設

キャンパス内に多数設置されている掲示板などの広報設備

散歩やウォーキング、ジョギング等に適したキャンパス空間

周辺地域の若々 しく、にぎやかなイメージを高める存在価値

周辺地域の知的なイメージを高める存在価値

その他

全体

高崎経済大学が 年に実施した「大学と地域の連携に

よる活性化に関する調査」（２）では、行政（高崎市、群馬県内

他市町村）と 歳以上の高崎市民等を対象に「大学の地域

に対する貢献の望ましい姿はどのようなものですか」と設問

している。そこには 項目の選択肢が用意されているが、

そのうち「地域のシンクタンクとしての役割」を選択したもの

は行政が ％前後であるのに対し、市民はわずか ％で

ある。また「地域イメージの向上」を選択したものは行政が

～ ％であるのに対し、高崎市民は ％が選択している。設

問及び選択肢の違いはあるが、大学自身や行政が知的資

産の集積を重視しているのに対して、店舗や公共施設と同

じように都市機能を提供してくれる存在、地域のイメージを

高めてくれる存在としての大学の価値を重視しているという

ことを示唆しているものと言えよう。

②市民のキャンパスへの出入りの実態

大学のキャンパスへの出入りの経験を問うた設問では、

市内大学の卒業生で母校のキャンパスに出入りしたこと

がある市民が約 ％、卒業生以外で身近な大学のキャン

パスに出入りしたことがある市民が約 ％であり、母校

であるか否かに関わらず、市民の半数しか地元にある大

学のキャンパスに出入りしていないという実態が明らか

となった。さらにその用件をみると、恩師や在学生との

直接的な人間関係や一般に開放された行事を通じた関わ

り方、そして散歩、食事、図書館利用等の都市機能とし

ての利用目的での出入りが上位を占めている。このこと

は大学の存在価値に関する認識とも符合している。

なお、前出の高崎経済大学による調査でも「高崎経済大

学のキャンパスを訪れたことはありますか」との設問に対し、

本調査と同様に約半数の市民が「ある」と回答するにとどまり、

その用件としては人間関係や都市機能としての利用を多く

選択している。

図表７ キャンパスに出入りした経験の有無

卒業生（市民） 市民

実
数

構
成
比
（％
）

実
数

構
成
比
（％
）

あり

なし

合計

図表８ 母校のキャンパスに出入りした用件

項目 実数 構成比（ ）

学園祭、オープンキャンパスなどの行事

ＯＢ・ＯＧの会合、その他の親睦会等

恩師など教員への私的な面会

学内の食堂や店舗を利用

散歩・散策のコース、休憩場所として

図書館、博物館、資料室等を利用

（注）「その他」を除き ％以上選択された項目のみ表示
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図表９ 母校以外の身近に感じる大学のキャンパスに出入りした用件

項目 実数 構成比（ ）

学園祭、オープンキャンパスなどの行事

散歩・散策のコース、休憩場所として

ご友人、お知り合いの方が在籍

学内の食堂や店舗を利用

公開講座やシンポジウム等

（注）「その他」を除き ％以上選択された項目のみ表示

③教員・学生と地域商店との関係性

大学周辺の商業にとって学生・教員の集積がどの程度市

場として関わっているかを把握するために、本調査では馴

染みの飲食店や小売店の有無を設問している。

その結果、馴染みの飲食店があるとした（「懇意にしてい

る店がある」、「名前を憶えてもらっているくらいの店はある」、

「常連だといえるくらいの店はある」）のは教員、学生ともに３

割前後であった。馴染みの小売店についても同程度であっ

た。また、大学周辺の個店（「周辺の商店街のチェーン店で

はない小規模な食堂等」）で食事をするかどうかを尋ねたと

ころ、昼食では教員、学生ともに１割前後、夜の食事につい

ては教員が４割弱、学生が２割強程度であった。

図表１０ 教員・学生と地域商店との関係性
飲食店

学生 教員

実
数

構
成
比

（
％
）

実
数

構
成
比

（
％
）

懇意にしている店がある

名前を憶えてもらっているくらいの店

はある

常連だといえるくらいの店はある

上記に該当するような店はない

合計

小売店

学生 教員

実
数

構
成
比

（％
）

実
数

構
成
比

（
％
）

懇意にしている店がある

名前を憶えてもらっているくらいの店

はある

常連だといえるくらいの店はある

上記に該当するような店はない

合計

 
④教員と近隣地域住民との関係性

教員に対して本務校近隣地域における地域活動、社会

活動を通じて知り合った住民の有無を聞いたところ、「地

域活動、社会活動を通じて知り合った地域住民はいない」

としたものが６割を超えていた。「懇意にしているとは言

えないが、地域活動などを通じて知り合った地域住民は

いる」とした教員は ％いたものの「地域活動などを

通じて知り合い、継続して懇意にしている地域住民がい

る」としたものはわずかに ％であった。

図表１１ 近隣住民との教員としての知り合い関係

項目 実数 構成比（％）

地域活動などを通じて知り合い、継続して懇意にしている地

域住民がいる

懇意にしているとは言えないが、地域活動などを通じて知り

合った地域住民はいる

地域活動、社会活動を通じて知り合った地域住民はいない

合計

 
⑤大学と地域とのかかわり方に関する教員の認識

地域の商店や近隣地域住民との日常的な関係性が密接

であるとは言い難い教員であるが、市内大学在学生のセン

ス、ニーズ、パワーを地域の企業・店舗等におけるビジネス

や商売、あるいは地域における社会活動に活用してほしい

との意向は強く、「大いに活用してほしいと思う」と「やや活用

してほしいと思う」を合わせて ％に及んでいる。

図表１２ 大学生の若さ等のビジネス・社会活動への活用意向

項目 実数 構成比（％）

大いに活用してほしいと思う

やや活用してほしいと思う

活用してほしいとはあまり思わない

活用してほしいとはまったく思わない

合計

ここまでみてきた①～⑤の調査結果からは次のような

現状が分析されよう。

① 大学側は自身の価値を知的資産の集積という点に見

出しているが、住民は地域イメージを高める存在とし

ての価値や、日常生活で利用できる都市機能・空間と

しての価値を見出している。

② 市民と大学との関係は、教員や学生との知り合い関係

や一般に開放された行事にその接点が見出されるが、

実際にそうした関係を築けている市民は多くない。

③ 大学周辺の個店にとって、教員や学生は足元商圏にお

ける重要な顧客になっているとは言い難い面がある。

④ 教員は近隣住民との日常的で密接な関係を築けてい

るとは言い難い。

⑤ その一方でほとんどの教員は、学生が近隣地域社会で

活用され、その力を発揮することを期待している。
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図表９ 母校以外の身近に感じる大学のキャンパスに出入りした用件
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【考察・今後の展開】

本調査の結果を踏まえると、所謂「大学と地域の連携」に

対する大学側の意欲は自己の知的資産の活用欲求に基づ

くものであり、地域を構成する一員としての当事者意識から

くる共生への意欲であるとは言えないのではないか。そのよ

うな偏った認識が新しい地域と大学の共生関係＜域学共

生＞の発展可能性を阻害しているのではないだろうか。

一方、地域住民は大学に対して地域イメージを向上さ

せる存在、都市機能・空間としての利用価値を期待して

いる。そして、この期待にさらに応えること、例えば住

民参加型イベントや施設の利用開放の機会を増やしたり、

教員・学生と住民とが直接交流する機会をつくったりす

ることに加え、教員・学生が大学周辺の商店や飲食店を

利用しやすい、利用したくなるようなプロモーションを

実施することによって、地域住民との日常的な関係が構
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感のミスマッチを解消することにつながるのではないかと考

える。そして、このミスマッチの解消が産学連携から域学連

携、そして域学共生へと向かう発展を促すのではないか

と考える。

図表１３ 大学と地域の現状とあるべき構図

大学と地域の連携、産学連携等をテーマとした著作では、

大学がもつ都市機能・空間の市民開放や公開講座等の提

供については、「狭義の地域貢献」（２）や「限定されていた」

接点である（３）といった表現で消極的に評価しているものが

多い。それゆえ、より積極的に地域ニーズ、地域課題をとら

え、知的資産を活用して地域住民とともに解決に取り組む連

携が必要であると主張している。産官学連携のシーンにお

いては行政や企業のニーズが当初から明確であろうから、

それをうまく掴み取りさえすれば、そのような計画的な進め

方も通用するであろう。しかし、課題の自覚それ自体が希薄

な地域コミュニティとの関係にまでもそのように計画的な進

め方が通用するものであろうか。

大学における 設計において、クランボルツ博士によ

る「計画された偶発性（ ）」の概念を取

り入れた実践例が報告されている（４）。そこでは「地域のこと

をほとんど知らない学生が地域住民の信頼を獲得し、地域

の問題（資源）に気づいていくプロセス」として、「出会い→

気づき→共感→協働→システム化」という段階を踏んでいく

が設計されている。また岡部（ ）は新しい政策学とし

ての総合政策学の定義と特徴を論じるなかで「当事者ある

いは現場に接近してこそ問題発見が可能となり、また現場に

こそ問題解決の重要なヒントが潜んでいる」との認識を示し、

これを「現場主義」と称している（６）。

大学という組織、そして教職員と地域住民が相互に顔の

見える人間関係を築くことができれば、当初は何らの問題意

識がなくとも、その日常的なコミュニケーションの中から問題

が発見され、ともに解決しようという機運と行動も生み出され

るという「計画された偶発性」が期待できる。そうした「現場主

義」を地域連携に取り入れていくことこそが真に“開かれた

大学”ということであり、産官学連携、地域連携を超えた地域

と大学の共生＜域学共生＞を実現させていく道筋となるの

ではないだろうか。
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Keyword： 地域貢献・課題解決・人材育成 

 

【問題・目的・背景】 

１．学生が考える地域課題解決テーマ 

福島県会津若松市に立地する会津大学は、コンピュー

タ理工学を専門とする公立大学である。専門分野である

情報通信技術（ＩＴ）関連の科目以外に、ベンチャー精

神や学生の主体性を養うユニークな科目が開講されてお

り、今回紹介する「ベンチャー基本コース」もその１つ

である。本授業では数年前から、地元地域の課題を解決

するためのビジネスアイデアを課題レポートとして課し

ている。ここでは、この課題レポートのテーマから見え

てくる、学生の視点から見た地域課題解決に関して、分

析した結果について紹介する。 

 

【研究方法・研究内容】 

２．地域課題解決テーマの抽出 

２．１ ベンチャー基本コースの概要 

 今回紹介する「ベンチャー基本コース」は、「ベンチャ

ー体験工房会津ＩＴ日新館」と呼ばれるカリキュラムの

１コースとして開講されている。本カリキュラムは、平

成年度に文部科学省の「現代的教育ニーズ取組支援プ

ログラム」の採択を受けて創設されたもので、その後大

学の自主運営カリキュラムとして現在に至っている。学

生のベンチャー精神の養成を目的としたカリキュラムで

あり、その中で「ベンチャー基本コース」は、最新のＩ

Ｔ動向や創業の仕組み等のビジネス基礎を、外部講師も

招聘しながら学習する場となっている。
ここ数年にわたり本授業では、地域課題を解決するた

めのビジネスアイデアを課題レポートとして課している。

「会津にこんなアプリあったらいいな」がその課題テー

マであり、地域貢献に役立つアプリケーションソフトの

アイデア提案を行うものである。授業の中で、予め会津

地域の特徴や地域課題の例についていくつか紹介すると

ともに、ブレインストーミング等のビジネスアイデア創

出のための手法についても基礎的な講義を行っている。

その後、課題レポートの形で、各学生にアイデア創出に

基づく具体的なアプリケーションの提案をまとめてもら

う。学生にとっては、アイデア創出の部分が一番の山場

となるため、この部分にはグループディスカッションも

取り入れて、柔軟かつ幅広い意見を参考にできるよう工

夫している。最終的に提出されたレポートの中から優秀

作品を選定し、当該学生に授業中で発表してもらうこと

により、内容に関するフィードバックと情報共有の機会

も設けている。
 

２．２ 課題レポートの作成過程 

 「ベンチャー基本コース」の受講者は学部2年生から4

年生の3学年である。会津大学の学生は、その4割が県

内出身で、残り 6 割が他県からの出身者である。県外出

身者にとっては、大学入学時点以降が、地元会津地域で

の生活を経験した時間となる。また福島県は地理的に東

西に長く、東部（浜通り）、中部（中通り）、西部（会津）

の地域毎に、自然や文化が大きく異なる特徴を有してい

る。そのため、4割の県内出身者においても、会津地域の

出身者とそれ以外の学生では、会津地域に対する馴染み

方が異なるものと思われる。 

このような事情もあって、課題レポートの作成にあた

っては、会津地域の特徴や、地域課題の具体例に関して、

若干の予備知識を事前に学生に与えることにしている。 

 

２．３ 課題テーマの抽出方法 

課題レポートテーマを分析するにあたっては、以下の

表1に示す10個のキーワードを使用した。提案内容がア

プリ開発ということもあり、地域課題と同時にアプリ開

発の観点からのキーワードも含まれたものとなっている。

学生から提出された各レポートに２つずつのキーワード

を付与し、これらの数の集計から分析を行った。 

 

（表１）課題レポートのキーワード 

観光、歴史、情報、食品店舗、道案内、地域、 

生活、スタンプラリー、ゲーム、その他 

 

上記キーワードに関して、「観光」「歴史」は文字通り会

津の観光や歴史をテーマとして扱ったもの、「情報」は広

く地域の情報発信を目的としたものである。「食品店舗」

は地域の名産や店舗を紹介したもの、「道案内」はいわゆ

るナビアプリの分野に相当する。「地域」「生活」は、そ
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 「ベンチャー基本コース」の受講者は学部2年生から4

年生の3学年である。会津大学の学生は、その4割が県

内出身で、残り 6 割が他県からの出身者である。県外出

身者にとっては、大学入学時点以降が、地元会津地域で

の生活を経験した時間となる。また福島県は地理的に東

西に長く、東部（浜通り）、中部（中通り）、西部（会津）

の地域毎に、自然や文化が大きく異なる特徴を有してい

る。そのため、4割の県内出身者においても、会津地域の

出身者とそれ以外の学生では、会津地域に対する馴染み

方が異なるものと思われる。 

このような事情もあって、課題レポートの作成にあた

っては、会津地域の特徴や、地域課題の具体例に関して、

若干の予備知識を事前に学生に与えることにしている。 

 

２．３ 課題テーマの抽出方法 

課題レポートテーマを分析するにあたっては、以下の

表1に示す10個のキーワードを使用した。提案内容がア

プリ開発ということもあり、地域課題と同時にアプリ開

発の観点からのキーワードも含まれたものとなっている。

学生から提出された各レポートに２つずつのキーワード

を付与し、これらの数の集計から分析を行った。 

 

（表１）課題レポートのキーワード 

観光、歴史、情報、食品店舗、道案内、地域、 

生活、スタンプラリー、ゲーム、その他 

 

上記キーワードに関して、「観光」「歴史」は文字通り会

津の観光や歴史をテーマとして扱ったもの、「情報」は広

く地域の情報発信を目的としたものである。「食品店舗」

は地域の名産や店舗を紹介したもの、「道案内」はいわゆ

るナビアプリの分野に相当する。「地域」「生活」は、そ

れぞれ地域課題や生活上の課題の解決を目的としたもの

であり、例えば積雪が多い会津地域の除雪対策を扱った

ものや、学生生活をより便利にするアイデアなどが含ま

れている。「スタンプラリー」「ゲーム」はアプリの形態

上の分類であり、それぞれスタンプラリー形式でポイン

トを集めるもの、地元に因んだゲーム開発を提案したも

のとなっている。 

 

【研究・調査・分析結果】 

３．課題テーマに関する分析 

３．１ 全体の傾向 

2015 年から 2018 年の４年度にわたって提出されたレ

ポートから抽出したキーワードに関して、集計結果を表

２に示す。年度によって受講者数にばらつきがあるもの

の、各年度100を超えるキーワードが収集されている。 

 

（表２）キーワード集計一覧 

 

これらの４年度にわたって収集されたキーワードに対

して、年度毎のテーマ別割合を集計した結果が以下の図

１のグラフである。 

（図１）年度毎のキーワードの割合 

 

図 1 を見ると、会津若松市を中心とする会津地域の特色

である「観光」をテーマとしたものが多く、また広く地

元の「情報」発信を扱ったものも多かった。これと並ん

で「地域」や「生活」など、地元ならではの課題を抽出

して、それに対してアプリを使った解決策を提案してい

るものも目立った。課題解決を行うためのアプリ開発と

その運用においては、地元企業や商店街、行政などに幅

広く協力を求める提案もあり、単なるアプリ開発技術に

留まらず、ビジネスの観点から検討を行ったレポートも

いくつか見られた。 

各年度のキーワードの割合を、時間変化として示した

ものが以下の図２である。この図から再度、「観光」と「情

報」をテーマとしたものが毎年多いとともに、全てのテ

ーマにおいて年度による割合の変化は比較的小さい、す

なわち安定した傾向をもっていることがわかる。 

（図２）年度毎の各キーワードの割合の変化 

 

３．２ 学生の学年別傾向 

 次に学生を学年別に分類した場合の傾向について見て

みる。各キーワードの数を学年別に集計して、割合とし

て示したものが以下の図３である。 

（図３）学年別の各キーワードの割合 

 

この結果をみると、学年が上がるにつれて「観光」や「道

案内」をテーマとして選んだ学生の割合が増えること、

逆に「情報」発信をテーマとした学生は若干減少傾向に

あることが見て取れる。これ以外のテーマに関しては、

学年による変化の度合いはさほど大きくない状況である。

すなわち、学年が進むにつれて、会津地域の一番の特色

 2015年 2016年 2017年 2018年 計 

2年生 194 54 48 80 376 

3年生 48 16 32 10 106 

4年生 66 58 30 46 200 

計 308 128 110 136 682 
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である「観光」に目を向ける学生が増えていること、ま

たこれとは反対に、広く地元からの「情報」発信を扱っ

た学生は減って、例えば「道案内」などのより具体的か

つ地域に特化したテーマを見出していく学生が増えてい

く傾向が見て取れる。 

 

３．３ 学生の出身地別傾向 

 次に学生をその出身地別に分類した場合の傾向につい

て見てみる。今回得られたキーワードを学年別かつ学生

の出身地別に集計したものが表３である。出身地につい

ては、福島県外、県内、会津地域の３つのグループに大

別した。今回レポートに出身地を記載してもらったが、

未記入の学生もいたため、出身地不明者も何名かいる。

県内には会津出身者も内数として含まれている。前述の

ように、学生のうち４割強が県内出身であり、そのうち

の約４分の１程度が会津地域の出身者となっている。 

 

（表３）学年別・出身別のキーワード集計一覧 

 

県外・県内・会津地域のそれぞれの出身地ごとに、各

学年におけるテーマ別割合をグラフにしたものが図５、

図６、図７である。出身地域によらず共通的に言えるこ

ととして、テーマの中ではやはり「観光」に関するもの

が多く、それに次いで「情報」発信や「地域」課題を扱

ったものが多いことがわかる。さらに若干の例外部分を

除くと、「観光」をテーマとして選択した学生の割合は、

学年を追うごとに増えていること、また一般的な「情報」

発信を選んだ学生の割合は逆に学年が上がるとともに減

少傾向にあることが見て取れる。 

なお図６の会津地域出身者のグラフでは、キーワード

の割合に関して学年ごとの変動が大きな項目も見られる

が、このグループは元々のサンプル母数が他のグループ

と比べて少ないため、統計的なばらつきを反映している

と考えるのが自然である。図４と図５の県外と県内の場

合に関しては、上記のような学年を追うごとの大きなト

レンドが確認できるほかは、比較的一定の割合で推移し

ていることがわかる。 

 

 

（図４）県外出身者の学年別キーワードの割合 

（図５）県内出身者の学年別キーワードの割合 

（図６）会津地域出身者の学年別キーワードの割合 

 

 学生の出身地別の傾向の違いをより明確にするために、 

出身地グループ毎のキーワード比率をヒストグラム形式

で比較したものが図７である。キーワードとしては、「観

光」「情報」「地域」の各テーマが比率的に多い中、出身

地別の違いもいくつか見えてくる。「観光」に関しては、

県外・県内・会津の地域に依らず同様の比率であるのに

対して、「情報」に関しては、県外出身者で比率が高く、

県内・会津になるほど比率が低下している。また「地域」

 県外 県内 会津 不明 計 

2年生 200 138 24 38 376 

3年生 62 32 10 12 106 

4年生 72 102 30 26 200 

計 334 272 64 76 682 
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である「観光」に目を向ける学生が増えていること、ま

たこれとは反対に、広く地元からの「情報」発信を扱っ

た学生は減って、例えば「道案内」などのより具体的か

つ地域に特化したテーマを見出していく学生が増えてい

く傾向が見て取れる。 

 

３．３ 学生の出身地別傾向 

 次に学生をその出身地別に分類した場合の傾向につい

て見てみる。今回得られたキーワードを学年別かつ学生

の出身地別に集計したものが表３である。出身地につい

ては、福島県外、県内、会津地域の３つのグループに大

別した。今回レポートに出身地を記載してもらったが、

未記入の学生もいたため、出身地不明者も何名かいる。

県内には会津出身者も内数として含まれている。前述の

ように、学生のうち４割強が県内出身であり、そのうち

の約４分の１程度が会津地域の出身者となっている。 

 

（表３）学年別・出身別のキーワード集計一覧 

 

県外・県内・会津地域のそれぞれの出身地ごとに、各

学年におけるテーマ別割合をグラフにしたものが図５、

図６、図７である。出身地域によらず共通的に言えるこ

ととして、テーマの中ではやはり「観光」に関するもの

が多く、それに次いで「情報」発信や「地域」課題を扱

ったものが多いことがわかる。さらに若干の例外部分を

除くと、「観光」をテーマとして選択した学生の割合は、

学年を追うごとに増えていること、また一般的な「情報」

発信を選んだ学生の割合は逆に学年が上がるとともに減

少傾向にあることが見て取れる。 

なお図６の会津地域出身者のグラフでは、キーワード

の割合に関して学年ごとの変動が大きな項目も見られる

が、このグループは元々のサンプル母数が他のグループ

と比べて少ないため、統計的なばらつきを反映している

と考えるのが自然である。図４と図５の県外と県内の場

合に関しては、上記のような学年を追うごとの大きなト

レンドが確認できるほかは、比較的一定の割合で推移し

ていることがわかる。 

 

 

（図４）県外出身者の学年別キーワードの割合 

（図５）県内出身者の学年別キーワードの割合 

（図６）会津地域出身者の学年別キーワードの割合 

 

 学生の出身地別の傾向の違いをより明確にするために、 

出身地グループ毎のキーワード比率をヒストグラム形式

で比較したものが図７である。キーワードとしては、「観

光」「情報」「地域」の各テーマが比率的に多い中、出身

地別の違いもいくつか見えてくる。「観光」に関しては、

県外・県内・会津の地域に依らず同様の比率であるのに

対して、「情報」に関しては、県外出身者で比率が高く、

県内・会津になるほど比率が低下している。また「地域」

 県外 県内 会津 不明 計 

2年生 200 138 24 38 376 

3年生 62 32 10 12 106 

4年生 72 102 30 26 200 

計 334 272 64 76 682 

や「道案内」などの地域性が高いテーマに関しては、県

外よりも県内・会津出身者の方が、相対的に比率が高い

傾向が読み取れる。 

（図７）出身地別のキーワード比率 

 

さらに出身地別のキーワード比率の相違を学年別に見

たのが図８ならびに図９である。これらの図は、図７と

同様のヒストグラムを、それぞれ２年生と４年生に限っ

て表したものとなっている。 

（図８）２年生の出身地別キーワード比率 

 （図９）４年生の出身地別キーワード比率 

 

図８の２年生に関するグラフでは、「観光」の比率が高

いものの、それと同程度に「情報」の比率も高く、これ

らのテーマに関しては、県内・会津地域よりも県外出身

者での比率が勝っている傾向が見られる。これに対して、

「地域」「生活」「道案内」などの地域性が高いテーマに

関しては、県外よりも県内・会津地域出身者の方が、比

率が高くなっている。 

 これが図９の４年生になると若干傾向に変化が見られ

る。すなわち全体的には「情報」発信や「生活」に関す

るテーマの比率が減少し、「観光」の比率が出身地域に依

らず上昇している。また具体的な地域性をもつ「道案内」

の比率が増加しており、特に県外に比べて県内・会津地

域出身者における増加が著しい傾向が見られる。 

 

【考察・今後の展開】 

４．分析結果から見えてくること 

 今回行った学生の課題レポートテーマの分析から、全

体的には会津地域を特徴付ける「観光」、ならびに「情報」

発信の手法を使ったアイデアが多いことが分かった。し

かし学年が上がるにつれて、「観光」の比率は上昇する一

方、一般的な「情報」発信の比率は低下している。その

代わりに「道案内」など、より具体的な地域特性を反映

したテーマが増える傾向が見られた。また学生の出身地

別の分析結果をみると、「観光」のテーマは出身地に依ら

ず幅広く興味を持たれている。これに対して「情報」発

信は県外学生の方が比率は高く、逆に「道案内」や「地

域」などの地元に密着したテーマに関しては、県内や会

津地域出身者の方が比率が高い傾向も明らかになった。

このように、学生が同じ地域課題を考える際にも、出身

地や、地元での生活年数によって、課題の見方の相違や

変化が生じていることが今回の分析から見えてきた。 

学生から提出されたレポート内容の中には、学生なら

ではの発想で地域課題の解決を検討したものも多く、ま

さに若い世代から見た地域活性化のためのアイデアが反

映されたものとなっている。少子高齢化の中、これから

の時代を担う世代の視点から見た地域課題解決の事例と

して、今後の地域活性化の方向性を考える上でも参考に

なる点が多々あると考える。 

 

【引用・参考文献】会津大学ホームページ 

会津ＩＴ日新館・ベンチャー基本コース 

http://www.u-aizu.ac.jp/curriculum/ 

aizuitnisshinkan/ 
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地域人材育成による地域振興－あきたかたコンソ事業－

西川洋行（県立広島大学）

：人材育成、地域振興、企業連携、地方創生

【背景】 
地方と都市部の格差を縮小し地域活性化を図るうえで、

地域の人材に焦点を当てた取り組みが進められている。地

域社会における「ヒト」の問題は様々な局面で足枷となっ

て地域の振興や発展を阻害する要因となり、また人材の流

出という点で過疎や人口減少の問題とも密接に関連してい

る。必要な時・場所に働き手がいない、必要な能力を有す

る人材がいない、という２つの問題が、地域に深刻な人材

問題を生じさせている。

地方自治体では、こうした現状に対処するために独自の

視点で行動を起こす事例が生まれつつある。本研究で取り

上げる広島県安芸高田市は、地域の実情にあわせた独自の

施策を策定し、地域主体の取り組み「あきたかたコンソ」

を始めた。本稿では、その成り立ちから取り組み内容、及

び現状と課題について調査・分析した結果を報告する。

【事業目的と経緯】

「あきたかたコンソ」は、地域の人材問題に対して地域

主導で解決を図る様々な事業の枠組みである。設立以降

徐々に規模を拡大し、現時点では４つの主要な事業（図１

参照）から構成されている。本事業の端緒となったのは、

安芸高田市役所商工観光課（以降「担当課」と表記）及び

安芸高田市工業会（以降「工業会」と表記）から大学への、

市内企業の経営状況に関する調査の依頼であった。予備的

にヒアリング調査を行って調査項目の絞り込みを行い、経

営環境や立地方針、社員の雇用・教育等々を調査項目に設

定してアンケート調査 を実施した。調査結果 からは、

経営環境の厳しさが伺われる一方で課題の認識やその対策

は進められており、大きな経営課題は別のところにあるこ

とが明らかとなった。社員の雇用や教育が重要であると認

識しているものの、具体的な対策や行動が伴っていない点

がそれであり、‘社員の確保（雇用）や育成（教育）が企業

経営の最大の懸念事項である’という結論 に至った。

この結果を受けて、担当課及び工業会は雇用や教育とい

った企業の人材問題への対策検討を開始し、また同時期に

安芸高田市で就職支援活動を行っていた 法人キャリア

プロジェクトひろしまも、企業の人材問題を認識し対策の

必要性を訴えていた。こうしたことから、公的な性格を持

つコンソーシアムを市内に立ち上げ、両者が協力して課題

を検討し対策を講じていくこととなった。コンソーシアム

は、上記３組織に安芸高田市商工会（以降「商工会」と表

記）が加わった計４組織によって構成され、事務局機能を

キャリアプロジェクトひろしまが担っている。名称は「あ

きたかたコンソ」（以降「コンソ」と表記）とし、地域企業

の人材問題に対する施策を企画運営する「地域の人事部」

を標榜して活動を開始した。

まず着手したのは人員不足への対応である。企業の求人

難が深刻化しており、必要な人員を確保できないという声

が工業会や商工会からあがっていた。新規採用の拡充には

限界があると判断したコンソでは、既存の雇用者を活用す

る方策の検討を開始した。一般的に年間を通してみた場合、

業務が集中する繁忙期と比較的業務量の少ない閑散期が存

在し、これらは季節要因や受注の変動等に影響を受け、企

業によって繁閑の時期も異なっている。多くの企業では繁

忙期に合わせて雇用を確保するため、閑散期には人員に余

剰感が出てくる。これを潜在的な余剰労働力とみなし、企

業間で融通し合うことで新たな労働力を確保しようという

考えである。この方策は企業間ローテーション と名付け

られ、具体化に向けた準備と試行に入った。

企業間ローテーションの具体化には、ある時点で余剰労

働力のある企業からそれを必要とする企業へ一定期間のみ

移転させることが必要であり、労働者の提供元と提供先の

企業間のマッチングが重要である。マッチングでの協議事

項は多岐にわたり、移転期間や業務内容はもとより、雇用

条件や費用負担、人事管理等まで含まれる。これを担った

図１ あきたかたコンソの４事業と全体像 
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のがコンソ事務局であり、この結果コンソ事務局機能の重
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け入れ指導を受ける、逆に社員のレベルアップを図るため

に他社に送り出し研鑽を積ませる、という２パターン（図

３）である。さらに、当初の労働力不足解消と一体化した

専門家補完（図４、特定の時期に必要な専門職種について

派遣 受け入れを行う）も新設し、計４パターンで企業間ロ

ーテーション事業を再構築した。

次に取り組んだのは、あきたかたコンソの裾野拡大（参

加者増）である。当初はコンソ事業の知名度は低く、工業

会や商工会加盟企業を中心に参加を呼び掛けていたが、参

加の契機となる取り組みが必要であろうということから始

めたのが情報交換会＆交流会である。図５に示すように、

気軽に参加できる雰囲気を心がけ、参加者制限をかけずに

定期的に開催している。コンソの活動を知ってもらうこと

や、知り合いを増やし地域の仲間を増やすことを目的とし

ており、特に成果目標や解決すべき課題等は設定せず、継

続性を最重視して取り組んでいる。

一方、コンソ開始当初より人材育成の観点から、企業従

業員に対する教育機会の充実等の要望に応える取り組みが

検討されていた。市内企業に対する調査結果 からも、企

業の人材育成（教育）に対する取り組みは喫緊の課題であ

ったが、具体的な方策が明確でなかった。企業間ローテー

ション事業が人材育成効果を取り込み始めたことから、改

めて調査結果 を精査し企業等の意見も聴いた。その結果、

手軽に受講可能な研修会やセミナーの開催が効果的であろ

うとの結論に至り、合同研修会を企画し開講することとし

た。手軽に受講可能とするため開催場所を市内（市役所等）

図２ 企業間ローテーションによる過不足調整(4) 

図３ 人材の交流によるOJT：教育と指導(4) 

図４ 専門業務補完のための企業間ローテーション(4) 
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とし、合同開催とすることで中小企業単独では開催不可能

な講師招聘やテーマ設定を実現可能としている（図５参照）。

コンソ登録企業による会員制として研修会の参加者数や質

を担保するとともに、コンソ事業への参画（登録）メリッ

トの一つともなっている。コンソ事業への参画は情報交換

会＆交流会を中心に行っており、そこから合同研修会へ、

そして企業間ローテーションへと発展する道筋を示してコ

ンソ活動のさらなる発展を図っている。

こうして、企業間ローテーション事業を中心として、情

報交換会＆交流会と合同研修会の２事業を加えた実施体制

を組み、２年目の活動を開始した。初年度と同様の効果検

証の結果、企業間ローテーションや情報交換会＆交流会事

業で想定通りの成果が得られる一方で、合同研修会事業で

は予期せぬ問題が持ち上がってきた。一般社員向けの研修

内容等に関する経営者側の理解や認識が不足しているので

はないかという疑念である。さらに、社員研修の必要性を

理解していない経営者や、そもそも経営者としてのスキル

アップの必要性を感じさせる ケースも見られた。経営者

向けの社員教育や企業経営に関する研修会の必要性が議論

されることとなり、結果的に経営者層を対象とした研修

会：あきたかたアドバンス倶楽部を立ち上げ（図６参照）、

第 の事業として位置付け実施することとなった。こうし

て２度にわたる事業カイゼンの後、３年目からは図１にも

示した４事業体制で運営 することとなった。

【事業評価･分析】

ここからは各事業について分析評価を行い、今後の方針

や展開について述べる。図７に示すのがコンソ事業の実施

スキームであり、まずコンソ事業全体の入り口という側面

をもつ情報交換会＆交流会事業について検討する。この事

業は参加が自由であることと定期的（月１回ペースを標榜）

に開催されることから、コンソ事業を市内外の人々に知っ

てもらうこと、参加する中で他のコンソ３事業の認知と関

心を醸成することを主たる目的としている。また、参加者

間の交流を深め、知り合いを増やし、人づてをとおして新

たな参加者を獲得することも重要な目的である。現時点で

は、年度内で８回～９回開催（年度当初を除き月１回開催）

し、新規参加者も順調に増加している。また、参加頻度の

高いリピーター層が形成されつつあり、将来的にコンソの

人的ネットワークの中心的存在となる可能性も見えつつあ

って、本事業は順調に推移していると考えられる。

合同研修会事業は主に企業従業員の職務上のスキル向上

や専門知識の獲得を目的に実施している。大企業等の企業

研修やセミナー等と遜色のない内容を、地方の中小企業社

員でも受講可能であることから参加企業からは好評を得て

おり、引き続き社員教育に不安を抱える企業経営者に参加

の呼びかけを行っている。また、研修会参加を通して企業

間の人的交流が進むという副次効果も見られた。継続的（年

２～４回）な開催は計画どおりであるが、設定した講演テ

ーマ等により参加者の増減がみられ、講師選定や開講テー

図７ あきたかたコンソの事業スキーム 

図５ 情報交換会＆交流会と合同研修会(4) 

図６ 経営者向け研修会（開講案内＆カリキュラム） 

（会員向け配布資料より） 
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マの設定に課題を残している。年間スケジュールを参加企

業等に公表するとともに、開催テーマによっては案内先を

限定したり重点的に募集を行ったりしているものの、講師

確保の都合や運営側の思い込みにより、受講者（登録者）

の希望に沿わない企画を進めてしまうことがあったと考え

られる。今後は受講希望の把握や要望の反映を促すために、

過去の受講者リスト等より選んだ潜在的な受講者に対する

意向聴取等を講座企画の段階から行い、その結果を事業計

画の策定プロセスに取り入れていきたいと考えている。

一方、企業間ローテーション事業はハードルが高く、運

営には依然として多くの課題が存在する。最初のハードル

はマッチングで、送り出し企業と受け入れ企業のペアを成

立させる必要がある。ペア成立の条件は、互いの社員過不

足が合致することが大前提であり、この条件を満たすため

に多くの情報を集める必要があり、集めた情報の整理・調

整や提案・打診を行う人員が必要となる。そのうえ、就労
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地域と大学が連携した地域づくり～香川大学 ☆ を事例として～

古川 尚幸（香川大学経済学部）

：地域づくり、大学生、学生主体、地域資源、高松盆栽、伝統産業

【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、地域経済

の衰退をあげることができる。特に、地域における地場産

業や伝統産業の衰退、それに伴う後継者不足などは解決す

べき喫緊の課題であり、国内各地でこれらの課題解決に向

けた対応策が求められており、これらの課題に対して、様々

な取り組みが行われている。これらの課題解決に向けた取

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。

一方、大学を取り巻く社会環境に目を向けると、ここで

も大きな変化がみられる。

まずは、経済産業省の社会人基礎力に関する研究会が中

間とりまとめとして示した「社会人基礎力」（ 年 月）

である。この中間取りまとめによると、「職場や地域社会で

多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」と

して、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」

の つの能力と の能力要素をあげている。特に大学教育

では、社会人基礎力の育成について、「より多様な若者が参

加するようになってきており、大学における社会人基礎力

の育成について、改めて意識的な取組が必要となってきて

いる」と指摘している。

つぎに、文部科学省が示した「国立大学経営力戦略」（

年 月）である。これまで大学に対する評価は、主に「研

究」ならびに「教育」の二本柱であったが、国立大学経営

力戦略によると、三本目の柱として「地域貢献」が明記さ

れた。簡単に整理すると、全国 国立大学が、①世界最高

水準の教育研究の拠点となりうる大学、②特定の分野で世

界的な教育研究の拠点となりうる大学、③地域活性化の中

核拠点となりうる大学、の つに分類されることになった。

つまり、大学、特に地方大学では、その新たな役割として、

地域活性化や地域づくりを担う人材の養成が求められるこ

ととなった。

以上に示したように、これまでの地方大学は、地域経済

を担う人材養成機関としての機能を社会から求められてき

たが、さらに近年では、地域活性化の中核拠点としての機

能が求められているようになっている。

これらの状況のもと、当研究室では、香川大学経済学部

が展開する地域と大学が連携した地域づくりのうち、すで

に香川大学経済学部のなかでは初めての学生プロジェクト

である香川大学直島地域活性化プロジェクト（以下、直島

プロジェクトと略する）の活動を報告したところである。

本報告では、香川大学経済学部の所在地である香川県高

松市の伝統産業である「盆栽」をテーマとした香川大学

☆ （以下、 と略する）について、

盆栽産業の現状と活動から得られた知見について報告する。

【研究方法・研究内容】

１ 香川県高松市鬼無町ならびに国分寺町について

本研究の対象である が活動する鬼無町ならびに国分

寺町（香川県高松市）は、香川県のほぼ中心である高松市、

そのなかでも西部に位置している（図１）。特に国分寺町は、

平成の大合併のなかで旧綾歌郡から高松市に編入合併し

（ 年 月 日）、高松市国分寺町となった。

この鬼無・国分寺地区は、温暖で日照時間が長く、雨が

少ない瀬戸内特有の恵まれた気候であり、さらに水はけ

のよい土壌は盆栽の栽培に適している。また、果樹栽培

で培われた剪定や接木の技術が根付いていたことも、鬼

無・国分寺地区で盆栽栽培が盛んになった要因とされる。

２ 盆栽産業について

近年、「盆栽」は、「 」として、日本国内はもと

より、海外からも大きな注目を浴びている。

この盆栽のなかでも「松盆栽」の生産地である鬼無・

国分寺地区は、全国の松盆栽の生産量の約 ％を占めて

図１ 高松市鬼無町ならびに国分寺町の位置 

鬼無町 
国分寺町 
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図１ 高松市鬼無町ならびに国分寺町の位置 

鬼無町 
国分寺町 

おり、「高松盆栽」としてブランド化を試みているが、大

宮（埼玉県さいたま市）や名古屋（愛知県名古屋市）と

は異なり、その知名度はやや低い。

この鬼無・国分寺地区の盆栽生産の歴史を遡ると、約

年前から金毘羅詣りの土産品として、また愛好家の嗜

好品として、海岸に自生する松を掘り出し、鉢植えに仕

立てて販売したことが始まりとされる。

この地で本格的に盆栽の生産が行われるようになった

のは明治期以降であり、盆栽技術の進展とともに、日本

各地の市場に出荷されるようになった。第二次世界大戦

中は、盆栽畑が自給用作物畑に転用され、盆栽生産は落

ち込むことになるが、戦後、徐々に持ち直し、盆栽の需

要の増加や、減反政策において水田が盆栽畑に転用され

るなど、さらに盆栽生産が増加していく（写真 ）。

写真１ 鬼無・国分寺地区で見られる盆栽畑（現在）

しかし、高度経済成長の終焉とともに、 年以降、

鬼無・国分寺地区での盆栽生産は縮小の一途を辿ること

となった。

この鬼無・国分寺地区の盆栽産業に関する先行研究は

ほぼ皆無と言っても過言ではなく、沖本・片岡（ ）

による鑑賞用樹木の生産と経営的課題に関する研究や、

同じく沖本・片岡（ ）による盆栽生産の発展過程に

関する研究、内山・澤田（ ）による盆栽生産の展開

や地域的性格の分析に関する研究など限られている。

３ 香川大学 ☆ について

は、 年 月から鬼無・国分寺地区において、

香川大学生が主体となり、香川県や高松市、香川県鬼無

植木盆栽センターや 香川県国分寺盆栽センターなどの

協力を得ながら、高松盆栽の知名度向上に向けた取り組

みの一翼を担うことを目的としてスタートした。

‐ プロジェクト設立のキッカケ

年度から 年間に渡り検討された高松商工会議所

の調査研究事業「盆栽のソムリエを育成する研修機関設

立と新製品開発の調査事業」に、当研究室も参加する機

会を得た。この事業のなかで、 年 月に第 回ア

ジア太平洋盆栽水石大会（ ）が高松市で開催された

ことをキッカケとして、当研究室と高松商工会議所が共

同で 来場者にアンケート調査を実施したところ、

盆栽に対するイメージは、「男性の世界」、「高齢者の趣味」、

「高価である」の つが特に大きく、さらに「管理が難

しい」など、初心者が取り組むには難しいイメージがあ

ることが明らかとなった。そこで、「男性」に対して「女

性」、「高齢者」に対して「若者」、「高価」に対して「比

較的安価」という正反対のイメージを満たす存在として、

「盆栽を嗜む女子大学生」をコンセプトに を結成し、

高松盆栽の知名度向上に向けた取り組みをスタートする

に至った。

‐ プロジェクトの目的

すでに報告した直島プロジェクトと同様に、 におい

ても、プロジェクトの目的として、以下の 点を達成す

るために活動をすすめてきた。

（１）実践的な経営体験

プロジェクト運営を通じて、座学では得ることので

きない実学を身につける

（２）社会人基礎力の向上

プロジェクト運営や地域活動を通じて社会人基礎力

を身につける

（３）地域活性化への貢献

事業者・自治体と協力し、地域産業活性化や地域活

性化に貢献する

直島プロジェクトと異なり、 は高松盆栽の知名度向上

に向けた取り組みとしてスタートしたプロジェクトであ

り、設立当初の目的としては、社会人基礎力の向上や地

域活性化への貢献の意味合いが強いプロジェクトとして

スタートしたが、現在では安定的・継続的なプロジェク

ト運営のために、自主財源を得るための活動にも取り組

んでいる。

－ プロジェクトの概要

現在、 に在籍する学生は、女子学生 名である。

このプロジェクトのコンセプトが「盆栽を嗜む女子大学

生」であることから、メンバーはすべて女子学生である。

学年別にみると、 年生 名、 年生 名、 年生 名、

年生 名である。また学部別では、経済学部が一番多く
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名、法学部 名、教育学部 名、農学部 名が在籍し

ている。これら 名の学生たちが、リーダー 名、副リ

ーダー 名のもと活動している。

は、直島プロジェクトと同様に、授業の一環として

実施されているのではないため、参加する学生が活動を

通じて単位を得ることはない。しかし、単なるボランテ

ィア活動ではなく、自己研鑚として活動したいと希望す

る学生たちの有志の活動となっている。

－ プロジェクトの活動

の活動を大きく分けると、以下の 点を中心に取り

組んでいる。

（１）盆栽に関する知識や技術の習得

（２）盆栽ワークショップを通じての普及啓発

（３）盆栽について を活用した情報発信

このプロジェクトでは、これまでに高松市鬼無町の花澤

明春園の園主である花澤登人氏にメンバーが師事し、盆

栽についての基礎的な知識や技術を習得してきた。ここ

で得た知識や技術を活用して、これまで盆栽にかかわる

機会がなかった層（特に若者や女性）をターゲットとし

て、盆栽ワークショップの開催や、 を活用した高松盆

栽についての情報発信を行ってきた。

（１）盆栽に関する知識や技術の習得

メンバーが盆栽に関する知識や技術を習得するために

花澤氏に師事し、月 回のペースで花澤明春園に通い、

自己研鑚に励んでいる（写真 ）。

写真 盆栽に関する知識や技術の習得

（２）盆栽ワークショップを通じての普及啓発

一般消費者に盆栽への興味・関心を持っていいただく

こと、盆栽ファンの裾野を広げることを目的として、メ

ンバーが習得した知識や技術を活用して、盆栽ワークシ

ョップを開催している。開催地域や開催場所は、香川県

内のみならず岡山県や徳島県、兵庫県にも出向き、商店

街イベントやマルシェ、コミュニティーセンターや公民

館など、各種イベントや様々な場所で、盆栽ワークショ

ップを開催している（写真 ）。その実施回数や販売個数

は、 年度は 回で 個、 年度は 回で

個、 年度は 回で 個と、徐々に増加している。

写真 盆栽ワークショップ（岡山県玉野市）

（３）盆栽について などを活用した情報発信

や 、 など を活用して、

高松盆栽に関する情報発信や の活動に関する情報発

信を行っている。特に ではフォロワーが

件を越え（平成 年 月 日現在）、日本国内のみなら

ず海外からのフォローが非常に多く、盆栽に対する海外

からの注目の高さを表していると言える。

また、地元新聞や地元テレビやラジオへの出演（写真 ）、

地元タウン情報誌での連載ページを持つなど、各種メデ

ィアでの情報発信も積極的に行っている（写真 ）。

写真 地元テレビへの出演

写真 地元タウン情報誌での連載
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ーダー 名のもと活動している。

は、直島プロジェクトと同様に、授業の一環として

実施されているのではないため、参加する学生が活動を

通じて単位を得ることはない。しかし、単なるボランテ

ィア活動ではなく、自己研鑚として活動したいと希望す

る学生たちの有志の活動となっている。

－ プロジェクトの活動

の活動を大きく分けると、以下の 点を中心に取り

組んでいる。

（１）盆栽に関する知識や技術の習得

（２）盆栽ワークショップを通じての普及啓発

（３）盆栽について を活用した情報発信

このプロジェクトでは、これまでに高松市鬼無町の花澤

明春園の園主である花澤登人氏にメンバーが師事し、盆

栽についての基礎的な知識や技術を習得してきた。ここ
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街イベントやマルシェ、コミュニティーセンターや公民

館など、各種イベントや様々な場所で、盆栽ワークショ

ップを開催している（写真 ）。その実施回数や販売個数

は、 年度は 回で 個、 年度は 回で

個、 年度は 回で 個と、徐々に増加している。
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（３）盆栽について などを活用した情報発信

や 、 など を活用して、

高松盆栽に関する情報発信や の活動に関する情報発

信を行っている。特に ではフォロワーが

件を越え（平成 年 月 日現在）、日本国内のみなら

ず海外からのフォローが非常に多く、盆栽に対する海外

からの注目の高さを表していると言える。

また、地元新聞や地元テレビやラジオへの出演（写真 ）、

地元タウン情報誌での連載ページを持つなど、各種メデ

ィアでの情報発信も積極的に行っている（写真 ）。

写真 地元テレビへの出演

写真 地元タウン情報誌での連載

これらの活動を通じて、初心者が盆栽に取り組みやす

い状況をつくり、盆栽初心者を中心とした裾野を拡大す

ることにより、長期的なスパンで高松盆栽の消費拡大を

目指している。さらに の存在が注目されることで、

が代理消費者となり、女性や若者の間で気軽に盆栽を

嗜むライフスタイルが拡大することを目指している。こ

の一連のながれのなかで、高松盆栽の認知度が上がれば

も注目され、 が注目されれば高松盆栽の認知度が

あがり、互いにシナジー効果をもたらすことが期待でき

る。

【研究・調査･分析結果】

すでに直島プロジェクトの活動を通じて得られた知見

を報告しているが、 の活動を通じても同様の知見を得

ることができた。学生プロジェクトの成功に向けたポイ

ントについて、以下の 点をあげることができる。

（１）学生主体の取り組みであること

（２）自主財源を生み出すシステムをもつこと

（３）得られた知識を伝承するシステムをもつこと

まず、学生主体の取り組みであることについて、この

プロジェクトは授業ではなく正課外活動であり、学生た

ちは活動を通じて単位を得ることはない。また、プロジ

ェクト運営上の意思決定は学生たちが合議制で自ら行う

ため、教員から「やらされている」感はあまり感じてい

ないように見受けられる。教員から助言は与えるものの、

学生たちが活動方針を決め、活動を実施して、自己評価

した後、次の活動へとつなげる。すなわち、学生たちが

自ら サイクルに則り活動を行っているため、学生個

人としても、プロジェクトという組織としても、知識や

経験の蓄積が可能となり、成長につながる。

つぎに、自主財源を生み出すシステムについて、プロ

ジェクト運営にかかる経費（例えば、盆栽仕入れ代金、

交通費、イベント経費など）は、すべて学生たちが盆栽

ワークショップの参加費や講師代で稼いだ資金を使って

賄っている。大学や学部からも経済的支援をいただくこ

ともあるが、それらは特別な出費（例えば、他大学との

交流にかかる経費）などに活用しているため、万が一、

それらの支援がなくても、最低限の活動を維持・継続す

ることができる。学生プロジェクトとは言え、自主財源

を生み出すことは、プロジェクトの継続には大切な要素

である。

最後に、得られた知識を伝承するシステムについて、

前述したように、組織として、リーダー 名、副リーダー

名を置いて活動している。このリーダーと副リーダー

名は同学年であり、その他の副リーダー 名はひとつ下の

学年である。このような学年設定により、リーダーとし

ての知識の伝承とリーダーとしての経験を積むことがで

きるため、速やかに途切れることなく世代交代を行うこ

とができる。

【考察・今後の展開】

これまでに報告してきた直島プロジェクトや今回報告

した の活動を通じて得られた知見をもとに、新たな

地域で、新たなプロジェクトを展開している。それぞれ

のプロジェクトの詳細については別の機会としたいが、

小豆島坂手地区でカフェを拠点として活動する小豆島

プロジェクト、坂出市沙弥島でカフェを拠点とし

て活動するさかいで沙弥島プロジェクト、香川県内の菓

子店と共同で商品開発を行う など、得られ

た知見をもとに活動している。直島プロジェクトや

をはじめ、これらのプロジェクトの活動を継続するなか

で、学生プロジェクトが成功するための新たなポイント、

さらには、地域と大学が連携した地域づくりが成功する

ための新たな知見を見出していきたい。
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学びの場づくりを通じた多世代間の相互成長に関する研究～神奈川県湯河原町の居場所を事例に～

高橋茉佑子・指田真理・高浜彩菜・坂倉杏介（東京都市大学）

：学習支援、地域の居場所、大学生の地域参加

【問題・目的・背景】

（１）社会背景

日本の生産年齢人口は、少子高齢化の進行によって

1995 年をピークに減少しており、総人口も 2008年を境

に減少に転じている（総務省, 2017）。急速な人口減少や

生産年齢人口の減少が、日本の社会経済に影響を与える

ことが懸念されている。 
（２）湯河原の現状

神奈川県湯河原町は、地域の自立・少子化・安心安全

の確保・地域産業振興など多くの地域課題を抱えている。

中でも、湯河原町は少子高齢化問題において 年まで

に 人に 人が高齢者になると予測されており、急激な

高齢化に直面すると予想されている。また、湯河原町は

小学校が３校、中学校が１校、高等学校以上の教育機関

はなく、高校生や大学生が町外に出ざるを得ない状況に

あり、結果として若者世代や子育て世代の流出が多くな

っている。これらのことから、急激な人口減少と高齢化

の危機に直面している。

（３）湯河原での取り組み

筆者らは、神奈川県湯河原町にて 年度より湯河原

町、慶應義塾大学と共に地域の人々が交流できる場づく

りを行う「ゆがわらっことつくる多世代の居場所プロジ

ェクト（ここでは「湯河原の居場所」と表記する）」活動

に取り組んでいる。 年 月に開設、月に 回程度

の開所日を設け、東京都市大学・慶應義塾大学の大学生

や教員、地域サポーターとして地域の方がスタッフとし

て運営し、湯河原町に住む子どもからお年寄りまでの多

世代交流の場が作られている。

年 月の居場所開設から 年 月の来場者数

は 人で、そのうち子ども（ 歳以下） 人、

大人（ 歳以上 以下） 人、お年寄り（ 歳以上）

人である。開所当初は、子どもの来場が多く、お年寄

り（ 歳以上）の来場者が少ないことが課題であったが、

少しずつ居場所の認知度の向上を図り、お年寄り世代の

来場が増えている。

【目的】

本研究では、日常的に大学生が関わる湯河原の居場所が

地域の子育て環境の改善に寄与し、将来的な地域活性化や

子育て世代の人口増加につながるという前提に立ち、湯河

原の居場所における各種事業が子どもや大学生の学びに与

える効果を分析する。湯河原の居場所を対象とした先行研

究としては、日常的な場面での大学生と小学生の交流が双

方の成長にどのようにつながるかという効果について「社

会力」の視点から分析した研究がある（津守ら ）が、

本研究はその後新たに取り組みの始まった、学習支援事業

「ゆがわらっこ大学」に焦点を当てる。ゆがわらっこ大学

では「子どもたちに豊かな経験と学びの機会を提供するこ

と」を目的とし、ただの物理的な「場所」としてではなく、

子どもたちが自分たちの「居場所」だと感じられるような

雰囲気づくりを重視した学習支援を行っている。本研究で

は、ゆがわらっこ大学が子ども達にとって居場所と感じら

れているかどうかを明らかにするため、心理的居場所感尺

度（則貞 ）を用いて測定する。

学習支援のテーマは「スポーツ」、「アート」、「英会話」

の３つと夏休み限定の「宿題タイム」である。スポーツは、

多世代の人が同じ空間で体を動かすことによって楽しいと

思う気持ちを、運動を通じて共有することを目的とし、ア

ートでは芸術を通じて自分の気持ちに向き合い、それを表

現できるようになってほしい、また他者の話にじっくり耳

を傾けることができるようになることを目的としている。

英会話は、自分にはできないと言わず、いつでもやってみ

るという自主性を持ってもらうことを目的としている。夏

休み期間はこの 種類に「宿題タイム」を追加し、大学生

と一緒に宿題に取り組む時間を設けている。

【研究方法・研究内容】

（１）ゆがわらっことつくる多世代の居場所の概況

ここではまず、対象とするゆがわらっこ大学を含めて、

湯河原の居場所の概況を述べる。

・来場者数

年 月の開設からの累計の来場者は 人であ

るが、初年度と２年目の世代別来場者数は図１の通りで

ある。開所日数が異なるが、 日平均だと初年度は

人、 年目は 人であり、２年目の来場者数およびお

年寄り世代の来場が増えていることがわかる。

150
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の危機に直面している。
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筆者らは、神奈川県湯河原町にて 年度より湯河原

町、慶應義塾大学と共に地域の人々が交流できる場づく

りを行う「ゆがわらっことつくる多世代の居場所プロジ
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て運営し、湯河原町に住む子どもからお年寄りまでの多
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年 月の居場所開設から 年 月の来場者数

は 人で、そのうち子ども（ 歳以下） 人、

大人（ 歳以上 以下） 人、お年寄り（ 歳以上）

人である。開所当初は、子どもの来場が多く、お年寄

り（ 歳以上）の来場者が少ないことが課題であったが、

少しずつ居場所の認知度の向上を図り、お年寄り世代の

来場が増えている。

【目的】

本研究では、日常的に大学生が関わる湯河原の居場所が

地域の子育て環境の改善に寄与し、将来的な地域活性化や

子育て世代の人口増加につながるという前提に立ち、湯河

原の居場所における各種事業が子どもや大学生の学びに与

える効果を分析する。湯河原の居場所を対象とした先行研

究としては、日常的な場面での大学生と小学生の交流が双

方の成長にどのようにつながるかという効果について「社

会力」の視点から分析した研究がある（津守ら ）が、

本研究はその後新たに取り組みの始まった、学習支援事業

「ゆがわらっこ大学」に焦点を当てる。ゆがわらっこ大学

では「子どもたちに豊かな経験と学びの機会を提供するこ

と」を目的とし、ただの物理的な「場所」としてではなく、

子どもたちが自分たちの「居場所」だと感じられるような

雰囲気づくりを重視した学習支援を行っている。本研究で

は、ゆがわらっこ大学が子ども達にとって居場所と感じら

れているかどうかを明らかにするため、心理的居場所感尺

度（則貞 ）を用いて測定する。

学習支援のテーマは「スポーツ」、「アート」、「英会話」

の３つと夏休み限定の「宿題タイム」である。スポーツは、

多世代の人が同じ空間で体を動かすことによって楽しいと

思う気持ちを、運動を通じて共有することを目的とし、ア

ートでは芸術を通じて自分の気持ちに向き合い、それを表

現できるようになってほしい、また他者の話にじっくり耳

を傾けることができるようになることを目的としている。

英会話は、自分にはできないと言わず、いつでもやってみ

るという自主性を持ってもらうことを目的としている。夏

休み期間はこの 種類に「宿題タイム」を追加し、大学生

と一緒に宿題に取り組む時間を設けている。

【研究方法・研究内容】

（１）ゆがわらっことつくる多世代の居場所の概況

ここではまず、対象とするゆがわらっこ大学を含めて、

湯河原の居場所の概況を述べる。

・来場者数

年 月の開設からの累計の来場者は 人であ

るが、初年度と２年目の世代別来場者数は図１の通りで

ある。開所日数が異なるが、 日平均だと初年度は

人、 年目は 人であり、２年目の来場者数およびお

年寄り世代の来場が増えていることがわかる。

図 ．居場所の来場者数

・居場所内の活動

年 月から 年 月まで、合計 日間開所

しており、このうち学生スタッフが企画し運営した活動

回数は 回である（図 ）。また、 年 月から

年 月までの開所日数は 日で活動回数は 回である

（図 ）。学生主体の活動内容は、 年目に加えて多世代

共想塾や居場食堂等、新たな活動が 種類増えている。

図 年 月～ 年 月居場所内活動

図 年 月～ 年 月居場所内活動

英会話とは、開所日の決まった時間帯にフィリピンと

居場所を で繋ぎ英会話を行うことである。寺子屋

とは、子ども達が学校で分からない宿題や勉強に対して

決まった時間帯に 時間程学生が教えるというものであ

る。居場食堂とは、子ども達から作って食べたい料理の

要望から、開所日にみんなで作り机を囲んで食べるイベ

ントである。味噌汁とは、開所時間がお昼を挟んでいる

場合おにぎりと味噌汁代 円を持参し、その日来た人

達で味噌汁の具材を決め料理し食べることである。 と

は、居場所内の家具などを作るワークショップである。

季節イベントとは、母の日の近くの開所日にはカード作

りを行うなど季節に沿ったイベントである。○○教室で

は、ダンス教室や韓国語教室など学生が得意なことを子

ども達に教え、一緒に行うイベントである。絵屏風とは、

湯河原の昭和 年代の記憶を絵にした地域の方による絵

屏風のお披露目会である。演劇 とは、演劇部所属の大

学生によるワークショップである。映画鑑賞会とは、居

場所に取り付けたスクリーンを利用して映画を見るイベ

ントである。図１からも分かるように居場所には子ども

たちが多いことから子ども向けイベントを企画し、運営

することが多かった。

・「多世代共創塾」の試み

年 月から「多世代共創塾」が始まった。この活

動は、多様な世代や立場の人が、湯河原の未来や教育な

どについて語り合う対話の場で、月に１回程度開催して

おり、シニア層の参加が比較的多い。多世代共創塾には

毎回テーマがあり、大学教授によるまちづくりに関する

対話や居場所スタッフによる絵本に関する対話、大学生

による居場所づくりに関する対話など、様々である。

年 月現在までで、回開催された。各共創塾のテーマは、

以下の通りである。また図 は、多世代共創塾の世代別

参加数を表している。

表 多世代共創塾の開催テーマ一覧 

図 多世代共創塾の世代別参加数

・居場所外のアウトリーチ活動

初年度の課題として、子ども世代の来場者が多く、保護

者やシニア世代の住民の参加が少ないという点が挙げられ

た。シニア世代の方々に訪れてもらうために〇〇イベント

といったシニア世代を対象にしたイベントを企画し行った

が思うような結果にはならなかった。イベントを企画し、

居場所で待つという「受け身」の姿勢では多世代という交

流の場をつくることは難しいため、居場所に訪れてもらえ

るようにするためには、大学生が地域に出向き居場所の存
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在を知ってもらう必要があるのではないかと考えた。居場

所内だけで活動するのではなく、地域のイベントに参加し、

居場所の知名度増加、地域の方との関係性を築いていく取

り組みが始まった。居場所外の活動というのは、湯河原町

の地域イベントに居場所から参加し、地域の方との交流や

居場所の宣伝を居場所ではない場所で活動することである。

表 年 月から居場所外で行ってきた活動

※スタッフ：イベントに参加した居場所スタッフ学生、教員。子

ども：イベントに参加した普段居場所に来ている子ども達の人数

を示す。

この居場所外で活動を始めたことによって、地域の方と

の交流や居場所内・外問わず次のイベントへのお誘いを受

けるといった新たな活動が生まれるようになった。また、

居場所内で行ったイベントの反省を踏まえ地域の方に相談

に伺った所、居場所と地域の方とのコラボイベントを開催

することになった。このように居場所から地域へ出向き活

動をしたことによって徐々ではあるが、地域の方との関係

性を築いている。

・ゆがわらっこ大学

年 月から「ゆがわらっこ大学」が始まった。「ゆ

がわらっこ大学」は、大学生が学習コーディネーターとし

て企画立案から進行まで行う、主に小学生を対象とした学

習支援のプログラムである。テーマは、「スポーツ」、「アー

ト」、「英会話」の 種で教科学習にとらわれない多様な学

びの場を形成している。プログラムが開始した 年

月から 年 月までに 回のプログラムが行われた。

また、地域の方とのイベントも行うようになった。

（２）研究方法

湯河原の居場所に来場している子どもがゆがわらっこ大

学を「居場所」として感じているかどうかを明らかにする

ために、心理的居場所感尺度（詳細については調査内容を

参照）を用いたアンケート調査を行う。また、 種類のプ

ログラム後にアンケート調査を行い、プログラムごと効果

の違いを考察する。

（３）調査方法

調査方法は、夏休み期間に行われたゆがわらっこ大学の

サマースクールへ参加した小学生～中学生にそれぞれのプ

ログラム開始時に目標を立てた後プログラムを実施し、プ

ログラム終了後にアンケートを実施した。このアンケート

をもとに、学習支援事業の参加者に意図した学びが行われ

ているのか、この学習支援事業を「居場所」と感じている

のかを分析する。

（４）対象及び調査期間

調査対象は、湯河原の居場所に来場しゆがわらっこ大学

の夏休みのプログラムである「サマースクール」に参加し

た小学生～中学生とした。調査期間は 年 月 日～

月 日であった。なお、調査期間中にはアートプログラム

の開催がなかったため本研究では、スポーツ、英会話、宿

題タイムのみを対象とする。 
（５）調査内容

研究内の大学生による学びの場の効果を図る指標だが、

参加した子供たちが湯河原の居場所を「居場所」と感じて

いるか心理的居場所感尺度を用いて測定する。心理的居場

所感尺度の因子は「安心感」「本来感」「被受容感」「役割感」

の４つとする。安心感とは、不安がなく、心が安らかであ

ると感じることを指す。本来感とは、自分らしく感じる、

本当らしさの感覚を指す。被受容感とは、自分は他者から

それなりに大切にされているという認識と情緒を指す。役

割感は集団の一員として役割を果たす感覚を指す。

（６）調査項目

質問紙は図 の通りである。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 質問紙

調査項目の問 が居場所での学習支援において安心し

て過ごすことができたかについて、安心感の因子で測定
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在を知ってもらう必要があるのではないかと考えた。居場

所内だけで活動するのではなく、地域のイベントに参加し、

居場所の知名度増加、地域の方との関係性を築いていく取

り組みが始まった。居場所外の活動というのは、湯河原町

の地域イベントに居場所から参加し、地域の方との交流や

居場所の宣伝を居場所ではない場所で活動することである。

表 年 月から居場所外で行ってきた活動

※スタッフ：イベントに参加した居場所スタッフ学生、教員。子

ども：イベントに参加した普段居場所に来ている子ども達の人数

を示す。

この居場所外で活動を始めたことによって、地域の方と

の交流や居場所内・外問わず次のイベントへのお誘いを受

けるといった新たな活動が生まれるようになった。また、

居場所内で行ったイベントの反省を踏まえ地域の方に相談

に伺った所、居場所と地域の方とのコラボイベントを開催

することになった。このように居場所から地域へ出向き活

動をしたことによって徐々ではあるが、地域の方との関係

性を築いている。

・ゆがわらっこ大学

年 月から「ゆがわらっこ大学」が始まった。「ゆ

がわらっこ大学」は、大学生が学習コーディネーターとし

て企画立案から進行まで行う、主に小学生を対象とした学

習支援のプログラムである。テーマは、「スポーツ」、「アー

ト」、「英会話」の 種で教科学習にとらわれない多様な学

びの場を形成している。プログラムが開始した 年

月から 年 月までに 回のプログラムが行われた。

また、地域の方とのイベントも行うようになった。

（２）研究方法

湯河原の居場所に来場している子どもがゆがわらっこ大

学を「居場所」として感じているかどうかを明らかにする

ために、心理的居場所感尺度（詳細については調査内容を

参照）を用いたアンケート調査を行う。また、 種類のプ

ログラム後にアンケート調査を行い、プログラムごと効果

の違いを考察する。

（３）調査方法

調査方法は、夏休み期間に行われたゆがわらっこ大学の

サマースクールへ参加した小学生～中学生にそれぞれのプ

ログラム開始時に目標を立てた後プログラムを実施し、プ

ログラム終了後にアンケートを実施した。このアンケート

をもとに、学習支援事業の参加者に意図した学びが行われ

ているのか、この学習支援事業を「居場所」と感じている

のかを分析する。

（４）対象及び調査期間

調査対象は、湯河原の居場所に来場しゆがわらっこ大学

の夏休みのプログラムである「サマースクール」に参加し

た小学生～中学生とした。調査期間は 年 月 日～

月 日であった。なお、調査期間中にはアートプログラム

の開催がなかったため本研究では、スポーツ、英会話、宿

題タイムのみを対象とする。 
（５）調査内容

研究内の大学生による学びの場の効果を図る指標だが、

参加した子供たちが湯河原の居場所を「居場所」と感じて

いるか心理的居場所感尺度を用いて測定する。心理的居場

所感尺度の因子は「安心感」「本来感」「被受容感」「役割感」

の４つとする。安心感とは、不安がなく、心が安らかであ

ると感じることを指す。本来感とは、自分らしく感じる、

本当らしさの感覚を指す。被受容感とは、自分は他者から

それなりに大切にされているという認識と情緒を指す。役

割感は集団の一員として役割を果たす感覚を指す。

（６）調査項目

質問紙は図 の通りである。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 質問紙

調査項目の問 が居場所での学習支援において安心し

て過ごすことができたかについて、安心感の因子で測定

する。問 では、自分らしく過ごすことができたかにつ

いて、本来感で測定する。問 では、参加者や大学生と

いった周りの人と仲良く過ごすことができたかについて、

被受容感で測定する。問 では、プログラムの中で仲間

の役に立つことができたかについて、役割感で測定した。

問 では、この学習支援事業を通して新たな知識の習得

や発見があったかなど、 項目を複数回答可能とした。

【研究・調査･分析結果】

（１）アンケート結果

日間の参加者は小学 年生から小学 年生までの

名であった。そのうちスポーツの参加者は 名、英会話

の参加者は 名、宿題タイムの参加者は 名であった。

男女比は で男子の割合が高かった。

図 心理的居場所感尺度を用いたグラフ

項目 ～ は４段階評価を 点満点方式で計算、プログ

ラムの満足度は 段階評価を 点満点で計算し、それ

ぞれプログラムごとにまとめた。安心感の因子はすべて

のプログラムで 点だった。本来感の因子もスポーツ・

英会話では 点、宿題タイムにおいても 点と満点に

近い点数となった。被受容感はスポーツで 点、英会話

で 点、宿題タイムで 点となった。役割感はスポ

ーツで 点、英会話で 点、宿題タイムで 点

となり、被受容感と役割感の因子において、微々たる差

ではあるが、プログラムごとに違いが見受けられた。満

足度はスポーツで 点、英会話で 点、宿題タイムで

点となり、どのプログラムも高い満足度を得ている

ことがわかった。

【考察・今後の展開】

（１）考察

ゆがわらっこ大学のプログラム参加者は、どのプログ

ラムにおいても安心感を抱いて取り組んでいることが分

かった。また、本来感でも高い点数が出ており、被受容

感についても 以上となった。プログラムを通して湯

河原の居場所で、他の参加者に尊重されながら、安心し

て自分らしく過ごせていると言える。このことから、湯

河原の居場所を一定程度「居場所」として感じていると

言える。役割感については他の因子と比較して低くなっ

ており、自己効力感や仲間への貢献についてはそれほど

高くないことがわかるが、居場所での学習支援が能力の

拡大だけを目指していないことやグループで協力するプ

ログラムが多くないことが要因と考えられる。

プログラム別では、特にスポーツでの満足度が高かっ

た。スポーツ教室では一人ではなく仲間と協力して取り

組むことも多いことから、被受容感が高くなったと考え

られる。普段関わることのない大学生と運動を通じて交

流することは地域の子どもにとってニーズがあると考え

られる。英会話も同様、大学生や他の参加者と英語を通

じて仲良く過ごすことができたと感じていることがわか

る。宿題タイムでは、大学生と共に机を囲んで勉強を行

ったのだが、スポーツや英会話と違い、みんなで協力し

たり同じことにみんなで取り組むものではないため、役

割感の因子において低い数値になったのではないかと考

える。宿題を始める前に、「みんなで集中して取り組む」

意識を持つことのできるコンテンツを入れることによっ

て、宿題タイムでも役割感を感じてもらえるのではない

かと考える。また、新たな知識の習得では「自分に自信

が持てた」という回答が最も高く、プログラムを通じて

新しくできるようになったことが増える等自分の変化を

感じていることがわかる。

（２）今後の展開

今後の展開として、学習支援事業の後にアンケートを

継続して行う。特に今回の調査期間ではアート教室の開

催がなかったため、今後はアート教室を含めた比較分析

を進めていく予定である。また、学習支援事業の企画・

進行を担当する大学生への調査を実施し、学習支援事業

が参加者だけでなく運営する大学生にも効果があるのか

を検証していく。

地域の子どもへの学習支援事業が地域の課題への打開

策になるか、今後の活動が期待される。

【引用・参考文献】

・総務省 平成 年度版 情報通信白書

・湯河原町 事業内容一覧 
・子どもと大学生の交流が育む「社会力」向上の研究 津

守風吾

・心理学的観点および学校教育的観点から検討した小学
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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）

： 地域振興、若者支援、 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 年 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、社会への意識を

“ から 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 万あると言われる 、

、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

若者、特に大学生をターゲットに「マイコミュニティフ

ォーラム」を全国で開催した。

●（第 回 宮城開催） 年 月 日（土）

テーマ：若者の地域参加とスポーツを通じた地域活性

●（第 回 東京開催） 年 月 日（土）

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 回 愛知開催） 年 月 日（土）

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 回 大阪開催） 年 月 日（土）場所：

テーマ：全ての学生に贈る幸せな働き方のアドバイス

●（第 回 福岡開催） 年 月 日（土）

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 回 宮城開催） 年 月 日（土）

テーマ：未来をつくる 学生会議

～地域活性って何だ？～

●（第 回 東京開催） 年 月 日（土）

テーマ：～未来をつくる～ 学生会議

「集え！ 君の 今 には価値がある！」

●（第 回 愛知開催） 年 月 日（土）

テーマ：わかもの活動 何でも相談所

●（第 回 広島開催） 年 月 日（土）

テーマ：私たちの行動【興動】でひらく明るい未来

●（第 回 大阪開催） 年 月 日（土）

テーマ：豊かな未来を創るソーシャルグッドな活動を。

●（第 回 宮城開催） 年 月 日（土）

テーマ：働き方の未来

一人ひとりが輝くために ― 働き方を考えるフォーラム。

●（第 回 東京開催） 年 月 日（土）

テーマ： 学生会議

若者の影響力に価値がある！！
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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）

： 地域振興、若者支援、 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
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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
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本主義（中長期的経営視点、社中分配等）を学び、実践し、
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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 年 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、社会への意識を

“ から 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 万あると言われる 、

、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

若者、特に大学生をターゲットに「マイコミュニティフ

ォーラム」を全国で開催した。

●（第 回 宮城開催） 年 月 日（土）

テーマ：若者の地域参加とスポーツを通じた地域活性

●（第 回 東京開催） 年 月 日（土）

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 回 愛知開催） 年 月 日（土）

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 回 大阪開催） 年 月 日（土）場所：

テーマ：全ての学生に贈る幸せな働き方のアドバイス

●（第 回 福岡開催） 年 月 日（土）

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 回 宮城開催） 年 月 日（土）

テーマ：未来をつくる 学生会議

～地域活性って何だ？～

●（第 回 東京開催） 年 月 日（土）

テーマ：～未来をつくる～ 学生会議

「集え！ 君の 今 には価値がある！」

●（第 回 愛知開催） 年 月 日（土）

テーマ：わかもの活動 何でも相談所

●（第 回 広島開催） 年 月 日（土）

テーマ：私たちの行動【興動】でひらく明るい未来

●（第 回 大阪開催） 年 月 日（土）

テーマ：豊かな未来を創るソーシャルグッドな活動を。

●（第 回 宮城開催） 年 月 日（土）

テーマ：働き方の未来

一人ひとりが輝くために ― 働き方を考えるフォーラム。

●（第 回 東京開催） 年 月 日（土）

テーマ： 学生会議

若者の影響力に価値がある！！

各地域の経営者や学生、 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

が採用されることも増えてきた。

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、本フォーラム

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 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 名

（第 ～ 回まで）

・有効回答数 通（有効回答率 ％）

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 年 月 日～ 年 月 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

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

フォーラムについて、 点満点で評価してください。

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

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

次回、このようなイベントがあれば参加しますか？

その他、フォーラムの感想・会場についてのご意見

などがあれば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

代、 代の若者がおよそ ％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、 代・ 代も 割ほどいる。（

一部、年齢について設問しなかった開催は除外している。）

代 代 代 代 代 代 代

人 人 人 人 人 人 人

男女比については特筆すべき点はない。（ ）

男性 女性

人 人

イベントを知ったきっかけは、知人、学校・会社、

関係者で 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 等、若者にリーチするためのツー

ルを見つけていく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。 ）

知人 家族 学校・

会社

チラシ ネット

系 関係者

その他

人 人 人 人 人 人 人

【研究・調査･分析結果】

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 ％で最も多

い。次いで「出演者に興味」が ％、「誘われたから」

が ％と つの目的が拮抗している。
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フォーラムの評価

参加者にフォーラム全体について 点満点で評価して

もらった結果、最高評価である 点が ％で最多とな

った。 点以上が全体の 割を占めており、かつ 点以下

の低評価が 名となっており、フォーラムへの高い満足度

が確認できる。

全体の得点を平均すると 点。最も平均得点が高かっ

たのは、宮城で開催した第 回の 点。高い得点を獲得

した開催の傾向としては、来場者参加型のワークショップ

を採り入れているパターンが当てはまる。前半の講演を聞

くことで自分と地域・社会との関係性について気付きを得

られたこと。さらに、その得た気付きについてワークショ

ップで発言し、参加者同士が共有できる場を提供すること

が、高い評価につながっていると推察する。

一番印象に残っている話

フォーラムの中で一番印象に残っている話を聞いた。“一

番”と言いながらも複数回答者が多かったこと、また各回

で構成が異なるため、まずは開催回別に支持率を算出し、

それを開催回数で割った平均値を支持割合とした。

一番印象に残っている話として支持されたのは、パネル

ディスカッション。地域のゲストパネラーを招き、開催テ

ーマに合わせたディスカッションを行っている。例えば『働

き方の未来 』と題した第 回の宮城では、「働き方改

革」について先進的な取り組みを行っている地元企業を招

き、各社の取り組みについて発表してもらい、世話人を交

えて議論した。学生が未来に向けた働き方改革の事例に触

れることで、これからの働き方を選択する上でのひとつの

指針を示すと同時に、地元に就職して生き生きと働くこと

も可能であることを伝え、自分が地域の為に何ができるか

を考察する機会を与える場とした。

また、パネルディスカッションで一方的に話を聞くだけ

の形式よりも、来場者もディスカッションに参加できるワ

ークショップを採り入れたものが、より高い評価を得る傾

向にあることがアンケート結果から分かった。

 
 

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。

回答を確認したところ「気付きを得ることができた」

％、「自分も何かに挑戦したいと思った」 ％、「もっ

と社会のことを考えようと思った」 ％、が拮抗してい

る。 年前の調査と比べると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ことと捉えられ

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“ から へ”の第一歩として、着実に前へ進

めていきたい。

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 ％。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、 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

しない」も用意したが、回答者は にも満たなかった。
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フォーラムの評価

参加者にフォーラム全体について 点満点で評価して

もらった結果、最高評価である 点が ％で最多とな

った。 点以上が全体の 割を占めており、かつ 点以下

の低評価が 名となっており、フォーラムへの高い満足度

が確認できる。

全体の得点を平均すると 点。最も平均得点が高かっ

たのは、宮城で開催した第 回の 点。高い得点を獲得

した開催の傾向としては、来場者参加型のワークショップ

を採り入れているパターンが当てはまる。前半の講演を聞

くことで自分と地域・社会との関係性について気付きを得

られたこと。さらに、その得た気付きについてワークショ

ップで発言し、参加者同士が共有できる場を提供すること

が、高い評価につながっていると推察する。

一番印象に残っている話

フォーラムの中で一番印象に残っている話を聞いた。“一

番”と言いながらも複数回答者が多かったこと、また各回

で構成が異なるため、まずは開催回別に支持率を算出し、

それを開催回数で割った平均値を支持割合とした。

一番印象に残っている話として支持されたのは、パネル

ディスカッション。地域のゲストパネラーを招き、開催テ

ーマに合わせたディスカッションを行っている。例えば『働

き方の未来 』と題した第 回の宮城では、「働き方改

革」について先進的な取り組みを行っている地元企業を招

き、各社の取り組みについて発表してもらい、世話人を交

えて議論した。学生が未来に向けた働き方改革の事例に触

れることで、これからの働き方を選択する上でのひとつの

指針を示すと同時に、地元に就職して生き生きと働くこと

も可能であることを伝え、自分が地域の為に何ができるか

を考察する機会を与える場とした。

また、パネルディスカッションで一方的に話を聞くだけ

の形式よりも、来場者もディスカッションに参加できるワ

ークショップを採り入れたものが、より高い評価を得る傾

向にあることがアンケート結果から分かった。

 
 

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。

回答を確認したところ「気付きを得ることができた」

％、「自分も何かに挑戦したいと思った」 ％、「もっ

と社会のことを考えようと思った」 ％、が拮抗してい

る。 年前の調査と比べると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ことと捉えられ

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“ から へ”の第一歩として、着実に前へ進

めていきたい。

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 ％。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、 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

しない」も用意したが、回答者は 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“

から へ”変えていきたい」という想いだけで、何もない

ところから始めて 年が経過しようとしている。初年度の

施行錯誤を経て、 年目以降は大学生をメインターゲット

に、彼らの社会への関わり方や就職意識に気付きを与えて

いくことを全国共通のテーマとして取り組んでいる。もと

もと 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」「社会への貢献」

を題材としたフォーラムを通じ、一人でも多くの学生が社

会活動に参画したり、納得感を持って職業選択したりでき

るようになる場づくりに取り組んでいくことを考えた。

各地域の経営者が集まり、それぞれのネットワークを活

用しながら、関わりのできた学生や社会団体等の興味に応

じ、地域ごとに様々なテーマでフォーラムを開催してきた。

アンケートや来場者の反応を見る限りでは、内容につい

ては概ね合格点をもらえ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、この

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。

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。単純に情報交換や交流関係の広がりにつながるだけ

でなく、団体同士の運営に好影響を及ぼしたケースもある。

例えば同じ途上国に対し、同じアプローチで支援活動に

取り組んでいる団体が多数存在している。活動エリアが同

じ場合は他団体について把握できているが、そうでない場

合は存在すら認識していないケースも珍しくない。そうい

う団体同士がこのフォーラムを通じて知り合い、相互のイ

ベント集客等に協力するようになった事例がある。

また学生団体の場合、卒業・入学によって所属メンバー

の入れ替えが避けられないため、年度によっては活動する

人員が足りなくなり、場合によっては活動休止に陥ること

もある。フォーラムに参加した複数の団体がこのような状

態にあったため、人形劇や影絵、パネルシアター等、活動

目的の近い複数団体が参加し、児童文化を中心に活動する

新団体が生まれたケースも出てきた。

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、 ・ 、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、

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、 年 月 日、『増補 世紀の国富論』

原丈人、 年 月 日、『「公益」資本主義 英米型

資本主義の終焉』

大久保秀夫、 年 月 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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【背景・問題】

はじめに、「（ 改訂版）まち・ひと・しごと創生総合

戦略（ 年 月 日閣議決定）」の、重要業績評価指

標（以下、 ）検証に関する報告書（ 年 月 日

発表）をもとに、地方創生インターンシップ（以下、創生

インターンシップ）の課題を、「地域生活の魅力の見直し視

点」で整理する。そのうえで、創生インターンシップ活用

による、地方への人材還流に向けた課題を明らかにする。

年度 検証と有識者による提言内容

年度は、５ヶ年を展望した総合戦略の中間年である

ため、検証チームを発足させ、報告書が公表された。報告

された概況では、「地方へ新しいひとの流れをつくる（基本

目標②）」に限り、現時点では効果が十分に発現するに至っ

ていないと示されている。施策の柱である、創生インター

シップの 状況は、 年計画比 ％（新たな受入れ

企業数 社）に、留まっている。このような状況は、地

方企業だけではなく、地方の魅力や、郷土への愛着を促す

地域全体の取組みに、改善の余地があることを示している。

対策に向け、有識者による「わくわく地方生活実現会議

（ 年 月〜 月までに 回）」が、開催された。会議で

は、「地方における若者の雇用機会創出」や、「これまでに

ない地方生活の魅力発信」を、世代共通の緊急課題とし、

具体的な取組み例を基に、８つの提言にまとめられた。提

言の中で、就業体験を通じ、地方企業への就業動機づけに

関する項目は、１）「笑顔のインフラ」という概念で地域資

源としてのホスピタリティの強化、２）「生きがいの生業化」

としての限界集落におけるソーシャル・ビジネスの創出 ）

で、あった。 

提言内容の実現に向けた課題

創生インターンシップの動機づけに関する提言内容を、

先行研究を基に紐解き、実現に向けた課題を特定する。

（１）地域資源としてのホスピタリティの醸成要件

現代社会における高度なホスピタリティについて、岸

田［ 年］は、“それは上下関係の中で与えられるもの

ではなく、より積極的に各主体がある共通の目標に向けて

叡智を絞りあい、感動の瞬間を相互に共鳴・共有するとき

に創出されるものである”と述べている 。

（２）限界集落でのソーシャル・ビジネスの創出要件

田坂 年 は、地域課題の解決をテーマした産学共

同の取り組み事例の中で、地域が避けてきた最も重い“ほ

んとうの課題”を明示できる可能性が，“コンサルタント

やコーディネーターより，さらに利害関係が薄く，存在

が希薄な大学生”の視点にある としている。さらに、

福沢 年 は、社会の共通課題解決に取り組んでいる

企業の活動の特徴として、“取引関係ではない水平的なネ

ットワークを構成している”ことと、“産学共同で一般的

に「知識移転」ではなく、「知識交換」である  ”こと

を指摘している。 

（３）創生インターンシップによる人材還流の課題

検証と有識者提言をもとに、地方への人材還流の取

組みに関する課題は、「地域資源としてのポスピタリティ

醸成と、限界集落でのソーシャル・ビジネス創出活動を

触発し、地方生活の魅力を、創生インターンシップを活

用し伝えること」である。実現に向けては、①従来の主

客という上下関係を超え、共通の目標に向かい叡智を絞

りあい、感動の瞬間を相互に共鳴・共有すること、②地

域住民があえて見ないふりをして避けてきた「ほんとう

の課題」の発見すること、③組織外を含む水平的な交流

の中での「知識交換」可能な、創生インターンシップを

地域で取組み、受入れ企業を拡大しなければならない。 

【目的】

人口減少と地域経済縮小の克服に向け、まち・ひと・

しごと創生戦略の中間検証での議論をもとに、「これまで

にない地方生活の魅力を見つめ直し、創生インターンシ

ップ受入れ企業の拡大に関する課題」を克服し、地方へ

新しいひとの流れをつくらなければならない。実現に向

けては、「学生に就業体験先として希望されるまちづくり

と、地方企業への就業検討に向けた創生インターシップ

特有の教育内容の解明」が、喫緊の課題であると考える。

よって本稿では、「創生インターンシップによる人材還

流を触発させる、地域資源としてのホスピタリティ醸成

方法と、限界集落でのソーシャル・ビジネスの創出条件」
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戦略（ 年 月 日閣議決定）」の、重要業績評価指

標（以下、 ）検証に関する報告書（ 年 月 日

発表）をもとに、地方創生インターンシップ（以下、創生

インターンシップ）の課題を、「地域生活の魅力の見直し視

点」で整理する。そのうえで、創生インターンシップ活用

による、地方への人材還流に向けた課題を明らかにする。

年度 検証と有識者による提言内容

年度は、５ヶ年を展望した総合戦略の中間年である

ため、検証チームを発足させ、報告書が公表された。報告

された概況では、「地方へ新しいひとの流れをつくる（基本

目標②）」に限り、現時点では効果が十分に発現するに至っ

ていないと示されている。施策の柱である、創生インター

シップの 状況は、 年計画比 ％（新たな受入れ

企業数 社）に、留まっている。このような状況は、地

方企業だけではなく、地方の魅力や、郷土への愛着を促す

地域全体の取組みに、改善の余地があることを示している。

対策に向け、有識者による「わくわく地方生活実現会議

（ 年 月〜 月までに 回）」が、開催された。会議で

は、「地方における若者の雇用機会創出」や、「これまでに

ない地方生活の魅力発信」を、世代共通の緊急課題とし、

具体的な取組み例を基に、８つの提言にまとめられた。提

言の中で、就業体験を通じ、地方企業への就業動機づけに

関する項目は、１）「笑顔のインフラ」という概念で地域資

源としてのホスピタリティの強化、２）「生きがいの生業化」

としての限界集落におけるソーシャル・ビジネスの創出 ）

で、あった。 

提言内容の実現に向けた課題

創生インターンシップの動機づけに関する提言内容を、

先行研究を基に紐解き、実現に向けた課題を特定する。

（１）地域資源としてのホスピタリティの醸成要件

現代社会における高度なホスピタリティについて、岸

田［ 年］は、“それは上下関係の中で与えられるもの

ではなく、より積極的に各主体がある共通の目標に向けて

叡智を絞りあい、感動の瞬間を相互に共鳴・共有するとき

に創出されるものである”と述べている 。

（２）限界集落でのソーシャル・ビジネスの創出要件

田坂 年 は、地域課題の解決をテーマした産学共

同の取り組み事例の中で、地域が避けてきた最も重い“ほ

んとうの課題”を明示できる可能性が，“コンサルタント

やコーディネーターより，さらに利害関係が薄く，存在

が希薄な大学生”の視点にある としている。さらに、

福沢 年 は、社会の共通課題解決に取り組んでいる

企業の活動の特徴として、“取引関係ではない水平的なネ

ットワークを構成している”ことと、“産学共同で一般的

に「知識移転」ではなく、「知識交換」である  ”こと

を指摘している。 

（３）創生インターンシップによる人材還流の課題

検証と有識者提言をもとに、地方への人材還流の取

組みに関する課題は、「地域資源としてのポスピタリティ

醸成と、限界集落でのソーシャル・ビジネス創出活動を

触発し、地方生活の魅力を、創生インターンシップを活

用し伝えること」である。実現に向けては、①従来の主

客という上下関係を超え、共通の目標に向かい叡智を絞

りあい、感動の瞬間を相互に共鳴・共有すること、②地

域住民があえて見ないふりをして避けてきた「ほんとう

の課題」の発見すること、③組織外を含む水平的な交流

の中での「知識交換」可能な、創生インターンシップを

地域で取組み、受入れ企業を拡大しなければならない。 

【目的】

人口減少と地域経済縮小の克服に向け、まち・ひと・

しごと創生戦略の中間検証での議論をもとに、「これまで

にない地方生活の魅力を見つめ直し、創生インターンシ

ップ受入れ企業の拡大に関する課題」を克服し、地方へ

新しいひとの流れをつくらなければならない。実現に向

けては、「学生に就業体験先として希望されるまちづくり

と、地方企業への就業検討に向けた創生インターシップ

特有の教育内容の解明」が、喫緊の課題であると考える。

よって本稿では、「創生インターンシップによる人材還

流を触発させる、地域資源としてのホスピタリティ醸成

方法と、限界集落でのソーシャル・ビジネスの創出条件」

の導きを目的とする。このことは、創生インターンシッ

プを通じた人材還流を誘発し、地域生活の豊かさを向上

させることで、社会的意義がある。

【研究内容】

本研究では、インターンシップの教育課程で、創生イ

ンターンシップの取組みも鑑みた教育内容を検証し、①

従来の主客という上下関係を超え、共通の目標に向かい

叡智を絞りあい、感動の瞬間を相互に共鳴・共有等、チ

ームで働く力を喚起する方法、②地域住民があえて見な

いふりをして避けてきた「ほんとうの課題」を、考える

力を養う方法、③組織外を含む水平的な交流の中での「知

識交換」を可能にさせる、前に踏み出す力を動機づける

方法を、導くものである。

解明にあたっては、地方出身者が多数在籍する、東京

圏の大学におけるインターンシップカリキュラムを事例

に取上げる。事例に選定した理由は、一つ目に、受講生

は、キャリアデザインを描くために、教育課程を受講し

ていること。二つ目に、 年度の教育制度改革を鑑み、

実践的な経営学の学びを提供していること。三つ目に、

観光ビジネスコースも設定するなど、地方企業の就業も

推奨していることである。このような一般性を有する先

進事例の解明は、教育課程に限定しない教育内容も、詳

細に導けられると考える。

【研究方法】

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教育課程における事例研究を、質的調査

の研究方法を用いて実施する。

先行研究サーベイでは、吉原 年 の、モビリティ

と場所をもとに、学生が地域の文化振興を促進するため

の就業体験に向け、教育課程に求められる条件をまとめ

る。事例研究では、 大学のインターンシップ科目を取上

げ、ケース・スタディ研究法を用いて解明する。解明に

向け、受講生への質問票調査・半構造化インタビュー調

査を実施する。得られたフィールドリサーチデータをも

とに、「地域の文化振興を促し、キャリアデザインの設計

に影響を与える、創生インターンシップの取組み条件」

をまとめる。

【先行研究】

本節では、「地域の文化振興を促進する就業体験の実現

に向け、教育課程に必要な条件」を、導くものである。

研究アプローチの設定 
吉原 年 は、モビリティ（移動性）の概念を元に、

創発態を、“流動性を背景にして、ヒト、モノ、コトの複

合的つながりから生じる、「一方で開放性を、他方で異質

性を兼ね備えた動的な関係の総体」であるとし、さまざ

まな集合的実践の「節合（アーティキュレーション）」か

ら派生する創発サイクルなしには動的メカニズムへの発

展は達成されない。またそこに領域規定的な内発的発展

との違いが生ずる ”と、述べている。

この導きは、地方生活が伴う企業への就業体験を通じ、

地方企業への就業を触発する創生インターンシップの政

策に合致する。よって、「モビリティの視点」を用い、①

さまざまな集合的実践の節合の導き②動的メカニズムへ

の転換より、教育課程に必要とされる内容を導く。

さまざまな集合的実践の節合の導き

依田 年 による首都圏住民のボランティアツーリ

ズム参加の動機についての研究で、参加動機として最も

多かったものは「他人や社会のために役立ちたい」とい

うものであった 。これはまず社会性・公共性が接合の

導きの前提となることを示しており、須藤［ 年］は

ダークツーリズムの研究で、日常決して行かないところ

に行き、決して会わない「他者」と会う契機について、“現

前のリアリティが、「差別」を共感に変えてゆく  ”と

述べている。また、実践に向け池田［ 年］は、観光

行動の研究で、ツーリストの語りが旅へと誘い込む力を

もつことに注目し、その理由を、語りの中に、自らの経

験・行動と、特別な場所としてのこだわりが構築されて

いる  、と述べている。 
よって、教育課程に必要な条件は、「社会性・公共性の

喚起」「衝撃を与える描写」「経験・行動の言語化」と、

考えられる。

動的メカニズムへの転換

 小西 年 は、伝統的祭礼の事例で、事例日常の人

間関係と異なる形で行う指揮系統や、異なる作業方法を

もった集団同士の共同作業ともなう運営を取り上げ、“新

規住民を含む地域住民の中に新しい関係性と、現代的な

目的縁的要素を持ち込んだ  ”と述べている。また中島、

井口［ 年］は、地域活性化をテーマにした 型の

学習事例で、参加学生と地域住民ゲストとホストが互い

に役割を交代しながらパフォーマンスを演じたり鑑賞し

たりことすることが、思いを形にする連帯感を醸成する

としている。 
よって、教育課程に必要な条件は、「ホストとゲストの

役割交代」「異なる作業を持つ集団との共同作業方法」「日

常の人間関係と指揮系統の応対」と、考えられる。

創生インターンシップに求められる教育条件
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研究より得られた教育課程に必要とされる内容と、人

材還流に向け、地域が求める人材に関して整理したもの

を、表 に示す。この整理によって、教育課程に必要な

条件として、互いに整合する 項目が導かれた。

表１：創生インターンシップの教育課程に必要な教育内容

（出典： 年 検証及び、先行研究結果をもとに筆者作成）

【事例研究】

本節は、「地方生活を伴う企業への就業体験を動機づけ

る講義内容」を、導くものである。

調査内容

インターンシップ受講生 名に対し、 年 月から

回の講義毎に、教育内容に関する質問票調査を実施し

た。質問調査内容は、 段階の選択式による、キャリア教

育の成熟度合に関するものと、講義毎の理解度や、キャ

リアデザインへの影響度に関して、それぞれ の設問と、

得られた知見の活用方法を自由記述式で実施した。

調査結果

（１）受講生の分布

受講生は、キャリアデザインや就業体験企業を、受講

前に設定していなかった。そのうえで、就業体験希望企

業を、地方生活を伴う企業（観光・福祉・留学生教育）

と、伴わない企業に区分けし、就業体験先の選定理由を、

社会人生活で優先される価値観と、価値観に対する評価

内容に層別した結果を、表 に示す。

地方生活を伴う企業へ就業体験を希望した学生は、生

き甲斐と、生き甲斐を育むプロセスを優先する学生（希

望者の 人中のうち 人）であった。希望理由を、エント

リーシートをベースに解析すると、社会貢献やワークバ

ランス等の社会性と、人材交流やチームワーク等の関わ

りを通じたプロセス評価を重要視する特徴を有していた。

 
表２：就業体験希望企業と、学生の価値観・評価軸マトリクス

（出典：質問票調査結果をもとに筆者作成）

（２）講義の充足度と、就業体験先選定への影響

講義への充足度と、地方生活を伴う企業選定に影響を

与えたと講義内容を示した表を、表 に示す。

講義の充足度（キャリアデザインに役立ったと回答し

た学生の比率）は、全体で ％に達していた。これに

より、就業体験をおこなう企業の選択は、キャリアデザ

インを鑑みた、創発を求めた場であると考えられる。そ

のうえで、地方生活を伴う企業を選択に影響を与えた講

義内容を特定するために、地方生活を伴う企業を希望し

た学生と、現在と変わらない都市生活企業を希望した学

生とで、講義からの態度変容をクロス集計し、連関係数

（φ係数）を導いた。その結果、「生き甲斐を考える（φ

）」「就業体験目標を考える（φ ）」「倫理

感を考える（φ ）」は、連関係数が高く（φ

以上）、有意差（ ）が、確認できた。

よって、①生き甲斐を考える例示、②自己分析に基づ

く就業体験目標の設定、③倫理観を確認するインタラク

ティブに関する講義（約４時間）が必要であると導けた。 

表 ：講義充足度と、地方生活を伴う企業を希望した講義内容

（出典：質問票調査結果をもとに筆者作成）

（３）就業体験先選定に影響を与えた要因

就業体験に影響を与えた講義内容と、先行研究で得ら

れた教育に必要な内容を、突合した結果を、表 に示す。

地方生活 都市生活 地方生活 都市生活

プロセス

結果

働き甲斐を感じる 生き甲斐を感じる

社会人生活生活で優先される価値観

自己承認
要件

充足度

（ ） 連関係数φ ｐ

キャリアデザイン検討に向けた前提条件の提示
日本のおかれた社会環境と、社会人生活への影響－

生き甲斐を考える
枠組みの提示と、生き甲斐の例示－

自身の価値観を考える
思考癖や行動癖分析の例示と、自己分析

働き甲斐を考える
会社との関係を示し、キャリアデザインの到達地設定

企業文化を考える
自身の価値観にあう、企業条件の検討－

サービス業を考える
サービス業の例示及び、適合する人材像の検討－

流通業を考える
流通業の例示と、適合する人材像の検討

製造業・小売業を考える
製造業・小売業の例示と、適合する人材像の検討－

就業体験目標を考える
自己分析を実施し、修得目標の設定－

実施計画を考える
修得目標達成に向けた要件整理－

倫理感を考える
社会に求められる人材要件の例示と、倫理観の確認－

企業を考える
企業に求められる人材要件の例示と、マナーの確認－

キャリアデザインを考える
就業体験の目的や実施事項を整理し、修得目標の確認－

　ｐ＜

　ｐ＜

回

地方生活を伴う
企業への影響講義テーマ及び概要

講義全体を通じて

さまざまな集合的実践による
節合の導き

動的メカニズムへの
転換

【チームで働く力】
感動の瞬間を、

相互に共鳴・共有する

衝撃を与える
描写

「ホスト」「ゲスト」の
役割交代

【考える力】
「ほんとうの課題」を、

発見する

社会性・公共性の
喚起

異なる作業持つ集団との
共同作業方法

【前に踏み出す力】
交流で「知識交換」を、

可能にする

経験・行動の
言語化

日常の人間関係と異なる
指揮系統応対

【目的】
これまでにない、地域の魅力づくり
（＝創生インターンシップの強化）

創生インターンシップの教育課程に必要な条件

人
材

地
域
に
求
め
ら
れ
る
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研究より得られた教育課程に必要とされる内容と、人

材還流に向け、地域が求める人材に関して整理したもの

を、表 に示す。この整理によって、教育課程に必要な

条件として、互いに整合する 項目が導かれた。

表１：創生インターンシップの教育課程に必要な教育内容

（出典： 年 検証及び、先行研究結果をもとに筆者作成）

【事例研究】

本節は、「地方生活を伴う企業への就業体験を動機づけ

る講義内容」を、導くものである。

調査内容

インターンシップ受講生 名に対し、 年 月から

回の講義毎に、教育内容に関する質問票調査を実施し

た。質問調査内容は、 段階の選択式による、キャリア教

育の成熟度合に関するものと、講義毎の理解度や、キャ

リアデザインへの影響度に関して、それぞれ の設問と、

得られた知見の活用方法を自由記述式で実施した。

調査結果

（１）受講生の分布

受講生は、キャリアデザインや就業体験企業を、受講

前に設定していなかった。そのうえで、就業体験希望企

業を、地方生活を伴う企業（観光・福祉・留学生教育）

と、伴わない企業に区分けし、就業体験先の選定理由を、

社会人生活で優先される価値観と、価値観に対する評価

内容に層別した結果を、表 に示す。

地方生活を伴う企業へ就業体験を希望した学生は、生

き甲斐と、生き甲斐を育むプロセスを優先する学生（希

望者の 人中のうち 人）であった。希望理由を、エント

リーシートをベースに解析すると、社会貢献やワークバ

ランス等の社会性と、人材交流やチームワーク等の関わ

りを通じたプロセス評価を重要視する特徴を有していた。

 
表２：就業体験希望企業と、学生の価値観・評価軸マトリクス

（出典：質問票調査結果をもとに筆者作成）

（２）講義の充足度と、就業体験先選定への影響

講義への充足度と、地方生活を伴う企業選定に影響を

与えたと講義内容を示した表を、表 に示す。

講義の充足度（キャリアデザインに役立ったと回答し

た学生の比率）は、全体で ％に達していた。これに

より、就業体験をおこなう企業の選択は、キャリアデザ

インを鑑みた、創発を求めた場であると考えられる。そ

のうえで、地方生活を伴う企業を選択に影響を与えた講

義内容を特定するために、地方生活を伴う企業を希望し

た学生と、現在と変わらない都市生活企業を希望した学

生とで、講義からの態度変容をクロス集計し、連関係数

（φ係数）を導いた。その結果、「生き甲斐を考える（φ

）」「就業体験目標を考える（φ ）」「倫理

感を考える（φ ）」は、連関係数が高く（φ

以上）、有意差（ ）が、確認できた。

よって、①生き甲斐を考える例示、②自己分析に基づ

く就業体験目標の設定、③倫理観を確認するインタラク

ティブに関する講義（約４時間）が必要であると導けた。 

表 ：講義充足度と、地方生活を伴う企業を希望した講義内容

（出典：質問票調査結果をもとに筆者作成）

（３）就業体験先選定に影響を与えた要因

就業体験に影響を与えた講義内容と、先行研究で得ら

れた教育に必要な内容を、突合した結果を、表 に示す。

地方生活 都市生活 地方生活 都市生活

プロセス

結果

働き甲斐を感じる 生き甲斐を感じる

社会人生活生活で優先される価値観

自己承認
要件

充足度

（ ） 連関係数φ ｐ

キャリアデザイン検討に向けた前提条件の提示
日本のおかれた社会環境と、社会人生活への影響－

生き甲斐を考える
枠組みの提示と、生き甲斐の例示－

自身の価値観を考える
思考癖や行動癖分析の例示と、自己分析

働き甲斐を考える
会社との関係を示し、キャリアデザインの到達地設定

企業文化を考える
自身の価値観にあう、企業条件の検討－

サービス業を考える
サービス業の例示及び、適合する人材像の検討－

流通業を考える
流通業の例示と、適合する人材像の検討

製造業・小売業を考える
製造業・小売業の例示と、適合する人材像の検討－

就業体験目標を考える
自己分析を実施し、修得目標の設定－

実施計画を考える
修得目標達成に向けた要件整理－

倫理感を考える
社会に求められる人材要件の例示と、倫理観の確認－

企業を考える
企業に求められる人材要件の例示と、マナーの確認－

キャリアデザインを考える
就業体験の目的や実施事項を整理し、修得目標の確認－

　ｐ＜

　ｐ＜

回

地方生活を伴う
企業への影響講義テーマ及び概要

講義全体を通じて

さまざまな集合的実践による
節合の導き

動的メカニズムへの
転換

【チームで働く力】
感動の瞬間を、

相互に共鳴・共有する

衝撃を与える
描写

「ホスト」「ゲスト」の
役割交代

【考える力】
「ほんとうの課題」を、

発見する

社会性・公共性の
喚起

異なる作業持つ集団との
共同作業方法

【前に踏み出す力】
交流で「知識交換」を、

可能にする

経験・行動の
言語化

日常の人間関係と異なる
指揮系統応対

【目的】
これまでにない、地域の魅力づくり
（＝創生インターンシップの強化）

創生インターンシップの教育課程に必要な条件

人
材

地
域
に
求
め
ら
れ
る

地方生活を伴う企業を希望した学生（ ）が、「意識

や行動を変えるきっかけになった」と答えた比率を影響

度とし、講義条件と突合した結果、各企業共通に影響度

の高い（ ）数値を示した講義内容は、「衝撃を与える

描写」（限界集落の状況・看取りの瞬間や認知症の実態・

日本への留学を決意した留学生の、母国における日常生

活の描写）であった。また、就業体験先の選定理由に関

するインタビュー結果の 法による分析では、「衝撃を

与える描写」は「利他動機」であり、それぞれの企業特

性や、体験メニューの提示を通じ、「利己動機」が、触発

されていたことが確認できた 。

よって、①企業特性ごとの「利他動機の設定」に向け

た事前調査、②「利他動機」を誘発する、衝撃を与える

ようなリアルな描写、③「利他動機」を解決する、接合

及び動的転換を促す体験メニューの提示という、プロセ

スが必要であると導けた。また、「利他動機の設定」の

うえ、講義に有する時間は、約 時間であった。

表 ：地方生活を伴う企業への就業体験を希望した要因

（出典：質問票調査、インタビュー調査結果をもとに筆者作成）

【考察】

地域のケーパビリティーを理解し、「地方企業の経営力

を支える、人材還流を図る」ためには、何をすれば良い

のだろうか。 
この問いに対し、事例研究では「キャリアデザインを

設計する就業体験を、サービスラーニングとして受止め、

リアルな描写と、解決に向け自己承認欲求が満たされる

体験メニューの提示により、「創生インターンシップ実施

学生の獲得」が、可能であると導けられた。実現に向け

た教育方法は、一つ目に、潜在意識を触発させる地域生

活者によるリアルな描写、二つ目に、キャリアデザイン

の設計に影響を及ぼす要因に関する の実施、三つ目

に、学生同士の理解や交流を促す、実施計画に関するイ

ンタラクティブであった。

【今後の展開】

本稿では、「創生インターンシップで、人材還流を触発

可能な動機づけ内容」の導きに到達させた。よって今後

は、「就業体験内容や、事後教育に関する研究」に進み、

「学生に就業体験先として希望されるまちづくりと、実

現に向けた教育課程の提示」を、解明したいと考える。

【註】

）「わくわく地方生活実現会議」報告書 わく

わく地方生活実現会議

）利他動機は、他者の役に立ちたいという動機を示し、

利己動機は、自分の役に立てたいという動機を示す。
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 地域づくりと大学の役割 

長尾敦史（香川大学地域連携・生涯学習センター）原直行（香川大学経済学部） 

Keyword： 地域づくり、アクションリサーチ、主体づくり 

 

【問題・目的・背景】 
香川大学では、2013年度より文科省「地（知）の拠点整

備事業（COC事業）」の採択を受けて香川県内の自治体と連

携し、地域の課題解決を図る取り組みを行ってきた。その

中の一つのプロジェクトとして香川県A市では、概ね旧小

学校単位で地域コミュニティ協議会を市内各地に立ち上げ、

地域の課題解決やまちづくり活動を展開しており、香川大

学も地域コミュニティ協議会の活動を支援する形で、教育

研究活動を行ってきた。地域づくりにおいて、高齢男性層

だけでなく女性や若者、地域外からの支援も含めた総世代

参加である「参加の場づくり」（小田切[2009]）の重要性は、

明らかになっている。一方で、住民の参加マインドの醸成

のプロセスについての研究は十分になされていない。例え

ば地域コミュニティ協議会に関わる自治会長の任期には制

約があり、必ずしも高い意欲をもって活動をしているわけ

ではない。また他の地域の成功事例をそのまま当てはめれ

ばうまくいくかといえば、必ずしもそうでない。それらが

地域づくりや住民の活動の継続性の難しさの要因にもなっ

ている。 

本研究では、住民の地域活動に対する興味・関心レベル

から参加・行動レベルに移るプロセスについて分析する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 本研究では、香川大学がアクションリサーチの手法を

用いて、香川県 A 市の地域コミュニティ協議会と協働し

ながら課題解決に取り組んだ過程を提示する。対象期間

は2013年6月から2018年3月である。特にCOC事業採

択当初から活動しているB地区を事例として分析を行う。 

A市は、人口3万人程度の中山間地を含む瀬戸内海に面

した市である。A市では、2013年12月に策定した新・基

本構想の中で、「愛される、安全・安心で暮らしやすい地

域をともに創る」の基本目標を定め、重点施策の一つと

して地域コミュニティ協議会を中心として、地域の課題

を地域で解決するための協働によるまちづくりを推進し

ている。また、地域コミュニティを中心とした地域愛着

心の醸成にも取り組んでいる。 

B地区は農村で、人口2,127人、高齢化率43.6％（2015

年国勢調査）である。地域コミュニティ協議会は2013年

４月に地区内にある８つの自治会を中心に設立された。

設立当初より A 市から指定管理のもとで、コミュニティ

センター（小学校跡地）の運営と管理を行っている。 

アクションリサーチを用いた理由として、コミュニテ

ィ協議会の活動がスタートアップ期で、地域の状況を把

握し、どう変化できるかが中心的課題であり、フィール

ドに対して状況やタイミングを考えてアクションを起こ

し、その変化をみること、変化を評価分析し、次のアク

ションにつなげる必要があったこと、が挙げられる。 

 

【研究・調査･分析結果】 

アクションリサーチの具体的な手法については、以下の

①から④の項目について、PDCA サイクルをサイクル（図

表１）に分けて提示する。 

①組織づくり「暮らしの仕組みづくり」（参加の場づくり） 

  第1サイクル…組織づくり 

  第2サイクル…事業を担う組織体制への変化 

②地元学による地域資源の発掘 

  第1サイクル…地域を知る 

  第2サイクル…地域資源の磨き上げ 

③主体づくり「暮らしのモノサシづくり」 

  第1サイクル…コンセプトづくり、マップづくり 

 第 2 サイクル…マップをつかったイベント、ツアー

開発 

④コミュニティビジネス「カネとその循環づくり」 

  第1サイクル…イベントによる短期的な収益 

  第2サイクル…カフェ運営、農産物の栽培などによ

る長期的な収益 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （図表１ アクションリサーチサイクル） 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
①組織づくり（第1段階）
②地元学(第1段階）
③主体づくり（第1段階）
④コミュニティビジネス（第1段階）
①組織づくり（第2段階）
②地元学(第2段階）
③主体づくり（第2段階）
④コミュニティビジネス（第2段階）  

（図表２ リサーチサイクルの全体のプロセス） 

 

（１）アクションリサーチの実施過程 第1段階 

①暮らしの仕組みづくり（参加の場づくり）：「組織づく

り」 

B 地区のコミュニティ協議会設立のきっかけとなった

のは、小学校廃校後の跡地にコミュニティセンターが誕

生し、施設の運営と管理をA市より任されたことである。 

スタート時の組織体制は、各自治会の会長・理事から構

成された。そのため、大多数の参加者が高齢者の男性で

あり、集落の寄り合い的要素が強い組織であった。この

ような組織形態となったのは、当初は 

・自治会館の運営の延長上にコミュニティセンターの運

営を考えていた。 

・地域活性化に興味はあるが、どのように関わってよい

かわからない。 

などが挙げられる。 

 香川大学が最初にB地区に入ったのが、設立後、2か月

たった2013年6月である。コミュニティ協議会にとって

地域づくりは初めての取り組みであり、また香川大学に

とってもコミュニティ協議会の組織づくりは初めての経

験であったため、住民と対話によるワークショップを行

うことからスタートした。 

 

（図表３ 設立当初の組織図） 

 

②地元学による地域資源の発掘：「地域を知る」 

 地元学とは地域の持っている力や人の力を引き出し、

あるものを組み合わせて、地域づくりに役立てていくこ

とである（吉本［2008］）。地元学を取り入れた目的は、

地域のあらゆるものを住民と香川大学の学生がともに探

して、調べていく作業を通して、地域づくりについて考

えていくきっかけになればという考えからである。これ

らは住民が地域の隠れた資源について評価することや、

地域の歴史を再確認できるといった効果が期待できる。

また、地域資源に関する情報をもっている世代が高齢化

していく中で、それらを整理することは資源を後世に残

す作業としての効果が期待できる。これらの活動を行う

ことで③の暮らしのモノサシづくりにつなげていくこと

が期待できる。香川大学では、2013 年の当初から定期的

に、まちあるき調査やワークショップを重ねた。 

 

③暮らしのモノサシづくり：「コンセプトづくり、マップ

作り」 

 2013年6月の第1回目の香川大学の学生と住民とのワ

ークショップの中で、出てきた問題意識は、小学校廃校

に伴い、B地区の名称がなくなることである。地域の「コ

ンセプトづくり」では、地区の名称を入れたコンセプト

を作成した。 

2013年12月からは、地域の魅力を「見える」化させる

ことを目的に、マップ作りを行った。作成の過程で住民

と香川大学学生が複数回にわたる地域調査、地域の問題

点や魅力についての共有化を行った。暮らしのモノサシ

づくりのために都市農村交流が重要な手段（小田切

［2014］）であるが、香川大学の学生が都市住民の役割を

果たすことになる。住民が香川大学の学生と活動するこ

とにより地域の価値を見つめ直す効果があったといえる。 

マップ作製後、想定外の効果が表れた。大学や行政側

が提案せずに住民自らが行った活動をみることができた。

具体例が住民による自作の案内板作成（図表４）や MAP

を駅に設置するためのパンフレットラック作成である。 

 
（図表４ 地域の人が作成した看板） 

 

筆者らはこれからの地域づくりにおいて、「自分たちは

こんなことがしたい」など色々なプランが主体的に出て

くるような主体形成が重要であると考えている。これま
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での行政スキームは、行政側が先にアイデアを作り、そ

れを地域に育ててもらう仕組みが多い。しかし、それで

は住民が主体になりにくいケースが多く、地域の主体性

が育ちにくい。香川大学では、住民にアイデアを出して

もらい、地域コミュニティ組織が主体となって地域の課

題を解決する仕組み作りができる土壌づくりを積極的に

行ってきた。 その成果が出た一つの事例である。 

 

④カネとその循環づくり：「短期的な収益」 

 各自治会の会長が集まった当初の協議会はボランティ

ア要素が強く、活動資金を稼ぐという意識が乏しかった。

また B 地区の資源が価値のあるものかの判断がわからな

い状況であった。そこで、地域の魅力が味わえて地域の

よいところが情報発信できるイベントとして、お祭りを

開催することにした。イベントでは、各自治会が飲食や

雑貨を出店し貴重な収入源ともなっている。第 1 回は、

香川大学は、地元の特産品をつかったスィーツを開発し

販売を行った。開発した経緯は、若者目線で地域産品の

商品開発を行うことで、地元の人に新しいアイデアを提

供し、「小さな経済」（小田切［2014］）を作り出すきっか

けづくりになることを期待した。現在では、毎年 9 月に

開催され、地域内外から 1,000 人の来場者がある交流イ

ベントであり、各自治会が商品開発の成果を試すモニタ

ーの場ともなっている。 

 

（２）アクションリサーチの実施過程 第２段階 

①暮らしの仕組みづくり（参加の場づくり）：「事業を担

う組織体制への変化」 

 コミュニティ協議会設立当初は、集落の寄り合い的な

機能が強かった組織も第２段階に入ると、事業ごとに部

会が生まれた。協議会を中心としてプロジェクト体制が

生まれることになった。（図表４参照） 

 

（図表４ 第2段階の組織図） 

 

特に2017 年 4 月からは、「リーダー」に変化が見られ

た。これまでは O 氏という突出したリーダーが協議会を

牽引してきたが、各事業にリーダー的人材が現れ、「リー

ダー群モデル」（小田切［2014］）への変化が見られた。

各事業のリーダーが担当自治会と協力して各自主事業の

整備・運営を行うことで、地域全体を巻き込み、協議会

活動を自分ごとにすることが可能となった。 

 

②地元学による地域資源の発掘：「地域を磨く」 

 地元学による地域資源の発掘も第 2 段階に入ると地域

資源の活かし方を検討する段階に入る。香川大学が取り

組んだ事例としては、CM づくりがある。CM づくりとは、

地域のいいところを短い動画で紹介する。CMづくりは、

伝える力を身に着けることを目的に、製作の過程で地域

資源の再発見や、必要な構図を考える中で地域を新しい

視点で見ることも可能である。また、作成したCMは情報

発信のツールになる。このようにただ眺めていた風景を

新しい資源として磨く段階が第2段階である。 

 

③暮らしのモノサシづくり：「マップを使ったツアー開

発」 

 マップを作製した後、マップの利活用方法の提案を目

的として、香川大学の学生が企画してマップを使ったツ

アー開発づくりを行った。ツアー開発に当たっては、学

生は何度も地域に足を運び、ツアー化のための資源調査

を行った。まちあるきツアーは、毎年開催しているが、

ツアー開発に当たって毎年、新しいテーマで臨んでいる。

学生にとってはテーマをもつことで地域の方に対するイ

ンタビュー調査から新しい情報が得られるとともに、地

域の方にとっても新しい気づきを得る場となっている。 

 

（図表５ まちあるきツアーの様子） 

 

第 2 段階では、②地元学による地域資源の発掘と③暮

らしのモノサシづくりの活動が行き来するようになる。 

 

④カネとその循環づくり：「長期的な収益」 
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第2段階に入るとB地区では補助金に頼らない協議会

運営を目標に掲げ、コミュニティビジネスにより協議会

運営の資金づくりを行っている。また協議会の活動もコ

ミュニティビジネスの活動が中心となる。2015 年度より

薬草ミシマサイコの栽培を開始し、翌2016年度は薬草栽

培に加えて産直市の営業も開始した。 

 薬草栽培では、学生は草抜きを中心に住民と活動を行

い、収穫や出荷するための種の選別などの作業にも携わ

った。薬草の収益の一部を次年度の活動資金に回してい

る。2018年には栽培面積も1,000㎡から3,000㎡に広が

っている。 

2017 年度からは、古民家を利用したコミュニティカフ

ェ、宿泊施設であるコンテナハウスの利用が始まった。

地域外から人が来ることができる施設を整備し、地域に

お金が落ちる仕組みを作ることが目的である。これらの

施設整備は国の地方創生加速化交付金を活用した。施設

の建設、改修に当たっては、活動が人を呼び地元の建築

士が手を上げ設計を行った。その設計を基に改築し、住

民や香川大学が内装や外構の整備を行った。 

コミュニティカフェは地域の交流の場として開設した。

特徴は、日替わりで料理が楽しめることである。出店者

は地元の婦人会、香川大学の学生、外国に滞在経験があ

る移住夫婦、などである。提供している料理も、うどん、

カフェ、イタリアン、薬膳料理と多種多様である。日替

わりで出店者が変わる形態にしたのは、コミュニティカ

フェに関わる人の数を増やし、少しでも地域づくりに興

味をもってもらえるような仕組みにした。 

コンテナハウスは、移住体験や地域活動協力者が宿泊

できる施設として開設し、BBQやピザ窯を使ったピザづく

りが楽しめる。 

 

（３）アクションリサーチの結果 

B協議会は、アクションリサーチを通して集落の寄り合

い機能からコミュニティビジネスに取り組む段階に至っ

た。特に協議会が地域づくりに対して事業として収支に

向き合い、実効性を持たせる活動をするようになったこ

とは、一定の主体性が形成されたと考えられる。以下、

それに至るプロセスを順に示す。 

第１段階： 

①組織づくり 

設立期において住民が危機意識を共有する必要がある。

この時点でよそ者（今回は学生）や異世代が入ったほう

が共有しやすい。 

②地元学による地域資源の発掘 

住民が学生と現場で計画づくりを行うことで、住民は

自分たちの問題と認識し、課題に対して強い問題意識が

生まれる。 

③暮らしのモノサシづくり 

ここで②、③の実行を繰り返す。地元学でみつけた地

域資源を具体的な成果物に創りだしていくことを繰り返

す作業を通して、小さな成功体験を積む。住民の地域づ

くりに対する理解度が深まり、それを踏まえて住民自ら

主体的に行動をするようになる。②、③の結果、地域の

風景が変化し始める。 

④カネとその循環づくり 

地域で儲けた資金は手元に残すのではなく、地域で次

の投資に回す作業を行う。 

①～④を経て地域づくりの三要素＋地元学が第２段階

に移行する。 

第２段階： 

①協議会が守りから攻めの組織に変遷する。 

②、③毎年、進行形で変化している地域課題を住民と学

生が共有し、実行する。 

④地元学で発掘した地域資源を活かす地域資源保全型の

コミュニティビジネスに取り組む。地域にあるものを使

うことで、地元での協力者が増え活動が広がる。 

 

【考察・今後の展開】 

 本研究の成果として、アクションリサーチサイクルを

進める過程の中で、住民からアイデアが出て主体的に地

域の課題解決を図る取り組みが生まれることがわかった。 

今後の課題として、リーダーの世代交代なども見越し

たアクションリサーチの継続が必要であることと、本研

究が他地区で援用できるかの検証が必要である。A市の他

地区も含めた継続中のプロジェクトで検証を行いたい。 
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自治体トークン、地域通貨、ICOによる地域活性化についての検討

保田 隆明（神戸大学）

： 自治体トークン、地域通貨、 、クラウドファンディング 、地域活性化

【背景】 
地域経済活性化のためには域内での資金循環を向上さ

せることが有効であるが、それを目的として特定の地域

内のみで使用可能な地域通貨を発行してそれを実現しよ

うという試みがこれまでも行われてきた。わが国だけで

も を超える地域通貨が発行されたという報告もある。

ただし、過去に発行された地域通貨の多くは、定着する

ことなく消滅していった。その大きな理由は二つであり、

一つは地域通貨の発行および維持コスト、もう一つは流

動性（利便性）の欠如である。しかし、インターネット

とスマーフトフォンが整備された昨今では、それら二つ

の課題は比較的容易に克服することができるようになり

つつある。

他方ではブロックチェーン技術を用いた仮想通貨の登

場により、企業や行政が自由に独自の通貨（トークン）

を発行し、資金調達を行う事例（ ：

）も登場している。 は、仮想通貨との紐付け

があるため、他のトークンとの取引が可能（ ）

である。その点は、従来の地域通貨とは大きく異なるが、

特定のサービスや地域のみで使用可能な通貨（トークン）

という意味では従来の地域通貨の発展版とも言える。

そこで、この古くて新しい地域通貨の可能性を、主に

地域活性化の観点から検討しようとするのが本論文の目

的である。地域通貨は、その呼び名が自治体トークンと

呼ばれることもあるし、 の一部として議論されること

もあるが、本稿では地域通貨という呼び名で議論してい

く。

【地域通貨の類型と主要プレーヤー】 
通常、通貨ではその経済機能に焦点が当たることが多

いが、かつての地域通貨はむしろコミュニケーション機

能を期待して発行されることが多かった。何らかのプロ

ジェクトやボランティア活動に参加して得られる地域通

貨がその代表例である。ボランティア活動に、対価とし

て現金を付与してしまうと、活動に「値段」がついてし

まう。そうすると、ボランティア活動が売買可能な「商

品」となってしまい、ボランティア活動に込める想いは

希薄化してしまう。一方、ボランティア活動をしてもら

う側は、なんらかの形で感謝は表現したい。そういう状

況では地域通貨の利便性が高い。しかし、ボランティア

活動をベースとする地域通貨では、広がりと流動性に欠

け、経済活性化への寄与度も高くない。

一方、最近の地域通貨への期待度の高まりは、むしろ地

域経済活性化を目的としており、ボランティアベースの

ものとは性質が異なる。むしろ、クラウドファンディン

グ や との類似で考えていくべきである。本研究では、

こちらのアプローチを主とする。

【地域通貨発行と保有のインセンティブ設計】 
地域通貨を成立させるには発行側と保有側それぞれに

インセンティブとメリットが必要である。過去の主流で

あったボランティア活動を主体とするものでは、発行側

も保有側もボランティア精神をその拠り所としていたた

め、経済的なインセンティブは二の次でよかった。しか

し、地域経済にビルトインし、かつ、サステイナブルな

形で運営して行くには経済的な自立が必要である。それ

は、地域通貨の発行と維持かかるコストをどこの負担に

するかという問題である。考えうる負担先は、発行元、

利用者、そして通貨が利用される場所（店舗）の つで

ある。この つでのコストとメリットを整理しておく。

まず、比較的経済合理性のわかりやすい店舗側から見

て行く。店舗にしてみると、地域通貨対応をすることに

よって売上高が向上することがもっとも見えやすいメリ

ットかつ協力のインセンティブとなる。対応にあたって

必要なコストとの見合いで対応の可否を決定することと

なる。この点については、地方におけるクレジットカー

ドや電子マネーの対応状況が一つのヒントになる。経済

産業省（ ）によると、日本では特に地方においてキ

ャッシュレス対応（クレジットカードや電子マネー対応）

が未整備であることが指摘されている。その大きな要因

は、店舗側がコスト負担を嫌がって導入しないことにあ

る。具体的には、カードの読み取り端末の導入費用と月

次のランニングコスト（買い物金額に対しての一定量率

の手数料）である。一方、潜在的なメリットは、売上の

増加にあるが、これは、キャッシュレス対応をすること

での新規顧客獲得と、既存顧客のリピート率上昇と客単
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【背景】 
地域経済活性化のためには域内での資金循環を向上さ

せることが有効であるが、それを目的として特定の地域

内のみで使用可能な地域通貨を発行してそれを実現しよ

うという試みがこれまでも行われてきた。わが国だけで

も を超える地域通貨が発行されたという報告もある。

ただし、過去に発行された地域通貨の多くは、定着する

ことなく消滅していった。その大きな理由は二つであり、

一つは地域通貨の発行および維持コスト、もう一つは流

動性（利便性）の欠如である。しかし、インターネット

とスマーフトフォンが整備された昨今では、それら二つ

の課題は比較的容易に克服することができるようになり

つつある。

他方ではブロックチェーン技術を用いた仮想通貨の登

場により、企業や行政が自由に独自の通貨（トークン）

を発行し、資金調達を行う事例（ ：

）も登場している。 は、仮想通貨との紐付け

があるため、他のトークンとの取引が可能（ ）

である。その点は、従来の地域通貨とは大きく異なるが、

特定のサービスや地域のみで使用可能な通貨（トークン）

という意味では従来の地域通貨の発展版とも言える。

そこで、この古くて新しい地域通貨の可能性を、主に

地域活性化の観点から検討しようとするのが本論文の目

的である。地域通貨は、その呼び名が自治体トークンと

呼ばれることもあるし、 の一部として議論されること

もあるが、本稿では地域通貨という呼び名で議論してい

く。

【地域通貨の類型と主要プレーヤー】 
通常、通貨ではその経済機能に焦点が当たることが多

いが、かつての地域通貨はむしろコミュニケーション機

能を期待して発行されることが多かった。何らかのプロ

ジェクトやボランティア活動に参加して得られる地域通

貨がその代表例である。ボランティア活動に、対価とし

て現金を付与してしまうと、活動に「値段」がついてし

まう。そうすると、ボランティア活動が売買可能な「商

品」となってしまい、ボランティア活動に込める想いは

希薄化してしまう。一方、ボランティア活動をしてもら

う側は、なんらかの形で感謝は表現したい。そういう状

況では地域通貨の利便性が高い。しかし、ボランティア

活動をベースとする地域通貨では、広がりと流動性に欠

け、経済活性化への寄与度も高くない。

一方、最近の地域通貨への期待度の高まりは、むしろ地

域経済活性化を目的としており、ボランティアベースの

ものとは性質が異なる。むしろ、クラウドファンディン

グ や との類似で考えていくべきである。本研究では、

こちらのアプローチを主とする。

【地域通貨発行と保有のインセンティブ設計】 
地域通貨を成立させるには発行側と保有側それぞれに

インセンティブとメリットが必要である。過去の主流で

あったボランティア活動を主体とするものでは、発行側

も保有側もボランティア精神をその拠り所としていたた

め、経済的なインセンティブは二の次でよかった。しか

し、地域経済にビルトインし、かつ、サステイナブルな

形で運営して行くには経済的な自立が必要である。それ

は、地域通貨の発行と維持かかるコストをどこの負担に

するかという問題である。考えうる負担先は、発行元、

利用者、そして通貨が利用される場所（店舗）の つで

ある。この つでのコストとメリットを整理しておく。

まず、比較的経済合理性のわかりやすい店舗側から見

て行く。店舗にしてみると、地域通貨対応をすることに

よって売上高が向上することがもっとも見えやすいメリ

ットかつ協力のインセンティブとなる。対応にあたって

必要なコストとの見合いで対応の可否を決定することと

なる。この点については、地方におけるクレジットカー

ドや電子マネーの対応状況が一つのヒントになる。経済

産業省（ ）によると、日本では特に地方においてキ

ャッシュレス対応（クレジットカードや電子マネー対応）

が未整備であることが指摘されている。その大きな要因

は、店舗側がコスト負担を嫌がって導入しないことにあ

る。具体的には、カードの読み取り端末の導入費用と月

次のランニングコスト（買い物金額に対しての一定量率

の手数料）である。一方、潜在的なメリットは、売上の

増加にあるが、これは、キャッシュレス対応をすること

での新規顧客獲得と、既存顧客のリピート率上昇と客単

価の上昇の つが考えられる。経済産業省（ ）では、

海外旅行客の購買行動の分析から、クレジットカードが

使えないことによる遺失売上を推定しており、クレジッ

トカードを使用可能とすることで、海外旅行者一人当た

り 支出が増えると予測している。また、クレジットカ

ード支払いの場合と現金払いの場合では、前者の方が客

単価が ％高いことも報告されている。比較的高額な消

費が多いクレジットカード支払いと少額支払いがメイン

になろう地域通貨を同列で議論することはできないが、

地域通貨導入によるキャッシュレス化による収益アップ

の可能性はある。

なお、むしろ地方では、店舗側のコスト削減の効果も

無視できない。野村総研（ ）によると、企業規模が

小さいほど、現金関連作業コストの負担割合は大きく、

従業者 人未満の企業では、現金関連の作業人件費が売

上全体の を占めることが報告されており、中小企業

ほどキャッシュレス化による費用削減効果が高いことが

示唆されている。以上まとめると、地域通貨対応による

収益面でのメリットがコストを上回れば、店舗側は地域

通貨導入に動くであろう。

利用者にとってのメリットは、経済的なものとそれ以

外がある。後者はキャッシュレス化による手間の解放や、

地域活動やボランティア活動を通じて得られる他の自治

体ポイントとの共通化による使い勝手の向上などがある

が、保有、使用してもらうための十分なインセンティブ

とはなり得ない。重要なのは前者であり、地域通貨の発

行時に何らかのプレミアムが付与されるなどである。た

だし、これは、その利得を誰かが負担する必要があり、

制度設計上、持続的にすることが容易ではない。たとえ

ば、似た概念としては、 年度補正予算で実施された

「プレミアム付商品券」があり、同じような取り組みを

各自治体独自で行うケースも出ている。中身は、商品券

の購入金額に や ％のプレミアムを乗せることで、

消費者は実質的に 〜 割引で商品券を購入できるという

ものであるが、そのプレミアム分を誰かが負担する必要

があるため、持続できない。したがって、地域通貨の発

行主体や使われる側の店舗が、利用者が享受する経済的

メリットを負担し、それぞれがその負担を上回る利得が

得られるなら、地域通貨は成立しうる。

発行元が自治体の場合、信任を得やすいため普及しや

すいという側面はあるが、収益事業として独り立ちせず

にコストセンターになってしまう可能性がある。一方、

民間企業の場合は、収益化が必要最低条件であり、これ

が実現のハードルとして立ちはだかる。

【事例研究】

地域通貨については、発行体の種類によって 3 つのタ

イプに分けられる。一つは民間企業（地域金融機関など）

主導、一つは自治体主導、そしてもう一つはそれ以外（財

団法人や一般社団法人など）である。また、技術特性で

はブロックチェーン型（仮想通貨連動：ICO）とそうで

ないものの 2つに分けられる。つまり 6つのタイプが存

在する。本稿では、最近国内で事例が増えつつある非ブ

ロックチェーン型の事例研究を行い、その後国内のいく

つかの地域で検討されているブロックチェーン型（ICO）
についての検討を行う。

【飛騨信用組合のさるぼぼコイン】

飛騨信用組合では、非ブロックチェーン型の地域通貨

「さるぼぼコイン」を 年 月に開始した。インタ

ーネット、スマホ環境になってからのわが国での地域通

貨での成功事例第１号と呼べる状況になりつつある。従

来の地域通貨と比べて大きな違いは、地域金融機関が発

行元となっていること、 次流通が可能なことである。さ

るぼぼコインを受け取った店は、自らの支払いにさるぼ

ぼコインを使うことが可能である。理論的には 次流通

の金額が増えれば増えるほどに、地域経済へのプラス効

果は高くなる。

また、さるぼぼコインが用いられる飛騨高山エリアの

年間の観光客数は 万人であり、外国人宿泊客は 万

人である。さるぼぼコインをクレジットカードで外国人

旅行者が購入できるようにすれば、クレジットカードが

利用不可能なお店でも観光客による購買が実店できるの

で、インバウンド観光による地域経済効果をさらに引き

上げる余地も生まれる。

飛騨信用組合にとっては、さるぼぼコインの発行主体

となることで、新たな取引先の獲得や、地域通貨の利用

手数料収入が見込めるが、もともと地域に根ざした金融

機関であるため、新規口座の獲得余地はさほど大きくは

ない。また、手数料率は極めて低い水準に設定している

ため、収益には寄与せず、むしろしばらくは赤字になっ

てしまうとのことである。したがって、経済合理性で考

えると本事業は成立しないが、地域課題の解決エンジン

となるという、社会活動の一環として行なっているとの

ことである。地域の人々に支えられる金融機関が、地域

通貨事業を通じて地域に還元するという、一つの循環型
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モデルが成立しつつある。

なお、さるぼぼコイン成功の理由としては、もともと

土台としては、さるぼぼ倶楽部という組合加盟事業者が

存在していた（ 年 月末時点）。それら加盟店で

利用できる割引券をもともと発行していたため、地域通

貨導入の素地が存在したと言える。それら事業者にさる

ぼぼコインの導入を働きかけたため、一挙に導入が進ん

だことが大きい。地域通貨を発行しても利用店舗数が増

えないことには利用促進にはならない。しかし、地域金

融機関が発行体となれば、そこの問題は比較的容易に解

決しうる。

特徴としては、スマートフォンでの 決済であり、店

舗側は コードを掲示するだけで足りるので、導入コス

トが実質的にゼロである。また、利用者には厳禁から地

域通貨をチャージする際に ％のプレミアムが提供され

るが、これは飛騨信用組合が負担する。

さるぼぼコインの成功要因は、店側のコストが非常に

低いこと、利用者には経済的インセンティブが存在する

こと、そしてその負担は発行主体が負担することで持続

可能なモデルを構築していることである。なお、筆者の

ヒアリングによると、地域通貨による成果としては、地

域内消費データが取得できたこと、消費動向が変化の兆

しを見せていること、新規口座の獲得、広告宣伝効果な

どがあるとのことである。一方の課題は、ユーザー数の

拡大が最大事項である。手数料率が低いため、取引金額

が大きくならないと事業単体としては黒字化しないため

である。そして、 次流通の促進が挙げられる。地域通貨

が地域内で巡り続けることで域内の は向上していく

が、使われた地域通貨がまたすぐに現金に戻ってしまう

と、資金が域内で滞留しない。今後は観光アプリとの連

携によるマストアプリになることや、行政との連携によ

る自治体の各種ポイントとの融合などの取り組みも期待

される。

【木更津市のアクアコイン】

木更津市では、君津信用組合・木更津市・木更津商工

会議所が連携して非ブロックチェーン型の地域通貨「ア

クアコイン」を導入し、 年 月から 月まで実証実

験を行った。そして、 年秋からの本格運用開始を予

定している。アクアコインの特徴は、地域金融機関・行

政・商工会議所の 者が連携していることにある。木更

津信用組合はシステム整備やコイン管理を行い、木更津

市は市民等への情報発信・参加利用促進や行政分野での

利用拡大を図り、木更津商工会議所は事業者等への情報

発信・参加利用促進や事業間取引の普及に取り組んでい

る。

実証実験は、君津信用組合、木更津市、木更津商工会

議所の職員約 人を対象に行われた。 年 月

日時点では参加店舗は である。アクアコインの仕組

みは、システムはさるぼぼコインと同じシステムを用い

ており（株式会社アイリッジが提供）、利用方法も同様で

ある。利用者はアクアコインのスマホ用アプリをダウン

ロード後、君津信用組合にて コードを読み込み、現金

でチャージする。現金を扱う窓口としての役目を信用組

合は負っている。その際、信用組合で口座を開設する必

要はない。そして、利用時は、店舗にある コードをス

マホで読み取る。一方、参加店舗は、自由にアプリ内の

店舗情報を編集し、割引情報を掲載することができる。

アプリ内の地図には、店舗への案内機能もある。そして、

イベント周知のプッシュ配信が可能であり、新たな集客

ツールとして使える。

しかし、課題もある。第一に、チャージや決済に手間

がかかることがある。チャージするには、銀行の窓口に

行きチャージ依頼書に記入しなければならない。これは

さるぼぼコイン同様、今後のクレジットカードによるチ

ャージ機能が待たれる。また、決済時には、利用者本人

がスマホでアプリを開き、そして支払う金額を自ら入力

しなければならない。その点、タッチするだけで決済が

できる カードと比較すると利便性は劣る。また、これ

は今後の本格運用フェーズでの課題となるが、アクアコ

インを地域コミュニティの活性化へどのように活用して

いくかだ。実証段階では、商工活動をメインとして行っ

たので、それを市民活動に結びつけていき、定着させる

ということが重要になる。

【香川県高松市のめぐりんマイル】

香川県では、 年 月に全国で初めてご当地

を活用した「めぐりんマイル」が導入された。目的は、

人口の定住であり、具体的には、人口流出の防止、人の

流れの創出（リピーター確保）、圏域全体での必要な生活

機能の確保の 点を挙げている。その結果、現在県内約

店舗で共通利用されており加盟店数、共通ポイント流

通量は香川県において最多となっており成果を出してい

る。

特徴としては、買い物の他に、スポーツ・健康増進活

動・ボランティア・観光・電気やガスの利用といった様々
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モデルが成立しつつある。

なお、さるぼぼコイン成功の理由としては、もともと

土台としては、さるぼぼ倶楽部という組合加盟事業者が

存在していた（ 年 月末時点）。それら加盟店で

利用できる割引券をもともと発行していたため、地域通

貨導入の素地が存在したと言える。それら事業者にさる

ぼぼコインの導入を働きかけたため、一挙に導入が進ん

だことが大きい。地域通貨を発行しても利用店舗数が増

えないことには利用促進にはならない。しかし、地域金

融機関が発行体となれば、そこの問題は比較的容易に解

決しうる。

特徴としては、スマートフォンでの 決済であり、店

舗側は コードを掲示するだけで足りるので、導入コス

トが実質的にゼロである。また、利用者には厳禁から地

域通貨をチャージする際に ％のプレミアムが提供され

るが、これは飛騨信用組合が負担する。

さるぼぼコインの成功要因は、店側のコストが非常に

低いこと、利用者には経済的インセンティブが存在する

こと、そしてその負担は発行主体が負担することで持続

可能なモデルを構築していることである。なお、筆者の

ヒアリングによると、地域通貨による成果としては、地

域内消費データが取得できたこと、消費動向が変化の兆

しを見せていること、新規口座の獲得、広告宣伝効果な

どがあるとのことである。一方の課題は、ユーザー数の

拡大が最大事項である。手数料率が低いため、取引金額

が大きくならないと事業単体としては黒字化しないため

である。そして、 次流通の促進が挙げられる。地域通貨

が地域内で巡り続けることで域内の は向上していく

が、使われた地域通貨がまたすぐに現金に戻ってしまう

と、資金が域内で滞留しない。今後は観光アプリとの連

携によるマストアプリになることや、行政との連携によ

る自治体の各種ポイントとの融合などの取り組みも期待

される。

【木更津市のアクアコイン】

木更津市では、君津信用組合・木更津市・木更津商工

会議所が連携して非ブロックチェーン型の地域通貨「ア

クアコイン」を導入し、 年 月から 月まで実証実

験を行った。そして、 年秋からの本格運用開始を予

定している。アクアコインの特徴は、地域金融機関・行

政・商工会議所の 者が連携していることにある。木更

津信用組合はシステム整備やコイン管理を行い、木更津

市は市民等への情報発信・参加利用促進や行政分野での

利用拡大を図り、木更津商工会議所は事業者等への情報

発信・参加利用促進や事業間取引の普及に取り組んでい

る。

実証実験は、君津信用組合、木更津市、木更津商工会

議所の職員約 人を対象に行われた。 年 月

日時点では参加店舗は である。アクアコインの仕組

みは、システムはさるぼぼコインと同じシステムを用い

ており（株式会社アイリッジが提供）、利用方法も同様で

ある。利用者はアクアコインのスマホ用アプリをダウン

ロード後、君津信用組合にて コードを読み込み、現金

でチャージする。現金を扱う窓口としての役目を信用組

合は負っている。その際、信用組合で口座を開設する必

要はない。そして、利用時は、店舗にある コードをス

マホで読み取る。一方、参加店舗は、自由にアプリ内の

店舗情報を編集し、割引情報を掲載することができる。

アプリ内の地図には、店舗への案内機能もある。そして、

イベント周知のプッシュ配信が可能であり、新たな集客

ツールとして使える。

しかし、課題もある。第一に、チャージや決済に手間

がかかることがある。チャージするには、銀行の窓口に

行きチャージ依頼書に記入しなければならない。これは

さるぼぼコイン同様、今後のクレジットカードによるチ

ャージ機能が待たれる。また、決済時には、利用者本人

がスマホでアプリを開き、そして支払う金額を自ら入力

しなければならない。その点、タッチするだけで決済が

できる カードと比較すると利便性は劣る。また、これ

は今後の本格運用フェーズでの課題となるが、アクアコ

インを地域コミュニティの活性化へどのように活用して

いくかだ。実証段階では、商工活動をメインとして行っ

たので、それを市民活動に結びつけていき、定着させる

ということが重要になる。

【香川県高松市のめぐりんマイル】

香川県では、 年 月に全国で初めてご当地

を活用した「めぐりんマイル」が導入された。目的は、

人口の定住であり、具体的には、人口流出の防止、人の

流れの創出（リピーター確保）、圏域全体での必要な生活

機能の確保の 点を挙げている。その結果、現在県内約

店舗で共通利用されており加盟店数、共通ポイント流

通量は香川県において最多となっており成果を出してい

る。

特徴としては、買い物の他に、スポーツ・健康増進活

動・ボランティア・観光・電気やガスの利用といった様々

な活動からマイルをためることができることである。買

い物では、 円ごとに１ポイントが貯まり、ポイントは

支払いを受けた店が負担する。地域活動については、ポ

イントの付与数は任意だが、それまで各事業が個別にポ

イントを作っていたものをまとめて つのポイントに統

合し、コミュニティ活性化に寄与している。上で見た他

の地域通貨のように、ポイントを最初に購入することは

できず、まずはポイントを貯める必要がある。使い方は、

１ポイントを 円として使うことができる。したがって、

地域通貨というよりも、 や カードのようなポイン

トカードの地域密着版、それに様々な地域活動からのポ

イントを統合したものという位置付けの方が分かりやす

いかもしれない。

めぐりんマイルの成功の理由としては、大手流通のイ

オンと提携したことが大きい。 のインフラは広く整

備されており、ここにめぐりんマイルも加えることで普

及が進んだ。地域通貨を導入する際の問題として、店舗

に読み取り端末を設置するコストと普及がよく挙げられ

るが、 に相乗りすることでそれらの問題を解消して

いる。実際、めぐりんマイル流通量の約 割が 一体

カードである。また、めぐりんマイルと ポイント共

に利用することができる店では、度の買い物でどちらの

ポイントも貯めることができる。利用者にとって使い勝

手が良く、地域経済活性化にも貢献する。

加盟店のメリットとしては、メディアへの掲載と

の利用が挙げられる。メディアの具体例としては、県内

イオン等で配布しているフリーペーパーに掲載されるこ

と、ホームページでイベントの告知などの最新情報を発

信できること、 ラジオで店が紹介されることである。

また、顧客情報の管理や顧客動向を分析することができ

る も店舗にとっては大きなメリットであると言える。

また、めぐりんマイルでしか購入できないものを用意

することで、めぐりんマイルの価値を向上させているこ

とも地域通貨としての成功事例となる。

めぐりんマイルの事務局は民間企業が担当している。

筆者のヒアリングによると、民間企業が担当することの

メリットはスピード感だが、一方、収益事業として独り

立ちさせる必要があり、相当にスケールするまで待つこ

とができるかどうかが重要とのことであった。

【各事例からの考察】

飛騨や木更津の地域通貨と高松のめぐりんマイルの大

きな違いは、前者が通貨であるため発行機能があり、当

初からある程度の地域通貨を発行することで、流通量を

担保することが可能である。一方、めぐりんマイルの場

合は、利用者はまずはマイルを貯める必要があるため、

導入してから実際に利用されるまでにタイムラグが存在

することである。もっとも、飛騨、木更津ともに金融機

関の預金機能の応用という形式をとっているため、発行

元が自由に通貨を発行できるという訳ではない。

その点、 （ ）仕組みを導入

すれば、発行体は自由に独自通貨を発行することができ

る。これは、企業が発行する形式のものが国内外共に主

流であり、本論文執筆時点では、国内の自治体で を

発行した事例はまだ存在しない。企業による の場合、

企業はコインを発行し、そのコインを購入した人は将来

同社が提供するサービスや商品の対価としてそのコイン

を使うことができるというのが一般的な形式である。こ

れを自治体発行のケースに当てはめると、自治体の提供

する各種役務の費用支払いにコインを使うことができる、

あるいは、域内の商店での購入にも利用可能にするなど、

まさに地域通貨として活用することが可能になる。ただ

し、 でのコインを購入するには、現金では不可能であ

り、ブロックチェーン型の仮想通貨で購入する必要があ

る。ゆえに、 は仮想通貨市場の相場に影響を受ける可

能性が高いこと、また、それによって地域通貨の価値が

乱高下する可能性もあるなど、使い勝手の面では課題が

ありそうである。しかし、自治体が独自に通貨を発行し

て資金調達ができることは自治体には魅力的であり、今

後検討する自治体も出てこよう。実際、新聞報道によれ

ば岡山県の西粟倉村で検討中とのことである。

このように地域通貨の形式はいくつか考えられるが、

最も重要なのは地域に受け入れられること、そしてたく

さんの人たちに利用されることである。そのためのイン

センティブ設計が重要であり、その地域でしか得られな

いプレミアムなモノやコトの発掘が必要である。偽札問

題などが少ないわが国の場合、現金の使い勝手が非常に

高く、現金ではなく地域通貨を使ってもらうにはそれな

りの制度設計が必要となる。

【主要参考文献】

経済産業省（2016）『キャッシュレスで「消費」と「地方」を元気にする』

きんざい 
野村総合研究所（2018）『キャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認

識』 
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自治体と リーグクラブの協定に基づく地域ガバナンスの考察

菅 文彦（大阪成蹊大学）

： ガバナンス、合意形成、連携協定

【背景】 
「ガバメントからガバナンスへ」の標語にもあるように、

地域の諸課題の解決には諸アクター間の合意形成を促進さ

せるガバナンスの構築が重要とされる。ペストフ（ ）

は「福祉トライアングル」の概念図で「アソシエーション」

（ボランタリー・非営利組織）を「国家」「市場」「コミュ

ニティ」からなるトライアングルの中心に据え、合意形成

とガバナンス構築における役割を強調している。他方、ガ

バナンス論では、行政トップダウン型の「道具的アプロー

チ」とボトムアップ型の「相互行為アプローチ」にも大別

し、「アソシエーション」を国家や行政との力関係で相対化

する見方もある（ ， ）。

本研究では、「地域密着」を掲げる リーグクラブ（以下、

クラブ）が近年、地元自治体と連携協定を結ぶ事例が増

えていることに着目し、「道具的／相互行為アプローチ」の

分析視点をふまえつつ、地域ガバナンスにおける「アソシ

エーション」としての クラブや関連組織（後援会等）の

位置づけと今後の展望を考察することを目的とする。

【方法】

調査対象には、2017年に「パートナーシップ協定」を

締結した大阪府吹田市とガンバ大阪とした。同市には「吹

田スタジアム」（2016 年開場）がある。これはガンバ大

阪が寄付金・助成金等により自前で建設後に同市に寄贈

したもので、同クラブが指定管理者となっている。この

一件からも両者の関係性の高さが窺われ、「協定」に基づ

く具体的事業の質と量が分析に足りうると考えられるこ

とから事例に選定した。 
調査方法は関係者への半構造化インタビューとした。

対象は吹田市・文化スポーツ推進室担当者、ガンバ大阪

のホームタウン推進担当者、ガンバ大阪吹田後援会担当

者とし、①「協定」に基づく具体的事業の内容、②期待

する効果、③現状の実施体制と今後の望ましいあり方、

④今後の課題、を主な聞き取り内容とした。

【結果】

同市は「協定」に基づいて「ホームタウン推進事業」

を予算化し、スタジアム周辺での市民交流イベントやパ

ブリックビューイング、コーチ・選手の幼稚園や小中学

校への派遣、市民の観戦招待、後援会への事業補助など

の実施していた。後援会では、スタジアムでのサッカー

体験、子ども向けサッカー行事、応援バスツアーなどを

実施していた。

市が期待する効果は、市民の地域意識（地域への愛着

心など）の醸成、市の認知度向上、交流人口の拡大が挙

げられた。一方、クラブや後援会は、ファン層の拡大と

観戦者の増加への期待が示された。

現状の実施体制は、具体的事業の立案から実施を市が

中心として担い、事業補助も行っていることから「行政

主導」であること、また今後は後援会など市民組織を中

心とした体制に移行することが望ましいとの発話を得た。

今後の課題としては、ガンバ大阪の本拠地は吹田市周

辺の他市町も含むことから、ホームタウン推進事業にお

ける自治体間の「広域連携」の実現が挙げられた。

【考察】

本事例は、市が事業の予算化や実施、事業補助を行っ

ていることから、現段階では「道具的アプローチ」の比

重が大きいといえる。一方で、クラブや後援会による主

体的な事業も存在することから「相互行為アプローチ」

が補完的に位置づけられていると見なせる。

「アプローチ」の移行には、後援会の機能強化が不可

欠と考えられる。後援会に対する事業面の支援に加えて、

自主財源の獲得や専門人材の確保など組織面の機能強化

に対する支援を行うことが、結果的に「アプローチ」移

行を促し、行政主導に依らない新たなガバナンスの形態

が生み出される可能性が示唆される。

【引用・参考文献】

ビクター・ ・ペストフ（ ），福祉社会と市民民主主

義，日本経済評論社

（ ），

，

松橋崇史・金子郁容（ ），自治体のホッケー振興を促

す地域資源の形成，地域活性研究， ，
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位置づけと今後の展望を考察することを目的とする。
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阪が寄付金・助成金等により自前で建設後に同市に寄贈

したもので、同クラブが指定管理者となっている。この

一件からも両者の関係性の高さが窺われ、「協定」に基づ

く具体的事業の質と量が分析に足りうると考えられるこ

とから事例に選定した。 
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④今後の課題、を主な聞き取り内容とした。

【結果】

同市は「協定」に基づいて「ホームタウン推進事業」
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校への派遣、市民の観戦招待、後援会への事業補助など
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体験、子ども向けサッカー行事、応援バスツアーなどを

実施していた。

市が期待する効果は、市民の地域意識（地域への愛着

心など）の醸成、市の認知度向上、交流人口の拡大が挙

げられた。一方、クラブや後援会は、ファン層の拡大と

観戦者の増加への期待が示された。

現状の実施体制は、具体的事業の立案から実施を市が

中心として担い、事業補助も行っていることから「行政
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【考察】

本事例は、市が事業の予算化や実施、事業補助を行っ

ていることから、現段階では「道具的アプローチ」の比
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地域経済データを活用した 選択手法の開発

西森 雅樹

：地方創生、 、グラフィカルモデル

【背景】 
地域の経済発展は、多数の要因が影響すると考えられるが、

多くの分析、計画ではその因果関係は単純化され、比較的

少数の変数間の関係で説明される。参考文献 では施策ご

とに多数の が設定され、地方公共団体に対しても同様

に に基づく を活用した総合戦略の策定・実行が期

待されている。しかし、これらの と最終的な政策目標

の因果関係、分野を横断した複数の と政策目標が相互

に及ぼしあう影響等を、このように単純化された世界観の

下で評価することは困難である。また、現状認識を容易に

するために、モデルの一定の単純化を許容するとしても、

として設定されたこれらの変数が として最適と言

えるのかも、明らかではない。

例えば、参考文献 では、地域における出産可能な若年

女性人口が将来人口を決定するという仮定の下、将来人口

の推計・分析を行い、消滅可能性都市を提示している。し

かし、若年女性人口増加が将来人口にどの経路でどの程度

影響を与えるのか、若年女性人口以外の要因を考慮すべき

か、等を判断するための材料は提示されていない。

上記の現状を踏まえ、本研究では、地方公共団体の政策

立案者等の実務家が、地域経済の分析・予測、戦略の策定・

実行・評価を行う際に、 や政策目標となる地域経済デ

ータ間の構造を把握した上で、 をどのように採用すべ

きか客観的に判断するための手法を紹介する。

【研究内容】

本研究では、グラフィカルモデルを用いてデータ構造の可

視化を行った。その際に、 正則化によって、無視できる

弱い関係を排除し、モデルの簡略化を行った。

（１） グラフィカルモデル

本研究では、地域経済データ間の関係を可視化するため

に、機械学習に活用されるグラフィカルモデルを用いた。

グラフィカルモデルは、確率変数間の構造を、確率変数を

頂点、相互依存関係の存在を辺とするグラフで表現する確

率モデルである。二つの頂点間に辺がない場合、各辺が意

味する確率変数同士は、他の条件が与えられたときに独立

（条件付き独立）を意味する。

グラフィカルモデルを利用することで、複数の確率変数

と相互の依存関係の理解・分析が容易となる。本研究では、

地域経済データ間の相互依存構造を可視化するために利用

した。

しかし、グラフィカルモデルの問題点として、実務上、

無視できる弱い相互依存関係がモデルから排除されず、直

観的理解や実用性を損なうこと、サンプル数に対して観測

データの種類が多い時はモデル推定が困難なことが指摘さ

れている。

（２） 正則化（ ）

このような問題点を解消するため、本研究では、スパー

ス（疎）推定の代表的手法である 正則化（

）を導入した。

は、最小化すべき損失関数に、パラメータの絶対値

（ ノルム）の和を罰則項として追加することで過学習を

防ぎ、考慮する必要のないパラメータを とすることがで

きる 。本研究では、特に、グラフィカルモデル用のグラ

フィカル を利用した。

具体的には、各データを平均０、分散１に標準化した上

で、共分散行列 を以下のとおり定義する。

共分散行列 の逆行列である精度行列Λについて、以下の

正則化項付きの最尤方程式を解いた。なお、精度行列Λ

の行列要素 が０であれば、該当する確率変数 と は

条件付き独立であり、グラフィカルモデル上でこれに該当

する頂点 と頂点 の間には辺が存在しない。

（３） 利用したデータ

分析には、 年の国勢調査から市区町村単位のデータ

として、社会生活統計指標（廃置分合処理済）を利用した

（図１）。

【分析結果】

以下のとおり、地域経済データ間の相互依存関係が可視化
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された（図１～５）。該当する精度行列の行列要素の絶対値

の大きさに応じて辺が太くなるよう表示している。各図に

おいて表示されていないデータは、他の全てのデータと条

件付き独立と判断されたデータである。正則化項パラメー

タを大きくすればするほど、より弱い関係しか持たない多

くのデータがグラフィカルモデルから除外され、強固な関

係のみが選択されていくことがわかる。このように、正則

化パラメータをより大きくすることで、より強固なデータ

間の関係のみを示すことも、より小さくすることで、より

幅広くデータ間の関係を示すことも可能となる。

A01202_可住地面積１km2当たり人口密度【人】

A01302_昼夜間人口比率【％】

A05101_人口増減率【％】

A05301_社会増減率【％】

A05302_転入率【％】

A05303_転出率【％】

A06202_核家族世帯割合【％】

A06302_高齢夫婦のみの世帯の割合【％】

A06304_高齢単身世帯の割合【％】

B01101_総面積（都道府県面積に占める割合）【％】

B01301_可住地面積割合【％】

C04505_商業年間商品販売額［卸売業＋小売業］（従業者１人当たり）【万円】

C04507_商業年間商品販売額［卸売業＋小売業］（事業所当たり）【百万円】

D02206_課税対象所得（納税義務者１人当たり）【千円】

E0110201_小学校数（可住地面積100km2当たり）【校】

E0110202_中学校数（可住地面積100km2当たり）【校】

E0110203_高等学校数（可住地面積100km2当たり）【校】

F01301_完全失業率【％】

F02701_他市区町村への通勤者比率【％】

F02702_他市区町村からの通勤者比率【％】

G01101_公民館数（人口100万人当たり）【館】

G01104_図書館数（人口100万人当たり）【館】

H01301_持ち家比率【％】

H02103_１住宅当たりの延べ面積【ｍ2】

H06101_小売店数（人口千人当たり）【店】

H06107_飲食店数（人口千人当たり）【店】

H06109_大型小売店数（人口10万人当たり）【店】

H06111_百貨店数（人口10万人当たり）【店】

H06127_小売店数（人口千人当たり）【店】

H06130_飲食店数（人口千人当たり）【店】

H06131_大型小売店数（人口10万人当たり）【店】

H06132_百貨店，総合スーパー数（人口10万人当たり）【店】

I0910103_一般病院数（人口10万人当たり）【施設】

I0910105_一般診療所数（人口10万人当たり）【施設】

I0950102_一般病院数（可住地面積100km2当たり）【施設】

I0950103_一般診療所数（可住地面積100km2当たり）【施設】

J02205_介護老人福祉施設（65歳以上人口10万人当たり）【所】

K04101_交通事故発生件数（人口10万人当たり）【件】

K06101_刑法犯認知件数（人口千人当たり）【件】

表１ 市町村単位の社会生活統計指標（廃置分合処理済）

図１ グラフィカルモデルによる出力例

（正則化パラメータρ ）

図２ 正則化パラメータρ

図３ 正則化パラメータρ

図４ 正則化パラメータρ

図５ 正則化パラメータρ

【考察】

地域経済データの相互依存関係を可視化したグラフィカル

モデルにグラフィカル を導入することで、考慮すべ

き相互依存関係の絞り込みを行った。この手法は、地域経

済分析、戦略策定における 設定等に客観的な裏付けを

与えることができる。

しかし、この手法は、膨大なデータの中から検討すべき

候補を選択するための有力なツールとなり得るが、個々の

データ間の関係の精緻な分析には、さらに、経済理論や傾

向スコア分析等が必要となる。これらの分析プロセスも取

り入れた手法の開発が今後の課題である。
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き相互依存関係の絞り込みを行った。この手法は、地域経

済分析、戦略策定における 設定等に客観的な裏付けを

与えることができる。
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地域連携による教育実践と人材育成

山田 香織 （追手門学院大学）

：人材育成、市民、地域連携、教育効果、地域インターンシップ

【問題・目的・背景】

今日、大学（とくに地方大学）には、地域のステークホ

ルダーとしての役割が期待されるようになっている。その

際、地域課題解決のための研究拠点、市民に開かれた学び・

協働の場を提供する機関であることが期待されるわけだが、

加えて、学生たちが地域とかかわりをもち、地域をフィー

ルドとして実践的な学びを重ねること、それによって地域

の活性化が促されること、（さらには雇用創出・若者定着に

つながること）が期待されているといってよいだろう。学

生の地域への関与に関しては、彼らが地域での実践を通じ

て社会を生きていくために必要な資質を涵養すること、地

域社会に生きていくことに意義・価値を見出すことも求め

られている。つまり、学生にとっては、地域がその学びの

場になるわけである。 
ところで、大学における地域連携（教育・研究・社会貢

献）に関する議論は、その多くが、その実践の地域社会へ

のインパクトや、地域連携事業推進のための体制のありよ

うに関するものといえる。本学会研究大会においても、こ

うした議論は例年多数報告がなされているといってよいだ

ろう。他方、大学の地域連携に関するアクターである学生

へのまなざしはどうだろうか。別言すれば、教育実践その

ものについて、さらに言い換えるならば、大学における地

域連携の人材育成の実情については、意外と議論がなされ

ていないのではないだろうか。 
地域連携の教育実践を通じて学生は、どのような力を養

っている（あるいは力が不十分であることを自覚／（いま

だ修得していないものの）どのような力の修得が必要だと

自覚している）のだろうか。 
以上の問題意識の下、本発表では発表者が前年度まで在

職していた香川大学において担当していた地域連携にかか

わる教育実践を例にとり、この問いについて考えてみたい。

事例として取り上げるのは、香川大学 COC 事業において

新設された地域志向科目のひとつである「地域インターン

シップ」の、平成28（2016）年と平成29（2017）年にお

ける学生の実践とそれに関するデータである1。

【研究方法・研究内容】

「地域インターンシップ」概観 

（1）同科目において育成を目指した人材像 

本科目は、地域での起業や地域づくりについて低年次

の時期に体験・実践を通じて学修する科目で、香川大学

COC 事業採択の翌年平成 26（2014）年に新規開講され

た。「インターンシップ」というと3年次生が就職を意識

した、企業・官庁等での就業体験や課題解決型の実践に

取り組む形態が一般的である。対して本科目は、低年次

の段階で地域づくりの現場を体験し、これをその後の専

門的な学修の動機づけのひとつにすることを意図してい

る。そのため、1年次より受講が可能（全学部生対象）で、

実際の主な履修者は低年次生であった。そしてこうした

経緯と意図を背景に、本科目の到達目標は次の 3 点と定

めていた。 
① 地域の課題解決に参画し、実際に地域に貢献できる。 
② 地域の課題解決に参画することにより、課題探求・

解決力が身につく。 
③ 地域の課題解決に参画することにより、能動的な学

習をもたらす主体的な学びができる。 
つまり、大学ならびに担当教員は、本科目の受講を通し

て学生に、これらの力を涵養してもらうことを期待して

いたということである。 
（2）授業構成 

同科目の授業運営形態の大枠が定まり、受け入れ先の

顔ぶれがある程度の揃ったのは開講 2 年目の平成 27
（2015）年度であった。さらに教育プログラムの整備が

行き届きはじめたのが開講3年目の平成28（2016）年度。

この年は、事前学修（ガイダンス、受け入れ先とのマッ

チング、香川県ならびにインターンシップ先に関する事

前学修）～インターンシップ～事後学修（全体成果報告

会、ワークショップ、レポート執筆）の 3 段構えで授業

を構成するに至った2。本発表でのちほど取り上げる受講

生に対する学期初・学期末実施の「振り返りアンケート」

の導入もこの年からとなった。 
インターンシップ活動の期間は、開講前は夏季休暇中

の 1 週間程度を予定していたが、実際には、学期中の継

続的に展開することになった。これは、受け入れ先（い
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地域連携による教育実践と人材育成

山田 香織 （追手門学院大学）

：人材育成、市民、地域連携、教育効果、地域インターンシップ
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② 地域の課題解決に参画することにより、課題探求・

解決力が身につく。 
③ 地域の課題解決に参画することにより、能動的な学

習をもたらす主体的な学びができる。 
つまり、大学ならびに担当教員は、本科目の受講を通し

て学生に、これらの力を涵養してもらうことを期待して

いたということである。 
（2）授業構成 

同科目の授業運営形態の大枠が定まり、受け入れ先の

顔ぶれがある程度の揃ったのは開講 2 年目の平成 27
（2015）年度であった。さらに教育プログラムの整備が

行き届きはじめたのが開講3年目の平成28（2016）年度。

この年は、事前学修（ガイダンス、受け入れ先とのマッ

チング、香川県ならびにインターンシップ先に関する事

前学修）～インターンシップ～事後学修（全体成果報告

会、ワークショップ、レポート執筆）の 3 段構えで授業

を構成するに至った2。本発表でのちほど取り上げる受講

生に対する学期初・学期末実施の「振り返りアンケート」

の導入もこの年からとなった。 
インターンシップ活動の期間は、開講前は夏季休暇中
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図表1地域インターンシップ受け入れ先と学生数 
 受け入れ先団体等 20

16 
20
17 

1 粟島SILENTプロジェクト 5 ― 
2 瀬戸内国際芸術祭実行委員会 8 ― 
3 高松市牟礼庵治商工会（石材業） 5 ― 
4 直島町地域おこし協力隊 2 ― 
5 東かがわ市と相生ふるさと協議会 8 9 
6 道の駅小豆島ふるさと村 5 4 
7 道の駅たからだの里さいた 3 3 
8 NPO法人まちづくり推進隊詫間 3 6 
9 NPO法人コミュニティビジネスしおの

え 
1 ― 

10 NPO法人Totie 0 ― 
11 *香川県地域づくりインターンシップ

（男木島） 
3 ― 

12 *香川県地域づくりインターンシップ 3 ― 

（小豆島） 
13 NPO法人まちづくり推進隊財田 ― 3 
14 *香川県地域づくりインターンシップ

（豊島） 
― 4 

15 *香川県地域づくりインターンシップ

（直島） 
― 4 

* 滞在型（これ以外は訪問型）、－ 受入なし 46 33 
 
（4）マッチングと活動の展開 

活動先のマッチングは事前学修の 1 回分、第 2 回授業

で行った。この回の授業には、原則、受け入れ先担当者

に来校していただき、受講生にむけて組織の説明と活動

テーマをプレゼンテーションしてもらった。その後、学

生が活動を希望する受け入れ先担当者と個別面談の時間

も設けた。学生はこれをふまえて活動希望書を提出し、

受入担当者が受け入れの可否を決定、応募者多数の場合

は選考をしていただいた。 
各受け入れ先が提示してくださった活動内容、取り組

み課題は、担当教員と担当者が意見交換をした上で決定

したもので、多くは、普段時間に追われて着手が難しい

課題解決のための提案やリサーチ、実施が決まっている

取り組みやイベントに関する提案や作業補助であった。

複数のテーマを設定し、学生に選択させてくださる活動

先や、複数の課題に取り組むケースもあった。 
活動先が決定すると、同じ活動先に赴く学生同士でコ

ミュニケーションを取り合い、続いて、受け入れ先担当

者との連絡調整、顔合わせ・活動内容確認のための初回

訪問をおこない、受け入れ先ごとの活動が始動する。活

動は、概ね 4 月末ごろもしくは 5 月の連休明けごろに始

まり、学期中は月 1 回程度訪問をし、大学でも月に数回

ミーティングを重ね、夏季休暇中に数回活動をするとい

うのが一般的なスケジュールであった。 
香川県は日本一小さな県とはいえ、移動にかなりの時

間を要するケースや時間割の関係でメンバーの都合が合

わないケースもあり、担当者が大学に赴いてくださり、

ミーティングを実施することもあった。また、PBL的要

素の高い課題提案型の課題に取り組む場合は、リサーチ

やブレインストーミングの比重が大きく、担当者への提

案にむけて、大学で学生だけ／担当教員と学生で、頻繁

にミーティングを重ねることも珍しくなかった。 
活動の推進にあたっては情報共有も重要で、本インタ

ーンシップでは、学生と受け入れ先担当者が最も連絡を

取りやすい手段をとることにした。結果、SNS
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（LINE,Facebook）を用いることがほとんどであった。

活動の推進は原則、学生と受け入れ先担当者の間でおこ

なうこととしていたので、連絡は双方間で取り合うこと

になったが、担当教員が双方のやりとりを把握し、必要

に応じて支援に入れるよう各グループにオブザーバー的

に加わるようにしていた。 
 
【研究・調査･分析結果】

（1）振り返りアンケートの実施 

香川大学の地域インターンシップにおいては、以上の

教育プログラムを学生に提供することで、先述の3点（①

地域貢献力、②課題探求・解決力、③主体的な学び）の

達成を目指したわけが、では、受け手である受講生は、

この学びの場を通して、いかなる力を涵養したと実感し、

また、いかなる力の涵養が必要であると自覚したのだろ

うか。これを探る手がかりとして、平成 28（2016）、29
（2017）年度の両年に実施した「振り返りアンケート」

の結果をみてみたい。 
このアンケートは、学期初・学期末に同一設問に回答

してもらうことで、その変化を測り、学びの成果を評価

する形式となっている。学期初は記述式項目 7 問と、5
段階の自己評価項目 7 問、学期末は学期初に対応する記

述式項目 6 問と、学期初の設問に対応する 5 段階評価項

目9問から構成されている（詳細は発表時に提示）。 
このうち本発表論文では紙幅の関係を考慮し、5段階の

自己評価項目 7 問に絞り、さらに、提示する数値につい

ても、「高い」（数値 5）、「やや高い」（数値 4）に限定し

て、学期初と学期末の全体に占める割合と、その相違（伸

び率）を提示し、これを分析する（発表時にはデータを

レーダチャートで図示・解説する）。 
 
図表2‐1 地域社会に対する関心（高い＋やや高い） 
年度 学期初 学期末 伸び率 
2016 91.3％ 86.0％ ‐5.3％ 
2017 78.8％ 87.9％ ＋9.1％ 
図表2‐2 地域理解（高い＋やや高い） 
2016 58.7％ 88.4％ ＋29.7％ 
2017 21.2％ 66.7％ ＋45.5％ 
図表2‐3 大学立地地域への愛着（高い＋やや高い） 
2016 71.7％ 88.3％ ＋16.6％ 
2017 33.4％ 72.8％ ＋39.4％ 
図表2‐4 課題探求力・解決力（高い＋やや高い） 

2016 65.2％ 83.7％ ＋18.5％ 
2017 39.4％ 75.7％ ＋36.3％ 
図表2‐5 主体的な学び（高い＋やや高い） 
2016 71.8％ 79.0％ ＋7.2％ 
2017 54.5％ 84.8％ ＋30.3％ 
図表2‐6 コミュニケーション力（高い＋やや高い） 
2016 56.5％ 86.1％ ＋29.6％ 
2017 33.4％ 75.7％ ＋42.3％ 
図表2‐7 新しいことへのチャレンジ（高い＋やや高い） 
2016 87.0％ 90.7％ ＋3.7％ 
2017 72.7％ 84.9％ ＋12.2％ 
 

（2）データ分析 

【平成28（2016）年度データについて】 
図表 2（2－1～2‐7）を見比べると、地域社会に対す

る関心（図表2‐1）を除くすべての項目においてポイン

トが上がっていることがわかる。また、なかでも伸び幅

が大きいのは、地域理解（2‐2）、コミュニケーション力

（2‐6）の2項目で、いずれも30％弱である。 
【平成29（2017）年度データについて】 
いずれの項目においても伸び幅が大きい。地域理解（2

‐2）、コミュニケーション力（2‐6）が40％強で伸びが

著しく、大学立地地域への愛着（2‐3）、課題探求・解決

力（2‐4）、主体的な学び（2‐5）も 30％～39％と、相

当程度の伸びがみられた。 
【両年のデータ比較】 

両年のデータを比較すると、平成29（2017）年度の方

が総体的に伸び幅が大きいことがわかる。ただし、平成

28（2016）年度の方がたしかに伸び率は小さいものの、

ほぼすべての項目において、翌年度よりも総じて自己評

価が高い点も見逃せない。また、両年の共通点は、地域

理解とコミュニケーション力の伸び率が大きい点にある。 
（3）アンケートデータに関する考察 

これらデータから明らかとなることは2つある。 
まず、本科目を通じて受講生が事前事後で大きな変化

を実感したのは、コミュニケーション力と地域に対する

理解である。この要因は、実際に現地に出向き、課題解

決にあたって、関与する地域について理解を深めること

が不可欠であった状況や、活動遂行にあたって学生が学

生同士・受け入れ先担当者・担当教員・大学事務担当職

員と調整・情報共有・協議をおこなうことが不可欠であ

ったことが考えられる。 
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2016 87.0％ 90.7％ ＋3.7％ 
2017 72.7％ 84.9％ ＋12.2％ 
 

（2）データ分析 

【平成28（2016）年度データについて】 
図表 2（2－1～2‐7）を見比べると、地域社会に対す

る関心（図表2‐1）を除くすべての項目においてポイン

トが上がっていることがわかる。また、なかでも伸び幅

が大きいのは、地域理解（2‐2）、コミュニケーション力

（2‐6）の2項目で、いずれも30％弱である。 
【平成29（2017）年度データについて】 
いずれの項目においても伸び幅が大きい。地域理解（2

‐2）、コミュニケーション力（2‐6）が40％強で伸びが

著しく、大学立地地域への愛着（2‐3）、課題探求・解決

力（2‐4）、主体的な学び（2‐5）も 30％～39％と、相

当程度の伸びがみられた。 
【両年のデータ比較】 

両年のデータを比較すると、平成29（2017）年度の方

が総体的に伸び幅が大きいことがわかる。ただし、平成

28（2016）年度の方がたしかに伸び率は小さいものの、

ほぼすべての項目において、翌年度よりも総じて自己評

価が高い点も見逃せない。また、両年の共通点は、地域

理解とコミュニケーション力の伸び率が大きい点にある。 
（3）アンケートデータに関する考察 

これらデータから明らかとなることは2つある。 
まず、本科目を通じて受講生が事前事後で大きな変化

を実感したのは、コミュニケーション力と地域に対する

理解である。この要因は、実際に現地に出向き、課題解

決にあたって、関与する地域について理解を深めること

が不可欠であった状況や、活動遂行にあたって学生が学

生同士・受け入れ先担当者・担当教員・大学事務担当職

員と調整・情報共有・協議をおこなうことが不可欠であ

ったことが考えられる。 

次に、数値的評価からみると、本科目は、低年次生と

りわけ 1 年次生に対するインパクトが大きいとの結論を

導き出すことができる。これは、平成29（2017）年度の

データに依拠するものだが、そう判断する背景には、こ

の年の受講生はすべて 1 年次生であったという事実があ

る。対して、この年に比べ大きな伸び率が一部の項目で

しかみられなかった前年度は受講生に 1～3 年次生が混

在しており、3 割強の学生が 2 年次生以上だった。受講

生の年次に着目をした上で、1つ目の指摘に立ち返ると、

コミュニケーション力の涵養と地域理解は年次を問わな

い項目であるということもできる。 
（4）数値データを補足する記述データ 

以上みてきた数値データに加えて、振り返りアンケー

ト（学期末）の自由記述項目（得られた知見や身につい

たこと、現場に接することによる収穫、今後の学び）に

も目を向けてみると、コミュニケーション能力、多角的

な視点、協調性、課題解決力を養うことができたこと、

地域に対する理解を深めることができたことが学びの成

果であったと記述している学生が多数みられた。また、

現場に出向いたことで、机上や想像とは異なる世界・状

況がある、人とのつながりが重要であるとの気づきを得

たり、企画の難しさや企画を実施することの難しさ、現

場のニーズや実現可能性を考慮した提案の難しさを痛感

したとの記述もあった。さらに今後の行動プランには、

活動の継続、自身の居住地での地域活動への関与、地域

活性にかかわる活動への関与、国外への関心、インター

ンシップへの参加、プレゼンテーションスキルの研鑽、

地域の良さを仕事のなかで伝えていく等が挙げられてい

た。 
 
【考察・今後の展開】

（1）考察とまとめ 

以上、アンケートデータからは、学生が本科目での学

びを通して、地域社会に対する興味関心を高め、現場に

出向くことの意義を理解し、社会人基礎力を（主観的評

価ではあるものの）高めたと結論づけてよいだろう。冒

頭の問いに立ち返るならば、彼らは、大学・担当教員が

期待する到達目標を完璧には達成していないとしても、

その達成に向けた礎を着実に築くに至っているといえる。

その礎こそが、たとえば、コミュニケーション力の涵養

であり、地域（ヒト・モノ・コト）理解の深化である。 
さらに、これらの力や関心、理解の獲得は、冒頭でふ

れた地域社会を生きていくことの意義・価値の見出しや

それに必要な資質の涵養にもつながっているといってよ

いだろう。受講生は、本授業で地域社会へ飛び出すこと

で、大学でのその後の学びの深化の手がかりを獲得した

だけでなく、地域「市民」としての生き方について体験

し、考える機会を得たのではないだろうか。それは彼ら

の今後の行動プランが示唆している。つまり、こうした

地域連携による学修の機会は、良質な人材育成の場を提

供してくれるわけだが、ここで育成されるのは、実践と

理論の往還による学びのスキルだけではなく、市民とし

て生きるための素養にも及ぶのである。 
（2）今後の課題 

最後に今後の課題を 2 点挙げておく。まず一つは、学

生の追跡調査の必要性である。アンケートで積極的かつ

建設的な回答をした学生がその後どのような学修を重ね、

どういったキャリア選択をしていくのかを把握すること

は、地域連携教育の意義を今後評価する上で有効だろう。 
もう一つは、実践に関わる事柄で、受け入れ先のニー

ズとの人材育成のバランスである。低年次でのインター

ンシップは、今回のアンケート結果でも明らかであるよ

うに、複次的意味あいでの人材育成の場として最適であ

る。しかしながら、この点ばかりを強調すると、ある程

度の専門的知識の下で課題解決がなされることを期待す

る受け入れ先のニーズとの適合が難しくなる。これにつ

いては、履修登録手続き等との兼ね合いもあるが、平成

28（2016）年度のように、異なる年次の学生が混合する

ピアサポートが可能なチームづくりがひとつの解決策に

なるのかもしれない。

                                                   
注釈
1 データ使用については香川大学関連部署より許可を

得ている。 
2 翌年の平成29（2017）年度においては、前年度の振

り返りから、中間報告会も実施。ワークショップ形式で、

各インターンシップ先での活動進捗、活動をおこなう上

での工夫や苦労の共有をし、コミュニケーションに関す

るレクチャーもおこなった。 
 

【引用・参考文献】

・ 山田香織、村山卓、鈴木健大(2017)「全学共通科目「地

域インターンシップ」における実践と教育効果に関す

る検証」『香川大学教育研究』第14号、pp.139-152. 
 

177



鈴鹿シャクヤク栽培および花・根の有効利用による地域活性化 ～漢方薬・化粧品開発の事例～

加藤宏明（三重大学）西村訓弘（三重大学）

： 産学官民連携、国産生薬栽培、地域活性

【背景と目的】 
生薬の国内自給率を高める動きがあるが、現状の中国産

との価格競争では、国内栽培農家の事業構築は難しい。 
我々は産学官民連携でシャクヤク等の国産生薬栽培を鈴

鹿市で行い、地元製薬企業がシャクヤクの根を使った漢方

製剤『伊勢芍薬甘草湯』の承認を取得し販売を開始した。

また、毎年 月には約 万本のシャクヤクの花（日本最

大級）が一面に咲き、『鈴鹿シャクヤクまつり』開催時には

日に数千人の来場者がある。 まつり後は花を収穫し、

有効成分を活用した機能性商品を製造販売している。

 
写真１．三重県鈴鹿市内のシャクヤク栽培地の風景 

 

写真2．鈴鹿産芍薬使用漢方製剤「伊勢芍薬甘草湯」 
（平成30年6月 第2類医薬品承認取得）

国内でのシャクヤク栽培の採算は、生薬原料の根だけで

は合わず、未利用部位も利用する目的で、花の有効成分を

活用した事業構築を目指してきた。しかし、シャクヤクの

花の有効活用の分野が弱く、今後の事業拡大には収穫した

花を全て使用する事業計画が不可欠である。 
本研究は、鈴鹿シャクヤク栽培のさらなる発展のため、

花の収穫の高効率化と有効成分活用の用途拡大を目指した

三重大学との共同研究、更なる付加価値商品の開発、地域

ブランド化、および地域に根差した民を活用した取り組み

として、全体的な事業構築の確立を検証する。

図１．鈴鹿シャクヤク産地化構想の目指す方向性

【方法】

通常のシャクヤクの生薬原料の栽培では、根の収量を増

やすため摘蕾する。また、切り花販売農家も、蕾に段階で

出荷するため、畑で多数の花を見ることはない。シャクヤ

クまつりを開催している地方もあるが、根・花の活用に発

展しておらず、小規模のイベント事業にとどまっている。

本研究では、シャクヤクの根の医薬品生薬原料事業が確

立されたことにより、さらに栽培農家の採算性をあげるた

め、シャクヤクの花に焦点をあて、１）シャクヤクの花を

有効活用するための栽培方法・収穫方法の見直し、２）花

の品種の有効成分の差異と有効成分を活かした加工、

３）商品開発および事業化モデルの検証を行うことで、持

続可能な発展のための可能性を検証する。具体的には、
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国内でのシャクヤク栽培の採算は、生薬原料の根だけで

は合わず、未利用部位も利用する目的で、花の有効成分を

活用した事業構築を目指してきた。しかし、シャクヤクの

花の有効活用の分野が弱く、今後の事業拡大には収穫した

花を全て使用する事業計画が不可欠である。 
本研究は、鈴鹿シャクヤク栽培のさらなる発展のため、

花の収穫の高効率化と有効成分活用の用途拡大を目指した

三重大学との共同研究、更なる付加価値商品の開発、地域

ブランド化、および地域に根差した民を活用した取り組み

として、全体的な事業構築の確立を検証する。

図１．鈴鹿シャクヤク産地化構想の目指す方向性

【方法】

通常のシャクヤクの生薬原料の栽培では、根の収量を増

やすため摘蕾する。また、切り花販売農家も、蕾に段階で

出荷するため、畑で多数の花を見ることはない。シャクヤ

クまつりを開催している地方もあるが、根・花の活用に発

展しておらず、小規模のイベント事業にとどまっている。

本研究では、シャクヤクの根の医薬品生薬原料事業が確

立されたことにより、さらに栽培農家の採算性をあげるた

め、シャクヤクの花に焦点をあて、１）シャクヤクの花を

有効活用するための栽培方法・収穫方法の見直し、２）花

の品種の有効成分の差異と有効成分を活かした加工、

３）商品開発および事業化モデルの検証を行うことで、持

続可能な発展のための可能性を検証する。具体的には、

１） 年度のシャクヤクの花の収穫について、花の収

穫の時期の設定、作業手順の確認と作業効率化の検証を行

い、実際の収量と労働時間の確認を行うことで、花の事業

の収益シミュレーションを行う。

２）花の品種（ 品種）の有効成分ペンタガロイルグル

コース（以下、ＰＧＧ）の含有量の定量、収穫したものの

処理（選別、抽出方法）の検証を行い、新商品開発（化粧

品）用のシャクヤク花エキスを調整する。

３）新商品開発として、花の有効成分であるＰＧＧとア

ストラガリンの抗炎症・美白効果等の有効性および適用拡

大についての検証を行い、化粧品分野への検討を行う。ま

た、今回の研究結果から想定される事業採算性の検証を行

い、シャクヤク事業全体の事業発展のスキームを考察する。

図２．鈴鹿シャクヤク事業が抱える課題と解決の方向

【結果】

１） シャクヤクの花の栽培方法・収穫方法の見直し：

年 月の花の収穫では、品種「華燭の典」 ㎏、

品種「新珠」 ㎏、品種「梵天」 ㎏を収穫し、収穫作

業効率、乾燥条件、運搬、品質試験等、コスト計算シミ

ュレーションを行ったところ、花の収穫量 ㎏程度で

は、採算が合わないが、収穫量 ㎏（約 反の畑の

花を全部収穫した場合）が損益分岐になり、収穫量

㎏（約２反の畑の花を全部収穫した場合）で利益

円が見込めることを導き出した。また、収穫作業効率に

ついては、収穫時期、天候、あぜ道の確保、ハサミなど

の器具、品種で変わってくることが確認でき、作業効率

を上げる栽培方法を加味した栽培計画を検討できるよう

になった。収穫時期については、花が満開になった後の

方が収穫しやすく、『鈴鹿シャクヤクまつり』が終わって

からの収穫になるため、まつり開催時期と収穫時期の最

適条件を検討するとよいことも分かった。また、花摘み

ボランティア・障害者雇用事業・まつりの花摘み体験等、

行事としての収穫を楽しむイベントも組み込み、作業費

（人件費）を削減の可能性も検討可能になった。

シャクヤク花販売の収益シミュレーション （円）

表１．シャクヤク事業の花の収益性シミュレーション

２） 花の品種の種別「春の粧、卯月の雪、乙女桜、

滝の粧、華燭の典、天真、一重桜、紅小町」の 種類に

ついて、一株当たりのＰＧＧ含有量の比較、花弁に含ま

れるＰＧＧ含有量の比較を行った結果、「卯月の雪、春の

粧、滝の粧、紅小町」が高い値を示した。

  
花の品種 

１花乾燥

重量（ｇ） 
ＰＧＧ含有

率（㎎ /乾
燥花ｇ） 

１株当たり

総ＰＧＧ含

有量（㎎） 
春の粧 2.49 4.91 24.48 
卯月の雪 2.54 2.13 26.58 
乙女桜 1.82 2.05 6.34 
滝の粧 3.01 3.06 34.68 
華燭の典 2.38 2.29 9.83 
天真 0.97 3.13 4.57 
一重桜 1.68 2.00 4.87 
紅小町 1.22 2.32 20.05 
表 ．シャクヤク花のＰＧＧ含有量品種比較試験

 花の収穫量 200㎏ 1000㎏ 2000㎏ 
作地面積（ａ） 20ａ 100ａ 200ａ 

人件費  50,000 200,000 350,000 
乾燥費 50,000 100,000 200,000 
輸送費 10,000 30,000 50,000 
試験費  100,000 100,000 
その他 10,000 30,000 50,000 
費用合計 120,000 460,000 700,000 
収量（乾燥後）  20㎏ 100㎏ 200㎏ 
売上（乾燥花

5,000円/㎏）  
100,000 500,000 1,000,000 

経常利益  🔺🔺20,000 40,000 300,000 
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ＰＧＧ含有量は満開時が含有量及び収量が高く、活性

が失われない乾燥方法としては ℃以下で乾燥し、抽出

方法はオートクレーブ ℃ 分の条件で抽出し、新商

品開発のためのシャクヤク花エキスを調整した。

写真 ． 含有量が比較的高い品種：「華燭の典」

写真 ．花の乾燥工程 写真 ．花エキスの抽出工程

写真 ．シャクヤク花エキス原液

３） 新商品開発として、三重大学 生物資源学部と

の共同研究において、花の有効成分であるＰＧＧとアス

トラガリンの抗炎症・美白効果等の有効性および適用拡

大について検証を行い、化粧品分野への検討を行った結

果、ＰＧＧに抗炎症作用および美白効果があることが判

明した。

図 ．シャクヤク有効成分 の抗炎症作用の検証

図 ．ＰＧＧの抗炎症作用の作用機序の検証

図 ．ＰＧＧの美白効果の検証（アルブチンとの比較）

以上の結果から、今後、化粧品等の商品化を目指してい

く上で、既存の商品（抗菌消臭スプレー・タオル等）を

合わせたブランディングを行い、販売計画を策定するこ
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本事業では、栽培農家が栽培した花・根を全量買い取

り、製品に使用することを前提に、農家の採算・収益性
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円の利益を見込む試算になった。

シャクヤク栽培農家の実績と計画 （金額：千円）

表 ．鈴鹿シャクヤク栽培農家の収益シミュレーション

シャクヤク関連商品の販売実績と計画 （金額：千円）

表 ．シャクヤク関連商品の収益シミュレーション

年 月の『鈴鹿シャクヤクまつり』では、地域住

民への認知活動、観光事業も充実させ、 日約 人の

集客があった。また切り花販売増加による栽培農家の収

入拡大、開発したシャクヤク関連機能性商品のＰＲ及び

小学生の写生大会等の地域貢献活動を開催し、次年度は、

期間を長くして、花摘み体験やボランティアスタッフの

活用によるイベント等、更なる発展の検証ができた。

 
写真9．鈴鹿シャクヤクまつりの風景

【考察】

本研究の結果、シャクヤクの花の有効利用として化粧

品分野への展開が見込め、今後、安全性の確認等を経て

商品化を目指すことができるようになり、花の使用量の

増加と収益性において事業の発展に寄与することが期待

できる内容になった。また、シャクヤクの根を使用した

漢方薬の発売に合わせ、次年度以降の生産体制と新規漢

方製剤の開発、それに伴う耕作地拡大による花の収穫増

に合わせた機能性商品開発・商品化を進めていく事業計

画をまとめることができた。

鈴鹿市西部地域は、もともとサツキ栽培が盛んな地域

であったが、バブル期以降低迷が続いており、耕作放棄

地や遊休地が目立つ状態である。栽培農家の収入として、

サツキの ａ当たりの粗収入は 万円 年であり、シャ

クヤク栽培で花・根の全量買い取りが可能な場合、

年度には ａ当たり 万円 年になり、 倍の収入増

が期待できる。作業の効率化や品種の選択・改良などを

進め、経験を積んでいくことで、作業時間がサツキと同

等もしくは同等以下となった場合、栽培農家の中でも、

サツキからシャクヤク栽培への代替、新規参入、兼業が

期待できるようになる。今後の課題として、地域ブラン

ド化と総合戦略的事業運営の形態の検討、また、他の生

薬品種の栽培も含めて、地域活性モデルの策定を目指す。

【参考文献】

・国立高等専門学校機構．抗菌性組成物及びそれを含有

する抗菌剤並びにガロイルグルコースの抽出方法．特

開 ． ．

・鈴鹿シャクヤク栽培産地化検討会． 年 月 「薬

用シャクヤク栽培マニュアル」

・平成 年度 農林水産行・食品産業科学技術研究推進

事業 発展融合ステージ．三重鈴鹿産シャクヤクの高

効率栽培システムの開発．フェーズ移行実績報告書

  2016 
実績 

2017 
実績 

2018 
計画 

2019 
計画 

2020 
計画 

作地面積（ａ） 120ａ 1４0ａ 200ａ 300ａ 400ａ 

園芸売上  88 110 200 400 400 
花売上（乾燥） 150 0 300 1,000 1,200 
根売上（生根） 960 1,240 1,500 1,700 2,000 
売上合計  1,198 1,350 2,000 3,100 3,600 
原価（苗・株）  550 600 600 800 800 
栽培経費    900 900 1,200 1,500 1,800 
経常利益  🔺🔺252 🔺🔺150 200 800 1,000 

 2016 
実績 

2017 
実績 

2018 
計画 

2019 
計画 

2020 
計画 

神楽の薬湯 1,680 2,220 2,800 4,000 5,000 
抗菌スプレー 1,220 980 1,500 3,000 5,000 
のど飴 0 0 500 1,000 3,000 
抗菌タオル 0 0 1,000 4,000 6,000 
化粧品関連 0 0 300 1,000 3,000 
芍薬甘草湯 0 0 1,000 3,000 5,000 

売上計 2,900 3,200 7,100 16,000 27,000 
原価・管理費 2,320 2,560 5,680 12,800 21,600 

経常利益 580 640 1,420 3,200 5,400 
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 伝統文化を継承するためのアイデアを創出する新しい方法の研究 

山口伊生人（321級建築士事務所／情報科学芸術大学院大学） 

Keyword： 地方文化継承、よそ者との協働、アイデアスケッチ 

 

【背景・目的】 
多くの地域で伝統文化の担い手は不足している。伝

統文化の継承は、住民相互の連帯制やアイデンティテ

ィ維持、人々をつなぐ役割の維持のために欠かせない

ものであり、文化の多様性を担保する上でも必要であ

る。 

 担い手不足の原因は、その地域の人口減少、少子高

齢化、若者を中心としたライフスタイルの多様化など

が主である。日本の総人口は減り続け、人口の多い自

治体ほど増加し、少ない自治体ほど減少する傾向があ

る。また少子化も進行していて、その中でも地方圏か

ら東京圏に向けて若者が移動しており、地方の高齢化

率は大都市圏よりも高い傾向にある。これらの問題は

地域内で高齢者から子世代、孫世代へと、日常生活の

中で行われてきた従来の継承のシステムを機能不全

に陥らせている。 

 そこで必要となるのが新たな継承のシステムの考

案と導入である。担い手を地域内だけでなく、地域外

の人材にも求めること、またこれまでその地域の住民

が継続してきた世代、性別、住んでいる地区などによ

る役割分担とは異なる、新たな枠組みでの担い手の創

出が必要となってきたのである。         

本研究の対象であるハチの子を採取する伝統文化

活動である「ハチ追い」も、次代の継承という課題を

抱えている。とりわけ、少子化や価値観の変化がこの

問題の原因となっており、これに対して地元では、講

演会や年に数回の体験のような取り組みが行われて

いるが、問題解決にはいたっていない。ハチ追いにも

新たな枠組みの担い手の創出が必要なのである。 

[図１] 

 

p. 無関係 「ハチ追い」を知らない 

q. 認知  「ハチ追い」を知っている 

r. 関心  「ハチ追い」に興味がある 

s. 機会  「ハチ追い」の機会がある 

t. 継続  「ハチ追い」を続けている=担い手 

 

つまり従来のA,Bに加えてC,Dに分類される人もタ

ーゲットとして p→t に向かう流れを作る「伝える活

動」が必要となっているのだ。 

ではその「伝える活動」に導入する仕組みとはどの

ようなものであるべきなのだろうか。 

現在、地域づくりやまちづくりでは対等な立場のよ

そ者の導入が有効だとされている。効果として挙げら

れているのは以下である。 

① 地域の土地を保全・維持していく役割 

② 人々をつなぐ役割 

③ 社会個性（アイデンティティ）を現す役割 

④ 地域の子ども達を育む役割 

⑤ 地域相互をつなげる役割 

⑥ 新たな技術を創り出す役割 

 

次に「伝える活動」に求められる方法を検討する。 

経済学者の飯田は、地域経済活性化のためには多数

のアイデアからスタートし、それを試していくことの

重要性を指摘する。  

また、筧も自らのソーシャルデザインの活動の中で、

「たくさんのアイデアを出すこと」と、「ラピッドプ

ロトタイピング」の重要性を説いている。 

つまり、本活動においては、ただの「よそ者」であ

ることに加えて、「多くのアイデアを出せる」という

スキルが必要、ということになる。 

そこで本研究では、このような地方の文化継承のた

めの「伝える活動」に、対等な立場の「多くのアイデ

アを出すことができるよそ者」を導入し、地元の人た

ちと協働することが、地元の人たちの「伝える活動」

への意識や行動にどのような作用を及ぼすのかを、

「ハチ追い」という文化を通して検証することを目的

とした。 
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次に「伝える活動」に求められる方法を検討する。 

経済学者の飯田は、地域経済活性化のためには多数

のアイデアからスタートし、それを試していくことの

重要性を指摘する。  

また、筧も自らのソーシャルデザインの活動の中で、

「たくさんのアイデアを出すこと」と、「ラピッドプ

ロトタイピング」の重要性を説いている。 

つまり、本活動においては、ただの「よそ者」であ

ることに加えて、「多くのアイデアを出せる」という

スキルが必要、ということになる。 

そこで本研究では、このような地方の文化継承のた

めの「伝える活動」に、対等な立場の「多くのアイデ

アを出すことができるよそ者」を導入し、地元の人た

ちと協働することが、地元の人たちの「伝える活動」

への意識や行動にどのような作用を及ぼすのかを、

「ハチ追い」という文化を通して検証することを目的

とした。 

【研究内容】 

委員会設立 

「伝える活動」のための組織として、「地元の人」３

人と「多くのアイデアを出すことができるよそ者」３

人で委員会を立ち上げた。場所は、ハチ追いが盛んな

地域の一つであり、リサーチで縁のあった岐阜県中津

川市付知町とした。 

メンバー 

「地元」からは、 

A：ハチ追い歴34年63歳  

B: ハチ追い歴40年以上、55歳  

C:町出身の市議会議員 65 歳。子供の時に父親がハチ追いを

していた。長らくしていなかったが最近始めた。 

「多くのアイデアを出すことができるよそ者」は、 

D:本論文の著者で、建築設計、写真撮影などの仕事をしてい

る。ハチ追いを数回やったことがあり、地元の人たちとも交

流がある東京出身者 

E:グラフィックデザイナー。ハチ追いは未経験だが、地元の

静岡ではハチの子を食べる人もいた。 

F:高校の物理の教諭。子供のための理科実験の教室を開催。

ハチ追いは未経験だが、非常に興味がある。 

EFには事前に付知町を訪問し、町の地形的構成、歴

史、産業、人々の生活、ハチ追いの内容について見学

を交えて説明した。 

方法 

今回のワークショップでは、視覚的ブレインストーミ

ング手法としてのアイデアスケッチを採用した。アイ

デアスケッチとは、簡単なスケッチをアイデアの説明

と共に入れる方法である。主に製品や新しい企画を作

る際のリサーチのすぐ次の段階で使用する。アイデア

を視覚的に示せることで、全員の案に対するイメージ

を共有しやすいこと、単純な線でスケッチを描けばい

いので、多数のアイデアを短時間で出すことができる

ことが採用の理由である。ただし、単純なスケッチで

はあるが、地元メンバーがどの程度スケッチを使える

のか、練習に充てられる時間が十分に取れるのかとい

った懸念は残ったままであった。 

ワークショップ１の開催 

日時：2017.08.27 14:00から 

場所：付知町内Aの家の離れ 

内容： 

１.アイスブレイク 

２.ハチ追いの魅力についての話合いと現状の再確認 

３.ブレインストーミング、アイデアスケッチの説明。 

４.ブレインストーミング１ 

５.ブレインストーミング２ 

６.ブレインストーミング３ 

７.アイデアの絞り込み 

２では、魅力と現状について共有することで、ワー

クショップの目的を再確認し、意思統一を図った。 

３では、ブレインストーミングの一般的なルールを

説明し、スケッチの部分については、絵を描いてもい

いし、描かなくてもいいが、「誰に」「どこで」「何を」

というところは明確にするよう求めた。 

４では、テーマに制限を設けず 10 分で２案を作成

し順に発表した。文化継承というテーマであるため、

「担い手」、つまり「誰に伝えるのか」という部分に

注目して分類した。「実際に自身が他の地方でハチ追

いを教えている際に子供がくることがあり、その際に

楽しそうだった」という経験談を語っていたことから、

まずは「小学生」を対象とすることとした。 

５では一回目同様 10 分で２案を作成し、発表した。

「付知町の小学生」と「他の場所の小学生」で分類し

た。ここで、地元から「付知の小学生にこだわらんで

もいいと思うけど」などの意見が出た。ファシリテー

ターとして筆者が、付知の小学生がどんどん減ってい

ることを改めて伝え、ハチがいない状態でどう伝える

ことができるのかを考えてみることを提案した。 

６では上記のテーマで非常に短い時間、５分で１案、 

７ではアイデアを選ぶ段階では、1 人が４票を持ち、

うち２票は、「ハチがいないとできないアイデア」残

り２票は「ハチがいなくてもできるアイデア」への投

票。時期、予算、そして能力を考慮し現実としてでき

そうなものを選び、試した後で、それをまた全員で検

討していくことを確認して終了した。 

得票数が多く、現実にすぐに試すことができそうな

ものを検討した。その結果、「ZINE（冊子）を製作し、

配布する」ことを選んだ。筆者がある程度まとめたプ

ロトタイプを製作し、それに対してメンバーで議論を

重ねるという方法とした。 

ZINEのプロトタイプの概要 

内容： 

ハチとハチ追いの説明 

ターゲット： 

ワークショップ１での意見から、ハチ追いを知らない

都会の人、とりわけ小学生の子供とその父親とした。 
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付録： 

その子供たちに興味を持ってもらえるように、組み立

てると直径 40cm ほどのボール状になり、その外周に

ポップアップ絵本の仕組みを応用した立体物が付い

ている厚紙でできた付録をつけるという案のプロト

タイプも製作した。 

ワークショップ２の開催 

日時：2017.10.07 09:30から 

場所：付知町内Aの家の離れ 

内容： 

既存の旅行雑誌で、派手な学生向けのものから 30 代

以上の世代向けのもの、ターゲットとなる世代と同世

代やそれより少し若い世代を対象にしたライフスタ

イル誌、子供向けの絵本やポップアップ絵本、そして

東北や他の地域の紹介紙（例：秋田県の「のんびり」、

益子町の「みちかけ」）を複数集めて、全員で読みな

がら ZINE はどんなものにしたいのかをイメージして

もらいながら、ZINEのプロトタイプの説明をした。 

 その後に各自からのコメントを求め、議論を深めた。 

ワークショップは午前９時から始め、２時間ほどで終

了した。リラックスした雰囲気の中で進行することが

でき、前回の課題が生かせた結果となった。 

ZINEの製作と配布 

ワークショップのでの議論を踏まえて、ZINEを完成さ

せた。以下2点が主な追加、変更点である。 

インタビュー： 

参加者にインタビューを行い、それらをZINEに掲載し

た。地元のメンバーの意見が発端となり追加した。イ

ンタビュー対象は地元のメンバーのネットワークを利

用して行った。 

インタビューでは、ヘボ追いを始めたきっかけや、何

が楽しいのかを中心に質問し、それらの情報をそのま

ま載せることとした。多数の視点からみたヘボ追いの

異なる魅力、同じように楽しいと感じている部分を生

のまま読者に示すことで、より具体的にイメージを伝

えやすくなるのではないかと考えた。 

スタイル： 

ZINEのスタイルについて、ワークショップ２では Eか

ら多くの指摘があったので、個別に打ち合わせをし、

修正を行った。Eのグラフィックに精通しているという

バックグラウンドを最大限に生かすことができた行程

であった。 

 完成後に内容を全員で確認した。 

地元のメンバーの反応： 

Aは、非常に良い内容であり、すぐに道の駅やハチ追い

を行っている別の地域にも配りたいので、印刷したも

のを送るようにと伝えてきた。 

Cも配布用に欲しいから代金を支払う、また印刷代は補

助金を申請しまかなえるよう検討する。と話していた。 

どちらも、ワークショップメンバーで行ったことを

自分ごととして捉える積極的な姿勢であり、よそ者と

の協働で実現した成果を評価していることを示す一つ

の指標と言えるだろう。 

 

                   [完成したZINE] 

配布 

日時：2018.01.13,14 

場所：付知町道の駅 

観光客の少ない時期だったので手渡しの配布数は数十

部だったが、観光スポットに置かせてもらった。 

配布後の地元メンバーへのインタビュー 

「アイデアは外の人の方がかえって気がつくこともあ

るんじゃないかな。」「いろんな考えが持った人がいる

から、1人じゃなくみんなでアイデアを出し合ったほう

がいい。」「個人的には『よそ者』をどんどん取り入れ

て町づくりに生かして行く必要があると思っている。

そうでなければ町は進歩しない、変わらない、という

か現状維持も難しいと思う。」というコメントをもらう

ことができた。 

「多くのアイデアを出すことができるよそ者」との

協働には前向きな意見を聞くことができた。 

【観察結果】 

ワークショップ１から 

この過程で、よそ者の視点がないと出てこないアイ

デアや様々な注視点を持った多くのアイデアが生まれ

た。また地元メンバーの知識や経験と、よそ者から出

た多くのアイデアの中の一部をその場で組み合わせる

ことによって生まれる新しいアイデアもあった。また、
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るんじゃないかな。」「いろんな考えが持った人がいる

から、1人じゃなくみんなでアイデアを出し合ったほう

がいい。」「個人的には『よそ者』をどんどん取り入れ

て町づくりに生かして行く必要があると思っている。

そうでなければ町は進歩しない、変わらない、という

か現状維持も難しいと思う。」というコメントをもらう

ことができた。 

「多くのアイデアを出すことができるよそ者」との

協働には前向きな意見を聞くことができた。 

【観察結果】 

ワークショップ１から 

この過程で、よそ者の視点がないと出てこないアイ

デアや様々な注視点を持った多くのアイデアが生まれ

た。また地元メンバーの知識や経験と、よそ者から出

た多くのアイデアの中の一部をその場で組み合わせる

ことによって生まれる新しいアイデアもあった。また、

ブレインストーミングを繰り返すたびに分類され整理

される全員のアイデアを見ることでも、個人が気づい

ていなかった視野を広げる効果が見られた。 

課題： 

ワークショップは14時から17時までと合計３時間

かかっており、集中力が切れる要因になっていたのか、 

３回目のブレインストーミングが始まると、「これ以

上はでてこない」などのコメントをする人がいた。 

ワークショップ２から 

プロトタイプに対してメンバー全員から自発的、積極

的なコメントが得られ議論が深まった上、それが時間

の大部分を占めた。ZINEのスタイル、内容の修正、付

け足し、付録、印刷代、置き場所、配布方法等、よそ

者ならではという視点と、地元メンバーでないと分か

らない指摘があり、各メンバーの持ち味を生かしたも 

のであった。特に、地元メンバーはZINE の使い道を提

案したり、自ら資金調達のために動いたり、出来上が

った際に積極的に動こうとする姿勢が観察された。 

プロトタイプがあったために、メンバー全員がより

具体的なイメージ を持って意見を出し合えるように

なったと言えるだろう。 
ZINEの完成と配布から 

完成までには、前述したように地元メンバーのネッ

トワークを利用したインタビューや、よそ者メンバー

によるZINEの質向上などの各人の特性を活かした作業

があり、それがより良いZINE完成につながった。 

また配布時には、Aが道の駅に隣接する農協の直売所

や観光協会の窓口などへ他のパンフレットなどと一緒

に置いておいてもらうよう依頼した。市議会議員の C

も、知り合いの林業関係の人たちにも配った。さらに

道の駅の責任者も、ディスプレイの置き場所について

アドバイスし、配布場所や今後の配布に関して積極的

に提案を行ってくれた。各々地元のネットワークを利

用して配布範囲を自発的に広げようと行動した。 

地元メンバーや関係者がZINEの配布において、完成

したものを活用しようと配布場所を考え、その手はず

を整えたり、その過程でメンバー以外の地元の人たち

を巻き込んだりと、自ら「伝える活動」を展開してい

く様子があり、新しい広報に関してポジティブな態度

となったことが観察できた。 

【考察・効果検証・今後の展開】 

 これらの観察結果から、異なる視点で「ハチ追い」

の魅力を捉え、かつ「多くのアイデアを出すことがで

きるよそ者」と「地元」のメンバーによる対等な立場

での協働が、（１）「ハチ追い」という文化への自信と

誇りを再確認、（２）自ら伝える対象の発見、（３）協

働によって得られた新しい視点とアイデアへの気づき、

（４）活動に対する当事者意識、（５）より能動的な姿

勢、をもたらしたことが明らかになった。 

この点において本研究で得られた知見は、他の地域

の文化継承に対しても適用できる可能性があり、今後

それらにおいても活用していきたいと考えている。 
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移住者と地域住民の交流の場としての阿波踊り

◯小田史郎・坂倉杏介（東京都市大学）

： 移住者、社会的ネットワーク、阿波踊り

【背景・目的】 
都市部への人口集中から起きる地方の人口減少が問題視

され始めて久しい。 年には、日本創生会議が少子化や

人口の流出により、存続できなくなる恐れがある自治体と

いう意味で消滅可能性都市という言葉が生まれ、日本の

自治体がそれに該当すると指摘された。一方で、内閣

府が実施した世論調査では、若い都市住民のあいだでは農

村漁村への定住願望が増加していることを示している 内

閣府 。また、最近では地方移住の類型として出

身地や出身地の近くに移住する ターンや ターンに加え、

出身地やその周辺ではない土地を自分で選択して移住する

ターンというケースも多く見られる。 ターン者は、地域

外から来ることで地域の固定的な概念に縛られることもな

く、地域に対して今までにない動きを生み出す傾向があり、

地域振興や地域課題解決にもつながっていると言える（関

谷ら ）。地方の側でも、 ターン者を始めとした移住

者を受け入れるために空き家改修などの住居獲得のための

支援や、住んだ先での就職を支援するプログラムなどを多

く提供している。加えて、移住に不安を抱く移住者のため

に相談会を開催するなど、移住を決断しやすい環境づくり

を進めている。一方で、 ターン者の定住率が低いことが

問題とされており、その一因として地縁のない地域の人々

との関係性構築が難しく、地域に馴染めないことが挙げら

れる 高木 日本農業新聞 。定住率の問題を改

善するためには、移住後に移住者が地域住民と関係を構築

し、良好な生活を送ることができるような支援策が重要で

あるといえる。

本研究は、移住促進や 企業誘致の成功地域とされてい

る徳島県神山町を事例に、移住者と地域住民が交流し関係

を形成する機会となっている地元の阿波踊り団体「桜花連」

に注目し、桜花連における参加の実態と交流が促進される

要因を分析することにより明らかにする。

【関連研究レビュー】

移住における地域住民と移住者の関係に関する研究では、

集落についての意識に注目した研究（皆川 ）や移住に

対する意識に注目した研究（小森 ）などの移住者と受

け入れ側の双方の意識に注目した研究が多く見られる。結

果として、移住者側と受け入れ側の認識のギャップが多く

あることがわかり、移住者と受け入れ側の交流による相互

理解が移住後のフラットで無理のない関係性を構築する上

で重要であることがわかる。しかし、交流の方法を考える

上でも移住者と受け入れ側でギャップがあるケースが有り、

その方法や距離感に関しても双方の理解を深めていく必要

があると言える（高木 ）。

また、集落活動への参加と共住に着目した研究では、地

域の活動に参加することで地域住民と新規定住者の交流に

つながり、それが生活満足度を高めると論じている（中

西 ）。

他方、祭りを通した地域コミュニティ形成について木村

は、祭りにおける非日常のコミュニティと日常のコミュニ

ティが相互に影響しあっているとしている（ ）。具体的

には祭りという共通のテーマを通じて、関係性が生まれ、

また変化することで日常でも交流する機会が生まれること、

反対に日常でのコミュニティが祭りの場を豊かにしている

と論じている。

また、祭りを通して住民が共有すべき暗黙知のようなも

のがどのように共有されているのかについて、学校や商店

街のようなグループごとのつながりから分析した研究では、

祭りを始めとした住民が主体的に活動できる地域の活動を

住民らの新しい関係性を生み出す上で必要だと論じている

（長尾ら ）。

神山町については、その成功の要因の分析としてアドプ

ト活動やアーティスト・イン・レジデンスなど 法人グ

リーンバレーの長年の活動をベースとして育まれた信頼に

基づくつながりに着目した研究（潜道 ）、移住希望者

の選抜によるマッチング 米山 といった分析などが

ある。しかし、それらの多くは神山町が移住者を呼び込む

ことに成功したこと、また呼び込んだことにより地域内で

イノベーションが起き、地域の活性化に寄与したことに焦

点を当てて分析を行っており、神山町の成功と呼ばれる要

因の一つの移住者の定住率が約 割という高さやその高さ

が実現するに至った要因については十分に言及されている

とは言えない。

そのため、本研究は神山研究ではこれまで行われていな

かった移住者と地域住民の関係構築について、双方の交流

に対する意識に着目しつつ、木村や長尾の視点から分析す
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移住者と地域住民の交流の場としての阿波踊り

◯小田史郎・坂倉杏介（東京都市大学）

： 移住者、社会的ネットワーク、阿波踊り

【背景・目的】 
都市部への人口集中から起きる地方の人口減少が問題視

され始めて久しい。 年には、日本創生会議が少子化や

人口の流出により、存続できなくなる恐れがある自治体と

いう意味で消滅可能性都市という言葉が生まれ、日本の

自治体がそれに該当すると指摘された。一方で、内閣

府が実施した世論調査では、若い都市住民のあいだでは農

村漁村への定住願望が増加していることを示している 内

閣府 。また、最近では地方移住の類型として出

身地や出身地の近くに移住する ターンや ターンに加え、

出身地やその周辺ではない土地を自分で選択して移住する

ターンというケースも多く見られる。 ターン者は、地域

外から来ることで地域の固定的な概念に縛られることもな

く、地域に対して今までにない動きを生み出す傾向があり、

地域振興や地域課題解決にもつながっていると言える（関

谷ら ）。地方の側でも、 ターン者を始めとした移住

者を受け入れるために空き家改修などの住居獲得のための

支援や、住んだ先での就職を支援するプログラムなどを多

く提供している。加えて、移住に不安を抱く移住者のため

に相談会を開催するなど、移住を決断しやすい環境づくり

を進めている。一方で、 ターン者の定住率が低いことが

問題とされており、その一因として地縁のない地域の人々

との関係性構築が難しく、地域に馴染めないことが挙げら

れる 高木 日本農業新聞 。定住率の問題を改

善するためには、移住後に移住者が地域住民と関係を構築

し、良好な生活を送ることができるような支援策が重要で

あるといえる。

本研究は、移住促進や 企業誘致の成功地域とされてい

る徳島県神山町を事例に、移住者と地域住民が交流し関係

を形成する機会となっている地元の阿波踊り団体「桜花連」

に注目し、桜花連における参加の実態と交流が促進される

要因を分析することにより明らかにする。

【関連研究レビュー】

移住における地域住民と移住者の関係に関する研究では、

集落についての意識に注目した研究（皆川 ）や移住に

対する意識に注目した研究（小森 ）などの移住者と受

け入れ側の双方の意識に注目した研究が多く見られる。結

果として、移住者側と受け入れ側の認識のギャップが多く

あることがわかり、移住者と受け入れ側の交流による相互

理解が移住後のフラットで無理のない関係性を構築する上

で重要であることがわかる。しかし、交流の方法を考える

上でも移住者と受け入れ側でギャップがあるケースが有り、

その方法や距離感に関しても双方の理解を深めていく必要

があると言える（高木 ）。

また、集落活動への参加と共住に着目した研究では、地

域の活動に参加することで地域住民と新規定住者の交流に

つながり、それが生活満足度を高めると論じている（中

西 ）。

他方、祭りを通した地域コミュニティ形成について木村

は、祭りにおける非日常のコミュニティと日常のコミュニ

ティが相互に影響しあっているとしている（ ）。具体的

には祭りという共通のテーマを通じて、関係性が生まれ、

また変化することで日常でも交流する機会が生まれること、

反対に日常でのコミュニティが祭りの場を豊かにしている

と論じている。

また、祭りを通して住民が共有すべき暗黙知のようなも

のがどのように共有されているのかについて、学校や商店

街のようなグループごとのつながりから分析した研究では、

祭りを始めとした住民が主体的に活動できる地域の活動を

住民らの新しい関係性を生み出す上で必要だと論じている

（長尾ら ）。

神山町については、その成功の要因の分析としてアドプ

ト活動やアーティスト・イン・レジデンスなど 法人グ

リーンバレーの長年の活動をベースとして育まれた信頼に

基づくつながりに着目した研究（潜道 ）、移住希望者

の選抜によるマッチング 米山 といった分析などが

ある。しかし、それらの多くは神山町が移住者を呼び込む

ことに成功したこと、また呼び込んだことにより地域内で

イノベーションが起き、地域の活性化に寄与したことに焦

点を当てて分析を行っており、神山町の成功と呼ばれる要

因の一つの移住者の定住率が約 割という高さやその高さ

が実現するに至った要因については十分に言及されている
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そのため、本研究は神山研究ではこれまで行われていな

かった移住者と地域住民の関係構築について、双方の交流

に対する意識に着目しつつ、木村や長尾の視点から分析す

る。具体的には、桜花連という事例を対象に移住者と地域

住民の交流に対する意識と実態、またその交流と桜花連と

の関連性に注目し実証する。

【徳島県神山町とは】

徳島県神山町は人口約 人の町で、徳島市から車で

時間ほどの山間に位置しており、吉野川の支流である鮎

喰川が流れている。また、神山町は 環境を活かした企業

誘致や就労支援プログラムなどにより移住者数が増え、

様々な先駆的地域活性化の取り組みが行われている地域で

ある。この取り組みを中心的に行っているのが 法人グ

リーンバレーである。グリーンバレーは、アメリカから日

本に友好親善の証として送られた「青い目の人形」を里帰

りさせようと「アリス里帰り推進委員会」を結成したこと

が始まりで、その後同メンバーを中心に「神山町国際交流

協会」の設立などを行ってきた。そして、 年には国内

外からアーティストを呼び、神山町で創作活動を行っても

らうアーティスト・イン・レジデンスを始動した。また、

年には神山町農村環境改善センターの指定管理をス

タートし、同年に神山移住交流支援センターの受託運営を

スタートさせた。 年５月時点で、移住交流支援を受け

て神山町に移り住んだ移住者の数は 名であり、定着率

についても約 割と高い。

また、 年「オフィス・イン・神山」をスタートし、

名刺管理の株式会社 や映像コンテンツを取り扱う

株式会社プラットイーズを始めとした多くの企業が神山に

サテライトオフィスを設置している。

さらに株式会社リレイションを中心として神山塾という

形で就労支援を行っている。厚生労働省が進める求職支援

制度の一環であり、今までで 人を超える受講生が参加

している。移住する前段階として、地域に触れ、自分のや

りたいことを見定める場として機能している。

【桜花連とは】

桜花連は、阿波踊り連がなくなった神山町で 年に青

年団活動の一環として結成された阿波踊り連である。結成

時は 名ほどだった連員は、 年には 名となり、そ

のうち約 割は移住者である。その特徴として、 お年寄

りなど徳島市内の阿波踊りに行けない人のために神山町内

で踊ること、 また神山町に演舞場がないことや町の住

民に高齢者が多いため、町内の約 箇所にバスで出向き、

踊りを披露すること 伝統文化である阿波踊りを知るこ

とで移住者が神山町を知るきっかけになっていることが挙

げられる。

連員は大きく分けて、提灯を持って踊る男踊りと女踊り、

うちわ踊り、子供踊り、そして鳴り物の５つのパートに分

かれており、それぞれをパートリーダーが取りまとめてい

る。また、全体を取りまとめる連長や会費などの取りまと

めを行う事務局という役職も存在する。

前述したとおり、桜花連は神山町内の町民に阿波踊りを

披露するために８月 日、 日は町内をバスで移動しな

がら踊って回る。神山町には特定の演舞場というものはな

く、地域ごとに駐車場や道路上、ガソリンスタンドなどを

使って踊っている。タイムスケジュールを事前に決めポス

ターを使って広報していることもあり、時間になると地域

住民が踊る場所に集まって来る様子が見受けられる。また、

日は市内の阿波踊りに参加している。これは、連員にと

ってのご褒美のような役割を持っており、 日 日とは

違い自分のために踊る機会となっている。

また、不定期で地域の祭りや地域外のイベントにも参加

しており、 年には岩手県宮古市の仮設住宅を巡って踊

りを届けるといったことも行っている。

さらに神領小学校など小学校の運動会で踊る阿波踊りの

指導や鳴り物としての参加なども行っており、地域に対し

て馴染み深い連になっている。

写真 地域の住民の前で阿波踊りを披露する様子

【研究方法・研究内容】

本研究では、桜花連の連員に対し、基本データ（名前、

性別、年齢、居住地、居住歴など）、入連のきっかけ、連

員との助け合いなどの関係性、また入連してよかったと

感じる点について面接調査を実施した。面接調査は

年 月 日に連員 名に対して行った。

【調査結果・考察】

調査は男性 名、女性 名に実施した 図 ）。年齢層

を見ると 代が最も多く、次いで 代になっている 図

。また、住んでいる場所も神領地区が一番多くなってい

るものの、様々な場所に分散しており中には帰省で帰っ

てきている連員も見られた 図 ）。

入連のきっかけについては創立メンバー 人を除く
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名の連員に聞いた所、連員に誘われてという理由が最も

多く 名となっている（表 ）。地域おこし協力隊や神山

塾で来ている移住者の多くはこのきっかけで入連してお

り、数珠つなぎのように次の代の移住者もそのつながり

をたどって入連している。

また、入連した時の印象について、連員が優しいと答え

る声も多い 表 ）。移住者の中には調査の際「いつまで神

山町にいてくれるのかと聞かれたときにはっきりとずっ

といると答えられないのにも関わらず、連員として他の

連員と同様に扱ってくれるのが嬉しい。連のためにもも

っと頑張りたい」と答える人もいた。「怖い・やりにくい」

などのネガティブな意見に対しては回答者のほとんどが

実際に交流するとその印象はなくなり、今は楽しいと回

答している。

今年の練習への参加状況については、全部参加してい

る方とほとんど参加している方が多かった一方で、あま

り参加していない連員も見られた（図 ）。しかし、回答

の際には「連員が参加しているグループ に振り付け

の変更や、連絡事項が投稿されている」「帯の締め方や笛

の吹き方のコツなどはパートの でお互いに教えあっ

ている」など、練習に来なくても情報共有や助け合いが行

われていることが見られた。

さらに、連員同士の助け合いや相談はあるかという質

問に対しては 人の連員があるまたはできると回答して

いる（図 ）。また、その際に練習以外にご飯や飲みに行

くこともあり、その際に暮らしについての相談をするこ

ともあると述べる連員もいた。

連に入ってよかったことを聞くと、地域の人や移住者

と知り合いになれたことが多く挙がった 表 。移住者側

の視点からは、神山らしさや文化などを知っている住民

と知り合える場はとても貴重であり、地域で暮らしてい

く上でとても助かっていると述べている。また、地域住民

の立場からでは、普段生活を送っていても移住者も含め

た幅広い年代の人と交流できる場はないため、嬉しいと

いった回答があった。また、大人になってから職場以外の

人と週に 回くらい顔をあわせる機会はとても貴重で、

部活の様な感覚と答える連員もいた。

データを総合すると移住者と地域住民の比率が で

あること、また今回の調査の図 から両者が知り合い、

信頼関係を構築する場となっていることが言える。また、

桜花連がこの様な場として機能するために以下の つの

要素が関係していると考えられる。

１）新規の人を受け入れ、助け合う姿勢

２）団体の活動自体の魅力

３）移住者と地域住民が参加するメリットがある

新規の人を受け入れ、助け合う姿勢は、出身や性別、

年齢などの属性に関わらず受け入れ、連員全員で育てる

（助け合う）姿勢が交流の接点を生み、また連員全体の信

頼関係を高めているものと考えられる。

団体の活動自体の魅力については、阿波踊り自体の

魅力と町内で踊ることをメインにしていることの二つが

挙げられる。阿波踊り自体の魅力は、徳島のアイコンとも

言える阿波踊りに惹きつけられ、その奥深さや楽しさに

魅了されることで、阿波踊りを踊るという団体の活動に

対し積極的になるといえる。また、町内で踊ることをメイ

ンとすることで、地域に対する貢献意識が芽生え、阿波踊

りを踊るという行為に意味が付加されるものと考えられ

る。

移住者と地域住民が参加するメリットとしては、そ

れぞれの生活の中で関わることのないつながりを得られ

ことが、生活の上でも貴重な経験であり、またそのつなが

りにより桜花連に対する愛着や居場所感が芽生えるもの

と考えられる。

以上の理由から つの要素が移住者と地域住民の交流

を促進させる要因となっていると考えられる。

図 ：男女比

図 ：年齢

図 ：居住地
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言える阿波踊りに惹きつけられ、その奥深さや楽しさに
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ンとすることで、地域に対する貢献意識が芽生え、阿波踊
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れぞれの生活の中で関わることのないつながりを得られ
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図 ：今年の練習への参加状況

図 ：連員と困った時など相談し合うことはあるか

表 ：入連してよかったこと
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再生古民家が人を惹き付ける理由

菊森智絵（関西大学大学院ガバナンス研究科 ）

：再生古民家、歴史性、現代的ニーズ

【問題関心・研究目的】 
近代的な建物が立ち並ぶ中、古民家のような建造物も注

目されている。古民家は耐震性の問題があるが、歴史性を

感じさせる。そのような要素を残しつつ、リノベーション

された施設が多くある。新築であってもエイジングにより

古民家を再生させたように見せかける建物もある。街並み

の景観を大切にする地域では近代的な住居であることを隠

すかのようにエイジングされた垣根で覆い尽くすこともあ

る。日本人が自国の伝統の良さに気付き始めているのかも

しれない。医療や福祉の充実、生活の利便性から高齢者は

都心での生活を希望するケースもあるが、移住による農村

部の古民家での生活をする人も年々増加している。

古民家の再生利用にはいくつかのパターンがある。再生

された古民家を住居とする場合とそれを何らかの施設とし

て利用する場合がある。また立地という視点から、ひとつ

は京都のような文化財や歴史的建造物が建ち並ぶ中に、そ

れらと調和した形で存在するような場合である。もうひと

つは大阪市にある中崎町や空堀地区のように近代建築物が

多い中に、時代背景が異なる特別な空間を形成するような

場合である。

住居以外の使用について、再生された古民家は宿泊施設

や商業施設として利用され、その数は年々増加傾向にある。

その時代背景や雰囲気を味わい、落ち着いて過ごせる空間

としての再生古民家は、歴史性と現代的ニーズを兼ね備え

たファッションを形成しているように筆者は思える。

本研究の対象となる「再生古民家」は、歴史的な背景を

感じさせる古民家に、現代的ニーズに合うような生活スタ

イルを取り入れた建造物を指す。古民家そのものを近代化

された生活に慣れた我々が使用することは耐震性の問題を

除いても残念ながら難しい。再生古民家は資源を大切にす

るリサイクルのような精神ではなく、近代的な建物とは全

く異なる次元での新しい建物のあり方を提示しているのか

もしれない。西欧では日本人のように新築の住居を好むの

ではなく、リノベーションする方が好まれる。建物の統一

性による街並みの景観が持続する理由の１つでもある。

本研究では、人々が古民家も含めた再生古民家に惹きつ

けられる理由を分析する。

【先行研究】

小川 は「 法人尾道空き家再生プロジェクト」

の活動を例として、空き家の活用と移住を題材に、地方創

生の要諦を探る。プロジェクト代表の豊田は世界中の町の

路地裏で見た、昔ながらの古いたたずまいと、その中で生

き生きと暮らす人たちの光景に懐かしさを感じ、それを求

めて観光客が訪れると考えた。この活動により、斜面地で

のコミュニティが息を吹き返しつつある 1)。

下町芸術祭は、神戸の下町エリアである長田区南部の空

き家や空き店舗、空き地や路地、劇場や旧小学校、古民家

を再生したスペース等さまざまな下町の魅力溢れる場所を

舞台に、クリエイターや地域住民等による現代アート作品

の展示、パフォーマンス等がおこなわれる。イベントを通

してアートや文化の力で地域の新しい魅力を創造するだけ

でなく、地域の歴史や路地の良さを知る機会、下町の生活

感を味わえる企画となっている 2)。

空堀地区の再生古民家に係わって、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」の意義を説いた 3)。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 4)。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 5)。 

【研究方法】

再生古民家を活用した店舗店主、ゲストハウス主人、

それらの利用者、それらに無関係な人たちに調査をおこ

なった。直接ヒアリングするだけでなく、メールやライ

ンを使用したりした。ヒアリングの際の注意点として、

対象者の回答を誘導することのないように、質問は必要

最低限に止めた。

再生古民家団体、建築家、設計会社へのヒアリング調

査が間に合わなかったため、ホームページ本文から引用

した。再生古民家を活用したゲストハウスの情報は著書
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るための材料がないことを指摘した 4)。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
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【研究方法】

再生古民家を活用した店舗店主、ゲストハウス主人、
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最低限に止めた。

再生古民家団体、建築家、設計会社へのヒアリング調

査が間に合わなかったため、ホームページ本文から引用

した。再生古民家を活用したゲストハウスの情報は著書

から引用した。

【調査内容・分析内容】

年 月初め頃、古民家との係わりが少ないと思わ

れる大学生の従姉妹の友人を無関係な人たちとして、ラ

インを送信してもらった。「古民家または再生された古民

家の魅力をどのような点に感じますか 」という質問をし

た。 人からの回答を得た中の 件を除いた回答を使用

した。回答の重要な点は返信を頂いた順である。

「親戚の古い家に泊まった感想ですが、昔ながらの

良い雰囲気で天然素材を楽しめます。夏はとても風が通

るので涼しい」。 「旧時代的 良い意味で 要素に加え、

近代的技術等の要素が取り込まれている物件もあること

から、保養の際にも日常生活とのギャップが比較的少な

く、順応しやすそうなことに魅力を感じる」。 「歴史を

感じる」。 「白川郷とか昔からある建物がとても好きで

す」。 「日本独特の木造の建物の構造、雰囲気そのまま

残されていてとてもいいと思います」。 「古民家は古い

独特の木の匂いがあることだと思います」。 「昔ならで

はの雰囲気を味わえる」。 「古民家は、日本の美しい情

景の一部なので、これからもずっと無くなって欲しくな

いと思います」。 「外観からして、優しそうな歴史を感

じさせるような雰囲気があり、おばあちゃんの家に来た

みたいで、入りやすい気がします。窮屈さを感じさず落

ち着かせてくれる居心地のよさが魅力だと私は思いま

す」。 「木材、畳などから伝わる暖かみや居心地の良

さから日本の文化を感じられるという所に魅力を感じま

す」。 「昔ながらの雰囲気で落ち着いた時間を過ごせ

ることに魅力があると思います」。 「新しい家には新

しいなりの機能やデザインといったかっこよさがありま

すが、古民家には、なにかあたたかさというか、昔なが

らの知恵のような凄さを感じます。今ほど技術も発展し

てないのに、今より優れているところがあるという感じ

です」。

年 月初め筆者が過去に宿泊した福井県大野市に

ある ナマケモノの店主へメールでの

質問をし、以下の回答を得た。「まずはなんと言っても木

と土（壁）、そして日本の気候を快適に過ごすように作ら

れているってことだと思っております。たしかに冬は寒

いし、これまでは隙間風も入り、下手すると雪が吹き込

んできたりして、快適でないこともあるんですけどね。

でも、夏の暑さを和らげるために風の通りを考えて縁側

が作られていたりしています。大野は雪深い土地なので、

屋根に雪が積もったときにかなりの重量がかかりますが、

それをものともしない構造をしていたりね。その当時の

大工さんの工夫と知恵がそこかしこに感じられることっ

て、古民家の魅力の一つかと思います。自然とともに生

活したい私にとっては、ココに住もうと考えた大きな理

由かもしれません。ほかにも建具の細工やガラスのデザ

インなど、いまではほとんど失われてかけている技術も

魅力かもしれません。壊れたたらもう終わりという危う

い実の上に立っているからこそ、大事に守りたいと願う

のでしょうね」。

月 日空堀地域でおこなわれたイベントの参加者に

ヒアリングをおこなった結果は以下である。インドネシ

ア人の 氏は「とても美しいです。日本の町並みはいい

ですね」。医者の 氏は「長屋の建物が崩れそうな感じが

するのに、意外にもお互いが支え合って魅力的です」と

述べていた。

上記のヒアリングで聞きそびれた人に対してはメール

を使い質問した。長屋に住んだことのある 氏は「近代

的な素材でできた建築物の中より、木や土のぬくもりを

感じながら生活することに憧れ出し、見直し出したので

はないでしょうか。仕事やいろんな生活環境は便利であ

ってほしい、そんな中、街中の長屋暮らしは程よい落ち

着きを感じられ、人との近さも感じられて落ち着くので

はないかなと思います」。ケアマネージャーの 氏は「洋

風建築やマンションなどにはない『上がり框』の段差が

日本の家を象徴しているように思います。その視覚的な

段差の風景も魅力だと思うのですが、私としての『上が

り框』の魅力は『行為』です。『靴を脱ぐ文化』があり、

『上へあがる 家へあがる 』という行為の後に畳に座る。

その行為をする機会がとても少なくなっています。その

行為をすることが、どこか『日本人としての懐かしさ』

が感じられる、私が古民家や日本従来の住宅に魅力を感

じる部分です」。 大学の 先生は「古民家は懐かしさ、

伝統、ノスタルジー等のように感じられるでしょう。で

すが、古民家を住居として考えると住みづらいです。古

民家の用途を考えると活用方法が見出されます。例えば、

ギャラリー、講座会、カフェ、宿泊、シェアハウスやシ

ェアスペース等というようにすればいいのです。視点を

変えることで可能性が広がります」と述べていた。

ホームページに掲載されていた古民家の魅力は以下で

ある。

NPO日本古民家再生協会事務局長金井透氏は「黒光り

する太い梁や柱など、独特な趣を持った昔ながらの日本
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家屋には、現代の家屋には見られない落ち着きと味わい

深さが感じられる 6)」と述べている。 
建築家を探すサイト HOMIFY の特集記事において、

「縁側のメリットは、・・・夏場には、太陽の位置が高い

ため軒が長いと直接日差しが入らず涼しく過ごすことが

できます。また、日差しをたっぷり取り入れたい冬場は、

太陽が低い位置を通るため軒が長くてもきちんと部屋の

なかまで届きます。人とも庭の自然とも上手に付き合え

る縁側のある古民家は素敵ですね 7)」と記載されている。 
不動産会社 LIFULL HOME’S の「住まいのお役立ち

情報」において、古民家は「釘などを使わない伝統的な

軸組工法による木造建築 8)」であり、「長く住むほど風合

いを増し、生活空間そのものを味わい深くすることがで

きます。・・・・何世代にも渡って使い込まれた建具や床、

そして柱や梁は黒光りしており、非常に趣のある雰囲気

の住まいとなっています 9)」と記載されている。 
株式会社シーモワ・オカダデザイン代表取締役岡田登

氏は外国の芸術家たちは「古い伝統が姿を消すことは、

その中に宿っていた精神や文化も捨てることになるとも

危惧しているのです 10)」と述べている。

以上のような調査結果を 法により整理した。大きく

分けて つのグループとなり、以下のようにまとめた。「古

民家は日本の美しい自然の一部を取り入れたり一部とな

ったりしている。昔ながらの歴史を感じさせるような雰

囲気があり、古い伝統の中に宿る精神や日本の文化を感

じさせる。天然素材が使われているため使い古された建

具や床、黒光りした梁や柱等の独特な趣をもち、釘等を

あまり使わず伝統的な木造建築のため職人の技術も魅力

である。月日が経つほど落ち着きや味わい深さが感じら

れ、居心地の良い空間となる。日本の生活に適した建物

の構造上の工夫がみられる。再生古民家は昔ながら良さ

を残しつつ近代的技術により古民家の快適さを高めてい

る」。

古民家はどれも同じような建物だと認識されるかもし

れないが、それぞれに個性がある。ゲストハウスを対象

にではあるが『ゲストハウスガイド −

−11)』にて、特徴のある個性的な古民家

を紹介する。

ゲストハウス蔵は「大きな神棚や屏風、緑豊かな中庭

越しには蔵が見える 頁 」。ゲストハウス金魚家は「昔

実際に水を汲んでいた井戸や、四季の変化を味わう中庭、

裏庭には蔵の名残も 頁 」。ゲストハウス 和楽庵は「門

から、鬱蒼と生い茂る緑のアーチを潜り、石畳の小道を

奥へ 頁 」。ゲストハウス おどりは「個室専用の坪庭、

掘り炬燵や縁側から眺める中庭も 頁 」。ゲストハウス

奈良バックパッカーズは「書院造の大きな和室、四季彩

る中庭が楽しめる談話室、格子窓や円窓など、日本の古

き良き文化を保つ屋敷。・・・実際に使用された茶室で宿

泊可 頁 」。古民家ゲストハウス梢乃雪は「囲炉裏を囲

んで晩ご飯を楽しむ 頁 」。三重の古民家ゲストハウス

旅人宿 石垣屋は「約 軒もの伝統的町家が並ぶ東海道

五十三次の宿場町、関宿。・・・築 年の日本家屋を活

かした宿がある 頁 」。自然菜食と田舎暮らしの古民家

宿 空音遊は「宿の前は崖に、谷底には川が流れる。朝は

遠くに山々にうっすら空海が見られ、・・・夜は満天の星

空 頁 」。あわくら温泉 元湯は「薪をくべた温泉やス

トーブ、薪で炊いたご飯など味わえる 頁 」。沖のまち

やどは「『火袋』と呼ばれる土間の吹き抜けや、京都では

『おくどさん』と呼ばれる釜戸などを、そのまま残して

いる 頁 」。伊勢ゲストハウス紬舎は「路地裏で眠って

いた屋敷を改装 頁 」。ゲストハウス錺屋は「薬剤師が

来客を迎えたであろうガラス小窓の付いた受付、苔生す

中庭を独占できる縁側付きの畳個室 頁 」。ゲストハウ

ス由苑は「丸い障子窓や紅い絨毯の階段など建物本来の

和を残しつつ 頁 」。博多町屋ゲストハウス界音は「受

付から宿奥へと飛び石が続き、和の趣を演出 頁 」。

【調査結果】

ヒアリング調査などの整理から古民家に対する魅力は

自然との一体感、歴史ある趣、日本の伝統的技術、天然

素材による味わいなどによって落ち着きや快適さを創り

出しているためと考えられる。きっとそれはどの古民家

にも共通するのだと思われる。ところが、個々の古民家

には独自の魅力として、蔵、中庭、坪庭、井戸、囲炉裏

などが個性となっている。それらはゲストハウスに限定

したものではあるが、ゲストハウスが単なる宿泊施設と

してだけでなく、ゲストハウスそのものを巡る楽しさも

ある。古民家だけでは現代社会で生活する私たちにとっ

て不自由を感じる部分については改善をした再生古民家

は時代の大きな違いを埋めることにより私たちの満足度

を高めているのではないか。

筆者はそれらの魅力を「ほっこり」という言葉で表現

しようと思う。調査結果として出てきた「温かい」「癒や

される」「落ち着く」「歴史性」「伝統」「技術」というよ

うな言葉をまとめるような言葉が「ほっこり」であるよ

うに思う。「ほっこり」は京都の方言のようで、本来の意
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その中に宿っていた精神や文化も捨てることになるとも

危惧しているのです 10)」と述べている。

以上のような調査結果を 法により整理した。大きく
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民家は日本の美しい自然の一部を取り入れたり一部とな

ったりしている。昔ながらの歴史を感じさせるような雰

囲気があり、古い伝統の中に宿る精神や日本の文化を感

じさせる。天然素材が使われているため使い古された建

具や床、黒光りした梁や柱等の独特な趣をもち、釘等を

あまり使わず伝統的な木造建築のため職人の技術も魅力
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の構造上の工夫がみられる。再生古民家は昔ながら良さ

を残しつつ近代的技術により古民家の快適さを高めてい

る」。

古民家はどれも同じような建物だと認識されるかもし

れないが、それぞれに個性がある。ゲストハウスを対象

にではあるが『ゲストハウスガイド −

−11)』にて、特徴のある個性的な古民家
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ゲストハウス蔵は「大きな神棚や屏風、緑豊かな中庭

越しには蔵が見える 頁 」。ゲストハウス金魚家は「昔
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から、鬱蒼と生い茂る緑のアーチを潜り、石畳の小道を

奥へ 頁 」。ゲストハウス おどりは「個室専用の坪庭、

掘り炬燵や縁側から眺める中庭も 頁 」。ゲストハウス

奈良バックパッカーズは「書院造の大きな和室、四季彩

る中庭が楽しめる談話室、格子窓や円窓など、日本の古

き良き文化を保つ屋敷。・・・実際に使用された茶室で宿

泊可 頁 」。古民家ゲストハウス梢乃雪は「囲炉裏を囲

んで晩ご飯を楽しむ 頁 」。三重の古民家ゲストハウス

旅人宿 石垣屋は「約 軒もの伝統的町家が並ぶ東海道

五十三次の宿場町、関宿。・・・築 年の日本家屋を活

かした宿がある 頁 」。自然菜食と田舎暮らしの古民家

宿 空音遊は「宿の前は崖に、谷底には川が流れる。朝は

遠くに山々にうっすら空海が見られ、・・・夜は満天の星

空 頁 」。あわくら温泉 元湯は「薪をくべた温泉やス

トーブ、薪で炊いたご飯など味わえる 頁 」。沖のまち

やどは「『火袋』と呼ばれる土間の吹き抜けや、京都では

『おくどさん』と呼ばれる釜戸などを、そのまま残して

いる 頁 」。伊勢ゲストハウス紬舎は「路地裏で眠って

いた屋敷を改装 頁 」。ゲストハウス錺屋は「薬剤師が

来客を迎えたであろうガラス小窓の付いた受付、苔生す

中庭を独占できる縁側付きの畳個室 頁 」。ゲストハウ

ス由苑は「丸い障子窓や紅い絨毯の階段など建物本来の

和を残しつつ 頁 」。博多町屋ゲストハウス界音は「受

付から宿奥へと飛び石が続き、和の趣を演出 頁 」。

【調査結果】

ヒアリング調査などの整理から古民家に対する魅力は

自然との一体感、歴史ある趣、日本の伝統的技術、天然

素材による味わいなどによって落ち着きや快適さを創り

出しているためと考えられる。きっとそれはどの古民家

にも共通するのだと思われる。ところが、個々の古民家

には独自の魅力として、蔵、中庭、坪庭、井戸、囲炉裏

などが個性となっている。それらはゲストハウスに限定

したものではあるが、ゲストハウスが単なる宿泊施設と

してだけでなく、ゲストハウスそのものを巡る楽しさも

ある。古民家だけでは現代社会で生活する私たちにとっ

て不自由を感じる部分については改善をした再生古民家

は時代の大きな違いを埋めることにより私たちの満足度

を高めているのではないか。

筆者はそれらの魅力を「ほっこり」という言葉で表現

しようと思う。調査結果として出てきた「温かい」「癒や

される」「落ち着く」「歴史性」「伝統」「技術」というよ

うな言葉をまとめるような言葉が「ほっこり」であるよ

うに思う。「ほっこり」は京都の方言のようで、本来の意

味は「疲れた」「えらい目にあった」というように逆であ

る。それが変化または進化し、「あたたかいさま」「ふく

よかなさま」「つやがあって鮮やかなさま」というように、

物理的な温かさだけでなく、精神的な温かさを示す言葉

で現代は使われている 12)。

【今後の展望と課題】

今後の展望として、古民家の魅力が多くの人に広がり、

賛同する人たちによって再生が進むことは日本の伝統を

大切にする気持ちを育み、資源を大切にする気持ちへと

つながるのではないか。

ヒアリングだけでなく、アンケート調査による定量的

分析によって妥当性の確認を今後の課題としたい。

【引用】

小川長「空き店舗問題と移住− 法人尾道空き家再生

プロジェクトの活動を例として−」橋本行史編著『地方

創生−これから何をなすべきか−』創成社、 年。

年 月 日、 月 日に筆者が下町芸術祭を

観察した。

柴田和子「『よそもの』の行うまちづくりと地域住民」

『国際社会文化研究所紀要』第 号、 年。

寿崎かすみ「空堀地区長屋再生プロジェクトをどう捉

えるか」『国際社会文化研究所紀要』第 号、 年。

上段貴浩・脇田祥尚「アートイベントによって顕在化

する歴史的市街地の地域資源−『からほりまちアート』

を事例として−」『日本建築学会計画系論文集』第 巻

第 号、 年。

 ホームページ「今、注目の「古民家」の魅力に

迫る！」、

、 年 月 日閲覧。

ホームページ「古民家再生の魅力とインテリア

実例」、 古

民家再生の魅力とインテリア実例、 年 月 日閲

覧。

’ 「古民家の魅力と、実際に住む際に気

を付けたいこととは？」、

、 年 月

日閲覧。

同上、 年 月 日閲覧。

株式会社シーモワオカダデザインの古民家再生、

、

年 月 日閲覧。

前田有佳利『ゲストハウスガイド −

−』株式会社ワニブックス、 年。

各引用頁については本文中に記載した。

ほっこりについて、以下の情報を元にした。意味解決

ノート、 、 年

月 日閲覧。コトバンク「ほっこり」、

ほっこり 、 年 月

日閲覧。
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自然現象による土砂災害の避難活動促進事業に関する考察 ―福井県嶺北地方を対象として―

小鍛治 聡、友成 真一（早稲田大学）

：土砂災害、災害対策、避難活動

 研究目的・背景 
日本は国土の約 割が山間部であり、さらに降水量の

多い地域でもあり、土砂災害の発生確率が高い環境にあ

る。さらに、近年では集中豪雨が多発しており、災害頻

度の増加、災害規模の増大が考えられる。全国における

時間降水量 以上の発生回数は増加しており、

年から 年において全国の 時間降水量 以上の

年間発生回数は、 年から 年の発生回数を平均し

たものと比べ、約 倍に増加している（気象庁 ）。

また、土砂災害の多くは、降雨の影響により地盤が急

速に緩むことが原因で発生し、全国各地で被害をもたら

している。 年から 年における土砂災害発生件数

の推移を見た場合、平均で 件となっている（国土

交通省 ）。

日本は歴史的に、度重なる土砂災害に罹災してきた。

そこで災害軽減を目指し、ハード面の対策では土砂災害

が起こりうる危険斜面に対して擁壁工や法枠工により急

斜面の土砂崩壊を抑える工事や、地すべりの原因となる

地下水を抜き取る防止工などが行われてきた。しかし、

土砂災害の発生に伴う死者・行方不明者は後をたたない。

これは、土砂災害に対してハード面の対策が行われよう

と、住民における避難意識の向上に結びついていないこ

とに関係すると考えられる。

先行研究として村田ら（ ）は、 年の「 豪

雨災害」に伴い発生した土砂災害について、広島県の住

民に対して防災意識調査を実施し、適切な対応が取れる

図 土砂災害の発生件数と被害件数

（国土交通省報道発表資料をもとに筆者作成）

情報伝達体制を確立すること、さらに住民自身が自身の

住居が危険な場所にあることを全く認識していないこと、

事前に住民にもっと正確な情報を知らせる必要があるこ

とを指摘している。

以上を踏まえ、本稿では日本における土砂災害制度を

概観したうえで、これらに関係する地方自治体の土砂災

害対策及び施策を検討することを目的として福井県嶺北

地方を検討する。

 防災対策制度の概況

土砂災害に関係する法律として、いわゆる「砂防 法」

（砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法・土砂災害防止

法）と取り上げることができる。このうち、土砂災害の危

険周知や、警戒態勢の整備などソフト面の対策に強く関係

するものは、土砂災害防止法である。なお、砂防法・地す

べり等防止法・急傾斜地法」の 法はインフラ整備を中心

としたものであり、紙面の関係から詳述しない。

土砂災害防止法では、基本指針の作成や基礎調査の実施、

区域の指定のみならず、警戒・避難態勢の整備を推進して

いる。なお、 年に広島で発生した広島豪雨による土

砂災害を機に法律が制定されている（土田ら ）。

本法では土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域を

指定している。これら土砂災害警戒区域と土砂災害特別警

戒区域の詳細は表 に示す。

表 土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の対照

土砂災害警戒区域

イエローゾーン

土砂災害特別警戒区域

レッドゾーン

 土砂災害の発生によ

り、住民等が生命・身

体に危害が生ずる可

能性があると認めら

れた土地の区域

 市町村による警戒避

難体制の整備

 イエローゾーンのう

ち建造物に損壊の可

能性がある土地の区

域

 特定開発行為に対す

る許可制

 建築物の移転等勧告

（筆者作成）
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また、避難行動に着目した場合、内閣府によって

年に策定された「避難勧告等判断・伝達マニュアル作成

ガイドライン」に着目できる。本ガイドラインは 年

全面改定、 年に一部改定、 年に改定し、さらに

名称も「避難勧告等に関するガイドライン」に改められ

ている。本ガイドラインは、市町村の防災担当者が住民

の避難活動を円滑に促せるよう、「避難行動」「情報伝達」

「発令基準」「防災体制」として参考とすべき基準や方法

等を示したものであり、土砂災害、高潮、津波などの災

害に合わせた「避難指示「避難勧告」「避難準備・高齢者

等避難開始」」の発令基準を例示している。「避難指示」「避

難勧告」「高齢者等避難開始」の種類別と内容を表 に示

す。

さらに本ガイドラインの自然災害に関する避難行動に

着目すると、「住民が行政の情報に過度に期待せず自分は

災害に遭わないという思い込みに陥ることなく、自らの

判断で避難行動をとること」「自ら危険だと感じ自発的か

つ速やかに避難行動をとること」と指摘されている。

他方で、近年では住民が正常性バイアスとして自然災

害を過小評価してしまう心理学的な特性を有するという

指摘も見られる（矢守 ）。すなわち、本ガイドライ

ンによる指摘のみでは、住民の避難意識を向上するうえ

では課題が残ると考えられる。

表 避難勧告等の種類別拘束力と内容

種 類 内 容

避難指示

（緊急）

災害が発生するなど状況がさらに

悪化し、人的被害の危険性が非常

に高まった場合に発せられる。「避

難勧告」よりも拘束力が強い。

避難勧告

災害による被害が予想され、人的

被害が発生する可能性が高まった

場合に発せられるもので、居住者

に立ち退きを進め促す。

避難準備・高齢

者等避難開始

事態の推移によっては避難勧告や

避難指示（緊急）の発令を行うこ

とが予想されるため、避難の準備

を呼びかけるもの。要援護者など、

避難に時間を要する人は避難を開

始する必要がある。

（内閣府 をもとに筆者作成）

福井県における土砂災害と対策

福井県の地理的特性

福井県は、日本海側気候として、大陸から来る乾燥し

た空気が日本海を渡る際に海面から水蒸気を吸収し、雲

を形成し、水蒸気を含んだ雲が日本列島を横断する際に

山岳地帯に衝突し、多くの降雨をもたらす地域である。

さらに山地が広く分布しており、土砂災害の発生確率が

比較的高い地域であると考えられる。

また、福井県は南越前町と敦賀市を境界として、北を

嶺北地方、南を嶺南地方と呼称される。嶺北地方は盆地

状の福井平野と呼ばれる平地に所在する。また、福井平

野の周囲は山間部が多く山に囲まれた地形となっている

ことから、古くから農業、林業が盛んである。

図 福井県の行政区画

福井豪雨と土砂災害

福井県の過去の災害として福井豪雨をあげることがで

きる。福井豪雨は、 年 月 日から 日にかけて

新潟県に豪雨をもたらした梅雨前線が 月 日未明から

昼頃にかけて嶺北地方に停滞し、豪雨をもたらしたもの

であり、極めて狭い範囲での雨であることに特徴付けら

れる。

雨量は山間部の美山町（現・福井市美山町）で 時間

降水量 を観測し、同地域における最大雨量を示し、

さらに 時間雨量（総雨量）は を観測した（国土

交通省 ）。その結果、福井市の中心部を流れる足羽

川は豪雨により堤防が氾濫し、周辺住民に甚大な被害を

もたらす水害が発生した。

福井豪雨に伴い土砂災害が福井県の山間部で多数発生

した。土砂災害により、福井市、美山町、鯖江市、今立
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町、池田町の山間部でがけ崩れ 箇所、土石流 箇所、

地すべり 箇所が発生し、さらに死者 名、行方不明者

１名、負傷者 名、住家全壊 棟、住家半壊 棟、

住家一部破損 棟、床上浸水 棟、床下浸水

棟の被害が発生した（内閣府 ）。

加えて、福井豪雨では、山間部において月間降雨量を

超える降雨があったことで、地盤が急速に緩み山間部周

辺の住宅、道路、田畑等に甚大な被害をもたらした。特

に被害に遭った地域は、斜面の急勾配から緩勾配の勾配

変化点に集中しており、斜面から流れ出た土石流などが

流入し、斜面に近接していることから、直接被害を受け

たと考えられる。すなわち、住民があらかじめ自身の住

宅の立地条件から土砂災害の危険性がある事を知ってい

なければ避難行動を取ることが難しいと考えられる。

福井県における新しい施策

福井豪雨を機に、福井県では「災害に強い農村作りの

計画」として、森づくり課、砂防海岸課、農村振興課の

課を事務局として、専門家や有識者で構成される「山間

集落豪雨対策検討委員会」を設置し、被害発生状況とそ

の要因、土砂災害を防止するための具体的な事業の実施

方法について検討している。さらに、この福井豪雨を契

機とした防災態体制整備として「土砂災害警戒避難訓練

や危険箇所の説明会による防災意識の醸成」「災害時要援

護者の避難援助を含めた自主防災体制の整備」「雨量・水

位や土砂災害発生の危険情報を提供する福井県河川砂防

総合情報システムの活用（ 年 月運用開始）」「テレ

ビ・ラジオを通じ、気象台と連携した土砂災害警戒情報

の提供」「防災無線など、災害時における情報伝達手段の

整備」「土砂災害警戒区域等についての計画的な指定促

進」が事業として行われている。また、土砂災害警戒区

域および土砂災害特別警戒区域として 年 月末時点

で 箇所 内 箇所が土砂災害特別警戒区域

が指定されている 福井県砂防防災課 。

また、土砂災害防止法の改定により、土砂災害警戒区

域等内立地された要配慮者利用施設（社会福祉施設、医

療施設、学校など）の所有者・管理者は、避難確保計画

の作成、避難訓練の実施が義務づけられたことに関係し

て福井県版の土砂災害に関する避難確保計画の雛形が県

のホームページ上に掲載されている。なお、社会福祉施

設、医療施設、学校用があり、所有者・管理者は避難確

保計画を作成したのち市町村長に提出することが義務づ

けられている。

考察

日本では、現在においても、土砂災害頻度は増加傾向

にある。しかし、行政の財政難などによりハード面での

対応の強化が困難な状況になっていると考えられる。

日本の災害対策に関する法律は歴史的にみると、大き

な災害が起き、被害が出てから法律が制定、または改正

されるケースが見られた。例えば、 年の福井地震と

年の建築基準法、 年の新潟地震と 年の地

震保険法、さらに土砂災害防止法は 年の広島豪雨を

機に 年に制定されている。

土砂災害の施策は、内閣府に防災担当が設置されてお

り、その防災担当が防災に関する法律や規定を制定して

いる。地方自治体は、国が定めた土砂災害防止法の法律

に従って、主な活動としては県内の危険箇所の把握、避

難計画の周知、避難訓練などを行っている。

土砂災害が頻発する日本においてハード面への対策は

歴史的に展開されてきた。他方でソフト面に着目した場

合、 年に制定された土砂災害防止法や 年に制定

された社会資本整備重点計画法に基づく、土砂災害緊急

情報の提供や警戒区域等の指定などがあげられる。

福井県では、「福井豪雨」を契機に福井県独自のソフト

面の対策がなされていた。例えば、避難情報は や防

災メールにて配信しているほか、市町を超えた広域での

水防訓練が実施されていた。さらに一部の小学校におい

て独自の防災マップを作成するなどの試みが見られる。

一方で公的なフレームワークによる自助・共助を強める

活動が推進されているが、その実効性として具体的な行

動への結びつきは評価されておらず、課題が残る状況に

あると考えられる。
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な災害が起き、被害が出てから法律が制定、または改正

されるケースが見られた。例えば、 年の福井地震と
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機に 年に制定されている。
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期変化」（最終閲覧日： 年 月 日）
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 村田重之、渋谷秀昭、中井正道（ ）「 年

月広島豪雨災害に関する住民意識調査 広島市を対

象として」、崇城大学工学部研究報告、 、 、

 土田孝、森脇武夫、熊本直樹、一井康二、加納誠二、

中井真司「 年広島豪雨災害において土石流が発

生した渓流の状況と被害に関する調査」地盤工学ジ
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 矢守克也 「再論―正常化の偏見」実験社会心

理学研究、 、 、

 内閣府（ ）「避難勧告等に関するガイドライン②

（発令基準・防災体制編）」（最終閲覧日： 年
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 国土交通省（ ）「福井豪雨」国土交通省『災害列

島 』、

 内閣府（ ）「防災白書」
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【問題意識】 
 2018年 6月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創

生基本方針2018」において、人生100年時代を迎えるに

当たり、人々は「20 年学び、40 年働き、20 年休む」と

いう人生に加え、多様な生き方を選択するようになるとし

て、「人生100年時代の視点に立った地方創生」の重要性

が盛り込まれた。果たして、人はどこで学び、どこで働き、

どこで休むのだろうか。人生のどの場面をとっても、私た

ちの暮らしは地域との接点を切り離すことはできないだ

ろう。都市部では仕事と住居が離れていることも多いが、

だからといって、地域との接点なしに暮らすことはできな

い。私たちは、多かれ少なかれ、地域やそこに暮らす人々

と関り合いを持ちながら暮らしているのである。つまり、

私たちの人生や毎日の暮らしが豊かで幸福であるために

は、家族や学校、職場というつながりだけではなく、地域

社会とのつながりも重要であるのだ。 
しかし、近年、地域における人間関係の希薄化が進んで

おり、地域社会（コミュニティ）の内部において、子育て

世代、若者、高齢者などが様々な不安や悩みを抱えている

現状にある[1]と指摘されている。少子高齢化や人口減少な

ど様々な課題を抱えている地域に、こうした不安や悩みを

解消する方策があるだろうか。人生 100 年時代といって

も、ただ長生きをすればいいというわけにはいかない。健

康で社会の中で生き生きと暮らすためには、地域はどのよ

うな役割が求められているだろうか。 
【目的】

個人にとっても、地域社会にとっても、「健康」である

ことが何より重要なファクターである。しかし、健康に影

響するプロセスには、生物的因子などの個人レベルの因子

だけでなく、社会経済的因子があるという。社会経済的因

子の中には、地域レベルの因子[2]があり、ソーシャル・キ

ャピタル（社会関係資本）が「健康格差対策」になりうる

という。厚生労働省では、平成 27 年 3 月、「住民組織活

動を通じたソーシャル・キャピタル醸成・活用にかかる手

引き」を作成し、同年 7 月には自治体に向け、地域保健

においてソーシャル・キャピタルを活用するよう事務連絡

を行っている。これは健康格差を縮小するための取組を地

域に求めたものであろうが、地域には共通する課題もあれ

ば、それぞれ固有の課題もある。それぞれの地域がソーシ

ャル・キャピタルを醸成し、活用するためには、地域の実

情に合わせた解決方法や取組が必要である。では、地域の

実情に合わせた取組とはどのようなものだろうか。先進的

な取組をしている地域に学ぶ点はあるとすれば、それはど

のようなものだろうか。本論文では、三重県渡会郡玉城町

の取組を事例として取り上げ、地域交流がソーシャル・キ

ャピタルを醸成し、健康なまちづくりを形成する基礎ある

いは手がかりとなりうるかを検討する。 
【先行研究】

本論文では、健康なまちづくりを進める玉城町の取組と

して、福祉施策として運行している「元気バス」、地域交

流の拠点として増改築した古民家「玄甲舎」について焦点

を当てることから、以下の先行研究をレビューする。

①ソーシャル・キャピタルと健康に関する研究

和田（2014）は、社会疫学の観点から、ソーシャル・

キャピタルと健康についての概念と研究手法、実証研究

を海外の文献等も含め整理し、「存在する地域の社会資源

を活用しつつ、さらなるソーシャル・キャピタルを向上

させる活動が、地域に住む人々全ての健康に影響を与え、

これが健康格差縮小や社会格差の負の影響の緩和、災害

からの復興にも効果を発揮する可能性がある。」と、ソー

シャル・キャピタルを向上が健康に影響を与える可能性

があることと示唆している。 
②健康格差とコミュニティに関する研究 
近藤（2017）は、「個人の社会参加の豊かさの程度に

かかわらず（言い換えれば、社会関係が豊かでない個人

でも）、ソーシャル・キャピタルが豊かな地域に暮らすこ

とで、健康への恩恵を受ける」と論じた上で、「独居高齢

者支援などの福祉、学校・生涯教育、歩きたくなるまち

づくり、企業・産業振興、就労支援、地方創生など健康

を主目的としない取り組みが大きく影響」し、「これらの

コミュニティや社会、まちづくりを目指す人たちとの協

働が、結果として健康格差の縮小につながる」と、コミ

ュニティづくりの重要性を説いている。 
③ソーシャル・キャピタル形成のための公共交通に関す

る研究

宇都宮（2015）は、「地域社会に参加し、人とのつなが
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当たり、人々は「20 年学び、40 年働き、20 年休む」と

いう人生に加え、多様な生き方を選択するようになるとし

て、「人生100年時代の視点に立った地方創生」の重要性

が盛り込まれた。果たして、人はどこで学び、どこで働き、

どこで休むのだろうか。人生のどの場面をとっても、私た

ちの暮らしは地域との接点を切り離すことはできないだ

ろう。都市部では仕事と住居が離れていることも多いが、

だからといって、地域との接点なしに暮らすことはできな
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おり、地域社会（コミュニティ）の内部において、子育て
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現状にある[1]と指摘されている。少子高齢化や人口減少な
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解消する方策があるだろうか。人生 100 年時代といって

も、ただ長生きをすればいいというわけにはいかない。健
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流の拠点として増改築した古民家「玄甲舎」について焦点

を当てることから、以下の先行研究をレビューする。

①ソーシャル・キャピタルと健康に関する研究

和田（2014）は、社会疫学の観点から、ソーシャル・

キャピタルと健康についての概念と研究手法、実証研究

を海外の文献等も含め整理し、「存在する地域の社会資源

を活用しつつ、さらなるソーシャル・キャピタルを向上

させる活動が、地域に住む人々全ての健康に影響を与え、

これが健康格差縮小や社会格差の負の影響の緩和、災害

からの復興にも効果を発揮する可能性がある。」と、ソー

シャル・キャピタルを向上が健康に影響を与える可能性

があることと示唆している。 
②健康格差とコミュニティに関する研究 
近藤（2017）は、「個人の社会参加の豊かさの程度に

かかわらず（言い換えれば、社会関係が豊かでない個人

でも）、ソーシャル・キャピタルが豊かな地域に暮らすこ

とで、健康への恩恵を受ける」と論じた上で、「独居高齢

者支援などの福祉、学校・生涯教育、歩きたくなるまち

づくり、企業・産業振興、就労支援、地方創生など健康

を主目的としない取り組みが大きく影響」し、「これらの

コミュニティや社会、まちづくりを目指す人たちとの協

働が、結果として健康格差の縮小につながる」と、コミ

ュニティづくりの重要性を説いている。 
③ソーシャル・キャピタル形成のための公共交通に関す

る研究

宇都宮（2015）は、「地域社会に参加し、人とのつなが

りや信頼関係を得るためには、移動が欠かせない。その

意味で、交通のあり方がソーシャル・キャピタルの形成

に影響があると考えるのは自然である。」とし、「交通の

あり様がソーシャル・キャピタルに何らかの影響を与え

る可能性があるのであれば、まちづくりにも影響が出る。

そうした影響を全く無視したまま、交通まちづくりがも

たらす効果を検討しても、誤った決断を導くことになり

かねない。」と交通まちづくりにおけるソーシャル・キ

ャピタルの重要性について言及している。 
④古民家を活かしたまちづくりに関する研究

日本政策投資銀行（2015）は、「古民家の活用に伴う

経済価値創出がもたらす地域活性化」と題する報告の中

で「住民が古民家を地域資源として捉え、組織づくりな

どを通して地域一体となり、古民家の再生・活用に取り

組むことが持続的な活用」につながり、「古民家を地域

課題の解決ツールとして使うことで地域に欠かせない

「場」となり、「核」となる。」と古民家の活用は地域活

性化につながる可能性があると示した。 
また、桃原（2016）は、文化財としての古民家の利活

用を考える体験型デザインワークショップ（WS）手法

の開発について、「文化財のみならず歴史的建造物の改

修整備に際し、当初復原にこだわらず、活用のために改

修を行うのであれば WS によるアイデアの掘り起こし

は有効である。」として、古民家改修の機会を利用した

体験型WSの手法が、改修後の運営面に反映する体制作

りにつながると論じている。 
【研究方法・研究内容】 
１ 玉城町の概要 

玉城町は、伊勢神宮の西に位置する人口約 1 万 5 千人

の町である。県域全体で人口減少が進む中、玉城町では

2015（平成 27）年に僅かに減少したものの、2014（平

成26）年まで増加が続いた。2013（平成25）年10月か

ら 2014（平成 26）年 9 月までの社会増減率は県全体が

－1.3％であるのに対し、玉城町は 9.6％と県内 1 位であ

った。高齢化率も、2015年の三重県全体が27.9％と全国

平均の26.6％を上回っているのに対し、玉城町は25.9％
と全国平均を下回っている。面積は 40.91 ㎢で、これは

人口 51 万 7 千人(2018 年 8 月)の江東区の面積 40.16 ㎢

とほぼ同じである。地目別面積では、田が 1/4 以上であ

り、古来より稲作が盛んな地域である。 
２ 玉城町の歴史

その歴史は古く、町のHPによれば、弥生時代には外城

田川流域に稲作が始まり、農耕人が住みつくようになり、

伊勢神宮が祀られた後の飛鳥時代には伊勢に含まれるよ

うになったという。伊勢神宮との関わりは深く、「皇大神

宮（伊勢神宮内宮）の鎮座と共に神領となり、倭姫命に随

行して皇大神宮の祢宜となった荒木田氏により開拓され

たと伝えられている。」と概説されるほどである。町の中

心部には、北畠親房が室町時代（1336 年）に構築した名

城、田丸城跡がある。石垣や天守台などの建造物は当時の

姿のまま現存している（図１）。2017（平成 29）年 3 月

に、公益財団法人日本城郭協会による「続日本100名城」

にも選定されている。町役場や中学校はこの田丸城の城内

にある。悠久の歴史に刻まれた玉城町は、城下町としての

歴史も長く、城を中心に町の機能がコンパクトにまとまっ

ている。アクセスは、鉄道を利用した場合、「近鉄特急」

または「JR快速みえ」で、伊勢市駅（近鉄・JR）を経由

し田丸駅（JR）まで名古屋からおよそ1時間30分、自動

車でも、名古屋西 IC（東名阪・伊勢）から玉城 ICまで1
時間20分程度である。 

 
 
 
 
 
 
 

３ 調査方法

玉城町の後期高齢者医療費は、2013（平成 25）年の県

数値814千円に対し、658千円と県内29位（最下位）と

なった。町の健康なまちづくりへの取組が数値に表れてい

ることが考えられることから、町の取組について、町の公

表資料や先行研究を概観し、取組の新規性や特徴を検証し、

考察することとする。 
なお、筆者は、町の委嘱を受け、平成 27年度地方創生
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 図１ 田丸城天守跡 (出所：玉城町観光ガイド) 

 

199



【調査･分析結果】

１ きずなビッグデータ

町では、ICTを利活用した安心・元気な町づくり事業と

して、 民産学公官が利用可能な「玉城町きずなビッグデー

タ」を構築 している。この事業は、総務省「平成 21 年度

補正予算 ICT ふるさと元気事業」及び「平成 24 年度補正

予算 ICT街づくり推進事業」の採択を受け実施されている

もので、事業の目的は「ICTによる『絆』の再生支援」で

ある。 
町は、住民の高齢化に伴う核家族化や世代間格差、住民

相互のコミュニケーション不足による共助の希薄化、それ

に伴う公助の負担増など、町全体の相対的機能が低下する

中で、自治体の人的・予算的負担が増加していることを課

題として認識し、ICT を共助・公助に効果的に活用し「絆」

の再生を支援しようとしたのである。実施された実証プロ

ジェクトの概要は以下のとおりである（図2）。 
○町が保有している公共データと民間企業や各種団体が

持つデータを共通 ID で紐付けた共通プラットフォー

ムを構築、各データを格付けし、データ利用者の属性

により利用できるデータを管理するとともに、接続イ

ンターフェースを規定・実装し、それらを公開する。 
○各種団体は、利用を許可されたデータを独自に分析し、

その活動に活かし、地域経済の活性化に資するととも

に、その活動結果を共通プラットフォームに還元する。 
○町は、共通プラットフォーム上の全てのデータを分析

し、公平性のある公的行政サービスの向上や将来の各

種施策、防災計画等の見直しを図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
実証事業では、匿名化して集めたデータを分析し、従

来は隠れて見えなかった情報の可視化が期待された。例

えば「健康管理データ＋レセプトデータ」では「受診状

況と医療費比較」、「健（検）診情報通信＋健康管理デー

タ」では「健（検）診受診率と未受診者一覧」、「元気バ

ス移動ログ＋健（検）診データ」では「元気バス移動者

の健（検）診受診率」などである。 
稲継（2018）は、シビック（市民）とテック（テクノ

ロジー）をかけ合わせた造語「シビックテック」を「市

民主体で自ら望む社会を作り上げる活動とそのためのテ

クノロジー」と解説し、アメリカで誕生したシビックテ

ックが日本で萌芽したのは 2013（平成 25）年前後だと

しているから、玉城町の取組がいかに早いものかが理解

できる。迅速な対応ということでは、町は、2017（平成

29）年10月に静岡県に上陸した台風21号により外城田

川が氾濫するなどの災害に見舞われたが、本年 2 月 1 日

から避難所に公共無線LAN「TAMAKI Free Wi-Fi」を

設置している。被災からわずか 4 か月後の設置は、町の

危機管理や施策運営など取組姿勢の一端を表すものとい

えよう。 
２ 元気バスの運行

町では、利用者が事前に申し出た乗車場所や時間に車

両が向かい、希望する目的地まで運ぶオンデマンド形式

による「元気バス」を 2009（平成 21）年から運行して

いる（図3）。導入経緯については、野村（2015）が詳述

しているので一部を引用すると、「1996 年の民間路線バ

スの大幅縮小に伴い、1997年より玉城町の社会福祉協議

会に委託のもと、路線型コミュニティバス『福祉バス』

を運行してきた。しかし、29人乗りのマイクロバスには

一便平均 4～5 人程度という利用率の低さで、「バス停ま

での距離が遠い」という住民の声や予算面の問題，サー

ビス向上を目指し、新たな公共交通のあり方を再考し」、

その上で、「住民への意見等を尋ね、東京大学大学院との

共同研究として予約乗り合い制のオンデマンドバスが導

入されること」になったのだという。採算に見合わない

から廃止等をするのではなく、住民の意見を取り入れ、

より良い取組につなげようとした意義は大きい。 
高齢者移動支援を福祉施策の一環としているため、運

賃は無料で、年間の利用者は 2016（平成 28）年度で延

べ25,519人である。2016(平成28)年12月末日現在の登

録者は1,481人で、65歳以上の75% 、75歳以上の58%
が登録している。バス停数は、路線バスのときの53箇所

から 2018（平成 30）年 3月末で 201箇所と約 4倍にな

り、町の高齢者にとっては身近な交通機関となっている。 
 

 
 
 
 
 

 図3  元気バス（出所：三重県玉城町総合戦略課 資料) 

 ICT街づくり推進会議地域懇談会 
 ICT街づくり推進会議地域懇談会) 
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町が、オンデマンド交通の利用ログと医療レセプトを

IDで紐付し、統計的マッチングの手法を用い医療費削減

効果を検証したところ、元気バスの導入前と導入後では 
1人当たりで比較すると、3年間で約2万円の差が確認さ

れたという。仮に、オンデマンド交通の実際の利用者859
名について同様の効果があるとすると、1年で約1700万

円の医療費削減になると町は試算している。医療費削減

効果だけでなく、元気バスが、地域住民の交友関係にど

のような影響を及ぼしているかを調査した結果によれば、

「オンデマンド交通によって新しい交友関係が創出され

ているとともに、交友関係の深化に寄与している」[3]こと

が明らかになっていることから、町は「元気バスの導入

により、高齢者の外出が促進され、通院による疾病等の

早期発見、早期治療のほか高齢者の社会参画が進み、高

齢者の健康維持・介護予防につながり、医療費削減につ

ながったのではないか」と考えている。地域交流がソー

シャル・キャピタルを醸成し、健康格差縮小につながる

ことを示しているともいえよう。 
３ 玄甲舎の増改築

町では、国から地域再生計画の認定を受け、地方創生

拠点整備交付金等を活用し、築後 170 年の「玄甲舎」を

増改築[4]していたが、今夏（2018年7月）、修復工事が終

わり、一般公開（当面は予約制）された(図 4)。「歴史・

伝統文化を活かした多世代交流・魅力創造再生計画」と

題した玄甲舎の再生計画の事業概要は、「郷土愛を育む寺

子屋」「住民の健幸（健康）をつくる集いの場づくり」「集

客交流を促進させる魅力発信」などの実施である。 
 
 
 
 
 
 
 
玄甲舎の増改築にあたり、町では「玄甲舎利活用ワー

クショップ（WS）」を開催している。この事業は「玉城

町平成 29 年度第 11 号玄甲舎利活用方策調査研究業務」

という町の事業であると同時に、包括連携協定を結んだ

皇學館大学の「住民参加型まちづくりワークショップに

おける対話プロセス研究」という委託研究[4]としての性質

もあり、町と大学が連携して進めた事業である。玄甲舎

の修復について、町の方針は「文化財の価値を保ちつつ、

住民が活用する」というもので、「住民参加を促し、住民

がプレイヤーとなり多世代が集う『新しい広場』を作り

出す」ことを目的としたWSには、最終的に350名を超

える住民が参加した。10回開催されたWSは、キックオ

フとしての第 1 回、そして総まとめとして最終の 10 回
に、一部無作為抽出住民の参加する「玄甲舎利活用100 人
委員会」として開催された。町が新しい取組について住

民参加を促すのは、元気バス導入の際にも、住民の意見

に耳を傾けることで、取組自体の認知度が上がり、取組

が住民に受け入れられ、最終的に良い結果をもたらすと

いう経験があったからだろう。 
【考察・今後の展開】 

玉城町では、きずなビッグデータを活用し、産学官連

携で実証研究を重ねる中で、地域住民の交流がソーシャ

ル・キャピタルを醸成し、健康につながるという知見を

得ている。こうした知見をベースに「玄甲舎」の増改築

にあたっては、住民参加を促すWSを開催している。「玄

甲舎」の利活用はこれからである。古民家である玄甲舎

が世代を超えた交流が生まれる拠点となり、健康なまち

づくりに寄与するか、今後に期待したい。 
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図4  玄甲舎（出所：広報たまき8月号 平成30年 №544） 
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病床過剰地域において看護師紹介業者を介して転職する既卒看護師の就業継続に関する課題の検討

高田麻依子（小樽商科大学大学院 商学研究科 博士後期課程）

： 既卒看護師 転職 就業継続

【背景・目的】 
1．背景 
病床過剰地域として、人口あたりの病床数が全国平均

の 1.5 倍を超える政令市にある中規模医療法人A では、

看護人材の獲得が困難な状態が続き、加えて顕在化する

看護人材の売り手市場の影響で、単年度の看護師の離職

率は常に 20％を超え（全国平均 10％前後）、とくに患

者の入院療養を担う病棟看護師の離職が顕著となって

いた。病棟看護師の配置定数は、診療報酬に厳格に規定

されているため、欠員補充に猶予はなく、看護師紹介業

者を介して既卒看護師の転職を受け入れなければなら

ない状況が常態化していた。看護師紹介業者による紹介

手数料は、紹介される看護師の想定年収の 15～20％で

あり、既卒看護師のほぼすべてを紹介業者経由で採用し

ていた A 病院にとって、採用者の就業継続は、患者へ

の適正な看護サービスの質の確保はもとより、財務状況

の改善のためにも解決の急がれる課題となっていた。 
2．目的 
この検討は、Ａ病院が、入院治療を必要とする地域住

民に対し、量質ともに十分な看護サービス提供を可能に

する体制の構築・維持にむけ、紹介業者を経由して転職

する既卒転職者の就業の継続を求め、彼らの就業継続を

困難にする課題を特定し、適正な解決策を導き出すため

の示唆を得る事を目的として行った。 
【研究方法・研究内容】 
． 研究方法

この検討は、 年度よりアクションリサーチとして

継続している介入のうち、現状を把握する段階で行った調

査とその活用に関するものである。

．研究内容

1) A病院の看護部の採用名簿から、在職年数を算出し各

看護単位における看護師のその部署でのキャリアを記

述統計し、組織の構造について分析した。 
2) 2016 年度に入職した卒後 3 年以上の看護師 16 名に

対し面談を行い、面談記録を質的帰納的に分析し、看護

業務を行う上で困難を感じることについて語られた「Ａ

病院における中途採用者が感じている就業を継続する

上での困難」について概念化した。 
3) A病院看護部の定例の看護科長会議を「場」とし、調

査結果を提供し、課題を焦点化した。参加者はＡ病院の

看護管理者全員（８名）である。 
4) 参加者と協働し、対策の検討、目標立案、それらに

対する初回の評価を行った。 
【研究・調査･分析結果】

１． 介入時の看護部の状況

病棟看護師の状況

A病院の看護単位の編成は6単位であり、外来診療

部門、手術部門、透析部門に分けられる3部署と、３

つの病棟で構成されている。心臓血管外科および循環

器疾患を主に対応しているa病棟には ICUがあり56
床、次いで胸腔鏡による手術を積極的に行う呼吸器外

科と消化器内科外科を含む 55 床の b 病棟、災害救急

当番病院の機能に貢献する整形外科、形成外科に地域

包括病床を含んだ c 病棟 51 床。病棟看護師は 3 交代

制４週８休で、入院基本料の看護師配置7対１の看護

師定数を傾斜配置で割り当て、平均在院患者数に対し

てギリギリの数である。 
 とくに、2006年度診療報酬改定による入院基本料の

変更-いわゆる7対１ショック‐以降、常勤看護師の離

職率の悪化が顕著であり、単年度の看護部全体の離職

率は常に全国的な数字を大きく超え、常態的に看護師

紹介業者を介して既卒看護師の転職を受け入れなけれ

ばならない状態となっていた。 
表１．介入前年の病棟看護師の離職状況

病棟 定員数 退職者数 離職率 
  
  
  

もともと、看護師人材市場では、A病院のような生

命リスクの大きな疾患を対象とし、また地域の中での

救命救急を取り扱う「急性期医療」に携わる看護師の

人材流動性は高いといわれている。看護師のキャリア

開発において、救命救急における診療に伴う看護技術-
人工呼吸器や多種のモニタリング機器、即効性の薬剤

などを扱う技術-に使われる医学知識は、主に患者のフ

ィジカルアセスメントの際に必須であることから、看

護師免許取得後の早いうちに、その分野の技能を培お

うと若い世代の就業希望が多い。そしてその実務内容
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病床過剰地域において看護師紹介業者を介して転職する既卒看護師の就業継続に関する課題の検討

高田麻依子（小樽商科大学大学院 商学研究科 博士後期課程）

： 既卒看護師 転職 就業継続

【背景・目的】 
1．背景 
病床過剰地域として、人口あたりの病床数が全国平均

の 1.5 倍を超える政令市にある中規模医療法人A では、

看護人材の獲得が困難な状態が続き、加えて顕在化する

看護人材の売り手市場の影響で、単年度の看護師の離職

率は常に 20％を超え（全国平均 10％前後）、とくに患

者の入院療養を担う病棟看護師の離職が顕著となって

いた。病棟看護師の配置定数は、診療報酬に厳格に規定

されているため、欠員補充に猶予はなく、看護師紹介業

者を介して既卒看護師の転職を受け入れなければなら

ない状況が常態化していた。看護師紹介業者による紹介

手数料は、紹介される看護師の想定年収の 15～20％で

あり、既卒看護師のほぼすべてを紹介業者経由で採用し

ていた A 病院にとって、採用者の就業継続は、患者へ

の適正な看護サービスの質の確保はもとより、財務状況

の改善のためにも解決の急がれる課題となっていた。 
2．目的 
この検討は、Ａ病院が、入院治療を必要とする地域住

民に対し、量質ともに十分な看護サービス提供を可能に

する体制の構築・維持にむけ、紹介業者を経由して転職

する既卒転職者の就業の継続を求め、彼らの就業継続を

困難にする課題を特定し、適正な解決策を導き出すため

の示唆を得る事を目的として行った。 
【研究方法・研究内容】 
． 研究方法

この検討は、 年度よりアクションリサーチとして

継続している介入のうち、現状を把握する段階で行った調

査とその活用に関するものである。

．研究内容

1) A病院の看護部の採用名簿から、在職年数を算出し各

看護単位における看護師のその部署でのキャリアを記

述統計し、組織の構造について分析した。 
2) 2016 年度に入職した卒後 3 年以上の看護師 16 名に

対し面談を行い、面談記録を質的帰納的に分析し、看護

業務を行う上で困難を感じることについて語られた「Ａ

病院における中途採用者が感じている就業を継続する

上での困難」について概念化した。 
3) A病院看護部の定例の看護科長会議を「場」とし、調

査結果を提供し、課題を焦点化した。参加者はＡ病院の

看護管理者全員（８名）である。 
4) 参加者と協働し、対策の検討、目標立案、それらに

対する初回の評価を行った。 
【研究・調査･分析結果】

１． 介入時の看護部の状況

病棟看護師の状況

A病院の看護単位の編成は6単位であり、外来診療

部門、手術部門、透析部門に分けられる3部署と、３

つの病棟で構成されている。心臓血管外科および循環

器疾患を主に対応しているa病棟には ICUがあり56
床、次いで胸腔鏡による手術を積極的に行う呼吸器外

科と消化器内科外科を含む 55 床の b 病棟、災害救急

当番病院の機能に貢献する整形外科、形成外科に地域

包括病床を含んだ c 病棟 51 床。病棟看護師は 3 交代

制４週８休で、入院基本料の看護師配置7対１の看護

師定数を傾斜配置で割り当て、平均在院患者数に対し

てギリギリの数である。 
 とくに、2006年度診療報酬改定による入院基本料の

変更-いわゆる7対１ショック‐以降、常勤看護師の離

職率の悪化が顕著であり、単年度の看護部全体の離職

率は常に全国的な数字を大きく超え、常態的に看護師

紹介業者を介して既卒看護師の転職を受け入れなけれ

ばならない状態となっていた。 
表１．介入前年の病棟看護師の離職状況

病棟 定員数 退職者数 離職率 
  
  
  

もともと、看護師人材市場では、A病院のような生

命リスクの大きな疾患を対象とし、また地域の中での

救命救急を取り扱う「急性期医療」に携わる看護師の

人材流動性は高いといわれている。看護師のキャリア

開発において、救命救急における診療に伴う看護技術-
人工呼吸器や多種のモニタリング機器、即効性の薬剤

などを扱う技術-に使われる医学知識は、主に患者のフ

ィジカルアセスメントの際に必須であることから、看

護師免許取得後の早いうちに、その分野の技能を培お

うと若い世代の就業希望が多い。そしてその実務内容

は多重課題、リスクの高い処置、時間に余裕がない、

急変が多いことなどから、心身両面での疲労度が高く、

年齢的な身体負荷への耐性の減退に伴う離職や配置転

換の希望は常にみられ、また男女を問わず、結婚や子

育てなどライフイベントの多い世代においては、これ

らによって増える家事との両立が難しいため、転職や

離職を決断する際のトリガーになりやすいことも影響

している。 
在職年数からみる組織の構造

A病院の３つの看護単位（a,b,c）のうち、前年度 
の離職率の高い２つの看護単位（看護単位bおよび c）
では、半数以上の職員が在職3年未満であり、在職年

数が長い職員と、短い職員の群の間には在職年数にお

いて２～5 年の隔たりを認め、５年のラインから上方

に離れると在職者の数が減り、就業継続年数の伸び悩

みの様相が明らかとなった。 

図 ：看護単位 の在籍スタッフの在職年数の分布
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インタビュー結果からみる就業継続の困難

対象者は 16 名。インタビューのはじめに、目的と

方法、所要時間、匿名性の保証を伝え、話された内容

はインタビュー記録として残るが、個人が特定される

ことのないよう加工し、すべてのインタビューが終了

したのちに、入職3か月目の看護実践者全体の意見と

して構造化されたものを、今後の人材育成支援策とし

て院内に提案される以外には使われないこと、逆に自

らの発言として取り上げられたいことがあれば申し出

てもらうことなどの倫理的配慮を説明し、参加、辞退

による不利益のないことの確認をとり、インタビュー

を行った。インタビュー中にはメモを取り、インタビ

ュー終了後にメモをもとに話された内容を記述し、す

べてのインタビューが終了したのちに、テキスト入力

処理を行った。この時点で、緊急に解決を要するもの

はなかったため、管理者に伝えることなく、研究者単

独での作業となった。記述テキストから、職務を遂行

するうえでの困難に関すると思われた部分を抽出し、

脱文脈化を行ったあとに、それを意味の通る一文ごと

に羅列し、同じような意味で語られているものに分類

し、比較していく質的帰納的分析方法により、語られ

る内容を概念化した。この作業を繰り返し、最終的に

分類された６つの群の示す意味をまとめ、当院の採用

3 か月目の既卒転職者の就業継続を困難にすることと

して、「ケア行動の根拠」「看護用具の相違」「知識水準」

「自己の看護観の内省」「相談のしにくさ」「就業（雇

用）規程」という6項目を導いた。 

 
図 ：既卒転職者の就業継続困難の要因

既卒転職者は、実務実践において、看護提供に関わる

自身の経験との相違に戸惑いを感じ、相談で解決を図ろ

うとするが、特定の指導係（プリセプター）や上司など

には権威を感じ、コミュニケーションは苦手であること、

同年代や年齢の近い先輩などからなる「慣れた組織構造」
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を心地良く思い、不安定な心理状態のときに、それを求

める傾向にあるが、充足されない組織のキャリア構造に

あるためそれが叶わないということがわかった。

図 転職者の就業困難感と組織構造からの考察

【考察】

既卒転職者の就業継続に関する課題

既卒看護師の組織コミットの減弱には、若者像の変化や、

転職が容易な看護人材の「売り手市場」も影響している。

看護管理者には、採用時の交渉力を高めるとともに、実

践場面の環境整備として、受け手側のローカルルールを

排除し、より一般化されたエビデンスに立脚した看護実

践を可能にするため、サービスエンカウンターにおける

マネジメントの在り方を検討していくことが課題となる。

Ａ病院の看護単位ごとの組織構造を改善するには、

現在の短い在職年数にいる層の看護師の定着を促進し、

個々のパフォーマンスを拡大していくことが第一に考

えられるが、職場の印象としては、年単位の時間がか

かると言う。一方的な働きかけでは組織文化は変えに

くいと思っていた。そのため、段階的に変革をはかる

こととし、既卒看護師の転職者の就業が継続すること

を優先的な解決策と挙げ、転職してくる既卒看護師の

「組織コミットを早期に高める」働きかけに重点をお

くべきであると考えた。既卒看護師は、これまでの経

験があるがゆえに、転職してからの職場で感じる「相

違」を違和感としてとらえやすく、自身の職務に対す

る価値観が揺るがされ、個々の看護観にもネガティブ

な影響を及ぼすのであれば、自己効力感の喪失や職務

そのものへのモチベーションの低下が心配される。入

職の早期に、転職者の自信につながるような働きかけ

を意図的に行い、自己の存在が肯定、承認され、「ここ

で働き続けたい」と思えるような同僚や管理者からの

働きかけが日常的に行われる事が有効だと考えられた。 

図 中途採用者の就業困難感を軽減するための対策

対策実施の検討

分析結果を看護管理者と共有し、それらをとり入れ

た年度の看護管理上の目標が以下のように設定された。 

看護部の目標は、急性期病院として目指す看護実践

の到達レベルとして、病院の理念を踏まえ、例年大き

く変わることなく、1には患者の個性を尊重すること、

2 にはチーム医療の促進や職員満足を、3 で経営参画

を目指す内容となっていたが、今回、転職者の就業継

続を課題として検討した内容を踏まえ、職員満足の目

標に、組織側と職員個人に共通する要件として「承認」

という文言が取り入れられた。国民皆保険制度の下、

全国一律の診療報酬を支払う顧客（患者）にとって、

どこの病院でサービスを受けてもその内容に相違はな

いはずであり、サービス・デリバリーシステムは標準

化され、国家資格である看護師資格は全国一律の技能

を保障するものである。しかし、実際には看護師個人

から見ると、置かれている組織の特性（組織文化）に

よってサービス実践の相違は明白に存在している。こ

のことが、同じ資格で求人され、就業する場所を変え

た転職者にとって、就業継続を困難にする要因となっ

ていることも明らかとなった。転職者を受け入れる側

は、これを認識し、相違を認め、また転職者自身には

仕事をする環境の相違に影響されることのない看護実

践スキルの確立を求めることとし、既卒の転職者の就

業に関するマネジメント・支援のあり方は、その組織

の状態を相互に有益なものに改善しながら進める柔軟

なものでありたいという意図を共有し、目標に加える

に至った。とくに、施設や診療科に独自の文化や規範

2017年度 看護部目標 
1.ひとりひとりを尊重した質の高い看護を提供する 
2.互いに承認し支えあう職場をつくる 
3.各自が病院経営に参加する意識をもち行動できる 
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を心地良く思い、不安定な心理状態のときに、それを求

める傾向にあるが、充足されない組織のキャリア構造に

あるためそれが叶わないということがわかった。

図 転職者の就業困難感と組織構造からの考察

【考察】

既卒転職者の就業継続に関する課題

既卒看護師の組織コミットの減弱には、若者像の変化や、

転職が容易な看護人材の「売り手市場」も影響している。

看護管理者には、採用時の交渉力を高めるとともに、実

践場面の環境整備として、受け手側のローカルルールを

排除し、より一般化されたエビデンスに立脚した看護実

践を可能にするため、サービスエンカウンターにおける

マネジメントの在り方を検討していくことが課題となる。

Ａ病院の看護単位ごとの組織構造を改善するには、

現在の短い在職年数にいる層の看護師の定着を促進し、

個々のパフォーマンスを拡大していくことが第一に考

えられるが、職場の印象としては、年単位の時間がか

かると言う。一方的な働きかけでは組織文化は変えに

くいと思っていた。そのため、段階的に変革をはかる

こととし、既卒看護師の転職者の就業が継続すること

を優先的な解決策と挙げ、転職してくる既卒看護師の

「組織コミットを早期に高める」働きかけに重点をお

くべきであると考えた。既卒看護師は、これまでの経

験があるがゆえに、転職してからの職場で感じる「相

違」を違和感としてとらえやすく、自身の職務に対す

る価値観が揺るがされ、個々の看護観にもネガティブ

な影響を及ぼすのであれば、自己効力感の喪失や職務

そのものへのモチベーションの低下が心配される。入

職の早期に、転職者の自信につながるような働きかけ

を意図的に行い、自己の存在が肯定、承認され、「ここ

で働き続けたい」と思えるような同僚や管理者からの

働きかけが日常的に行われる事が有効だと考えられた。 

図 中途採用者の就業困難感を軽減するための対策

対策実施の検討

分析結果を看護管理者と共有し、それらをとり入れ

た年度の看護管理上の目標が以下のように設定された。 

看護部の目標は、急性期病院として目指す看護実践

の到達レベルとして、病院の理念を踏まえ、例年大き

く変わることなく、1には患者の個性を尊重すること、

2 にはチーム医療の促進や職員満足を、3 で経営参画

を目指す内容となっていたが、今回、転職者の就業継

続を課題として検討した内容を踏まえ、職員満足の目

標に、組織側と職員個人に共通する要件として「承認」

という文言が取り入れられた。国民皆保険制度の下、

全国一律の診療報酬を支払う顧客（患者）にとって、

どこの病院でサービスを受けてもその内容に相違はな

いはずであり、サービス・デリバリーシステムは標準

化され、国家資格である看護師資格は全国一律の技能

を保障するものである。しかし、実際には看護師個人

から見ると、置かれている組織の特性（組織文化）に

よってサービス実践の相違は明白に存在している。こ

のことが、同じ資格で求人され、就業する場所を変え

た転職者にとって、就業継続を困難にする要因となっ

ていることも明らかとなった。転職者を受け入れる側

は、これを認識し、相違を認め、また転職者自身には

仕事をする環境の相違に影響されることのない看護実

践スキルの確立を求めることとし、既卒の転職者の就

業に関するマネジメント・支援のあり方は、その組織

の状態を相互に有益なものに改善しながら進める柔軟

なものでありたいという意図を共有し、目標に加える

に至った。とくに、施設や診療科に独自の文化や規範

2017年度 看護部目標 
1.ひとりひとりを尊重した質の高い看護を提供する 
2.互いに承認し支えあう職場をつくる 
3.各自が病院経営に参加する意識をもち行動できる 

があり、その運用に慣れているところでは、既卒転職

者の戸惑いに対して、基準やエビデンスよりも組織独

自のやり方を優先する傾向がある。本人の職業アイデ

ンティティや看護観にも影響を及ぼすことがあるため、

採用側の看護師集団や指導の担当者は、転職者の感じ

る違和感に対し、単に既存の実践方法を伝達するのみ

ではなく、その違和感を真摯に受け止め、自身のこれ

までの方法を疑い、正しい実践根拠に立ち返り、それ

に基づいた対応を心がける必要がある。同様に、患者

にとって最良な看護展開の方法や看護用具の選定にお

いては、定着している方法論を教えること（ここでの

やり方を覚えてもらうこと）にとらわれず、看護サー

ビスの前提である「対象者の個別性やニーズ」による

選択を第一とし、互いに対等な意見を述べ、採用者の

発想を取り入れるゆとりを持てるようにマネジメント

していくことも重要である。また、転職者の定着の促

進のためには「よそから来た人」のような区別を早期

に手放し「発想豊かな部下」を「自部署の中堅ナース

として育成する」という姿勢で対応していくことも必

要であると考え、これらの認識を共有した。  
評価

この看護部目標をうけて、2017 年度に 3 つの病棟

では、採用者の定着に向けてのアクションプランを策

定した。アクションプランや部署目標は看護部内での

検討が加えられ、実践の進捗管理は現場の管理者に一

任されている。6 か月経過の際に行われた中間評価で

は、アクション自体は問題なく進捗していると報告さ

れ、年度末の評価も各部署の目標はおおむね達成され

ているという評価であった。既卒転職者の定着を求め

て掲げた部署ごとの目標およびアクションプランであ

ったが、目標設定時から中間評価まで、看護科長会議

での検討ができなかったため、離職に関する数値目標

がなく、年度末に出された評価は、定性的な評価にと

どまり、協議の中で話題となったことを踏襲する内容

であった。「劇的な変化はないが」と前置きするものも

あり、長い習慣の中で培われた組織文化を変えること

の難しさと、最初の一歩に立てたかも知れないという

印象を持った。 
＜年度末評価より抜粋＞ 

「状況を踏まえ相手の立場に立った対応を心掛け、実

施出来ていた。自分の価値観だけで捉えずに、相手を

尊重する姿勢を常に持ち続けたい。」 
「これまで短期間の内に多くの退職者を出しており、

相手を受け入れる意識が病棟全体で不足していると考

え、新人教育係・リーダー教育係と主任が中心となり、

プリセプターと教育的立場にあるスタッフに心得を伝

えたり話し合いの場をもった。劇的な変化はないが、

年次の浅いスタッフから話しやすい雰囲気になってき

たとの評価もあり、今後も改善に努める。」 
「急変時や急換などの多忙な時に話しづらい雰囲

気になっているが、状況的に厳しい場面もあり、そこ

だけに注目せず普段からの関わり方を見直す事が大事

だと考える。」 
「互いに承認し支え合う職場をつくるという目標

に対しての認識が不足していたのではないかと考え、

来年度は目標面談を通してより一層働きかけていく必

要性がある。」 
表 ．介入一年後の病棟看護師の離職状況

病棟 年度 年度 増減 
▲

▲

▲

【今後の展開】

今回の介入期間では、既卒転職看護師の就業継続を困

難にする要因を調査し、その結果を管理者と共有し、

次年度の管理実践の目標に反映した。次年度以降は各

部署でのアクションプランについても、立案段階での

相談や、行動レベルの計画の策定に関する相談までの

支援を拡大したい。 
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 医療サービスにおける顧客満足の構成に関する一考察：自治体立病院の事例を中心に 

伊藤 一（小樽商科大学） 

Keyword：顧客満足度、地域医療、自治体立病院

【問題・目的・背景】 

 医療機関を対象とした満足度の構成要素に関しての

研究でより実利的であり、また現在活用されている医

療手法の裏付けとなる視点を検証することが重要であ

る。本研究では入院患者への調査ではサービスの質を

意識した接遇活動の測定指標とし「ノルム」・「スクリ

プト」・「衡平性」概念を用い、調査分析を実施した。

当該３概念が患者満足度の構造に如何に関連している

かを解明することが本研究の目的である。「ノルム」で

は高度医療機関認定に向けて自治体立の医療機関とし

ての使命感醸成に関連しており、「スクリプト」ではク

リティカルパスの設定への機運を醸成させることに関

連し、「衡平性」では満足度の本質的理解を形成し、こ

れらの概念が経営政策上、有意義な含意に直結した構

造を有していると考えられる。 

 

【研究方法・研究内容】 

1） スクリプト 

 医療サービス分野に関して、サービスにおける、顧

客（患者）の参加度や治療への協力の程度が治癒に向

けての効果の観点から重要である（Donabedian 1980、
Grönroos 2013）。それはポジティブな情緒と高い参加

度が高い知覚品質となり、患者満足度に関連している

と評価されている（Gallan et al.（2013））。その中で

顧客参加と対象事業への協働との関係において、認知

心理学の記憶構造の視点から『スクリプト』という概

念がある。当該概念は、1980年代から消費者の意思決

定の研究分野において、応用される研究がある。 

 『スクリプト』とは、「複数のスロット（計画上の

位置や場所）で形成され、また、それらのスロットを

満たすことが出来るもの（イベント）に関する条件に

よって形成される。さらに、一つのスロットの中にあ

る事（イベント）が他のスロットにあることに影響す

るという相互関連な構造をともなっている。したがっ

て、スクリプトは行動のあらかじめ定められた型には

まった順序であり、よく知られている状況を明確にす

るものである1」（Schank and Abelson（1977））と述

                                                  
1 Schank and Abelson（1977）、p.41 

べられている。上述の定義から、『スクリプト』とは時

間的・因果的順序において関連する一連のイベントを

有していることから①順序性・因果性という特徴を有

している。さらに、連続するイベントは事前に示され

ているため、将来のイベントを容易に予測できるとい

う、言うなれば、②予測性という視点を有している。

より具体的視点から、『スクリプト』を“イベント・ス

キーマ2” （Smith and Houston（1983））と特徴づ

け、被験者である患者もその構造の中に組み込まれ、

患者の治療への参加意欲の醸成を促すことが期待され

る。本特徴を本研究では③構造性（計画性）と名付け

る。 

 「日常的なスクリプトは、日々反復的に発生されて

いるため、意図された出来事に関する標準的行動、特

性及び対象から構成される3」とする研究もある

（Abbott and Black （1980））。また、Humphrey et 
al. （1994）は「高度に開発された『スクリプト』に

よって、サービス提供者は顧客のニーズに迅速に対応

できる」ものと評され、本研究では④（標準化による）

効率性と名付ける。反面、『スクリプト』の繰り返しの

頻度が高いと、多様な顧客のニーズが無視され個別対

応への阻害が発生する点も指摘している（Humphrey 
et al. （1994））。  

  既存研究から、『スクリプト』の特徴として、①順

序性・因果性、②予測性、③構造性（計画性）④標準

化による効率性と４機能的側面として整理できる。 

 当該概念『スクリプト』概念を医療分野において適

応した研究例を見ると、入院部門で導入される『クリ

ニカルパス4』は『スクリプト』の医療サービスの分野

応用例と捉え、患者満足度への影響を判断する研究が

なされている（藤村（2009））。 

 医学分野での研究では『クリニカルパス』という具

                                                  
2 スキーマ（schema）は、記憶に所属されている特定

の資源ドメインに関する一般的なものの単位であり、

そのドメインの特定のインスタンスに関する情報の処

理を導く（Smith and Houston 1983）。 
3 Abbott and Black (1980)、p.5 
4 クリニカルパスとは、治療や検査の手順及び流れを

説明するため、入院中の予定をスケジュール表とし

てまとめた入院診療計画書とその手法。 
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体的手法の満足度といかに関連しているかを探る研究

が中心となっている。ほぼ全ての研究の結果はクリニ

カルパスの手法が患者満足度の向上に正の影響を与え

ている点が論証されている。上記のスクリプトの各種

特徴に関連する定性的な研究結果を示す。例えば荒木

（1999）は、整形外科手術を受けた患者 53 人を対象

に、『クリニカルパス』の導入が患者満足度の向上に有

効であるかについて比較検討し定性的な視点として、

『クリニカルパス』の導入によって、患者の不安が解

消され（②予測性）、医師・看護師による説明の内容も

視覚的にわかるようになり、理解しやすくなり（③構

造性・計画性）、さらに、統一した説明が行えるように

なった（④効率性）を抽出した。また鈴木ら（2001）
は、冠動脈造影(CAG)の『クリニカルパス』を使用し

た患者を対象に入院前の説明で 98％の患者が内容を

理解していたと判明し（③構造性・計画性）、『クリニ

カルパス』の活用は患者の不安解消（②予測性）に貢

献した点を示している。最後に原ら（2001）は入院患

者を対象とする調査結果から⑴入院や手術に対する不

安を軽減（②予測性）、⑵検査や治療が安心して受けら

れ、またどういう経過を辿るかという不安を軽減（①

順序性・因果性、③構造性・計画性）、⑶患者の自立を

助け、治療に積極的に参加可能および家族の協力の獲

得（③構造性・計画性）を抽出した。 

 医療事業に存在する情報の非対称性という信頼阻害

要因を軽減するための手法として導入される「クリニ

カルパス」の特徴はスクリプトという概念の持つ４つ

の特徴を手掛かりに効果の検証を定性的結果に、上記

のように関連付けることができた。 

2） 衡平性 

 社会学者であるHomans（1958）は、社会的交換の

視点より、比較する行為から感じる公正感の問題に着

目し「人は他人に与えたモノと、他人から得たモノと

の均衡を維持しながら、取引におけるバランスを保つ

傾向がある」5点を指摘した。Adams （1963、1965）
は、上記の論点を具現化し、賃金格差の下での社会的

交換における衡平理論（equity theory）を提示した。 

 さらに、マーケティング分野の顧客満足に関する研

究でも衡平性を利用した多数の研究が行われている

（Huppertz et al.1978、Fisk et al.1985、Oliver and 
Swan 1989）。Huppertz et al.（1978）は、小売業の

                                                  
5 Homans（1958）、p.606 

取引を対象に、『高価格』と『低サービス』の 2 つの

要因を取り上げ、買物の頻度と商品コストを導入しな

がら、それによる『不衡平』を 16 の状況によって検

証を行った。結果、「価格による不衡平が低い場合、価

格またはサービスが高ければ、顧客はより不衡平を感

じる」と結論づけている。また、Fisk et al.（1985）
は『待ち時間』と『価格』を取り上げ、航空会社を対

象に、衡平性と顧客満足間の合成概念を探求し、結果、

「衡平性は顧客サービスに不可欠な概念となり、不衡

平は不満足につながり、顧客の維持にも負の影響を与

える」と結論づけた。 

 以上の既存研究から、商品の取引あるいはサービスの

提供プロセスにおいて、顧客は何らかの評価基準を持

って、自分の産出物と投入物の比率と他人との比較に

よって、満足または不満足を形成している。一般的に、

その比率が均衡あるいは正の不衡平の場合は満足が形

成され、負の不衡平は不満足を導く。 

しかし、医療事業の場合上述の情報の非対称性の度

合いが強いため医療の専門的知識・技能品質の評価に

は患者側のより高い専門的知識が必要とされため正確

な評価は困難である。そこで入院患者と対象とする本

調査では医師や看護師の診療・治療頻度や時間を産出

物の評価指標として用いて、同室の患者と比較するこ

とで満足または不満足の形成を行う方法を採用した

（藤村2009）。 

３）ノルム 
 一般に、使用後の知覚成果を評価するための構成要

素として、『期待／不一致モデル』が用いられるが、医

療においては『期待』以外に、『ノルム』という『理想

的期待』を利用者（患者）は求めていることを指摘す

る研究者が多い（藤村（2009））。これらの区別をMiller 
（1977）は、『期待』のタイプとして、『理想的期待（can 
be）』、『予期的期待（will be）』、『最小許容期待（must 
be）』及び『正当的期待（should be）』6と峻別してい

る。『理想的期待』は、消費者が望んでいる水準（wished 
for）であり、過去の経験、学習、情報、広告、クチコ

ミ及び販売約束などと関わり、顧客のニーズを満たす

ために製品・サービスが達成すべき（can be）成果水

                                                  
6 Miller （1977）、p.72 
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準7である。他にも『規範的期待』、『希望的期待』、『理

想的成果』などを提唱している研究者もいるが、これ

らはMillerの『理想的期待』とほぼ同義と解釈できる

8。Woodruff et al.（1983、1987）は、『期待／不一致

モデル』の『期待』と区別するために、『理想的期待』

を『ノルム』または『経験ベースのノルム』と呼んで

いる。Woodruff et al.の分析結果から、『ノルム』は当

該ブランドだけでなく、他の類似のブランドや同一ニ

ーズを満たすことで競合関係にある製品クラス全体な

どにも影響されている。 医療サービスの場合、『ノル

ム』は当該医療サービス組織の利用経験や関連情報だ

けでなく、同じ医療サービス・カテゴリーにある他の
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【研究・調査･分析結果】 
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7 Miller （1977）、pp.76~77. 
8 佐藤（2010）、p.49 
9 藤村（2009）、p.146 

  図表 １ 

 

上記のパス係数はすべて標準解である。N=618 

カイ 2 乗：143.6、有意水準は 1%で GFI=0.960、 

AGFI=0.933、  RMSEA=0.066である。 

 調査結果から、モデルの適合度が良く、すべて有意

水準1%でパス係数が示された。 

 分析結果として、第一に、3 つの潜在変数は共に、

病院全般への満足度に正の影響を与えている。影響力

の強い順に並ぶと、『ノルム（パス係数：0.38）』、『衡
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0.20）』であった。その中で『ノルム』の正の影響力が

最も強かった。つまり、入院患者満足度を向上させる

ために、病院の役割と病院の位置付けを明確にするこ

とが有効的であると推察できる。  

 第二に、3 つの潜在変数とそれぞれの観測変数との
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影響を与えている。 次に、患者満足度に対して、「衡

平性」による正の影響力が最も強かった。さらに“看

護師の処置への予想”が「スクリプト」と深く関係し、

“看護師の対応に対する比較”が「衡平性」と強い相
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関を有し、“地域医療を担う公立病院への期待”が「ノ

ルム」ともっと関係すると確認できた。最後に3要素

間の共変関係が見られた。 

【考察・今後の展開】 

 以上の調査結果から、政策的含意としては、煩雑な

業務内容の自治体立病院の現状（職務満足度調査）が

必要であること。次に医療スタッフが上記のサービス

の質の違いを理解し業務に対応すること。労働資源配

分の再検討が必要であることが指摘できよう。 

 分析結果から、①入院中、医療従事者が医療サービ

スを提供する際に、いかに患者の積極的な診療参加行

動を引き出すかが重要であり、そのために、今後、入

院における『クリニカルパス』の導入は効果的な手法

で積極的推進を提案したい。②『衡平性』に関する実

証分析の結果から、看護師が患者に対する平等な対応

が患者満足度に強く影響しているため、その点を看護

師に明示し、対応を改善することが必要である。③患

者の病院への期待も患者の満足形成に影響を与えてい

ると確認されたため、当該病院にとって、自院の位置

付けや役割を明確にすることが非常に重要な課題であ

る。以上３点を政策提案とした。 
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地域による食品ロス対策の取組み ー海外事例からの知見と一考察ー

石丸亜矢子（新潟薬科大学）

： 食品ロス 地産地消  循環型経済（サーキュラーエコノミー）

【問題・目的・背景】 
「持続可能な開発のための アジェンダ」が、

年 月 日〜 日にニューヨーク・国連本部で開催され

た国連サミットで採択された。 年から 年までの

国際社会共通の目標であり、序文、政治宣言、持続可能な

開発目標（ ： ゴール、 ターゲット）、実施手段、

フォローアップ・レビューで構成されるものである。

の目標 「持続可能な消費と生産のパターンを確保する」

では、ターゲット として、「 年までに小売・消費

レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減

させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける

食品の損失を減少させる」を挙げている（国連 ）。

世界全体のフードロス量は毎年 億トンと推計されて

おり、これは人間の食用として生産された食糧のおよそ

分の に相当する（国連 ）。これだけの食糧を徒

消する一方で、世界で 億 万人（世界人口の 人に

人）が飢餓問題を抱え、 人に 人は何らかの栄養不良に

苦しんでいる（国連 ）。フードロスはまた、食糧

生産に費やされた資源やエネルギーの空費も意味し、温室

効果ガスの排出によりその対策コストも伴うことから、世

界全体で取り組むべき大きな課題となっている。

フードロスはフードチェーン及びフードシステムの随所

で発生している。例えば一次生産における農産物の規格外

品が生産調整のための廃棄、食品製造業における寸法・重

量などが規格外となった食品や包装ミスの食品の廃棄が行

われている。流通・販売においては慣習による賞味期限前

のメーカー返品や定番カット商品の廃棄などが課題とされ

ている。日本では食品ロスの半分が、調理過程での過剰な

排除や食べ残し、冷蔵庫に入れたまま期限切れとなり捨て

られるものなど、日本をはじめとする先進国においては家

庭からのフードロスも深刻である。

【研究方法・研究内容】

フードロスを少しでも減らすため、世界中で様々な取り

組みが行われている。特に欧州では非営利活動のみならず、

余剰食品をうまく流通させることで営利事業を営む事業体

も登場しており、地域コミュニティや 技術の活用によっ

て、余剰食品を「食べきる」ための取組みが地域に根付き、

機能している事例が見られる。本稿では欧州で行われてい

る様々な取組みを参考に、今後日本でも実施可能性のある、

地域による食品ロス対策の取組みの類型について考察する。

【研究・調査･分析結果】

事例 ： （スーパーマーケット デンマーク）

デンマーク・コペンハーゲンのアマー（ ）に

年 月にオープンした、廃棄食品を市価の ％引で販

売するスーパーマーケットである。運営母体はキリスト教

系の慈善団体 （ ）であり、収益は南スー

ダン、エチオピアなどの貧困国に援助されている。

は曜日と時間を限定して開店しており、店の運営

はボランティアの店員によって賄われている。調査のため

アマー店を訪れたのは 年 月と 月で、いずれも夕方

時前後。店内に入ると、通常なら入口付近の青果が並べ

られる場所に、袋入りポップコーンと食器洗剤、デオドラ

ントが積み上げられていた。 種類の品物の価格はいずれ

も （デンマーク・クローネ）で、日本円にして約

円。他の店で全く同じ食器洗剤の価格を確認すると

だったので、およそ半額で販売していた。扱っているのは

全て期限切れの商品である。他にも棚一つを埋め尽くす

ソースや、約 か月前が期限の のポリバケツ入り

チョコレートなど、品揃えは一般的なスーパーと異なり偏

りが見られた。それでも定期的に運びこまれてくる果物や

野菜などの青果品や、袋に詰められ冷凍されたパンなども

あり、日本の都心のミニスーパー程度の広さの店内には常

時 名以上の買物客が周遊し、観察した中では青果品がよ

く売れていた。日を置いて何度か店舗を訪れ観察したとこ

ろでは、地域に根付いており、限られた営業時間も認知さ

れていて、積極的に客が訪れているように思われた。店員

にインタビューを試みたところ、客の来店理由は商品価格

と社会貢献の両方ではないかとのことであった。

は、 年 月にはノアブロ（Nørrebro）地区

に二店舗目を、 年 月にはコペンハーゲンに次ぐ第二

の都市 オーフス（ ）に三店舗目をオープンさせてお

り、一店舗目のオープンから 年間で トン以上の余剰

食品を販売したと発表している。

は、低所得層向けではなく、正規品市場では取り
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扱えない商品を新たな流通により消費するための取組みで

あることを明示している。期限切れ食品でも、無償配布で

なくても、購入者は存在することを実証している。

事例 ： （レストラン フィンランド）

フィンランド・ヘルシンキの に 年

月にオープンしたレストランで、一切の食材は余剰食品

で賄われており、活動団体 が運営し

ている。提携先のスーパーマーケットから貰い受けてきた

廃棄食品の ％を料理してレストラン で提供し、残

りはフードバンクなどの慈善団体に回している。

当該店を訪れたのはヘルシンキ・デザイン・ウィークの

イベント当日で、 は既存店を閉めて会場内に出張し、

ポップアップレストランを開いていた。デザインウィーク

会場の 階に上って行くとレストランスペースの入口に看

板とレジがあり、注文・会計後食事を受け取って、奥の客

席に座って食事を取れるようになっていた。看板の店名

の上にはhävikkiruokaravintolaと書かれており、こ

れは廃棄食品レストランの意味である。

メニューは写真の ユー

ロの他、 ユーロ、 ユーロなどがあり、すべ

てスーパーなどで一度廃棄されたものだというフルーツは、

好きなだけ取ってよいとのことだった。比較的簡素なメニ

ューであるがフィンランドでは外食が高価なため ユー

ロは決して高くはない。元が廃棄食材であるにも関わらず

通常のレストランと大差ない価格設定であることは、廃棄

食材がまだ十分に食べられるものとして一般に受け入れら

れている証左ではないかとも考えられる。店の男性にイン

タビューを試みると、 ％廃棄食材だけでこれだけの料理

を作って提供し、プロジェクトを事業運営していることに

誇りを持っているようだった。デザイン先進国といわれる

フィンランドのデザインイベントへの廃棄食材レストラン

の出店は、日本でも廃棄食材活用がスタイリッシュな行動

と捉えられる日が来るのではと予感させる事例である。

事例 ： （ アプリ デンマーク発）

飲食店などで売れ残った食品を流通させるプラットフォ

ームの中で、世界で最も成功していると考えられるのが

略して である。 年 月にデン

マークで開始され、 年 月現在、ベルギー、デンマー

ク、フランス、イギリス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、

スイスの か国で展開している。公式 サイトによると

年足らずで 以上の店が参加、 万人以上がアプリ

をダウンロードし、 万食以上をレスキューしたという。

サービスを利用するには、まずはアプリをダウンロード

し、クレジットカード情報を含むユーザ情報の登録を行う。

現在位置から近い順にリスト表示される販売中食品から購

入したいものを選んで予約を行い、その場で決済まで完了

させる。出品食品には店の閉店間際 分間など受取時間と

受取場所（店の住所）が指定されているため、購入ユーザ

は指定時間に店まで食品を取りに行き、アプリの購入画面

を店員に見せて食品を受け取る。店には 加盟店ステッ

カーが貼られている。購入画面には一度のみスワイプ可能

なスライダーが表示され、店員がスワイプするとスタンプ
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が表示され、食品を二度受け取ることはできない。

では地図を広域表示にして食品を探すこともでき

るが、指定時間に自ら受け取りに行く必要があるため、近

隣に在住または滞在しているユーザが主な利用者となる。

地域の余剰食品を地域内で「食べきる」、いわば地産地消の

食品消費のシステムともいえる。試しに購入したデンマー

クのパン屋に受取時間に行ってみると、 のロゴマーク

の入った紙袋が つ並べられ、店の主人からどれでも好き

な袋を持ち帰るように言われた。すぐ後には地域住民らし

き男性が同様にアプリ画面を見せてパンの袋を持ち帰るの

を見かけた。来店した男性は犬の散歩ついでにパンを受け

取りに来たようだった。

なお、予約しても当日の売れ残り食品がなければ格安食

品は手に入らない。店で商品が売り切れると の予約は

自動キャンセルされメールで通知される。実際、滞在中に

数回予約を試したがキャンセルが相次ぎ、かろうじて帰国

直前に一度だけパンを手に入れることができた。 すな

わち約 円で 個ほどのパンを入手できた。正規価格は

個 〜 である。 ではもともと貧困層を意識した

価格設定がなされており、店舗の出品価格は目安として

〜 ユーロ、定価の半分以下に抑えられている。

はわずか 年で欧州に広く普及したが、その理由と

して、わずかなオペレーティングコストを店から手数料と

して取るほかは費用を要しない点があげられる。店にも利

用者にも環境にもよい、三方よしの事業モデルといえる。

このように、利得を得ながら実質的な非営利事業を営む事

業形態は、新しいフードロス対策の広範な普及の可能性を

示している。また、広域の食品流通ではなく、地域の余剰

食品を地域で消費する点も特徴的である。

事例 ： （ アプリ イギリス）

イギリスで開始された、余剰食品を流通させるための

プラットフォームである。 とは異なり、誰でも食

品の提供者として参加でき、 取引も許容する。当初

から有償のほか無償での譲与もできたが、 年 月に

無償提供のみの完全非営利に移行した。

では誰でも手軽に余剰食品の写真と受渡場所・時間

の情報をアップロードできる。その余剰食品が欲しい人は

商品画面の を押下し、メッセージをやりとり

して待ち合わせ、受渡しを行う。 にはまた、

と呼ばれる仕組みが備えられている。 という名の

特定の形状やデザインの箱があるわけではなく、 に賛

同する飲食店などが冷蔵庫の一角などを として公

開しており地図上に表示されている。あげる人・もらう人

が直接会うことが難しい場合、 を介して受渡しを

行う。飲食店の冷蔵庫の一隅や、シェアオフィスの共用棚

の上の小さな箱なども として公開されていた。

（ ：ベーカリーの冷蔵庫、シェアオフィス内の箱）

余剰食品のみならず、空いている冷蔵庫スペースなども

有効活用して余剰食品の流通を促進する手法はユニークで

ある。あげる人・もらう人・仲介する店などがいずれも自

己責任でこの活動に参加し、疎につながっているさまは、

緩いが広い地域連携のあり方とも捉えられ、注目に値する。

事例 ： （コミュニティ活動 ドイツ）

はフードロス削減のためのコミュニティ活

動であり、ドイツ各地には （連帯冷蔵庫）と呼

ばれるフードシェア拠点が点在しており、コミュニティセ

ンター内の棚や冷蔵庫、集合住宅の柱に括りつけられた衣

装ケース、カフェ内の飾り棚など、様々な規模・形で、随

所に展開されている。各 は個人や店舗や住宅、

コミュニティセンターなどの自助的活動として行われてお

り、 を通じた食糧の移転は全て非営利で、運営

はボランティアにより担われている。所在地やフードシェ

ア内容の掲示板の役割を果たすのが の

サイトである。地図情報をもとに、どの場所でフードシェ
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が表示され、食品を二度受け取ることはできない。

では地図を広域表示にして食品を探すこともでき

るが、指定時間に自ら受け取りに行く必要があるため、近

隣に在住または滞在しているユーザが主な利用者となる。

地域の余剰食品を地域内で「食べきる」、いわば地産地消の

食品消費のシステムともいえる。試しに購入したデンマー

クのパン屋に受取時間に行ってみると、 のロゴマーク

の入った紙袋が つ並べられ、店の主人からどれでも好き

な袋を持ち帰るように言われた。すぐ後には地域住民らし

き男性が同様にアプリ画面を見せてパンの袋を持ち帰るの

を見かけた。来店した男性は犬の散歩ついでにパンを受け

取りに来たようだった。

なお、予約しても当日の売れ残り食品がなければ格安食

品は手に入らない。店で商品が売り切れると の予約は

自動キャンセルされメールで通知される。実際、滞在中に

数回予約を試したがキャンセルが相次ぎ、かろうじて帰国

直前に一度だけパンを手に入れることができた。 すな

わち約 円で 個ほどのパンを入手できた。正規価格は

個 〜 である。 ではもともと貧困層を意識した

価格設定がなされており、店舗の出品価格は目安として

〜 ユーロ、定価の半分以下に抑えられている。

はわずか 年で欧州に広く普及したが、その理由と

して、わずかなオペレーティングコストを店から手数料と

して取るほかは費用を要しない点があげられる。店にも利

用者にも環境にもよい、三方よしの事業モデルといえる。

このように、利得を得ながら実質的な非営利事業を営む事

業形態は、新しいフードロス対策の広範な普及の可能性を

示している。また、広域の食品流通ではなく、地域の余剰

食品を地域で消費する点も特徴的である。

事例 ： （ アプリ イギリス）

イギリスで開始された、余剰食品を流通させるための

プラットフォームである。 とは異なり、誰でも食

品の提供者として参加でき、 取引も許容する。当初

から有償のほか無償での譲与もできたが、 年 月に

無償提供のみの完全非営利に移行した。

では誰でも手軽に余剰食品の写真と受渡場所・時間

の情報をアップロードできる。その余剰食品が欲しい人は

商品画面の を押下し、メッセージをやりとり

して待ち合わせ、受渡しを行う。 にはまた、

と呼ばれる仕組みが備えられている。 という名の

特定の形状やデザインの箱があるわけではなく、 に賛

同する飲食店などが冷蔵庫の一角などを として公

開しており地図上に表示されている。あげる人・もらう人

が直接会うことが難しい場合、 を介して受渡しを

行う。飲食店の冷蔵庫の一隅や、シェアオフィスの共用棚

の上の小さな箱なども として公開されていた。

（ ：ベーカリーの冷蔵庫、シェアオフィス内の箱）

余剰食品のみならず、空いている冷蔵庫スペースなども

有効活用して余剰食品の流通を促進する手法はユニークで

ある。あげる人・もらう人・仲介する店などがいずれも自

己責任でこの活動に参加し、疎につながっているさまは、

緩いが広い地域連携のあり方とも捉えられ、注目に値する。

事例 ： （コミュニティ活動 ドイツ）

はフードロス削減のためのコミュニティ活

動であり、ドイツ各地には （連帯冷蔵庫）と呼

ばれるフードシェア拠点が点在しており、コミュニティセ

ンター内の棚や冷蔵庫、集合住宅の柱に括りつけられた衣

装ケース、カフェ内の飾り棚など、様々な規模・形で、随

所に展開されている。各 は個人や店舗や住宅、

コミュニティセンターなどの自助的活動として行われてお

り、 を通じた食糧の移転は全て非営利で、運営

はボランティアにより担われている。所在地やフードシェ

ア内容の掲示板の役割を果たすのが の

サイトである。地図情報をもとに、どの場所でフードシェ

アが行われており、今日は何があるのかを、地域住民など

の投稿によって知ることができる。

ケルン、ボン、ベルリンの 都市で計 か所ほどのフー

ドシェア拠点を訪れてみたが、何か食品を拠出したら掲示

板上で告知し、そのときだけ稼働するといった

も多く見られた。ケルンで訪れたあるコミュニティセンタ

ー内の には多くの野菜とパンが置かれており、

何人もの地域住民が各々欲しい品物を選んで持ち帰ってい

る様子が見られた。インタビューを試みると、「スーパーへ

行く前にいつも立ち寄っている」「今日はバナナが多いけれ

ど、日によって色々なものがある」など、地域住民の日常

に が根づいている様子がうかがわれた。

ベルリンで訪れた或る （子育てコミュニテ

ィ拠点）内に設置された について、設置者にイ

ンタビューしたところ、「イベントで余った食事を大量に冷

蔵庫に入れておいても、夜暗い間に食べ物がなくなってい

ることもある。食べ物をシェアして食べきるための活動な

ので、誰でも好きに食べてよい」との事だった。貧困層・

地域住民の区別なく食品が提供され、 が機能し

ていることが窺われた。ドイツではこのようなフードシェ

アの意識や取組みが地域住民に当たり前のものとして受け

止められており、生活圏の地域内で地域住民によるフード

シェアが積極的に行われていたことが印象的であった。

【考察・今後の展開】

日本では年間 万トンの食品廃棄物等が排出されて

いる。うち食べられるのに廃棄されている食品ロスは

万トンに上り（環境省平成 年度推計）、食用魚介類の量

にも匹敵する（平成 年度の日本の魚介類の国内食用消費

仕向量 年間 万トン）。 年に持続可能な開発目標

が採択された後、 年には日本で 会合が行われ、持

続可能な開発に関するイニシアチブが採択された。これら

の動きを受け、日本では国の方針にも「食品ロス」の言葉

が登場するようになり、企業等でも 年頃から食品ロス

対策の気運が高まっている。環境問題への関心の高さやキ

リスト教の寄付文化から食品ロス対策が日本より先行して

いると考えられる欧州の動向から、日本で参考にできると

考えられるのは次の点である。

莫大な量の食品ロスを少しでも減らすためには、低所得

層のみならず、広く人々が余剰食品を受け入れ、余剰食

品の消費や流通を行うことが必要である。

フードバンクやフードドライブなど、日本では非営利セ

クターを出口とする取組みが多く見られるようになって

きたが、欧州などでは営利事業として余剰食品を流通さ

せる仕組みも登場している。ビジネスとして行うことで

持続するための原資を得、規模や範囲を拡大し、課題解

決の影響力を広げるやり方は検討に値する。

食品ロス対策では、限られた時間内に必要な者に届け、

消費する必要があるため、他の物品に比して狭い範囲で

流通させることに理があり地産地消が合理的である。

上述の欧州事例では様々な方法で食品ロス削減が図られ

ていたが、いずれの事例にも共通するのは「食品ロスの地

産地消」ともいえる地域コミュニティの活用である。日本

でも地域の自助的な取り組みにより今後ますます食品ロス

の救済が進むことが期待される。

限りある資源の消費のあり方を変え、地球環境を持続可

能なものとするため、「循環型経済（サーキュラーエコノミ

ー）」の概念が提唱されており、例えば欧州委員会では廃棄

物の削減に関する具体的な年限と数値目標を定めている。

世界中で起きているこの流れは不可逆なものであり、日本

においても、日本の実状に合わせながらも循環型経済の実

現を模索していく必要がある。

【引用・参考文献】

国連
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国連 数字で見る飢餓

環境省 食品廃棄物等及び食品ロス量の推計値
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地方創生のシンボルとしての酒造り復活のための「仕掛け」の分析

橋本行史 関西大学ガバナンス研究科 ・西野宏太郎（大阪市立大学学術情報総合センター）

：酒造り、ストーリーマーケティング

【研究関心・先行研究】 

本稿は、大阪を対象とした大都市および大都市近郊

での日本酒 以下、酒とするものは日本酒を指す 復活

の事例研究を起点としている。

橋本・西野 は、大都市近郊に立地する酒造メ

ーカーのビジネスモデルの創造をテーマとして、大阪

府下に残る酒蔵を対象として事例研究を行い、大阪市

という大都市近郊立地という特徴を活かした新たなビ

ジネスモデルを提案している。

橋本・西野 、 は、大阪市内の酒蔵が消滅

した原因を、歴史研究から明らかにしている。江戸時

代には全国有数の酒どころであった大阪も、近代に入

って都市化・工業化が急速に進んだ結果、近場で良質

の米が入手困難になったこと、水質悪化によって良質

の水を利用できなくなったこと、人出不足によって蔵

人が確保しにくくなったことから、酒造りに欠かせな

い米、水、人（蔵人）の３つの要素の何れにも優位性

を失うこととなった。加えて、海上輸送へのシフトに

よる江戸（東京）への販路拡大機会の喪失、大正時代

以降の安価な焼酎の流行や飲酒文化の変化による日本

酒需要の低下が、酒造りの衰退に拍車をかけたことを

明らかにし、市内の酒造りの衰退・消滅要因とその経

過を明らかにした。

引き続く橋本・西野 、 では、日本酒の

銘柄 夢衆、千利休、金の鳩、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 を対象とした

事例研究を行った。 つの事例から、酒造りに優位性を

持たない大阪市内で酒を復活させるヒントとして、必

ずしもその土地で米、水、人を揃えずとも、外注を利

用した方法による酒造りによる復活可能性に言及した。

【研究目的・研究方法】

これらの一連の研究から、酒造りが消滅した地域で

も日本酒復活が可能であること、消費者に受け入れて

もらう日本酒を造り出すために復活の動機となる意義

を明確にする必要があること、酒造りを消滅させた要

因でもある酒造りの優位性に劣る部分をどのようにカ

バーするかが重要であることがわかった。

残された課題は、これまでの研究から得られた知見

をもとに、地域ごとに異なる酒造り復活の意義を明確

にすることと、復活するために明らかになった条件を

地域内の特殊な問題に止めず、普遍化することである。

研究方法として、第一に、これまでの研究では、大

阪を中心にして日本酒復活、酒造り復活の可能性を歴

史研究と事例研究から探ってきたが、本研究では、研

究範囲を関西中心に全国に広げる。第二に、各酒造メ

ーカーによって日本酒復活のために試みられる様々な

「仕掛け」を調査して、研究目的を叶えることとした

い。

すでに先行研究から、日本酒復活を志す造り手が例

外なく、当該の酒と地域の結びつきに注意を払ってい

ることからも、日本酒が地域に受け入れられるための

重要な要素が地域と酒造りの結びつきにあることが明

かにされている。

両者の間の結びつきは、地域と酒造りとの関係性の

存否と強弱、そして消費者がその関係性を認識するこ

とによって生まれる。そのため、日本酒復活を志す事

業の創造者が用意する「仕掛け」こそ、日本酒と地域

の結びつきを作るキーとなっている。

なお、老舗メーカーにあっては、新しい銘柄の創設

も広い意味での日本酒復活と同等のインパクトを持つ

ことを考慮して、新しい銘柄の創設のための「仕掛け」

も今回の調査対象に加えている。

【分析枠組みとしてのストーリー】

一旦途絶えた日本酒を復活させて市場に提供するに

際して、当該の酒と地域の結びつきを作ることが重要

であることが理解されている。そのため、日本酒復活

を志す事業者は、復活においては両者の結びつきに関

する物語（ストーリー）をどう作るかが問われている。

ただ注意すべきことは、消費者が受け入れるストーリ

ーは、事実としての密接な関係ではなく、人間の認識

としての密接な関係である。

マーケティングの手法として、ストーリーを提供す

ることは別段珍しいことではなく、創業者の人生観や

会社の歩み、商品の伝統を一貫性のある物語として提
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橋本行史 関西大学ガバナンス研究科 ・西野宏太郎（大阪市立大学学術情報総合センター）

：酒造り、ストーリーマーケティング

【研究関心・先行研究】 

本稿は、大阪を対象とした大都市および大都市近郊

での日本酒 以下、酒とするものは日本酒を指す 復活

の事例研究を起点としている。

橋本・西野 は、大都市近郊に立地する酒造メ

ーカーのビジネスモデルの創造をテーマとして、大阪

府下に残る酒蔵を対象として事例研究を行い、大阪市

という大都市近郊立地という特徴を活かした新たなビ

ジネスモデルを提案している。

橋本・西野 、 は、大阪市内の酒蔵が消滅

した原因を、歴史研究から明らかにしている。江戸時

代には全国有数の酒どころであった大阪も、近代に入

って都市化・工業化が急速に進んだ結果、近場で良質

の米が入手困難になったこと、水質悪化によって良質

の水を利用できなくなったこと、人出不足によって蔵

人が確保しにくくなったことから、酒造りに欠かせな

い米、水、人（蔵人）の３つの要素の何れにも優位性

を失うこととなった。加えて、海上輸送へのシフトに

よる江戸（東京）への販路拡大機会の喪失、大正時代

以降の安価な焼酎の流行や飲酒文化の変化による日本

酒需要の低下が、酒造りの衰退に拍車をかけたことを

明らかにし、市内の酒造りの衰退・消滅要因とその経

過を明らかにした。

引き続く橋本・西野 、 では、日本酒の

銘柄 夢衆、千利休、金の鳩、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 を対象とした

事例研究を行った。 つの事例から、酒造りに優位性を

持たない大阪市内で酒を復活させるヒントとして、必

ずしもその土地で米、水、人を揃えずとも、外注を利

用した方法による酒造りによる復活可能性に言及した。

【研究目的・研究方法】

これらの一連の研究から、酒造りが消滅した地域で

も日本酒復活が可能であること、消費者に受け入れて

もらう日本酒を造り出すために復活の動機となる意義

を明確にする必要があること、酒造りを消滅させた要

因でもある酒造りの優位性に劣る部分をどのようにカ

バーするかが重要であることがわかった。

残された課題は、これまでの研究から得られた知見

をもとに、地域ごとに異なる酒造り復活の意義を明確

にすることと、復活するために明らかになった条件を

地域内の特殊な問題に止めず、普遍化することである。

研究方法として、第一に、これまでの研究では、大

阪を中心にして日本酒復活、酒造り復活の可能性を歴

史研究と事例研究から探ってきたが、本研究では、研

究範囲を関西中心に全国に広げる。第二に、各酒造メ

ーカーによって日本酒復活のために試みられる様々な

「仕掛け」を調査して、研究目的を叶えることとした

い。

すでに先行研究から、日本酒復活を志す造り手が例

外なく、当該の酒と地域の結びつきに注意を払ってい

ることからも、日本酒が地域に受け入れられるための

重要な要素が地域と酒造りの結びつきにあることが明

かにされている。

両者の間の結びつきは、地域と酒造りとの関係性の

存否と強弱、そして消費者がその関係性を認識するこ

とによって生まれる。そのため、日本酒復活を志す事

業の創造者が用意する「仕掛け」こそ、日本酒と地域

の結びつきを作るキーとなっている。

なお、老舗メーカーにあっては、新しい銘柄の創設

も広い意味での日本酒復活と同等のインパクトを持つ

ことを考慮して、新しい銘柄の創設のための「仕掛け」

も今回の調査対象に加えている。

【分析枠組みとしてのストーリー】

一旦途絶えた日本酒を復活させて市場に提供するに

際して、当該の酒と地域の結びつきを作ることが重要

であることが理解されている。そのため、日本酒復活

を志す事業者は、復活においては両者の結びつきに関

する物語（ストーリー）をどう作るかが問われている。

ただ注意すべきことは、消費者が受け入れるストーリ

ーは、事実としての密接な関係ではなく、人間の認識

としての密接な関係である。

マーケティングの手法として、ストーリーを提供す

ることは別段珍しいことではなく、創業者の人生観や

会社の歩み、商品の伝統を一貫性のある物語として提

供する手法は、ストーリーマーケティングとして一般

的に使われている。

本研究では、復活のプロセスにおいて、「地域」「日

本酒」という概念がいかに物語として結びつけられて

いるかを、酒造り復活のために取り組む「仕掛け」を

各種の事例を分析することによって明らかにする。

【事例分析】

昔ながらの伝統的な酒造りに回帰した酒造り——

「白鷺の城 天秤搾り」

三季醸造、四季醸造を可能にする機械設備を持たな

い中小の酒蔵では、杜氏や蔵人の確保に困って、社長

や社員が杜氏や蔵人を兼ねて酒造りをする酒蔵が増え

ている。その代表格でもある「獺祭」で有名な旭酒造

は、 年から、他の酒蔵に先駆けて逸早く社員杜氏

を取り入れて、社員が醸造に取り組んでいる。

年、こうした事情から大阪の電子機器メーカー

「ラトックシステム」はタンク温度などをセンサーで

監視してスマートフォンで発酵状況を知る 活用の酒

造り支援システムを開発し、中小酒蔵に納入している。

その一方で、昔ながらの伝統的な酒造りに回帰する

酒蔵も存在している。 年創業の古い歴史を持つ兵

庫県姫路市の田中酒造場は、銘酒「名刀正宗」で知ら

れるが、 年に、「てこ」の原理を用いた江戸時代

の技法「石掛け式天秤（てんびん）搾り」を復活させ

て「白鷺の城 天秤搾り」として発売した。機械で絞

るのではないために、まろやかな酒に仕上がるという。

年に田中酒造場は、全国新酒鑑評会で初めて金

賞を受賞、以後 年連続受賞、通算 回受賞の実績を

誇る。同社の田中康博代表は「ここに杜氏さんが来て

くれるうちは、伝統的な酒造りを守り続けたい」と語

っている。 毎日新聞 年 月 日

また同社では、田中代表の「ストーリーのある酒を

造りたい」との考えから「地酒」を地元産の米で作っ

た安心で安全な日本酒と定義して、契約農家と一緒に

なって土壌作りから始め、山田錦よりも栽培が難しい

と言われる米づくりにも挑戦している。（はりま酒文

化ツーリズム 「田中酒造場」、 年 月 日ア

クセス）

古来の名声にさらに一工程を加えることでプレミ

アム価値を付加した酒造り——「ダム熟成酒プロジェク

ト」

安土桃山時代に天野山金剛寺で造られていた「僧坊

酒」を再現したことで有名な西条合資会社 大阪府河内

長野市 は、大阪府、河内長野市と協力して、ダム湖（滝

畑ダム、河内長野市）で日本酒を カ月寝かせて味の

変化を出すプロジェクトに取り組んでいる。この酒は

大阪産のプレミアム地酒としての人気化することが期

待されている。（産経新聞 年 月 日）

サミット開催地のブランドを活かした国際的 に

よる酒造り―「作」、「半蔵」など

フランス・パリで開かれる 年で５回目を迎える

サロン・ド・サケは欧州市場を目指す上で影響力が大

きいとみなされ、 年には 酒を超す日本酒が展

示された。

三重県の酒造メーカー 社は、三重県が初めて取り組

む海外での日本酒の宣伝活動としてサロン・ド・サケ

に設けるブースに出展して、 年伊勢志摩サミット

開催地のブランドを活かして、輸出が伸びる欧州で富

裕層の取り込みを狙う。 年前にサミットの首脳会食時

の乾杯酒「作」（さく）や「半蔵」を始め、公募で選

ばれた つの酒蔵が参加する。（日本経済新聞 年

月 日）

昔のエピソードとの結びつけた委託醸造に酒造り

―「枚方の酒 くらわんか酒」

江戸時代には京都と大阪の間を流れる淀川を往来す

る三十石船に対して、枚方周辺から小舟に酒や食べ物

を積み込んで、「くらわんか（食べないか、飲まない

か）」と売られていたという。

現在も淀川で漁を続けている漁師や淀川の葦の原や

自然環境等を守る機関や団体によって構成されている

一般社団法人淀川ブランド推進協議会が企画者となっ

て、当時の酒を復活させて「くらわんか酒」として売

り出す試みが大阪府枚方市で行われている。実際に当

時にどのような酒が売られていたのかは詳しくはわか

っていないが、安価な酒である必要から、おそらくは

高価な酒米ではなく、普通に食べる食用米が使われて

いたであろうとされる。

「くらわんか酒」の製造においては、事業資金はク

ラウドファンディングを用いて集め、米は枚方市内の

農家の米であるヒノヒカリを用い、酒造りは山野酒造

（大阪府交野市）に依頼する事業計画になっている。

（ 「三十石船で愛飲された「くらわんか酒」

を蘇らせたい！」、 年 月 日アクセス）

215



地元産の米を使った委託醸造による酒造り——「吹

田のゾウ」「吹田の小ゾウ」

酒造りが消滅した地域でも、日本酒の復活を目指し

て、新しい試みが始まっている。大阪府吹田にある「木

下名酒店 株式会社」は、自社がプロデュースしたオリ

ジナルの純米大吟醸酒を発売している。

大阪府吹田市で「木下名酒店 株式会社」を営む木下

靖雄氏は、「吹田の名物として愛着を持ってもらえる

ような吹田発のお酒を造りたい」という構想を 年以

上前から温めていたという。吹田産の米を探していた

ところ、 年 月、吹田市内で開催された朝市で吹

田市内の朝日が丘町で農家を営む吉田俊之氏に出会い、

ヒノヒカリを分けてもらえることになって、念願であ

った吹田市産の米を使った日本酒づくりが始まった。

原料となる米は吹田産のヒノヒカリに、兵庫産の酒米

の最高品種である山田錦を配合する。醸造は、「吹田

産という話題性だけでなく、味も品質も素晴らしいも

のにしたい」として、同社が日本酒を仕入れる酒蔵の

中で一番人気を誇る山形県山形市の秀鳳酒造場に委託

している。

そのようにして生まれた酒が「吹田のゾウ」である。

特徴的な名称は、数百万年前に生息していたアケボノ

ゾウという日本固有の小型ゾウの化石が吹田で発見さ

れていることに由来している。 年 月に発売され

て以来、フルーティな旨みと華やかな香りを持つ純米

大吟醸は口コミでその評判が広がった。 年 月に

は、同じ吹田産ヒノヒカリに山田錦を配合した米を原

料に、山口県の醸造会社に依頼して、特別純米酒「吹

田の小ゾウ」を発売している。（木下名酒店株式会社

、吹田まちネタ情報局すいたす 「 年 月

日 吹田のご当地名品探訪」、 年 月 日アクセ

ス）

従来の日本酒にない全く新たな切り口による委託

醸造による酒造り——「 （オルビア）」「 （フ

ォニア）」

酒税法によって日本酒の醸造免許の新規取得が非常

に困難であり、新たに日本酒を醸造することが、実質

的に不可能となっている。

そんな中、委託醸造を軸に日本酒醸造に取組んでい

るスタートアップ企業が株式会社 である。

は本社を山形に置き、クラフトビールやワイン

では一般的とされる委託醸造を、日本酒に取り入れて

提供するビジネスモデルを事業の前提としている。

年に株式会社 は創業されたが、同年に日

本酒の開発プロジェクトを で企画して、クラ

ウドファンディング資金を募り、目標金額の 倍以上

の資金を集めることに成功した。しかし実際には、（日

本酒の価値を世界に広めるという）「切り口を変える

程度では製造した酒の価値を他のブランドの酒と差別

化できず、 本程度しか売れなかった」（ の

代表取締役社長稲川琢磨氏、出所後述）。当該プロジ

ェクトの失敗をもとにして、 ではワイン樽熟成

をさせた日本酒「 」、日本特有のボタニカル素材

柑橘、ハーブ を使用して「 」の醸造に取り組ん

だところ、販売初年度に 万本の販売に成功した。

株式会社 の代表取締役社長稲川琢磨氏は、

成功の理由を「『 （オルビア）』は洋食とペアリ

ングするための日本酒というコンセプトを掲げ、 年か

けてじっくりと開発し」、「ミシュランで星を獲得す

るお店で提供していただくことによって、『あのお店

が扱っているんだから間違いない』といった付加価値

をつけることに成功した」という。

しかしながら、固定費を要しない委託醸造をビジネ

スモデルとして成功した から、新たに酒類の醸

造を行う「 三軒茶屋醸造所」の設立が発表され

た。ただし リットルのタンクで 本という小ロ

ットでの醸造が可能な設備を設け、低リスクで日本酒

を醸造できる体制が用意されている。

稲川琢磨氏は醸造所設置の狙意を「情報発信と製品

開発。 つの側面でメリットがあると考えます。まず、

（本社のある）山形ではなく東京に醸造所を作ったの

は、発信力を強めたいという意図がありました。」「や

はり試験醸造の部分を内製化できた方が、効率的で

す。」「なおかつバーを併設してお客様から直にフィ

ードバックをいただきながら改良もできます。」と説

明している。

もっとも醸造免許の新規取得が事実上困難なことも

あって、「 三軒茶屋醸造所」ではどぶろくや醸

造過程で柑橘やハーブを使用したお酒など、酒税法上

の「その他の醸造酒」が造られている。

Livedoor’s NEWS「日本酒で勝つー業界の素人だか

らこそ見えた、成熟産業の突破口」 年 月 日、

年 月 日アクセス

時代に合わせた老舗の新しい顔としての酒造り——

「百黙」
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地元産の米を使った委託醸造による酒造り——「吹

田のゾウ」「吹田の小ゾウ」

酒造りが消滅した地域でも、日本酒の復活を目指し

て、新しい試みが始まっている。大阪府吹田にある「木

下名酒店 株式会社」は、自社がプロデュースしたオリ

ジナルの純米大吟醸酒を発売している。

大阪府吹田市で「木下名酒店 株式会社」を営む木下

靖雄氏は、「吹田の名物として愛着を持ってもらえる

ような吹田発のお酒を造りたい」という構想を 年以

上前から温めていたという。吹田産の米を探していた

ところ、 年 月、吹田市内で開催された朝市で吹

田市内の朝日が丘町で農家を営む吉田俊之氏に出会い、

ヒノヒカリを分けてもらえることになって、念願であ

った吹田市産の米を使った日本酒づくりが始まった。

原料となる米は吹田産のヒノヒカリに、兵庫産の酒米

の最高品種である山田錦を配合する。醸造は、「吹田

産という話題性だけでなく、味も品質も素晴らしいも

のにしたい」として、同社が日本酒を仕入れる酒蔵の

中で一番人気を誇る山形県山形市の秀鳳酒造場に委託

している。
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酒税法によって日本酒の醸造免許の新規取得が非常

に困難であり、新たに日本酒を醸造することが、実質

的に不可能となっている。
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の資金を集めることに成功した。しかし実際には、（日
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農家にとっての都市開催マルシェの意味に関する研究 －セミサードプレイス試論－

○税所航太・黒沢侑子・江川緑（東京工業大学大学院 環境・社会理工学院）

：マルシェ、セミサードプレイス、都市農村交流

【はじめに】 
都市と農の関係は、長期的に変化している。 ～

年代には大量生産・消費による食と農の乖離、農村部の

過疎が起きた。 ～ 年代には、都市部の食生活が中

食・外食傾向となった。そして、 年代の食品偽装問

題などから、都市住民の農や健康への関心が高まった。

このような農への関心の高まりや都市と農村の交流促進

を背景に、農林水産省は 年に仮説直売所設立・運営

の助成金事業「マルシェ・ジャポン・プロジェクト」を

開始しマルシェの都市開催を推進した。このプロジェク

トの目的は生産者の所得向上と都市住民の農林水産業へ

の理解促進であった。ここで、本研究におけるマルシェ

とは、農作物販売において「仮設型であること、直売で

あること、伝統的な祭り等ではないこと、入場が自由で

あること、定期開催であること」が満たされている場と

して定義する。

都市と農に関する先行研究において、食料自給率の原

因である消費者の食生活（ライフスタイル）の変化への

対策として、都市農村交流による伝統的食文化の普及啓

発が重要であるとされている 宮崎 。さらに、宮

崎（ ）では、都市農村交流は地域価値再生による農

産物等のブランド化の一助となるとしている。

都市開催マルシェに関する先行研究では、普及のため

の経済的な運営モデルの構築や社会的認識などについて

の課題に関する研究は行われてきたが、全国各地からの

移動の負担や利益の確保など、農家側の課題は十分解明

されていない 豊嶋ら 。都市開催マルシェの普及・

定着を促進するためには、マルシェの発揮する機能につ

いて明らかにすることが必要である。先行研究によるマ

ルシェの機能に関するヒアリング調査では、運営者にと

っては販売や交流の場、農家にとっては収益確保や農業

普及の場、来場者にとっては農への関心向上や農家との

コミュニケーションの場であるとされている 豊嶋ら

。

そこで本研究では、これまで着目されてこなかった、

マルシェにおける農家の言動に着目することで、都市開

催マルシェの農家に対する新たな機能を明らかにするこ

とを目的とする。そのために、上記プロジェクトで始ま

ったマルシェの一つ「青山ファーマーズマーケット」（以

下、青山 ）を対象にフィールドワークを行った。

【対象と方法】

対象マルシェ：青山

方法：ボランティア参加等によるフィールドワーク（参

与観察・聞き取り調査）

期間： 年 月～ 年 月

【対象地の概要】

青山 は、東京都渋谷区神宮前の国際連合大学前にて

毎週末土・日曜日 時～ 時に開催されている。開催当

初から 年 月までは、表参道の ビルで開催さ

れていた。運営理念は「農、食、買い物そして日々の生

活について再考する場」であり、都市住民に農を身近に

感じてもらうことを目的としている。現在は、コミュニ

ティクラブを設立し、登録した都市住民に対して農家の

講演や勉強会、農場訪問などを企画し、都市住民を農場

へと向かわせる動きを増やしている。開催は株式会社の

メディアサーフコミュニケーションズであり、運営主体

は 法人 ’ と国際連合大

学である。国際連合大学は、施設の提供を担っている。

’ は、マーケティングとマ

ルシェの運営を担当している。

青山 の出店者は一回ごとに約 店舗、来場者は

日平均 万人程度である。 鈴木 出店店舗のうち

割が農家による農産物の販売、 割ほどが加工品の販売、

残り 割がフードカートによる販売である。来場者は、

代～ 代女性、家族ずれ、シェフなど女性を中心に幅

広く、外国人の来場者も 割ほどいる。また、青山 で

は、毎週アンティークマーケットを同時開催している他、

青山パン祭りや古着マーケットなどのイベントも月に

回程度開催されている。 日当たりの出店料は、農産物販

売が 円、加工品やキッチンカーが 円である

ファーマーズマーケットアソシエーション 。参加

農家の ％ほどが関東からであり、その他は中部地方が

％、東北地方が ％、その他が ％である。中でも東

京都出身の農家は全体の ％ほどである。実際の青山
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売が 円、加工品やキッチンカーが 円である

ファーマーズマーケットアソシエーション 。参加

農家の ％ほどが関東からであり、その他は中部地方が

％、東北地方が ％、その他が ％である。中でも東

京都出身の農家は全体の ％ほどである。実際の青山

の様子を写真 に示す。

本研究においてボランティアとして参加したのは、葉

物を中心に 種ほどの野菜を幅広く販売する「自然農園

」さん（千葉県成田市、出店歴 年、）と、多様なじ

ゃがいもやなすを中心（時期による異なる）に販売する
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． 幅広い相手との談笑

マルシェの中でも目立つのが、農家を中心とした会話

や談笑である。農家同士や主催者、シェフや顔なじみの

来場者へ積極的に話しかけ、談笑することがマルシェの

にぎやかさや活気となっている。内容としては、近頃の

天気や家族の様子、最近起こった出来事などの世間話が

多い。

農家からは、「人と話しに来ている人が多い」「売り上

げはあんまり気にしていない」などの発言もみられた。

また、主催者からは、「仲の良い農家同士を隣に配置する

などして、交流が起こりやすい環境づくりを目指してい

る。」という発言もあった。

． おおらかな参加姿勢

農家の参加姿勢は様々であるが、その中でもおおらか

な参加姿勢が多くみられる。近くのコンビニで買ったお

酒を持参した容器に移して（周囲からはお酒に見えない

ようにして）飲みながらの接客や、主催者に借りた椅子

で来場者から見えない場所で休む様子、さらには昼食時

に顔見知りの来場者と二時間以上離席するなど、自由な

姿勢が見られた。加えて、同時開催されている農業以外

のイベント（パン祭りやお茶のイベント）に積極的に足

を運ぶ農家もいた。

． 都市住民へのアプローチ

青山 が企画するコミュニティクラブが主催する都市

住民に対する講演や、農場訪問の受け入れなどに積極的

に協力することにより、農に興味を持つ都市住民にアプ

ローチしている。

主催者からは、「コミュニティクラブの活動は農家さん

の協力が不可欠で、これまで長く一緒にやってきた信頼

関係があるからできることなんだよね」という発言も

あった。

． 知識や情報の共有と獲得

農家は、農家同士や主催者と当日の売れ行きや農地の

近況を共有している様子がみられた。また、農家間では

お互いに新商品を交換する様子や、販売している珍しい

作物についての質問、新たな栽培方法の共有などがみら

れる。加えて、顔見知りのシェフに対して農作物を使っ

た新しいレシピを尋ねるほか、他農家が講師であるコミ

ュニティクラブ主催の講演会への参加など、多方面から

知識や情報を獲得しようという姿勢がみられた。

． 売上を上げる工夫

農家の中には、積極的な来場者への呼びかけや、目玉

商品の特徴の宣伝などで来場者の興味を引こうという行

写真1：青山FMの様子 

写真2：ボランティア参加後に農家から頂いた農作物 

写真3：青山FMにおける販売の様子 
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動がみられる。また、 か月分の売り上げの分析（天候や

店舗の位置による売れる商品の違い等）や時間帯によっ

て商品配置を随時変更するなどの工夫を凝らして売り上

げを伸ばそうとする農家もいる。

【考察】

． 都市農村交流による地域価値再生

青山 の目的は、「都市住民に農を近くに感じてもら

うこと」であるが、そこでは都市住民から地方農家への

一方向の交流ではなく、同時に地方農家から都市住民へ

の交流も行われている。例えば、都市住民が農家に対し

て農作物の魅力やレシピ等を聞くのと同時に、地方農家

は販売相手である都市住民のニーズを直接感じ取ること

で、栽培品種を変える等の工夫につながる。マルシェで

はこのような双方向の交流が起きている。

さらに、主催者によるコミュニティクラブの設立によ

ってその交流は加速されている。コミュニティクラブの

活動において、都市住民は農家が作ったランチを食べる

ことができ、実際に農地に訪れることもできる。農家は、

講師として講演会に参加することで、自らの農作物や農

業自体の魅力を伝えることができる。

橋本ら（ ）では、常設型の直売所ではリピーター

が定着することに加えて、運営者と生産者の積極的な取

り組みによって都市農村交流の拠点として発展している

としている。青山 においては、リピーターも存在し運

営者と生産者の積極的な取り組みも見られる。マルシェ

は仮設型の販売所であるが、 年の開始から約 年で

定着したと考えることで、常設型直売所と同様に都市農

村交流の拠点となっていると考えられる。加えて、仮設

であることにより、様々な地域から農家が参加すること

が可能となり、都市農村交流がより広範囲に広がる可能

性がある。

． 農家にとってのセミサードプレイスとしての機能

青山 では、コミュニティクラブの働きかけにより相

互交流が行われており、これらの交流が地域価値再生に

繋がる可能性が考えられる。また、農家にとってマルシ

ェが、上記の様な、目新しさや友人をつくる交流の場と

してサードプレイスの機能を持つことが考えられる。

サードプレイスとは、「自宅 ファーストプレイス でも

職場・学校 セカンドプレイス でもない、自分にとって

心地の良い時間を過ごせる第三の居場所」オルデンバー

グ であり、特徴として会話が主たる活動であるこ

とやアクセスが良いことなどがある。サードプレイスの

特徴や受ける恩恵について、図 ， （［オルデンバーグ

］より作成）に示す。

日本のサードプレイスに関する先行研究 片岡ら

では、大きく三つの分類がされている。一つ目は、

個人経営のなどの、自然発生的に他者との交流が発生す

る「社交的交流型」である。二つ目は、子育て支援や地

域活性化などの具体的なテーマが決まっており、そこで

交流が行われる「目的交流型」である。最後に三つ目は、

一人の時間や友人との時間を楽しむために、同調性や親

和性が重視される「マイプレイス型」である

ここで、本研究においてマルシェは、サードプレイス

の特徴である、「常連の存在」や「出入り自由」、「会話が

主な活動」などの点では合致する一方で、「アクセスが良

い」や「目立たない」という点等では当てはまらない。

さらには、調査結果の「 ．情報や知識の共有と獲得」や

「 ．売上を上げる工夫」にみられるように、マルシェは

農産物販売を行う直売所という農家にとっての職場的機

能は大きい。そのような、サードプレイスと職場（セカ

ンドプレイス）両面の機能を持つ場所に対して、昨今で

は、「セミサードプレイス」という概念が登場している 林

田ら 。「セミサードプレイス」とは、オフィスワーカー

や学生にとって、仕事や勉学の出来るサードプレイスの

ような、サードプレイスに職場的機能を拡張させたもの

である。本研究においては、農家にとってマルシェがサ

ードプレイス的機能に加えて、販売という職場（セカン

ドプレイス）的機能を拡張させるセミサードプレイスと

して機能しうる。この機能によって、売り上げや収益に

大きく貢献しないとしても農家がマルシェに参加する動

図1：サードプレイスの特徴 

図2：サードプレイスによって受ける恩恵 
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域活性化などの具体的なテーマが決まっており、そこで

交流が行われる「目的交流型」である。最後に三つ目は、

一人の時間や友人との時間を楽しむために、同調性や親

和性が重視される「マイプレイス型」である

ここで、本研究においてマルシェは、サードプレイス

の特徴である、「常連の存在」や「出入り自由」、「会話が

主な活動」などの点では合致する一方で、「アクセスが良

い」や「目立たない」という点等では当てはまらない。
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「 ．売上を上げる工夫」にみられるように、マルシェは
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や学生にとって、仕事や勉学の出来るサードプレイスの

ような、サードプレイスに職場的機能を拡張させたもの

である。本研究においては、農家にとってマルシェがサ

ードプレイス的機能に加えて、販売という職場（セカン

ドプレイス）的機能を拡張させるセミサードプレイスと

して機能しうる。この機能によって、売り上げや収益に
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図1：サードプレイスの特徴 

図2：サードプレイスによって受ける恩恵 

機となり、マルシェ普及・定着の一助となると考えられ

る。

また、先述した先行研究（豊島ら ）におけるヒ

アリング調査での、農家に対するマルシェの機能「収益

確保や農業普及の場」については、本研究結果の と

で確認することができた。加えて、これらの意識を持つ

農家の言動として、結果 や のように楽しむ姿がある

ことは、「楽しみながら収益確保・農業普及したい」とい

う農家の意思の表れとして捉えることができる。

【まとめと今後の課題】

本研究では、都市開催マルシェの発揮する機能につい

て新たに二点提示した。

一点目は、都市農村交流の拠点となり、地域価値再生

に貢献しているというものである。これまで、常設型直

売所で見られていた都市農村交流が、主催者や農家の積

極的な活動により仮設型直売所であるマルシェでも見ら

れるようになっている。それにより、マルシェの集まる

全国各地へと都市農村交流が広がるチャンスが生まれて

いる。今後は、仮設型直売所であるマルシェが、常設型

直売所と同様に都市農村交流の拠点としての機能を持つ

ことを、常設型直売所と比較検討していく必要がある。

加えて、マルシェからうまれた都市農村交流の具体的な

活動内容をみていくことで、地域価値再生へのプロセス

を明らかにしていきたい。

二点目は、農家にとってのセミサードプレイスとして

の機能である。地方農家にとって都市開催マルシェは、

家や職場（農場）ではないが、幅広い相手との談笑や交

流を含めてリラックスできる場であり、それはサードプ

レイスという概念に合致する。しかし、農家にとっての

職場（セカンドプレイス）でもあるのに加え、地方農家

にとってはアクセスがよくないなど、合致しない部分も

ある。そのような場所は、サードプレイスに職場的機能

を拡張した「セミサードプレイス」という概念に近いと

考えることができる。農家にとってセミサードプレイス

であることで、農家の参加動機となり、マルシェの普及・

定着へとつながると考えられる。今後は、農家にとって

マルシェ以外のサードプレイスがどのように形成されて

いるのかを調査することで、マルシェの意義を明らかに

したい。また、マルシェのセミサードプレイスとしての

機能や農家の楽しむ姿勢が、本来のマルシェ開催の目的

（農林水産省、運営主体）に含まれているのか、それと

も副次的なものなのかについても着目したい。

以上の二点で見られたことは、他のマルシェにおいて

もみられるのではないか。その点において、今後は、他

の地方農家が集まる都市開催マルシェや、都市で農業を

営む都市農家による地域密着型のマルシェ等についても

調査を進め、それらとの違いや共通点の明確化を通して、

都市開催マルシェの機能に関する考察を深めていきたい。
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わが国のフードバンク活動と地域活性

原田佳子（美作大学）

： 食品ロス、生活困窮者増加、地域活性

【はじめに】 
国際連合食料農業機関によると、フードサプライチェ

ーン全体で世界の生産量の にあたる約 億トンの食

料が毎年廃棄されており、食品廃棄物にかかる経済的コ

ストは約 億ドル（ 兆円： ドル 円で換算）で

ある。わが国では、 年農林水産省推計によると食品

ロスは 万トンとなっており、これは毎年の米の生産

高の約 ％に相当し、一人当たり１日約 のご飯を廃

棄している計算となる。

食品ロスは、限りある地球資源の無駄遣い、環境に負

荷を与えるなど様々な大きな問題を抱えている。そこで、

年国連サミットで「持続可能な開発のための

アジェンダ」 を採択し 年以降 年までの国

際開発目標（ のゴールと の目標）図 を掲げた。

それに呼応して、わが国では、 年 月に日本再興

戦略 において「食品ロス削減に向けて、国民大運動

の抜本的強化」「サプライチェーンで発生する未利用食品

を必要な人や施設に届けるフードバンク（以下 ）活動

を推進」を閣議決定した。食品ロス削減はグローバルな

課題となっている。

【問題意識】

農林水産省によると、 とは、「食品企業の製造工程で

発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で

提供する『 』と呼ばれる団体・活動」であり、「まだ食

べられるのにもかかわらず廃棄されてしまう食品（いわ

ゆる食品ロス）を削減するため、こうした取り組みを有

効に活用していくのも必要」とされている。わが国には、

年 月時点で 活動主体は ヶ所（難波江 ）

あり、生活に困窮する人々を支援する団体や個人に引き

取った食品を無償で分配している。しかし、生活困窮者

増加の主たる要因である貧困や格差拡大と食品ロスの発

生は、資本主義経済という同じ社会の仕組みに内在され

ており、構造的に再生産される（原田 ）ものであり、

食品ロスで生活困窮者救済を第一義とすることは、食品

ロスがなければ成り立たない活動となり、食品ロス削減

を重要課題と位置付ける国の方針と著しく異なってくる。

また、わが国の が年間に取り扱っている食品ロス量

は、わが国の年間の食品ロス量のわずか ％にも満たな

い量（難波江 ）であり、現状の 活動が食品ロス削

減意貢献しているとは言いがたい。このように、農林水

産省の に関する定義は、 活動の実際と乖離しており、

活動の存在意義を曖昧にしていると考える。

【目的】

筆者が、代表を務める「社会福祉法人正仁会あいあいね

っと」は、 法人時代を含め約１１年間の活動歴がある。

当初は、高齢者の経済的問題から発生する栄養障害を防ぐ

ための食を保障する活動から始めたが、活動を遂行する中

で、わが国の特に地方が抱える最重要課題は、地域活性で

あると認識するに至った。そこで当 は「食品は食べるた

めにある、食品をロスにしない」を定義とし、活動のミッ

図-2 持続可能な開発のための目標 
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わが国のフードバンク活動と地域活性

原田佳子（美作大学）

： 食品ロス、生活困窮者増加、地域活性
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図-2 持続可能な開発のための目標 

ションを地域活性に置き、食品ロスの有効活用により、地

域の絆を強化し、引いては元気な地域づくり、地域活性の

活動を行なうようになった。本稿では、当 の事例を紹介

し、今後のわが国の 活動の方向性として地域活性を展望

する。

【研究方法】

社会福祉法人正仁会あいあいねっと（以下、当 ）の事

例紹介をし研究方法とする。

当 は、食品ロス発生抑制及び削減、食品ロス有効活用

を活動の柱としている。食品ロス有効活用の中に、生活困

窮者救済、地域活性を位置付けている。フードバンクは、

それらの活動の基盤となる事業である。

 フードバンク事業

当 は 年 月に設立総会を開き、 年 月よ

りフードバンク事業をスタートさせた。まずは、フードバ

ンク事業を軌道に乗せるため、地域での認知度をあげ、パ

ートナーシップ団体、パートナーシップ企業数の増加に務

めた。個人に提供することはない。企業からの支援には、

寄贈食品を適切に取り扱うことが求められているため、

年より、入庫・出庫に伴う在庫管理システムを導入し

た。

 食品ロス削減活動

【はじめに】で述べたように、わが国の が年間に取り

扱っている食品ロス量は、わが国の年間の食品ロス量のわ

ずか ％にも満たない量（難波江 ）であり、食品ロ

ス削減に貢献しているとは言いがたい。当 は、 主体

者だからこそ知りえる膨大な食品ロスの実態（量、廃棄理

由等）を、地域社会に伝えることがより効率的であると考

え、食品ロス削減啓発活動を精力的におこなっている。

⚫ 寄贈された食品ロスを使用した料理講習会を公民館や小

学校の家庭科室等で行なっている。

⚫ イベントに参加し、設けられたブースで食品ロスに関す

るパネル展示や説明を行なっている。

⚫ 年 月 日第一回食品ロス削減シンポジウム

⚫ 年 月第二回食品ロス削減シンポジウム

⚫ 食品ロス削減啓発ツール作製（紙芝居、アニメーション、

人形劇、食品ロス削減パンフレット）し、各イベントで

上演している。

⚫ フードドライブの実施（行政、地元の大学が協力）

 地域づくり活動

「地域の課題は地域が一丸となり主体となって解決す

る」そのために、地域に様々な情報を提供したり、地域

の絆が強化されるようイベントを開催したり、さらに地

域のイベントにも積極的に参加している。

⚫ 食品ロスを活用したレストラン事業を毎週火・金実施

（ 年 月末から休業）地域のコミュニティの場と

しての役割を担っている。写真 、 は、 回 月開催

のイベントの様子である。多くの客でにぎわっている。

⚫ 写真 は、 年 月 日の広島豪雨土砂災害で大

きな被害が出た。当 も被害を受けたが、幸いにも

建物は無事であったので、被災者、地域住民、ボラン

ティアの方々に無料レストランを、被災翌日から ヶ

月間開放した。

写真

写真
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写真

 健康づくり活動

当 が位置する広島市安佐北区は高齢化率 ％（原田

）であり広島市行政区の中で一番高い。地域活性

には健康な地域住民の存在が不可欠である。そこで、

健康に関する研修やイベント等を行なっている。

⚫ 救命救急隊による心肺蘇生の実践

⚫ 理学療法士による転倒防止の話し

⚫ 作業療法士による認知症予防の話し

⚫ 管理栄養士による減塩食の料理法等

 その他

⚫ 弁護士による「やさしい憲法の話し」

⚫ 弁護士よる「詐欺被害にあわないために」

⚫ ケアマネージャーによる介護保険の話し

⚫ フリーマーケット

【研究結果】

 図 は当 が取り扱った食品量の年次推移（累計であ

る。全国の の中では、それほど取扱量は多くはない

が、年々増加している。

 図 は、当 に食料を提供するパートナーシップ企

業とその食品を受け取るパートナーシップ団体数の

年次推移である。 年から 年にかけて約 倍

になった。 年までは横ばいであったが、その後、

数が増え、 年には、パートナーシップ団体数が急

増した。

 図 は、食料を無償で分配した主に広島市内の人数で

ある。 年の減少は、東日本大震災・福島原発事故

に食料を多く届けたためである。 年から 年

にかけての急激な増加は、「子ども食堂」が増加し、

そこに寄贈したためである。

 パートナー企業、団体の反応

パートナーシップ団体や企業の声を聞き活動の参考にし

ている。

① パートナーシップ団体の声

⚫ 提供された食材を利用することで、高くて購入でき

ないアスパラを彩りにしたり、浮いた食費で肉が購

数 

千人 
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に食料を多く届けたためである。 年から 年

にかけての急激な増加は、「子ども食堂」が増加し、

そこに寄贈したためである。
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ている。
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入でき栄養のある食事ができる。（精神障がい者の作

業所）

⚫ 昼食は賄い料理をしているが、 円しか予算がなか

ったので、貧しい食事内容だった。しかし、提供食

材を使うことでおかずが増え、時にはデザートもつ

けることができ、とても喜んでいる、仲間の笑顔や

会話が増えた。（精神障がい者の作業所）

⚫ 提供食材を使うことで、栄養満点の食事を提供でき

る。（子ども食堂）

⚫ フードバンクを通して、企業や一般の人が支援して

くれていること、福祉に目を向けてくれていること

を嬉しく想う。（障がい者就労支援施設）

② パートナーシップ企業の声

⚫ 勤務している企業が社会貢献をしていると知り、社

員の帰属意識が高まった。

⚫ 企業の良いイメージ作りとなる。

⚫ 食品廃棄に関する処理コストが削減できたわけでは

ないが、社会のために少しでも役に立てばとの思い

で食料を寄贈している。

⚫ まだ食べられるのに、市場価値がないという理由で

廃棄せざるを得ない食品が、食品として再生し、皆

様の役に立つことはとても嬉しい。

⚫ 自社の食品には愛着があり、廃棄するのはもったい

ない。役に立てば嬉しい。

 表彰

⚫ 年 月 日 「あしたのまち・くらしづくり活

動賞」に於いて振興奨励賞受賞

⚫ 年 月 日「ひろしま 大賞」受賞

⚫ 年 月 日「ごみ減量優良事業者表彰」受賞

【考察】

当 は、 年 月に活動を開始し今年で 年目を

迎える。この間、取り扱った食品量、パートナーシップ

企業、パートナーシップ団体共に増加の一途を辿り、メ

ディアなどに度々取り上げられた。ひたすら、地域づく

りを第一義とし、ミッション遂行のため、限りある地球

資源である食品ロスを有効に活用したことにより地域社

会の信頼と評価が格段に高まったと確信している。

今後、貧困者の益々の増加が予想されている。貧困は、

収入がない、蓄えがない、頼る人がいないの つが重複

することにより深刻になる。セーフティネットとしての

地域の機能、すなわち地域の結びつきが強固であれば、

生活困窮者の安心感は格段に高まると考えられる。食べ

物は、人と人を繋ぐ大きな力を内在している。食べ物を

まちづくりに活用している例はとても多い。その食べ物

に食品ロスを用い、地域の繋がりをより強固にし活性化

に繋がり食品ロスも削減できる。将に、一石二鳥である

と言えるのではないだろうか。

わが国の今後の 活動の方向性として、多くの が

ミッションの一つとして地域活性に取り組むことを強く

望む。

【今後の課題】

食品ロスの削減と共に地域活性化を展望することは、

息の長い活動が必要となる。今後の課題として以下のよ

うなことが考えられる。

⚫ 効果評価を判定する指標の必要性

⚫ 同士のネットワークの必要性

⚫ 行政への働きかけをどこにどうするか

⚫ 社会の方向性はどうあるべきか

【引用・参考文献】

［ ］「国内フードバンクの活動実態把握調査及び報告書」

（

）

［ ］難波江任（ ）「フードバンク事業の機能と他事

業のとの連携効果について」研究誌『地域活性研究 』

［ ］原田佳子（ ）「今後のわが国のフードバンク活

動の方向性」研究誌『地域活性研究 』

［ ］小林富雄、角崎洋平、佐藤順子、小関隆志、上原優

子（ ）「フードバンク」
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  週3日労働普及による地域活性化 

氏名（所属）山中鹿次（NPO法人近畿地域活性ネットワーク） 

Keyword： 週3日労働、人手不足、AI化での雇用不安、地域活動での労働、社会人の学習、地域活性化 

 

【問題・目的・背景】 
近年、少子高齢化が進む中で、2017年で全国平均で有効

求人倍率が求人１に対して、1,5 を超過する状態が続いて

いる１）。また一方で、産業ロボットや人工知能の急速な普

及、いわゆる仕事のAI化が進み、車の自動運転が普及し、

タクシー運転手の仕事が無くなるといった形で、大量の仕

事が失われる懸念もある2）。 

人手不足と失業という相矛盾する将来の課題対策と、併

せて週3日労働の普及を提案するものである。 

【研究方法・研究内容】 

 昨年度を中心に、関西地域を中心にして労働問題のセ

ミナーに極力参加。発表者の所属 NPO の主催行事として

「労働と暮らしのセミナー」3)を開催。そこでの参加者と

の情報交換、地域活性と労働問題をを関連づけて、考察

を繰り返し、関連する文献と関連ホームページの閲覧を

行った。 

【週５日労働がもたらす弊害】 

 今日、週 5 日労働を基本にした社会では、時間的なゆ

とりが少なく、様々な弊害が生じている。 

 福岡県が発表した平成26年度の「地域活動に参加して

いない理由を見ると、男女全体で48,3%が時間がない4）

ことを理由にしている。 

 また民生委員や消防団員の不足や高齢化問題は深刻だ

が、その背景に被雇用者（サラリーマン）が就労の主流

になってしまったことが大きい。 

 昭和40年には全国で消防団員が約130万人ほどいたこ

ろは、被雇用者団員の比率は 26,5&だったのが、平成 29

年には73,2%と変化するとともに、団員の数も約85万人

に減少。さらに平成29年から10年前で2,8歳、団員の

平均年齢も上昇している5）。 

 自営業や農業のように自分の意思で、休む日時が設定

でき、勤務地域と居住地域が同じ地域ならば、消防団や

民生委員など、地域の役職を兼務することは、比較的容

易であったとしても、今のように週5日労働を基本とし、

その上、勤務地域と居住地域が異なる場合が多い被雇用

者が、活動に参加することは極めて困難と言わざるを得

ない 

 さらに観光地の土日集中も著しい。事例を示すと滋賀

県彦根市にある彦根城博物館の平成26年7月の入場者数

6）を見ると、最多の20日の日曜日は1119人に対して、

最少の24日は81人に過ぎず、平日で最多の31日木曜で

さえ、313人と3,58倍の差が開いていて、土日集中が顕

著に表れている。 

【週3日労働社会のモデルプラン】 

 まず今の週5日労働での1週間の標準的な過ごし方を

示すと、以下のようになる。 

表1 現状の1週間の過ごし方 

月 火 水 木 金 土 日 

仕事 仕事 仕事 仕事 仕事 休日 休日 

これに対して週 3 日労働の社会を表にすると以下のよ

うなモデルが可能になる。 

表2 週3日労働社会のモデルⅠ 

月 火 水 木 金 土 日 

仕事 仕事 休日 社 会

活動 

職 業

訓練 

休日 休日 

表 2 のモデルで言えば、木曜の社会活動の日に、民生

委員や消防団活動に参加したり、金曜の職業訓練は、今

は銀行員や工場労働者が将来のAI化の進展での失業、転

職を睨み、介護や保育などの職業訓練を受けるのような

ことをイメージしていただきたい。 

次に週3日労働の別モデルを示すと以下のようになる。 

表3 週3日労働社会のモデルⅡ 

月 火 水 木 金 土 日 

大学 大学 仕事 仕事 仕事 休日 休日 

一時、会社を休職し大学に社会人入学や、通信制大学

ではなく、大学に週 2 日は生涯通学する、あるいは水曜

から金曜は今勤めている会社だが、月、火は介護や地域

の NPO 活動に勤めている。あるいは土曜～火曜は田舎に

帰り農林漁業に従事していることなどをイメージしてい

ただきたい。 

 【社会の包容力を大きくする週3日労働社会】 

 週 3 日労働での社会は、精神的・肉体的に消耗し過労

自殺や過労死。心身の病気の多発を防ぎ、地域社会に意

義のある活動が持続しやすい利点がある。 

 2011 年の東日本大震災や、今年の西日本豪雨など大災

害が多発する中、多くの復旧作業に参加するボランテイ
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アが被災地にかけつける。しかしながら今の週 5 日労働

の社会では、なんとか土曜の夜だけ現地で過ごし、日曜

の夕刻に慌ただしく帰宅し、平日はボランテイアが不足

するのが通常になる。 

 しかし週 3 日労働の社会なら、今までは人が集まりに

くい平日に週 2 日はボランテイア参加が可能となる日が

あるため、人手が不足する日が劇的に減少が可能となる。 

 さらに普段から、職業訓練や社会活動に充てる日に、

防災士の資格取得をしておくなど、より災害に対応した

知識や能力を身につけることが可能になる。 

 また小、中、高校でのクラブ活動だと名目的に学校教

員が顧問を引き受け、対外活動での引率をしたりするが、

専門的な指導を具体的にはできない（野球なら、投球フ

ォームの指導はできない、わからないなど）ということ

がある。 

 だが週 3 日労働社会であれば、平日に社会人だが、地

域の学校で、個々の分野で専門的な技能。知識を持つ方

が、クラブの指導をするようなことが充分に可能になる。 

 またうつ病気味で長時間労働では再発、重症が危惧さ

れたり、引きこもりしている方。がん治療や人工透析を

していて、定期的に通院している方も会社をやめずに仕

事を続けることがより可能になり、現状より働きたい人

が希望すれば職につける社会に近づくことが可能となる。 

【男女共同参画・男女平等に有効な週3日労働社会】 

 週 3 日労働の普及で大きな効果が期待できるのが、男

女共同参画・男女平等の推進である。 

 男女平等が言われながら、長らくそれが実現しない大

きな要因に、以下のような構図が続いていることがあげ

られる。 

 図 1 男 女 平 等 が 達 成 で き な い 構 図

 
 具体的に述べると、年々専業主婦は減少傾向とはいえ、 

平成26年現在で38,1%が専業主婦、平成27年の雇用者全

体の週35時間未満の短時間労働者の割合は、男女含めて

で29,9%だが、女性に限ると46,7%。平成23 年の有配偶

者の家事関連時間はわずか47分、女性は5時間2分に達

している７）。 

 言わば男性は週5日フルタイム働くのは当たり前だが、

女性は家事をおろそかにすることは許されず、働くのも

低待遇でもパートでも仕方ないの構図が見えてくる。 

 だがこれが週 3 日労働社会なら、現在でも一部に見ら

れる短時間正社員制度8）が普及一般化し、今はパートで

低賃金に甘んじている多くの女性労働者が助かる一方、

男性の労働時間が大きく短縮し、家事労働や社会活動も

活発に行うことが可能になる。また今は38%いる専業主婦

が労働市場に出ることが進むので「男は仕事、女は家庭」

のような性別役割分業の思想は大きく後退することが期

待できる 

【週3日労働社会を実現するために】 

 週 3 日労働には至らないが、日本国内でも既に週休 3

日制度9）を導入している企業も見られる。 

 週休3日労働では、1日の労働時間は8時間のままと、

10時間程度にする場合もあるし、短時間正社員制度も、1

日6時間労働で週5日働き合計30時間、週4日労働で１

日7時間半で、合計30時間もありうるが、介護が必要な

家族を抱えている、働く人がいろいろ自己啓発する時間

が確保できる利点がある。 

  週 3 日労働が基本にすれば、仮に繁忙期には連続して

残業が続くような状態も、大きく緩和できる。今なら 3

割業務が増えれば、連日残業や休日返上にならざるを得

ないが、おおよそ今と変わらない勤務時間と休養は確保

できるのではないだろうか。 

 さらに週 3 日労働の実現に際して、最低賃金の引き上

げや、女性の就労が多い低賃金業種の賃金の引き上げが

望まれる。 

 2018年8月現在の大阪府の最低賃金が時間給で909円。

しかし最低賃金を時給 1000 円を求める動きや 10)、時給

1500円を求める動き11）。さらには時給2000円を求める

動き12）も見られる。 

 時給 1500 円～2000 円というと現実味のない話のよう

に見えるが、時給を2000円にして週3日、年間120日労

働で×8時間、日給換算で16000円だと392万円となる。

だが2017年の二人以上世帯のの内の勤労による年間収入

は、494万3834円と、時給2000円で普通に働く場合の収

入よりも多いのである13）。 

 これは正社員の給与を時給換算にすると最低賃金より

かなり高い。もしくは先進諸外国に比べ、日本の最低時

給が相当低いことがあげられる14）。 

 昨今の同一労働同一賃金の動き15）を含め考慮すると、

最低時給を2000円に近付けることはなんら不自然ではな

男女平等 
求められても 

男性は正規雇用

でフルタイム 
女性は専業主婦

やパートが主流 
これでは差は埋

まらない 
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い。 

 2016年2月に開催された、働く女性の全国センターの

年次大会は「週 3 日労働で生きさせろ」で開催され 16）、

そのシンポジュームで、法政大学の堅田香織里は「標準

労働者モデル」から「制約ある働き方」への演題の中で、

以下のようなことを述べていて、要点を紹介する。 

 堅田は性別役割分業による標準家族モデルによる、女

性が働く上での不利を指摘。たとえば男性でも非正規雇

用が増えているものの、男性の非正規は19,8%に対し、女

性は54,6%が非正規雇用。待遇があまり良くない介護労働

の8割が女性で、訪問介護では9割が女性が担っている

現状を指摘している。 

 その上で堅田は雇用に限らない様々な労働、働くの形

があるとし、雑多な者の存在を認める前提として、ベー

シックインカムという制度17）の導入を提唱。そして人が

生きること＝労働と暮らしは「賃労働」と「再生産労働」

だけではないとし、母子世帯の困難さは経済的困窮は語

られるが、時間の貧困は隠蔽されているのではないか。

人間らしい暮らしには「自分のため（だけ）の時間」が

必要であるとする。 

 週 3 日労働での減収を懸念する声も当然出るが、今ま

では男性の夫が正規雇用で高給を取り、非正規雇用、な

いしは専業主婦の妻が基本モデルだったのが、非正規な

いしは短時間正社員でも同じような時間給をもらい、無

条件で市民が一定の現金給付を得るベーシックインカム

で補填をし、男女や正規、非正規に限らない均等待遇を

目ざすべきであろう。 

【社会の「わかちあい」による地域活性化】 

 週 3 日労働社会の効用は、時間的ゆとりの拡大による

「わかちあい」効果にあると思う。 

 今までは正規雇用の社員で比較的安定し、高給が得ら

れるが、身体は精神的にも肉体的にもぼろぼろになる。

あるいは介護離職や、家事や地域活動はなおざりにされ

る。 

 一方で週 5 日のフルタイム労働で残業もしない生き方

をすると、途端に経済的に健康で文化的な生活が維持で

きない状態に追い込まれ、正規・非正規、男と女で大き

な格差が生じてしまう。 

 しかし週 3 日労働でまず雇用を分かち合うことで、今

まで市民の中で、格差と共に、男性正社員の下に非正規

雇用や専業主婦がいるという、気持の分断、格差の行程

が薄れ、特に今までは地域との関わりが薄かった男性が、

会社への依存度が薄まることで、地域社会に関わること

が極めて可能になる。 

 PTA活動も女性任せでなく、男女で分かち合う。民生委

員の仕事も定年後の高齢者が主に担うのではなく、すべ

ての世代で分かち合うことが可能となる。 

 直接民主主義まで行かないまでも、週3日労働により平

日にも市議会に傍聴に行く、商工会議所に足を運ぶよう

な機会が得られることにより、住民が行政に単に「商店

街の活性化」を要望するというような、請願や陳情に止

まらず、駐輪場の設置場所はここに、イベント開催のア

イデア提案など、具体性に富んだ「住民の提案による住

民参加の地域活性化」も可能になっていくのではないだ

ろうか。 

【AI導入と週3日労働、余った時間を地域に還元を】 

 AI の導入により、オランダのルドガーブレイグマンの

場合、雇用は大きく減少するとし、１日 3 時間労働で週

15時間労働を提唱している18）。だがオランダはワークシ

ュアリングで週4日労働、合計29時間労働を既に実現し

ている14）。日本での正社員の労働がAIで半減した場合、

週5日労働で7時間～8時間を週3日労働なら合計週21

～24時間となり、AIの普及に伴う雇用の調整に妥当なの

ではないか。 

 そして余った時間を、研修兼雇用のような形で、従来

の企業での雇用と異なる地域還元型の雇用を提唱したい。 

具体的には、週 3 日は企業で就労しているが、そうでは

ない日に消防団として防災や救急救命訓練に参加し、ま

たある日は公共施設で AED がすみやかに使えるように待

機しておく。あるいは保育士の資格講習を受け、普段は

別の仕事をしていて、地域の幼稚園の保育士が病欠した

場合、代りに出勤したりする補完体制型雇用を提案する。 

【ベーシックインカムと参加所得の支給を】 

 週 3 日労働での所得減少や、学生や高齢者の生活費不

足を補うため、働いていなくても一定の現金収入が支給

されるベーシックインカムの導入が望まれる。 

 ベーシックインカムについては、収入源の少ない地域

や、被災地での支給が地域活性に有効であることを提示

したが20）、週3日労働が普及した場合これを支給する。 

 1日8時間労働で週3日、一カ月で12日、時間給を2

千円とすると、192万円。夫婦共働きで384万円。 

 そこに今の国民年金よりは多少高い月 7 万円を毎月支

給するとして、年84万、夫婦で168万円。勤労所得と合

計すると、合計 552 万円と今の標準世帯の所得にほぼ等

しい金額になる。 

 また消防団での訓練や、緊急時に備えた待機、被災地
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にボランテイアに参加した場合、これを有償としおおよ

そ目ざすべき最低賃金の時給 2 千円の半分程度、時給千

円あたりを目安にして支給してはどうか。 

 いわゆる有償ボランテイア20)制度になるが、地域の見

守りや、災害に備えた待機に高額の賃金を支払うことも、

使用者側の負担が重いし、一方で無償で作業や待機をし

ていただくことも、ただ働きしていただく遠慮を避ける

ことや、時間的拘束への配慮で支給してはどうだろうか。 

【今後の課題、まとめ】 

 今後の課題としては、今の人手不足と、将来のＡＩ導

入に伴う雇用の減少がどちらの影響が大きく、どの時期

に大きな変化が起こるが判断しかねることの考察を、広

く日本国内で続けなければならないのではないか。 

 また最低賃金の急激な引き上げが難しいとなると、介

護産業で実施されている国からの処遇改善手当21）の支給

や、所得の低い人に、勤労収入にプラスして、一定の収

入を上乗せ給付する、給付付き税額控除22）の導入も検討

すべきである。そしてバブル崩壊以降の貧困の深刻化、

地域の活性化の妨げになる時間の貧困解消、男女平等な

どの実現のため、週 3 日労働の検討、実施を強く求めて

いきたい。 
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観光地域づくりにおける観光ビッグデータの活用と課題‐北近畿地域の取り組み事例から－

佐藤 充（福知山公立大学）

： 観光地域づくり、観光ビッグデータ、北近畿地域

【はじめに】 
現在、国内各地の観光地では、地方創生の展開や訪日外

国人の増加を背景にして、観光地経営の視点による観光地

域づくりが求められている。 
観光地経営の推進において、観光客の動態をはじめとし

た客観的なデータの収集・分析が不可欠になる。効果的な

観光施策の企画立案とその実施を実現するためには、詳細

な観光実態、観光地に対する評価などを的確に捉えること

が必要である（相原［2017］）。また、利害関係者間での合

意形成を図る際にも、データに基づいて地域の現状と課題

を把握することは大きな意義がある（宮野［2016］）。 
特に、近年では、位置データや SNS のテキストデータ

などのビッグデータを活用した観光地域の振興に注目が集

まる。相［2014］は、このようなデータの活用の利点とし

て、調査対象者への負担軽減、情報収集コストの低減、情

報収集のリアルタイム性などを挙げ、既存の調査・分析方

法と比較し、その有用性を示した。その一方で、データの

代表性や信頼性、プライバシーの保護に関する課題が指摘

されている（相［2014］、相原［2017］）。 
観光ビッグデータに関する先行研究をみると、観光ビッ

グデータの利用可能性やそれらを用いた解析手法の検討に

重きが置かれ、各地での活用事例に関する議論はあまりみ

られない。実際のところ、観光地域づくりにおける観光ビ

ッグデータの利用は端緒に就いたばかりであり、具体的な

活用方法の検討が期待されている段階にある（宮野

［2016］）。それゆえ、観光ビッグデータを用いる地域の視

点から、いかに観光ビッグデータを活用するのか、またそ

れに係る課題とは何であるのかという点を明らかにした論

考は多くはないのである。 
そこで、本研究では、観光地域づくりにおける観光ビッ

グデータの効果的な活用方法を検討するために、北近畿地

域での取り組みを通して、その実態と課題を描出した。 
なお、今回の事例として取り上げる北近畿地域 1) は、観

光地域づくりの展開において、いくつかの観光ビッグデー

タが用いられているエリアである。具体的には、同地域で

は、大手通信事業者が提供する移動データの活用、Wi-Fi
パケットセンサーデータという観光流動を捕捉するビッグ

データの収集・解析が進められている。 

【研究方法】

本研究は、観光ビッグデータの収集・分析を行う北近

畿地域（京都府北部地域・兵庫県北部地域）での取り組

みを事例にして、観光ビッグデータの活用に関する実態

と課題を明らかにしたものである。 
事例分析では、関係者へのインタビュー調査（豊岡市

大交流課・海の京都DMO2））から得られたデータ、既存

の統計データや公開資料を用いた。分析の視点には、1）
活用する観光ビッグデータの種類、2）観光ビッグデータ

の活用体制、3）観光ビッグデータの活用事例、4）観光

ビッグデータの活用上の課題の4点を設けた。 
以下では、まず、観光ビッグデータの概念を整理し、

そのタイプをまとめた。次に、北近畿地域に位置する海

の京都観光圏と豊岡市の２つの事例を分析した。その上

で、観光地域づくりにおける観光ビッグデータの活用に

係る課題について検討した。 

【分析結果】

１ 観光ビッグデータとそのタイプ 
観光ビッグデータは、「観光行動やその行動に影響を与

える周辺情報を含む大規模・多種・複数情報源由来のデ

ータ群」であり、その所在源は幅広い分野にわたる。（観

光庁［2014a］）図1は、観光者の行動プロセス（旅行前

～旅行後）に基づき、各段階で発生するビッグデータを

示したものである。（観光庁［2014b］）これらの多くは、

民間事業者に集積されおり、それに付随したデータ提供

サービスが活発化している 3) 。 
 
＜図1 観光行動と観光ビッグデータ＞ 
 
 
 
 
 
 

 
 

（観光庁［2014b］を引用・加筆して筆者作成） 
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これまでのところ、観光ビッグデータを活用した先行

研究・調査をみると、観光者の移動および観光者の興味・

評価に関するデータの解析が代表的である。特に、移動

に関するデータは、メッシュデータと点データに分けら

れる。前者は観光者の集積状況や地域間移動が把握でき、

後者は観光者の位置情報に基づく詳細な行動軌跡が描出

されるものになっている。 
 
２ 北近畿地域の概要（図2参照） 
事例分析で取り上げる北近畿地域には、天橋立や城崎

温泉をはじめとした日本有数の観光資源が立地し、観光

業は重要な産業の一つとして位置づけられる。両地域へ

の観光入込客数（2016 年）は 2,281 万人を数え、2015
年国勢調査に基づく定住人口に対する観光入込客数は

39.9人で、京都市の水準（37.4人）を上回る。 
この地域では、DMO や行政が主体となって、観光地

域づくりが推し進められている。京都府北部地域は、2014
年に海の京都観光圏に認定され、2016年には「海の京都

DMO」が設立された。他方で、兵庫県北部地域では、豊

岡市が城崎温泉エリアを中心にして、訪日外国人観光客

の戦略的誘客を展開し、2016年には豊岡版DMOとして

「一般社団法人豊岡イノベーション」が発足した。いず

れの地域においても、観光ビッグデータの収集・分析が

行われ、その活用に取り組んでいるところである。 
 
３ 海の京都観光圏での取り組み 
京都府北部の7市町は約29万4千人の人口を有し、自

治体の規模を超えて、海の京都観光圏を形成する。この

圏域には、日本三景の天橋立や重要伝統的建築物群保存

地区に指定された伊根の舟屋といった有力な観光資源が

ある。年間観光入込客数をみると、1000 万人を突破し、

この5年で約15％増加している。（図3参照） 
京都府北部地域での広域的な観光振興の取り組みが本

格的にスタートしたのは、2010年代に入ってからである。

2013年に、京都府が全国有数の競争力のある観光圏を構

築することを目指し、「海の京都」プランを策定した。翌

年度からは、同プランに基づき、①発信力・集客力のあ

る観光拠点の形成、②拠点間を結ぶ観光交通システムの

整備、③広域観光プロモーションの戦略的な展開、④6
次産業化と人材育成の連携を柱とした事業が実施された。 
現在は、海の京都 DMO が、府の事業を引き継ぎ、当

該地域の観光地域づくりの中核を担う。京都府、7市町と

各市町の観光協会等が同DMOの社員として参画する。 

＜図2 北近畿地域と事例の位置図＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「京都府観光入込客数調査結果」より筆者作成） 
 
また、海の京都 DMO の内部には、総合企画局が設置さ

れ、府・市町の職員のほかに、民間企業からの出向職員

も所属し、マーケティングやプロモーションといった業

務に従事する。各市町の観光協会は、海の京都 DMO に

統合・参加し、地域本部に位置づけられた。 
海の京都 DMO に求められている役割は、広域の視点

で地域全体の魅力を創出するプロデューサー機能である。

2017 年に、同 DMO によって、「海の京都」観光地域づ

くり戦略が策定され、関係者間で将来目標と事業の方向

性が共有された。海の京都 DMO は、多様なアクターへ

の働きかけやデータの継続的な収集・分析を行い、各地

域本部との調整役となり、この戦略の実行及び見直しに

取り組む。また、地域に稼ぐ力を生み出すために、ツア

ー造成やインフラ整備による観光誘客の推進、特産品の

開発・販売を展開する。 
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＜図3 観光入込客数の推移（海の京都観光圏）＞ 
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これまでに、海の京都観光圏における観光ビッグデー

タの活用は、マーケティングリサーチの一つとされ、当

該圏域での国内観光者の流動を把握することが主たる目

的となっている。2016年度に、海の京都DMOが、観光

地域づくり戦略を策定するにあたって、大手通信事業者

のメッシュデータを用いて、行政単位での発着地や回遊

ルート、市町別の滞在スポットを明らかにした。また、

同年度には、通信端末の情報を受信する Wi-Fi パケット

センサーが60か所設置され、圏域内での観光者の流動を

捕捉するデータが収集・解析された 4)。これらの観光ビッ

グデータは、観光者の移動に関するマクロ的な動向を示

す客観的なデータとして利用され、関係者との間での共

通認識を形成するものになっている。あわせて、大学・

研究機関にも開放され、共同研究が行われている。 
海の京都 DMO は、各地域本部で観光ビッグデータの

解析結果が施策の立案に活用されることを期待する。同

DMO は、高いコストを支払い、既往の調査では把握さ

れていなかった圏域全体のデータを収集・分析し、観光

者の現状を関係者に示すことに注力する。各地域本部の

担当者との分析会議や説明会が開催され、観光ビッグデ

ータの積極的な活用が促されている。実際、舞鶴市は、

観光コンテンツの見直しや移動手段の在り方を検討した。

他方で、海の京都 DMO の総合企画局は、観光ビッグデ

ータに基づく、広域周遊に向けたツアー造成やモデルコ

ースの開発といった実績を生み出すには至っていない。 
 
４ 豊岡市での取り組み 
兵庫県豊岡市は同県の北東部に位置し、人口が約8万2

千人の地方都市である。観光業が盛んであり、全国有数

の温泉地である城崎温泉をはじめとして、西日本屈指の

神鍋高原スキー場、但馬の小京都と称される出石の城下

町といった観光スポットがあり、年間観光入込客数は約

400万人を数える。 
近年、訪日外国人観光客の誘客が進められ、その数は

着実に増加している。2016年度の観光者動態調査結果に

よれば、同市の外国人宿泊客数は 4 万人を超えた。豊岡

市は、2010年代に入って以降、海外戦略の立案・策定を

行い、それに基づくインバウンド観光の受入事業に注力

する。同戦略では、2020 年での年間 10 万人泊が目標と

して掲げられた。現在までに、同市の外国人宿泊客数は

急増し、2011年から40倍の伸びを示す。（図4参照） 
豊岡市では、インバウンド観光を推進するために、官

民が一体となり、各種事業が展開されている。2012年に、 

＜図4 外国人宿泊客数の推移（豊岡市）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
城崎温泉の若手経営者が中心となり、インバウンド観光

に向けた取り組みをスタートさせた。翌年に、豊岡市に

国内外の観光者誘致と情報発信を担当する大交流課が設

置された。同課は客観的なデータに基づく観光地域づく

りの司令塔として機能する。2016年7月には、インバウ

ンド観光を重視した DMO である一般社団法人豊岡観光

イノベーションが発足した。同法人は、宿泊予約サイト

の管理や着地型ツアーの企画・商品化を実施し、同市の

観光地域づくりの実働部隊を担う。 
豊岡市の大交流課は、民間のノウハウ・手法を導入し

て、データに基づく施策の立案・検証を行う。同市では、

2014 年度から総務省の地域おこし企業人地域交流プロ

グラムを活用し、民間の旅行会社から社員を受け入れた。

この取り組みを通じて、マーケティング思考が取り入れ 
られ、客観的な事実に基づく議論や仮説検証型の施策立

案が徹底された。同課の内部には、マーケティングリサ

ーチの方法論が共有されているのである。 
こうしたなかで、観光行動を示すビッグデータの積極

的な活用が行われている。まず、個人手配旅行の外国人

観光客の獲得を目的とした宿泊予約サイトを地元企業と

構築し、アクセスログの収集・蓄積に取り組む。外部の

データアナリストの助言を受けつつ、サイト情報の充実

が図られている。次に、2015年度から、インバウンド観

光者の流出入経路や回遊動線を把握するために、点デー

タの観光ビッグデータが活用されている。同データの解

析から、これまでに認識されていなかった動線が発見さ

れ、新しいプロモーションやツアーの造成が実施された。

第三に、2016年度からは、国内観光者の動態を明らかに

することを目的に、大手通信事業者のメッシュデータが
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これまでに、海の京都観光圏における観光ビッグデー

タの活用は、マーケティングリサーチの一つとされ、当

該圏域での国内観光者の流動を把握することが主たる目

的となっている。2016年度に、海の京都DMOが、観光

地域づくり戦略を策定するにあたって、大手通信事業者

のメッシュデータを用いて、行政単位での発着地や回遊

ルート、市町別の滞在スポットを明らかにした。また、

同年度には、通信端末の情報を受信する Wi-Fi パケット

センサーが60か所設置され、圏域内での観光者の流動を

捕捉するデータが収集・解析された 4)。これらの観光ビッ

グデータは、観光者の移動に関するマクロ的な動向を示

す客観的なデータとして利用され、関係者との間での共

通認識を形成するものになっている。あわせて、大学・

研究機関にも開放され、共同研究が行われている。 
海の京都 DMO は、各地域本部で観光ビッグデータの

解析結果が施策の立案に活用されることを期待する。同

DMO は、高いコストを支払い、既往の調査では把握さ

れていなかった圏域全体のデータを収集・分析し、観光

者の現状を関係者に示すことに注力する。各地域本部の

担当者との分析会議や説明会が開催され、観光ビッグデ

ータの積極的な活用が促されている。実際、舞鶴市は、

観光コンテンツの見直しや移動手段の在り方を検討した。

他方で、海の京都 DMO の総合企画局は、観光ビッグデ

ータに基づく、広域周遊に向けたツアー造成やモデルコ

ースの開発といった実績を生み出すには至っていない。 
 
４ 豊岡市での取り組み 
兵庫県豊岡市は同県の北東部に位置し、人口が約8万2

千人の地方都市である。観光業が盛んであり、全国有数

の温泉地である城崎温泉をはじめとして、西日本屈指の
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町といった観光スポットがあり、年間観光入込客数は約

400万人を数える。 
近年、訪日外国人観光客の誘客が進められ、その数は

着実に増加している。2016年度の観光者動態調査結果に
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豊岡市では、インバウンド観光を推進するために、官

民が一体となり、各種事業が展開されている。2012年に、 

＜図4 外国人宿泊客数の推移（豊岡市）＞ 
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データアナリストの助言を受けつつ、サイト情報の充実

が図られている。次に、2015年度から、インバウンド観

光者の流出入経路や回遊動線を把握するために、点デー

タの観光ビッグデータが活用されている。同データの解

析から、これまでに認識されていなかった動線が発見さ

れ、新しいプロモーションやツアーの造成が実施された。

第三に、2016年度からは、国内観光者の動態を明らかに
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利用される。このデータから、発着地や周遊状況が分か

り、市内の回遊性を高める施策を展開することになった。 
その一方で、大交流課の担当者からは、観光ビッグデ

ータの活用に係る課題が 4 点挙げられた。第一に、ビッ

グデータの解析・活用に関する専門的な人材が求められ

ている。第二に、客観的な事実に基づく施策立案・検証

に慣れた組織であることが必要とされている。第三に、

大手事業者が提供するデータの価格は高く、明確な問題

意識やテーマの設定による購入が望まれる。第四に、観

光ビッグデータが示すのはマクロ的な動向であることか

ら、調査票やインタビューといった調査手法も用いて、

詳細かつ具体的なデータの取得が重要になっている。 
 
【まとめ】

今回の分析で得られた発見事実を、分析の視点に基づ

き、大きく4点に整理した。 
まず、両事例のいずれにおいても、観光者の移動に関

する観光ビッグデータが多く用いられていた。特に、観

光者の発着地や回遊ルート等を解析するために、大手通

信事業者が提供するメッシュデータが利用されていた。

その一方で、消費行動を示すデータや SNS 等のテキス

ト・画像データの活用はみられなかった。 
次に、観光地域づくりの中核となる主体が観光ビッグ

データの収集・解析を担うが、組織内部にデータ解析に

長けた人材は十分に確保されていなかった。今回の事例

において、それぞれの主体は観光地域づくりのマーケテ

ィングリサーチを手掛けていた。しかし、ビッグデータ

の解析が専門的な取り組みであることから、大学・研究

機関との共同研究やアナリストとの連携が行われていた。 
第三に、観光ビッグデータを活用する目的が異なると、

その成果が変わっていた。海の京都 DMO は圏域全体の

観光流動の現状を明らかにすることに重きが置かれ、戦

略策定に主に利用されていた。その一方で、豊岡市はイ

ンバウンド観光の推進という明確な問題意識を有するこ

とで、仮説検証型の施策立案につなげていた。 
第四に、観光ビッグデータのコスト負担は大きいこと

から、ビッグデータを蓄積する仕組みを地域に埋め込み、

実装化させることが重要であった。大手事業者が提供す

るデータの価格は高く、各地域では、低コストでの収集

が求められる。WiFiパケットセンサーの設置や宿泊予約

システムの構築は有益な取り組みであったといえる。 
以上から、各地で観光ビッグデータが有効に活用され

るには、地域において、幅広い分野のビッグデータがよ

り入手しやすいものになり、解析や施策立案を担う中核

主体が機能することが重要である点が分かった。 
今後は、解析ノウハウの蓄積、人材の確保、収集コス

トの抑制といった課題が解決されることが望まれるだろ

う。引き続き、他の地域の事例分析にも取り組み、効果

的な活用方法について、さらなる検討を重ねたい。 
 
付記 
本研究は、平成29年度福知山公立大学北近畿地域連携

センター研究助成採択課題「北近畿地域における観光地

経営の経営指標とその測定手法に関する研究」（研究代表

者：佐藤充）による研究成果の一部である。 
 
【注】

1） 本研究における北近畿地域は、京都府北部（福知山

市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・伊根町・与

謝野町）と兵庫県北部（豊岡市・篠山市・養父市・丹

波市・朝来市・香美町・新温泉町）を指す。 
2） 通称が海の京都 DMO であり、正式名称は一般社団

法人京都府北部地域連携都市圏振興社である。2017年

に日本版DMOの認定を受けた。 
3） RESAS（地域経済分析システム）には、通信事業者

や経路検索サービス事業者などからの観光ビッグデー

タの提供が行われている。 
4)  2015 年度に、宮津市が市内 30 か所に設置して、宮

津市観光流動調査を実施した。これを引き継ぎ、海の

京都DMOが追加設置した。 
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世界が日本を訪れる『和文化ナイトタイムエコノミー』の多様性と地域活性の試み

西田 尚司 （一般社団法人癒愛道）

Keyword： ナイトタイムエコノミー、和文化、禅、地域活性、多様性

【問題・目的・背景】

１．日本のナイトタイムエコノミーの課題

なぜ「訪日外国人旅行者が夜の時間帯に安全で安心

して楽しめる体験型アメニティ」（ナイトタイムエコ

ノミー）が日本には不足しているのか？

観光立国推進閣僚会議は、世界が訪れたくなる日本

を目指して、観光ビジョンの実現に向けたアクション・

プログラム 2018【観光ビジョン実現プログラム2018】

を策定した（政府 2018年6月）。

このアクション・プログラムの中に『新たな観光資源

の開拓』として、「訪日外国人旅行者の消費拡大を目

的に、夜間における我が国ならではの魅力ある体験型

コンテンツの拡充、国内外への情報発信とともに安心

安全な環境づくりのため、各種調査やモデル事業の実

施を通じて、課題や方策について官民で検討を行う。

【新規】」を掲げている。

日本を訪れる2017年の訪日外客数は2,869万人と

なり、伸び率は前年比19.3％の増加となっている。ビ

ジットジャパン事業開始（2003年）の訪日外客数521

万人は、2016年には2,000万人を超え、日本政府は

2020年の訪日外客数4,000万人を目標数値とし、訪日

外客数消費額8兆円、日本国内旅行消費額21兆円と

する目標の達成により観光先進国を目指している。日

本が観光立国になるために、古民家等を活用した町づ

くり、観光資源の活用、着地型旅行の促進など観光地

の再生・地域活性化を推進している一方で、訪日外国

人消費額のうち娯楽サービス費は全体の1.1%、観光大

国フランスの7.8%と比較して低水準である。

訪日外国人の意識調査（平成28年度）によると、

「ナイトライフ体験」は「英語の通用度」等に次いで

不満の上位に挙げられていて、日本が観光大国になる

には、『ナイトタイムエコノミー』（夜の経済活動圏）

の取り組みは、多様性のある地域活性の課題解決に向

けた重要な意味がある。

ナイトタイムエコノミーに関する先行研究によると、

アジアと欧米ではアメニティの魅力素や特性が異なる

と以下の通り述べられている。

「ナイトライフ観光はアジアのそれと欧米のそれとは

意が異なり，前者はより広義の夜間観光の特徴として，

後者はより狭義のクラブやバーといった特定の施設や

地域への観光行動としての特徴が読み取れた。」「ナ

イトライフ観光行動としてみた場合，西ヨーロッパの

都市部では個人客が一般的であるのに対し，西ヨーロ

ッパの大学都市や東ヨーロッパのリゾート地域ではツ

アー客が主体であることなどから，土地勘がない場合

や言語的障壁が高い場合には，ナイトライフ観光関連

のツアーやアクティビティが利用・提供される場合も

ある。すなわち，ナイトライフ観光の具体的観光形態

は，個人客だけではなく，国籍や宗教，社会階層，セ

クシュアリティおよびジェンダーにより可変的である

ことがわかった。他方で，日本のナイトライフ研究は，

知識産業の集積との関係性や創造性への寄与といった

点で，欧州の視点に類似する研究が数件程度確認され

たが，ナイトライフ観光研究は，地理学・観光学を問

わずほぼ行われていない。」

日本におけるナイトライフ観光研究に関する希少な

先行研究と実証調査および観光大国フランスの事例を

基に、世界が日本を楽しむための＜ナイトタイムエコ

ノミー＞を観光アメニティの観点からアクションリサ

ーチを実施し『和文化ナイトタイムエコノミー』の多

様性と地域活性の試みについて論ずる。

２．観光立国の４つの条件と日本の先行事例

観光立国になるための４つの条件があると言われて

いる。「気候」、「自然」、「文化」、「食事」であ

ると言われている。 この４つの条件を日本は全て備

えている。つまり観光立国になる条件が備えている。

以下の表は、自治体のナイトタイムエコノミーに関

する取り組みの先行事例の一例である。

自治体にあるリソースの活用して観光立国のなるため

の課題は多い。
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西田 尚司 （一般社団法人癒愛道）
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１．日本のナイトタイムエコノミーの課題

なぜ「訪日外国人旅行者が夜の時間帯に安全で安心

して楽しめる体験型アメニティ」（ナイトタイムエコ

ノミー）が日本には不足しているのか？

観光立国推進閣僚会議は、世界が訪れたくなる日本

を目指して、観光ビジョンの実現に向けたアクション・

プログラム 2018【観光ビジョン実現プログラム2018】
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【新規】」を掲げている。

日本を訪れる2017年の訪日外客数は2,869万人と

なり、伸び率は前年比19.3％の増加となっている。ビ

ジットジャパン事業開始（2003年）の訪日外客数521

万人は、2016年には2,000万人を超え、日本政府は

2020年の訪日外客数4,000万人を目標数値とし、訪日

外客数消費額8兆円、日本国内旅行消費額21兆円と

する目標の達成により観光先進国を目指している。日

本が観光立国になるために、古民家等を活用した町づ

くり、観光資源の活用、着地型旅行の促進など観光地

の再生・地域活性化を推進している一方で、訪日外国

人消費額のうち娯楽サービス費は全体の1.1%、観光大

国フランスの7.8%と比較して低水準である。

訪日外国人の意識調査（平成28年度）によると、

「ナイトライフ体験」は「英語の通用度」等に次いで

不満の上位に挙げられていて、日本が観光大国になる

には、『ナイトタイムエコノミー』（夜の経済活動圏）

の取り組みは、多様性のある地域活性の課題解決に向

けた重要な意味がある。

ナイトタイムエコノミーに関する先行研究によると、

アジアと欧米ではアメニティの魅力素や特性が異なる

と以下の通り述べられている。

「ナイトライフ観光はアジアのそれと欧米のそれとは

意が異なり，前者はより広義の夜間観光の特徴として，

後者はより狭義のクラブやバーといった特定の施設や

地域への観光行動としての特徴が読み取れた。」「ナ

イトライフ観光行動としてみた場合，西ヨーロッパの

都市部では個人客が一般的であるのに対し，西ヨーロ

ッパの大学都市や東ヨーロッパのリゾート地域ではツ

アー客が主体であることなどから，土地勘がない場合

や言語的障壁が高い場合には，ナイトライフ観光関連

のツアーやアクティビティが利用・提供される場合も

ある。すなわち，ナイトライフ観光の具体的観光形態

は，個人客だけではなく，国籍や宗教，社会階層，セ

クシュアリティおよびジェンダーにより可変的である

ことがわかった。他方で，日本のナイトライフ研究は，

知識産業の集積との関係性や創造性への寄与といった

点で，欧州の視点に類似する研究が数件程度確認され

たが，ナイトライフ観光研究は，地理学・観光学を問

わずほぼ行われていない。」

日本におけるナイトライフ観光研究に関する希少な

先行研究と実証調査および観光大国フランスの事例を

基に、世界が日本を楽しむための＜ナイトタイムエコ

ノミー＞を観光アメニティの観点からアクションリサ

ーチを実施し『和文化ナイトタイムエコノミー』の多

様性と地域活性の試みについて論ずる。

２．観光立国の４つの条件と日本の先行事例

観光立国になるための４つの条件があると言われて

いる。「気候」、「自然」、「文化」、「食事」であ

ると言われている。 この４つの条件を日本は全て備

えている。つまり観光立国になる条件が備えている。

以下の表は、自治体のナイトタイムエコノミーに関

する取り組みの先行事例の一例である。

自治体にあるリソースの活用して観光立国のなるため

の課題は多い。

インバウンド観光で「下町の外国人もてなしカリス

マ」として『澤の屋旅館』の館主は、2003年に国土交

通省から観光カリスマに認定された。

「澤の屋旅館の館主（澤功氏）は、倒れかかった東

京下町の小さな旅館を、積極的に外国人旅行者を受け

入れることによって再生するとともに、全国各地で外

国人旅行者の待遇方法などを説明して、宿泊施設が外

国人旅行者を受け入れる際に抱く危惧を払拭すること

に努め、外国人旅行者の受入促進の啓蒙を図ってい

る。」と観光庁のホームページに記載されている。

20年間で80ヶ国のべ10万人もの外国人旅行者を受

け入れ、さらに外国人客の下町での触れ合いに尽力し

ている先行事例からナイトタイムエコノミーに応用で

きる仕組みがあると考えられる。

３．観光大国フランスの事例

フランスは、アルプスやブルゴーニュなどの自然、

ベルサイユ宮殿やルーブル美術館などの歴史的遺産、

世界をリードするパリコレなどの文化があり、世界各

国から観光客が訪れる観光大国である。

日本政府観光局（JNTO）のフランスの基礎データに

よると、2015年のフランスの外国人訪問者数は8,445

万人である。

また、世界観光機構が2017に発表の観光競争ランキ

ング（The Travel & Tourism Competitiveness Report

2017）では、フランスは世界ランキング2位である。

地方と政府が一体となってメゾン・ドゥ・ラ・フラ

ンス（Maizon de la France)がフランスをプロモーシ

ョンする役割を担っていて、都市整備や地方のイベン

ト、インフラ整備などを積極的に行い、広く宣伝する

体制が整っている。

フランスが観光大国になった理由が、もう１つあり、

政策として『労働時間の短縮と年間有給休暇の付与』

が観光大国になる優位性を後押ししている。

＜年間労働時間（2006年）日本とフランスの比較＞

所定内労働時間＋所定労働時間（製造業・生産労働者）

日本 1,794時間 ＋ 209時間 ＝ 2003時間

フランス 1,537時間

＜年間有給休暇（2008年）日本とフランスの比較＞

日本 7～20日 在職年数による付与日数の幅がある

フランス 37日

「フランス人はバカンスのために働く」と言わてい

るようだが、フランス人の4分の3（26.3％ 1990年

～1991年）は行かないと言われている。また、職業に

大差がある。上級管理職は60％、一般サラリーマン（労

働者）は12％で、居住地によっても差がある（パリ住

民75.8％、パリ以外の都会在住者57.1％がバカンスに

でる）。

2018年は日仏交流160周年記念の年であり、著者が

所属する日仏会館、日仏経済交流会パリクラブでは国

際文化交流イベントや学術会議など日仏交流事業が積

極的に行われている。2020年の東京オリンピックや

2024年のパリオリンピックに向けて、交流が盛んにな

ることが予測される。つまり、インバウンド観光やナ

イトタイムエコノミーのチャンスが拡大している。
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【研究方法・研究内容】

４．和文化として禅を観光アメニティに応用する

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、日本文化の思想の礎である。座禅といえば、

誰もが『お寺』をイメージするが、禅の歴史からみると、

禅の発祥である“中国禅”は約1,500年前より達磨（禅

武聖地の少林寺）から伝承され、宗教（禅宗）のみなら

ず、気功や武術の修練法として伝承された。禅は宗教で

も哲学でもなく、その根本理念は『禅とは体験』である。

禅は宗教でも哲学でもない『禅の体験』を『禅はお寺

で日中に体験するもの』という常識を覆して、『禅は夜

に体験する和文化の夜遊び』が、日本旅館・ゲストハウ

ス・飲食店などで体験できると、ナイトタイムアクティ

ビティが充実して、もっと訪日外国人観光客に喜ばれて、

夜の時間帯の経済活動『ナイトタイムエコノミー』が活

性化するのではないかという仮説をアクションリサー

チで実証実験をする。

５．アクションリサーチの実践

和文化としての禅のエンターテイメント『禅タメ』

（筆者の造語）体験イベントを2017年より徳島県（美

馬市）、東京都（人形町・六本木・浅草）、山梨県（清

里）で実施し、アクションリサーチの実証実験をする。

イベントの実施として、日本人の連携協力者と募り、

連携協働体制の構築し、地域の理解を得る。また、訪

日外国人の参加を促すために、ナイトイベントの仕組

みを構築し、『禅タメ』（筆者の造語）イベントとア

ンケートを実施し、情報発信力を強化し、ナイトタイ

ムエコノミーの研究の基礎を構築する。

【研究・調査･分析結果】

６．地方と都市部のアクションリサーチ

日本の良きリソース、和のホスピタリティー、和文

化を活かした体験アクティビティのアクションリサー

チを地方（徳島県美馬市、山梨県清里）と東京都（人

形町・六本木・浅草）において実施した。

ナイトアクティビティとしては、5月に六本木のア

フリカ料理店でフランスとweb中継し、日本とフラン

スをつないで文化交流を実施した。また、7月には浅

草のちゃんこ屋にてフランス人とスウェーデン人が参

加した国際交流イベントとなり、訪日外国人の参加型

ナイトアクティビティの仕組みが構築しつつある。

2017年7月～2018年7月 アクションリサーチ実績

徳島県美馬市の築150年の古民家でのイベント

東京・人形町の日本旅館でのイベント

東京・六本木のアフリカ料理店でフランスと中継

山梨県清里ペンション・自然とインド琴との調和
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【研究方法・研究内容】

４．和文化として禅を観光アメニティに応用する

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、日本文化の思想の礎である。座禅といえば、

誰もが『お寺』をイメージするが、禅の歴史からみると、

禅の発祥である“中国禅”は約1,500年前より達磨（禅

武聖地の少林寺）から伝承され、宗教（禅宗）のみなら

ず、気功や武術の修練法として伝承された。禅は宗教で

も哲学でもなく、その根本理念は『禅とは体験』である。

禅は宗教でも哲学でもない『禅の体験』を『禅はお寺

で日中に体験するもの』という常識を覆して、『禅は夜

に体験する和文化の夜遊び』が、日本旅館・ゲストハウ

ス・飲食店などで体験できると、ナイトタイムアクティ

ビティが充実して、もっと訪日外国人観光客に喜ばれて、

夜の時間帯の経済活動『ナイトタイムエコノミー』が活

性化するのではないかという仮説をアクションリサー

チで実証実験をする。

５．アクションリサーチの実践

和文化としての禅のエンターテイメント『禅タメ』

（筆者の造語）体験イベントを2017年より徳島県（美

馬市）、東京都（人形町・六本木・浅草）、山梨県（清

里）で実施し、アクションリサーチの実証実験をする。

イベントの実施として、日本人の連携協力者と募り、

連携協働体制の構築し、地域の理解を得る。また、訪

日外国人の参加を促すために、ナイトイベントの仕組

みを構築し、『禅タメ』（筆者の造語）イベントとア

ンケートを実施し、情報発信力を強化し、ナイトタイ

ムエコノミーの研究の基礎を構築する。

【研究・調査･分析結果】

６．地方と都市部のアクションリサーチ

日本の良きリソース、和のホスピタリティー、和文

化を活かした体験アクティビティのアクションリサー

チを地方（徳島県美馬市、山梨県清里）と東京都（人

形町・六本木・浅草）において実施した。

ナイトアクティビティとしては、5月に六本木のア

フリカ料理店でフランスとweb中継し、日本とフラン

スをつないで文化交流を実施した。また、7月には浅

草のちゃんこ屋にてフランス人とスウェーデン人が参

加した国際交流イベントとなり、訪日外国人の参加型

ナイトアクティビティの仕組みが構築しつつある。

2017年7月～2018年7月 アクションリサーチ実績

徳島県美馬市の築150年の古民家でのイベント

東京・人形町の日本旅館でのイベント

東京・六本木のアフリカ料理店でフランスと中継

山梨県清里ペンション・自然とインド琴との調和

【考察・今後の展開】

７．和文化ナイトタイムエコノミーで地域活性

本研究の今後の展開として、本研究を基に『ナイト

タイムエコノミー』の課題解決のための研究として東

京の観光スポット浅草・日本の玄関『羽田空港』があ

る大田区蒲田エリア・徳島県美馬市のうだつの町並み

でアクションリサーチを継続する。

今年は日仏文化交流160周年の年であり、観光大国

フランスと観光立国を目指す日本の文化交流を推進す

る日仏会館および日仏経済交流会（パリクラブ）の両

学会と関係を持ち、フランスと関係する企業との連携

して、世界が日本に訪れる『和文化ナイトタイムエコ

ノミー』に多様性が必須である。フランス留学生のイ

ンターンシップ、人力車のサービス提供する企業との

タイアップなど、多様性を活かした連携協働がナイト

タイムエコノミーの課題解決と地域活性に貢献すると

信じ研究を深めていく。

【引用・参考文献】

[1]観光立国推進閣僚会議（2018） 観光ビジョン実現プ

ログラム 2018 －世界が訪れたくなる日本を目指して－

（観光ビジョンの実現に向けたアクション・プログラム

2018）

〔2〕観光庁（2017） 観光・交流の状況の全体像

〔3〕池田真理子（2017）地理空間学会誌 地理空間、世

界におけるナイトライフ研究の動向と日本における研究

の発展可能性 PP.67-85

〔4〕国土交通省（2018）平成30年版 首都圏白書 国土

交通省都市局

〔5〕（平成29年閣議決定）経済財政運営と改革の基本

方針2017

〔6〕安田亘宏（2010） 彩流社「澤の屋旅館」はなぜ外

国人に人気があるのか ～下町のビジット・ジャパン・キ

ャンペーン～、PP.155～161

〔7〕加藤啓介（2016）幻冬舎 外国人リピーターを確実

に増やすインバウンドコミュニケーション成功の秘訣

PP.38

〔8〕青木幹生（2012）現代図書 観光大国フランス ～

ゆとりとバカンスの仕組み～ PP.29～59

〔9〕公益財団法人松ヶ丘文庫叢書第五（2016）鈴木大

拙コロンビア大学セミナー講義 PP.11-15

[10]西田尚司 （2017）地域活性学会第9回研究大会論文

集 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 PP.42-45

[11]徳島新聞社（2017.10.30掲載）立ったまま瞑想 20

人が立禅体験 うだつの町並み

[12]あわこい事務局、にし阿波（美馬市、三好市、つる

ぎ町、東みよし町、（2017-2018）～にし阿波で濃い時間～

にし阿波体験プログラム2017

注釈）表１）ナイトタイムエコノミー自治体の事例

*１ 日本経済新聞電子版（2018.8/16）千葉市ナイトタ

イムエコノミー実験 の記事を基に作成。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34289640X10C18A8L71

000/

*2 旬刊旅行新聞（2018.4/3） インバウンド向けツアー

ガイド開始、夜の渋谷区を探索 の記事を基に作成。

http://www.ryoko-net.co.jp/?p=31375

*3 豊島区役所ホームページ（2017年12月25日）観劇

鑑賞後もさらに楽しめるまちへ、安全安心なサードプレ

イスの実現に期待する各専門家が集結を基に作成。

http://www.city.toshima.lg.jp/013/kuse/koho/hodo/h2912/1

712261317.html

東京浅草・ピアノ演奏＆国際交流、忍者も参加
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非専門家による公共施設の日常点検手法の開発

天神良久（東洋大学）

： 公共施設、予防保全、日常点検

【目的】 
東洋大学は新宿区から新宿区公共施設等総合管理計画の

策定支援を受託し、新宿区と共に計画を策定した。

その計画書の中で、公共施設の長寿命化への推進に向け

て、予防保全の重要性を指摘している。

東洋大学は新宿区と共に公共施設等総合管理計画に続き、

予防保全時に利用するツールとして施設の日常点検で使う

「建物 設備チェックリスト（案）」を作成している。非専

門家による日常点検が可能になれば、専門家の時間が節約

（専門家への外注費が減る）でき が高まる。当研究で

は、「建物／設備チェックリスト（案）」を非専門家自らに

利用してもらい、その結果を分析することにより、より使

い易い「建物／設備チェックリスト」の開発を目的とする。

【研究方法】

作成した「建築チェックリスト、設備チェックリスト

（案）」を以下に示す。各部位毎に該当不具合の箇所数を記

入する方式を採用した。

図 建物／設備チェックリスト（案）

施策の概要：実施日： 年 月 日（水）。対象施

設：生涯学習施設、保育施設、地域交流施設。日常点検参

加者：非専門家として「所管課、各施設の指定管理者、東

洋大学リーサーチパートナー」。

写真 非専門家による日常点検の実施

新宿区・東洋大学合同で、非専門家による公共施設の日

常点検の施策を 施設で実施した。配布資料としては建物

平面図、記載要領 図 、維持管理の手引き（図 新宿区

作成）。備考欄の記入例としては、【状況（危険、重大な劣

化、技術者の調査を要する、軽微な劣化）】、【対策方針（至

急改善、改善、調査の上改修検討、経過観察）】等の標語を

例示し、記載イメージを持ってもらった。

図 建物チェックリスト（案）記載要領

「維持管理の手引き －建物を健全に維持するために－

」では、各部位毎に「概要、劣化事例写真、施設保全責

任者が行なうこと」を、非専門家目線でも分かり易く解

説している。
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非専門家による公共施設の日常点検手法の開発

天神良久（東洋大学）

： 公共施設、予防保全、日常点検

【目的】 
東洋大学は新宿区から新宿区公共施設等総合管理計画の

策定支援を受託し、新宿区と共に計画を策定した。

その計画書の中で、公共施設の長寿命化への推進に向け

て、予防保全の重要性を指摘している。

東洋大学は新宿区と共に公共施設等総合管理計画に続き、

予防保全時に利用するツールとして施設の日常点検で使う

「建物 設備チェックリスト（案）」を作成している。非専

門家による日常点検が可能になれば、専門家の時間が節約

（専門家への外注費が減る）でき が高まる。当研究で

は、「建物／設備チェックリスト（案）」を非専門家自らに

利用してもらい、その結果を分析することにより、より使

い易い「建物／設備チェックリスト」の開発を目的とする。

【研究方法】

作成した「建築チェックリスト、設備チェックリスト

（案）」を以下に示す。各部位毎に該当不具合の箇所数を記

入する方式を採用した。

図 建物／設備チェックリスト（案）

施策の概要：実施日： 年 月 日（水）。対象施

設：生涯学習施設、保育施設、地域交流施設。日常点検参

加者：非専門家として「所管課、各施設の指定管理者、東

洋大学リーサーチパートナー」。

写真 非専門家による日常点検の実施

新宿区・東洋大学合同で、非専門家による公共施設の日

常点検の施策を 施設で実施した。配布資料としては建物

平面図、記載要領 図 、維持管理の手引き（図 新宿区

作成）。備考欄の記入例としては、【状況（危険、重大な劣

化、技術者の調査を要する、軽微な劣化）】、【対策方針（至

急改善、改善、調査の上改修検討、経過観察）】等の標語を

例示し、記載イメージを持ってもらった。

図 建物チェックリスト（案）記載要領

「維持管理の手引き －建物を健全に維持するために－

」では、各部位毎に「概要、劣化事例写真、施設保全責

任者が行なうこと」を、非専門家目線でも分かり易く解

説している。

図 維持管理の手引き（新宿区作成）

【ワークショップの開催】

非専門家による日常点検実施後区役所に戻り、施設課職

員（技術者）、東洋大学を入れたワークショップを開催した。

ワークショップでは、生涯学習施設、保育施設、地域交

流施設の各班により、各自が行った「建物／設備チェック

リスト」の点検結果情報を整理後、当日撮影した現地写真

も利用して発表を行なった。

日常点検の実施者より、点検の理解度、点検の難易度、

チェックリストの利用方法（良かった点、改善して欲しい

点）、特に多かった不具合、劣化の激しい不具合、人により

点検結果が異なった点等を説明した。また、確認された不

具合に関して施設課職員により解説を行なった。

写真 班毎の点検結果整理、ワークショップの開催

【結果分析】

非専門家が行なう施設の日常点検では、目的を明確に伝

えてから行なうと点検の効率・効果が高いことが判明した。

例えば、日常点検の実施により、「大きな事故につながる雨

水の進入対策予防が可能になる。具体的には屋上のドレイ

ン詰まり・植物の発生・防水層の劣化確認が重要になる」、

「日常災害の抑止・防止につながる」、「日常点検が建物長

寿命化につながる」。また、非専門家が行なうため、同じ状

況を見て、人によって判断が異なる回答は好ましくない。

例えば「劣化が「ある、なし」、専門家に確認して欲しい」

等、誰でもが同じ回答できる凡例が要求された。

東洋大学の研究者からは、築後 年以上経過した対象施

設であるが、外部・内部とも清潔に維持メンテナンスされ

ている。「予防保全の基本は清掃にあり」と認識しているの

で好感を持ったとの意見が多数あった。

また、東洋大学からは、【建物維持保全 ―事後保全から

予防保全へ 箇条－】を提案した。

建物維持保全、日常点検の出発点は、日々の清掃・清潔

にあり。

日常点検は、資産の耐用年数を伸ばし生涯コスト削減に

効果あり。

日常点検は、突発的な水漏れ等の大規模修繕を防止する。

日常点検は、日常災害の予防に効果あり。

日常点検により、故障対応より故障させない対応へ。

ベストタイミングでの予防保全を実施する。

ノウハウを体系化して、日常点検作業マニュアルを整備

する。

包括民間委託による専門家点検との組み合わせでさらに

効果を高める。

予防保全実現のため長期修繕計画を実現する。

土木インフラの日常点検にも拡大する。

【考察・今後の展開】

新宿区とともに作成した、非専門家による日常点検の「建

物 設備チェックリスト」は、今後、技術者が不足している

中小地方自治体での利用が大きく期待されている。今後は

「建物／設備チェックリスト」の改定、分かり易い回答凡

例の設定。また、「日常点検の目的、点検方法等」の配布資

料に関する研究を継続する。

【引用・参考文献】

・新宿区 年 新宿区公共施設等総合管理計画

・新宿区 年 維持管理の手引き －建物を健全に

維持するために－

・天神良久 年 東洋大学紀要論文：公共 のベ

ンチマークデータ収集と、予防保全・建物長寿命化の施

策による の経済的効果分析
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廃校等を活⽤した道の駅・小さな拠点形成による地域経済活性化の研究 

○豊島まゆみ（東京農業大学 生物産業学研究科 博士後期課程）・黒瀧秀久（東京農業大学） 

Keyword： 廃校利用、道の駅、地域経済活性化 

 

【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。文部科学省が行った調

査によれば、学校施設は市区町村が所有・管理する公共施

設の約４割を占め、廃校は人口減少下でその活用方法の再

考が求められる最も代表的な遊休公共施設といえる。同省

は「初期費用が安価」「廃校利用という話題性による高い宣

伝効果」「地域密着が可能」「グラウンドや教室の間仕切り

の使い勝手の良さ」等から廃校の利活用を推進している。 

一方、内閣府のまち・ひと・しごと創生本部は、住み慣

れた地域で暮らし続けるため、小学校区など複数の集落が

集まる中山間地域等の集落生活圏において、各種生活支援

機能を集約した「小さな拠点」づくりを推進しており、拠

点整備にあたっては遊休公共施設の活用や道の駅の併設を

推奨している。国土交通省は「道の駅による地方創生の拠

点形成」として、インバウンド・観光窓口・地方移住促進

機能を強化する「ゲートウェイ型」、産業振興・地域福祉・

防災機能を強化する「地域センター型」等を推進している。 

また、国内の食市場が縮小に向かう中、農林水産省は「農

業の持続的発展と農村の振興を実現するためには、農業の

競争力強化を図り、国内外の需要の取り込みを進めること

が必要」であるとし、2016 年 11 月に「農業競争力強化プ

ログラム」を取りまとめ、「流通・加工の構造改革」では「農

業者の所得向上を図るため、卸売市場等の中間流通の合理

化、農業者や農業団体から消費者への直接販売ルートの拡

大等が必要」としている。 

これら人口減少時代における国の政策を、統合的に実践

する地域の立場から俯瞰すると、「遊休公共施設の代表格で

ある廃校等を、その地域的価値を活かし、住み慣れた地域

で暮らし続けるための道の駅・小さな拠点として整備し、

農林水産業等を核とした地域経済拠点として活用するこ

と」が求められているといえる。本研究では、廃校等の公

共施設の再整備による地域経済活性化の可能性を検証する。 

 

【研究方法・研究内容】 

 事例として、廃校を道の駅に転用し開業１年目に60万

人の集客を実現している千葉県の廃校A 小学校を取り上

げた。道の駅に併設されている直売所のPOSデータ分析、

出荷者等へのヒアリング調査を行い、地域における直売

ルートの整備や六次産業化等の関連産業の進展にどのよ

うな影響を与えているか研究した。 
 

【研究・調査･分析結果】 

 廃校A小学校が所在する自治体内の農家戸数の約4割

が出荷組合に参画し、毎月約36,000個、約300品目の農

作物等の直売ルートが成立している。また、移住者によ

る直売所出荷が始まり、地域農業の担い手育成の場とし

ても機能しはじめている。地域飲食店の弁当販売や移住

者中心でのクラフトビールの製造販売が始まり、農業を

核とした新たな産業形成が始まっていることがわかった。 
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図 Ａ直売所の農産物販売数推移 

 

【考察・今後の展開】 

廃校は、教室・体育館・家庭科室や理科室を、直売所

や市・加工所・体験教室・レストラン等に転用すること

を通じて地域経済の小さな拠点化が可能である。今後は、

廃校や老朽化した公共施設の再生による小さな拠点形成

事例分析を通じ、検討プロセスやハード整備手法、食料

産業クラスター形成の可能性等について検討する。 
 

【引用・参考文献】 

・権安理,2011 年，「廃校活用研究序説～戦後における歴

史と公共性の変容～」,応用社会学研究no53,p89-99 

・文部科学省,2014年,『学校施設を取り巻く状況調査』 

・豊島まゆみ・黒瀧秀久,2018 年,「廃校を活用した地域

経済活性化に関する研究」,ｵﾎｰﾂｸ産業経営論集 no.26，

p77-91 
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地域におけるデータの地産地消

本田正美（東京工業大学）

： オープンデータ、地域活性、地産地消、アプリケーション

【研究の背景】 
年に「電子行政オープンデータ戦略」が策定された。

その後も 年には「オープンデータ基本指針」を決定す

るなど、日本政府はオープンデータの取り組みの推進を図

っている。オープンデータとは、総務省の サイトでは、

「「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用

ルールで公開されたデータ」であり「人手を多くかけずに

データの二次利用を可能とするもの」のこと」

と定義されている。

日本では、主に公共機関が保有するデータがオープンデ

ータとして公開されている。

そして、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。その端緒は、福井県鯖江市が全国に先駆け

てオープンデータの推進を図ってきたことにある。同市は、

「データシティ鯖江」を掲げ、オープンデータの推進とそ

の利活用を進めている 早田ら 。

かような背景に着目して、昨年度の地域活性学会の大会

では、自治体におけるオープンデータの取り組みに関わり、

オープンデータを用いたアプリケーションと地域活性につ

いて論じた 本田 。

本研究は、オープンデータが推進される中で、主に自治

体から公開されるデータとその活用の領域的範囲に着目す

る。自治体という「地域」で提供されたデータが利用され

るとして、その効果がその地域に何らかの経済効果をもた

らすことにつながるのか。いわば、データの地産地消とい

うことが考えられるのか否かを検証するのである。

なお、地産地消は、主に農産品やエネルギーに関して議

論されてきた事柄であるが、その始原は、農林水産省

年度から か年計画で進めた地域内食生活向上対策事業に

あるとされている。同事業では、地場生産・地場消費を促

進し、農家の食生活改善をはかることが目的とされた。こ

こから、地産地消という言葉が生まれたというのである 伊

東 。 年には、食料・農業・農村基本法が制定さ

れ、同法に基づき 年 月に閣議決定された『食料・農

業・農村基本計画』では、この地産地消が強調されている。

下平尾 では、「地産地消というのは地元で生産され

た産品を住民が、積極的に消費することによって、生産を

刺激し、関連産業を発展させ、地域の資金循環を活発にし、

地域を活性化する一つの手法である。」と地産地消を定義さ

れている。ここでは、産品は農産品に限定されず、サービ

ス業も地産地消に含めることも提唱されている。そして、

地産地消に関して、以下の点を下平尾 は主張してい

る。

消費があって生産物が評価される

地消が地産の意欲をつくる

消費は生産や販売やサービスの改善を促す

地元消費があれば生産が拡大する

この地産地消をデータに適用して議論するところに本研

究の新規性がある。

【研究方法と研究内容】

本研究では、オープンデータを活用したアプリケーシ

ョンの開発に着目する。具体的には、政府 ポータル

上に掲載されているオープンデータの利活用事例集「オ

ープンデータ 」 に

掲載されているアプリケーションについて事例分析を行

う。

政府 ポータルは、政府 が推進する政策に関す

る サイトであり、政府の 総合戦略室が運営してい

る。そこに、オープンデータ施策に関するページも設け

られており、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 」が掲載されている。これ

を見ると、 年 月時点で の活用事例が紹介されて

いる。それらの活用事例の実態を見ると、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。

そのなかには、企業が開発したアプリケーションがあり、

それを利用することによって経済的利益につなげている

可能性がある事例も見出される。つまり、基本的には無

償で利用可能なオープンデータを活用することによって、

社会的な課題が解決されたり、金銭的な利益が生じたり

しているのである。

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は、地域の活性への貢献が目的の

ひとつとして掲げられている。ここで、自治体が提供し
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たオープンデータを活用して、経済的利益を得て、それ

が当該自治体に税収などのかたちで還元されれば、地域

においてデータが地産地消されたことになるだろう。

「オープンデータ 」には、各事例について、利活用

されたデータが掲載されている。そのデータの出所とア

プリケーションの利用方法を勘案して、分類したのが表

である。

表1 オープンデータ利活用事例でのデータ利用範囲 
内訳事例番号 総計件

地域

広域

全国

出所：「オープンデータ 」より筆者作成

「地域」には、特定の自治体が提供するオープンデー

タを活用し、主にその自治体における利用が想定される

アプリケーションが開発された事例を分類した。

「広域」には、複数の自治体や都道府県が提供するオ

ープンデータを活用し、「地域」よりは広く複数の自治体

における利用が想定されるアプリケーションが開発され

た事例を分類した。

「全国」には、主に日本政府が提供するオープンデー

タや全国の自治体が提供するオープンデータを集めて活

用し、日本全国で活用が可能なアプリケーションが開発

された事例を分類した。

それぞれ、「地域」と「広域」の間、「広域」と「全国」

の間には境界事例も存在するため、表 に示したのは絶

対的な分類ではないが、概ねオープンデータの利活用状

況を示したものとなっていると考えられる。

なお、各アプリケーションを開発した主体も明示され

ているが、その主体名に「株式会社」が含まれ、企業が

開発したと目されるアプリケーションは 事例あった。

その全てにおいて、アプリケーションの開発と経済的利

益が直結しているとは考えにくいが、 事例のうち、そ

のいくつかは経済的利益につながっていることが想定さ

れ得るだろう。

上位の三つの領域的な分類につき、開発主体が企業で

あり、なおかつ「地域」に分類されたものは事例番号

と事例番号 であった。それ以外に「地域」に分類され

ているものは主に公共機関が開発したアプリケーション

である。裏を返すと、「全国」に分類したものには企業に

よる提供されたアプリケーションが多かった。

【研究結果】

「オープンデータ 」に掲載されているオープンデー

タ活用事例の中では、 事例中 が「地域」におけるオ

ープンデータの利活用事例と分類された。本研究が問題

意識とするところのデータの地産地消という意味では、

その 事例がそれに当たるものと考えられる。ただし、

その 事例中、経済的利益につながっている蓋然性が高

い企業による開発事例は つしかなかった。公共機関が

開発したアプリケーションであっても、データが活用さ

れたという意味では「地消」したと言えるが、主に公共

機関がオープンデータとしてデータを提供している現状

では、単に提供主体が自らデータを利用したということ

に留まってしまっている可能性がある。

先にあげた下平尾 で示されるところの や

の観点からは、データ提供主体である公共機関に対して、

外部の企業などの主体がその提供されたデータを活用す

ることによって、データの提供を促進したり、提供され

るデータの質が改善されたりすることにもつながる。デ

ータの地産地消という点では、現在のオープンデータの

取り組みは途上にあるものと評価されるだろう。

本研究では、地域においてデータの地産地消が生起し

ている様子は見出しがたいという結果が出た。むしろ、

全国から出来るだけ多くのデータを得ることが経済的利

益につながっている可能性も指摘され得る。ビジネス利

用という観点から、オープンデータに関する活用基盤の

必要性も指摘されている 森川 。広く全国にオープ

ンデータ提供の動きが波及することで、それが更なるデ

ータの活用につながる可能性もあるのである。そして、

各地域でデータがオープンデータとして提供されるとこ

とで、それが各地域で利活用されるという動きも起きる

のかもしれない。

【今後の課題】

オープンデータの推進という点については、データ利

用側からデータ保有側に提供を働きかけることが重要で

あるとされる。兼松ら は、データの利用という観

点から実施するワークショップを通して、自治体におけ

るオープンデータの推進につなげることに関する実践的
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利用は合わせて考える必要があるのである。それは、日

本で最初にオープンデータに着手した自治体である鯖江
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ーションと利活用されたデータのみに着目しているから

である。例えば、各アプリケーションについて、どのよ

うな関係性の中で開発されることになったのか、その事

例分析が求められるのである。とりわけ、古崎 に

おいて示唆されるように、オープンデータに関わるコミ

ュニティの存在に着目し、データ提供側とデータ利用側

のつながりのあり方について考察する必要があろう。あ

るいは、下山 にあるような「 チ

ャレンジ 」や瀬戸・関本 で言及されている「ア

ーバンデータチャレンジ」のような取り組みの位置付け

についても検証する必要があるだろう。そして、それは

庄司 で論じられるところのオープンデータ活用を

通じた公共価値の創出という課題とも関係し、理念とし

てのデータの「地産地消」を論じるのではなく、その実

現方法を考えることにもつながっていく。

また、吉田ほか では、自治体におけるオープン

データの取り組みの効果として、自治体の業務改善が組

織内で広く薄く存在することを明らかとしている。例え

ば、これまで情報公開請求があった際に提供していたデ

ータがオープンデータとして予め公開されることで、そ

の都度提供のために事務作業が発生することを防ぎ、そ

の業務改善の効果が存在するというのである。オープン

データの活用という観点からは、公共機関の内部で「地

産地消」されている可能性も示唆されるのである。公共

機関における制度の中でもオープンデータを位置付ける

必要もあり、例えば情報公開や個人情報保護の観点から

オープンデータについて論じた田中・野田 のよう

な研究も参照しながら、今後は、オープンデータの利用

場面について、より詳細な事例分析が求められるのであ

る。かように、本研究に残された課題は多く、今後の研

究必要とされる。
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「モバイル・キット」を活用した場づくりの可能性

○加藤文俊（慶應義塾大学）

：フィールドワーク、場づくり、公共スペース

【問題意識】

私たちのコミュニケーション行動が、つねに〈いつ

か・どこか〉で実現することをふまえると、私たちの

コミュニケーションは、つねに場づくりの問題と密

接に関わっている。つまり場づくりは、私たちのコミ

ュニケーション過程において、絶え間なく空間・時

間・情報を調整する試みだと言える。一連の時間・空

間の調整によって成り立つ「集い」は、ある一定の時

間・期間を経て消失する場合が多い。それはアーリが

示唆する通り、私たちがつねに「移動していること

（ ）」の証である 。本稿では、 年

度に実施した「うごけよつねに」 を事例に、移動

性の高いツールのデザインと地域コミュニティにお

ける場づくりの可能性について論じる。

【背景】

地域活動の持続可能性を高める

筆者は「居心地のいい場所（グッドプレイス）」を

つくることに関心をいだいて、様々な試みを続けて

きた。一連の経験を通して学んだ重要なレッスンは、

どれほど周到に準備をしておいても、現場では予期

せぬハプニングに出会うということだ。つまり、現場

での即時即興的な判断のくり返しこそが、「居心地の

いい場所」についての理解を深める過程だと言える。

近年、空き家や空き店舗を活用した地域活動の拠

点づくりが盛んに行われるようになった。これまで、

「墨東大学」「三宅島大学」等のプロジェクトに関わ

るなかで、地域コミュニティにおける拠点づくりの

重要性や難しさについて学んだ 。拠点を整

備することは、地域コミュニティの人びととの紐帯

を強め、信頼関係を育むのに役立つ。また、活動に関

わる主体の実践家としてのアイデンティティ形成に

も役立つ。そのいっぽうで、ひとたび拠点を持つとそ

の維持・管理が重要な課題となる。交流・交歓の場と

して、ある一定のクオリティを保つために、かなりの

時間やエネルギーを投じる必要がある。

６年ほど続けてきた「カレーキャラバン」という場

づくりの実践を通して 、「撤収」の場面に興味

を抱くようになり、しまい方や片づけを考えるよう

になった。元々は、活動の回数も頻度も増えるなかで、

すべてを自前で持つのがよいことだと考えた。それ

は、拠点自体の移動性を高めるという発想に基づい

ており、様々な器財や道具を買い揃えたためにモノ

が飛躍的に増えた。「カレーキャラバン」は、全国を

巡りながら逗留地の食材を使って協働調理を行うプ

ロジェクトである。自前の道具を調える中で、現場で

使うための調理台（モバイルキッチン）を自作するこ

とになった。最初のモデルは、クルマに載せるとキッ

チンカーのように使えるで、度々活用したが、かさば

る・重いなどを理由に徐々に使わなくなった。その後、

分解可能なモデルに改良したものの、依然として拠

点の移動性を高めるという志向だったため、他の器

財は増え、「キャラバン」を謳いながらも、全体とし

ての動きは緩慢になっていた。

この過程を通して、道具や器財は、ある程度は現地

でも調達できるということに改めて気づいた。「備え」

は大事だが、「ほどほど」でなんとかなる。そこで最

近では、思い切っていろいろなモノを手放すことに

し、スリム化を試みている。可搬性を高め、最小限の

器財と現地での調達をバランス良く調整することが

できれば、結局のところは活動の持続可能性を高め

ることにもつながる。こうした観点から「モバイル・

キット」のありようについて考えることとなった。

都市空間への一時的な介入

私たちの移動性を高めて地域に関わる際、都市空

間の性格について理解しておく必要がある。たとえ

ば恩田は、その著作のなかで、「公共」という概念が

曖昧につかわれていることを指摘する 。私たちは、

「公共」と「私」を対比させて語ることが多いが、じ

つは「公」（パブリック）と「私」（プライベート）の

あいだに、「共」（コモンズ）の領域があった（ある）

ことを認識しておくが大切だ。ここで言う「共」は、

地域に暮らす人びとの共益が、私益や公益よりも優

先される領域のことだ。「誰のものでもあって誰のも

のでもない場所」ということだろうか。かつては、わ

かりやすい形で「共」の存在が認知されていたが、現
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使うための調理台（モバイルキッチン）を自作するこ

とになった。最初のモデルは、クルマに載せるとキッ

チンカーのように使えるで、度々活用したが、かさば

る・重いなどを理由に徐々に使わなくなった。その後、

分解可能なモデルに改良したものの、依然として拠

点の移動性を高めるという志向だったため、他の器

財は増え、「キャラバン」を謳いながらも、全体とし

ての動きは緩慢になっていた。

この過程を通して、道具や器財は、ある程度は現地

でも調達できるということに改めて気づいた。「備え」

は大事だが、「ほどほど」でなんとかなる。そこで最

近では、思い切っていろいろなモノを手放すことに

し、スリム化を試みている。可搬性を高め、最小限の

器財と現地での調達をバランス良く調整することが

できれば、結局のところは活動の持続可能性を高め

ることにもつながる。こうした観点から「モバイル・

キット」のありようについて考えることとなった。

都市空間への一時的な介入

私たちの移動性を高めて地域に関わる際、都市空

間の性格について理解しておく必要がある。たとえ

ば恩田は、その著作のなかで、「公共」という概念が

曖昧につかわれていることを指摘する 。私たちは、

「公共」と「私」を対比させて語ることが多いが、じ

つは「公」（パブリック）と「私」（プライベート）の

あいだに、「共」（コモンズ）の領域があった（ある）

ことを認識しておくが大切だ。ここで言う「共」は、

地域に暮らす人びとの共益が、私益や公益よりも優

先される領域のことだ。「誰のものでもあって誰のも

のでもない場所」ということだろうか。かつては、わ

かりやすい形で「共」の存在が認知されていたが、現

代社会では、もはや「共」は独自の領域をもちえず、

その存在そのものが見えにくくなっているという

（図１）。その結果、「供出」や「互助」の精神は希薄

になる。身の回りの多くのことがらを、「公」か「私」

かで判別してしまうからだ。人びととの関わりにつ

いて考える際には、「共」を取り戻す方法や態度が求

められる。

図１：現代社会における「公」「共」「私」（恩田 を元に作成）

図２：カレーキャラバン（ 年 月：上井草）

この議論をふまえて、 年に実施したカレーキ

ャラバン当日の写真を眺めると、とても興味ぶかい

（図２）。この写真には、「公」と「私」の境界線がく

っきりと写っていることに気づくはずだ。縁石の右

側は、カレーキャラバンのために（一時的に）貸して

もらった駐車場スペースである。活動が継続し、さま

ざまな器財が揃ったこともわかるだろう。テントを

張って、手製の調理台（モバイルキッチン）を置き、

当日使うことになった食材などを黒板に描き込んで、

提灯ライトを下げる。こうして、カレーを配る準備が

整う。すべてが「私」の領域に並べられている。いっ

ぽう、縁石の左側は道路である。それほど頻繁ではな

いが、クルマの往来もある。スパイスの香りに誘われ

てやって来た人たちは、「公」の領域に立って、カレ

ーを待っている。カレーが配られ、食べる間の 分

ほど、この「私」と「公」の境界が揺らぐ。つまり、

一時的な介入であったとしても、「共」の性質を持っ

た空間をつくることができる。この場合にも、境界線

の「際（きわ）」で「モバイル・キット」（この場合は

モバイルキッチン）が重要な役割を果たした。

【プロジェクトの実践】

モノをとおしてコミュニケーションを考える

筆者は、ワツラヴィックらによるコミュニケーシ

ョンに関する「試案的公理」を参照しながら、さまざ

まな実践の文脈における場づくりやファシリテーシ

ョンのあり方について探究している。とくに「コミュ

ニケーションしないことの不可能性（

）」という言明は、きわめて示唆に富んで

いる 。私たちは、しゃべることをコミュニケー

ションだと考えがちだが、黙っていることも、さらに

他の非言語的、身体的ふるまいもふくめて、絶え間な

くお互いの状況を伝え合っている。つまり、私たちは

コミュニケーションせざるをえないのである。さら

に、私たちが日常生活においてさまざまなモノや道

具を必要としていることから、モノの成り立ちやモ

ノ自体をとおして、人びとのコミュニケーションの

痕跡やありようについて洞察を加えることもできる

だろう 。

うごけよつねに

すでに述べたとおり、私たちが標榜する社会的な

実践をともなう調査・研究プロジェクトにおいて、持

続可能性が重要であることがしばしば指摘される。

とりわけまちや地域に関わる活動の場合には、ある

程度の時間をかけなければ、その意義や意味を実感

できないからだ。活動そのものが楽しいことも大切

だが、「続けるコツ」は、できるかぎり身軽になるこ

とである。

いわゆる「心の準備」もふくめ、「モバイルでいる

こと」こそが、絶え間ないコミュニケーション行動を

かたどっているはずだ。こうした理解をふまえ、「う

ごけよつねに」というテーマ設定でプロジェクトを

実施することにした。英語には、「

」をあてた。

【経過】

今回は、学部 〜 年生で つのグループを編成し
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て、このプロジェクトをすすめた。筆者が、あらかじ

めベースとなる「車両」を準備し、それぞれのグルー

プに提供した。キックボード、キャリーカート、電動

アシスト付き自転車など、形もサイズも多様だ。いず

れも車輪がついていて、そのままでも使えるので、い

わばカスタムカー（改造車）をつくるようなものだ。

学生たちは、〈いつ・どこで・誰と・どのように過ご

したいのか〉という具体的な状況を考えながら、場づ

くりを容易にしたり、コミュニケーションを促した

りする「モバイル・キット」のデザインに取り組んだ。

考案した「車両」は、かならず一度はまちに持ち出

して、実践（フィールド・テスト）を行うよう促した。

モノ自体は、多少粗削りでも、仕上げが雑でもかまわ

ないので、とにかく教室や研究室に留めておくので

はなく、リアルな現場へと「車両」を持ち出して、実

践をとおして考えることを重視した。以下では、 つ

の試みのなかから「 」の事例を紹介した

い 。

事例：

このグループは、スチール製のカートをベースに

選んだ。カートは全長 、幅 ほどで、４つ

の車輪（ゴムタイヤ）が付いている。前方の車輪２つ

は左右に稼働する。ハンドルを引きながら動き、駅の

改札を通ることもできるので、移動性は高い。

図３： （デザインスケッチ）（加藤文俊研究室 ）

着眼点

このグループは「カートを連れて出かけた先で、

色々な人と出会いたい。そして、偶然出会った人のこ

とを知りたい。」という想いからプロジェクトをスタ

ートさせた。試行錯誤を経て、最終的には「

」というネーミング通り、出会った人の持ち物を

ラッピングするための「モバイル・キット」をつくる

ことになった。モノを包んでいるあいだにコミュニ

ケーションの時間が生まれることを想定している。

デザイン

このカートには、包装紙やリボン、マスキングテー

プ、筆記用具などの文房具が格納されている。フタを

した状態で移動するが、場所が定まったらカートの

なかから有孔ボードでできた簡単な什器等を取り出

して設置し、一時的に「おくるみ」のための場所がつ

くられる（図３）。

実践

「 」は、実際にフィールドに出て、道

行く人のモノを包む試みを数回実践している。いき

なり持ち物を包む（包ませてください 包みませんか

と呼びかける）という状況でコミュニケーションが

はじまるが、概ね好評で、一時的ではあるものの和や

かな「集い」の場所が生まれた（図４）。

図４： のフィールドテスト（ 年１月：赤羽）

【経過・分析結果】

つくりながら考える・考えながらつくる

この課題は〈考える〉ことと〈つくる〉ことを往復

しながら進行するように設計されていた。それは、コ

ンセプトワークとフィールドワークとの橋渡しを担

う、実験的な環境によって実現する 。ここで言う

実験は、統制群によって条件を操作しながら行う厳

密な意味での「実験」ではなく、ショーンの言う「即

興的実験（ ）」 や、プロ

トタイプによる試行のくり返しを伴う学習過程とし

て理解することができる。「ある程度の一般性とかな

りの具体性を持った実践モデル」 を提示すること
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【経過・分析結果】

つくりながら考える・考えながらつくる

この課題は〈考える〉ことと〈つくる〉ことを往復

しながら進行するように設計されていた。それは、コ

ンセプトワークとフィールドワークとの橋渡しを担

う、実験的な環境によって実現する 。ここで言う

実験は、統制群によって条件を操作しながら行う厳

密な意味での「実験」ではなく、ショーンの言う「即

興的実験（ ）」 や、プロ

トタイプによる試行のくり返しを伴う学習過程とし

て理解することができる。「ある程度の一般性とかな

りの具体性を持った実践モデル」 を提示すること

で、私たちの想像力を育むものであった。

移動を前提とする関わり

一連の実験によって、モノ（移動体）の役割を実態

的に理解することができた。私たちの「居方（いかた）」

は、モノを介して変容し、それはつねにつぎへの移動

へと連なる。「モノを包む」場面に限らず、他者との

適切な距離や関係のありようについて考える際には、

時間・空間のみならず、モノとの関わりをふくめて理

解を試みることが重要であろう。

【考察】

「うごけよつねに」では、 つの試行実験が行われ

た。ベースとなった「車両」に手を加えて「モバイル・

キット」をデザインすることが期待されていた。私た

ちのコミュニケーションや関係性の理解において、

モノの役割を無視することはできないが、同時に、す

べてがモノに集約されるわけでもない。まさにコミ

ュニケーションの所産として、相互構成的に状況が

立ち現れることを再確認するきっかけとなった。

学生たちは、ひとたび「車両」があたえられると、

形や見栄えに意識が向いて、〈つくる〉ことが先行し

がちになる。結果として、柔軟な発想が制約されるこ

とにもなるが、そうした状況を避けるために、所与の

「車両」によって、どのようなコミュニケーションが

生まれるのかについて、つねに〈考える〉ことを忘れ

ないよう促した。

また、このプロジェクトを通して、地域における空

間への能動的な介入や人びとのふるまいへのインパ

クトについて洞察を加えることができた。ゲールは、

都市空間におけるアクティビティに共通する特徴は、

活動の融通性と複雑性だと指摘する。

…そこでは、目的をもった歩行、一旦停止、休息、滞

留、会話が互いに重なりあい、頻繁に入れ替わる。予

測できない、計画性のない自然発生的な行動こそが、

都市空間における移動と滞留をひときわ魅力的にし

ている。歩いていて人や出来事を見かけると、立ち止

まってもっと詳しく見たくなったり、さらに腰を落

ち着けたり、参加したくなったりすることがある。

（ ）

重要なのは、融通性と複雑性に向き合う態度だ。私

たちをとりまく生活環境において、「公」と「私」は、

つねに緊張関係を保ちながら接している。そして、さ

まざまなきっかけによって、どちらかが（あるいは双

方が）「ひらく」とき、「共」らしさをもった場所が生

まれる。それぞれの想いは、すでに「際（きわ）」の

ところまで来ているのかもしれない。条件がそろえ

ば、人は立ち止まる。大切なのは、「公」と「私」の

緊張関係は、境界線を「共有」することによって成り

立っているという点だ。「モバイル・キット」をデザ

インする試みは、都市空間にある「際」に能動的に介

入し、境界線の意味を問い直すのに役立つはずだ。
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産地織物組合と織物関連業種から見る桐生産地の変遷と今後の展望

吉田 豊（高崎経済大学・院）

： 桐生産地，織物業，地域内分業体制，

【問題意識】 
国内における伝統的な織物産地の つである群馬県の桐

生産地は江戸時代に西陣からの技術導入が進められてから，

「西の西陣，東の桐生」と呼ばれるような産地に発展する

こととなったが，現在では織物生産高が 億円弱の国内に

おける 産地に過ぎない状況である。

筆者は今回の発表対象地である桐生市の出身であり，親

族に織物関連業種へ従事している人間もおり，筆者自身も

桐生産地の織物業の衰退時期を肌に感じながら，現在へ至

っている。筆者の幼少期にはさまざまな場所で織機が稼働

する音が聞こえ，紋紙が積み上げられ，外から見ると整経

機が見られる環境にあったが，現在ではそれらのものはま

ちなかで見られなくなり，「織物の町」という印象を感じる

ことが難しくなっていると考えている。

この状況のなかで，著者は本研究で つの問題意識を有

しており，本稿で研究を進めていきたいと考えている。

第 のものは著者が桐生市内で織物業に従事していた元

経営者の方々と話をしていると，多くの人が産地織物組合

の統一化がなされなかったことが桐生産地の衰退してきて

いる原因の つではないかとの意識を有していることが判

明したことである。著者も産地内の歴史を調べる過程で，

桐生産地の繊維産業が 年代から始まった繊維産業の

海外進出に対応できなかった理由の つには産地織物組合

が複数存在していたことにより，産地内の進むべき道を産

地全体で描き出すことができなかったこともあるのではな

いかと考えており，この部分を調査にすることとしたい。

第 のものは織物の総合産地であるとうたわれている桐

生産地が現在においても，織物の総合産地であり得るのか

という意識である。具体的にはジャガード織が強い桐生産

地にとって，必要不可欠である紋紙の加工や整経などとい

った織物関連業種がどのような変遷をたどってきていてい

るのか，実際には衰退過程をたどっているが，今後はどの

ような展開を見せるのだろうか，そしてそのなかに新たな

芽があるのかどうかという点を調査することとしたい。

【研究目的】 
本研究では上記の問題意識に基づいた 点と地域の構成

者としての織物産業の今後がどのように変化していくのか，

その傾向を把握することの 点を研究目的とし，研究を進

めていきたい。

第 の問題意識である「桐生産地内の産地織物組合の統

一化ができなかったことが桐生産地の衰退の 要因になっ

ている」という点について，第 次世界大戦以後の桐生産

地内における産地織物組合の変遷と織物関連業種の組合の

変遷を明らかにすることを第 の目的とする。吉田（ ）

では 年から輸出向織物を中心に製造していた旧桐生

織物協同組合（以下，「旧織協」と記す。）と国内向織物を

製造していた桐生内地織物協同組合（以下，「内地協」と記

す。）が分裂した 年までの間を対象に，国内の伝統的

織物産地のいくつか（西陣、米沢、十日町）と比較したう

えで，桐生産地における産地織物組合の変遷が他産地のよ

うに法律の施行に伴う組織変遷だけでなく，いくつもの系

統が存在し，それらが合併や分裂を繰り返していたことを

明らかにした。本稿ではこのときに明らかにできなかった

旧織協と内地協の分裂以降も対象に，近年に至るまでの変

遷を対象として，研究を進めることとする。

第 の問題意識である「織物の総合産地であるとうたわ

れている桐生産地が現在においても，織物の総合産地であ

り得るのか」という点について，産地内の織物関連業種の

変遷を統計が取れる 年以降を対象に検討することと

する。桐生産地は第 次世界大戦直後より，桐生新興織物

協同組合を中心に織機の復元をおこない，産地内で村田機

械製作所を中心に織機製造をおこなう業者も相当数存在し，

第 次世界大戦後の桐生市の工業は織物関連業種から成立

した部分も多分にあったと想定される。その後も桐生商工

会議所（ ）などの各織物関連業種の名簿を確認すると，

年代前半までは企業数もある程度多く存在すること

が明らかになった。本稿ではそれから現在に至るまでの変

遷を明らかにすることとしたい。

【研究方法】

本研究は産業史的な部分を多く含むため，文献調査を中

心に，文献調査で明らかにできないものは産地内の織物関

連業種，及び織物関連業種のＯＢなどへのヒアリング調査

を実施して，考察を進める。
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産地織物組合と織物関連業種から見る桐生産地の変遷と今後の展望

吉田 豊（高崎経済大学・院）

： 桐生産地，織物業，地域内分業体制，

【問題意識】 
国内における伝統的な織物産地の つである群馬県の桐

生産地は江戸時代に西陣からの技術導入が進められてから，

「西の西陣，東の桐生」と呼ばれるような産地に発展する

こととなったが，現在では織物生産高が 億円弱の国内に

おける 産地に過ぎない状況である。

筆者は今回の発表対象地である桐生市の出身であり，親

族に織物関連業種へ従事している人間もおり，筆者自身も

桐生産地の織物業の衰退時期を肌に感じながら，現在へ至

っている。筆者の幼少期にはさまざまな場所で織機が稼働

する音が聞こえ，紋紙が積み上げられ，外から見ると整経

機が見られる環境にあったが，現在ではそれらのものはま

ちなかで見られなくなり，「織物の町」という印象を感じる

ことが難しくなっていると考えている。

この状況のなかで，著者は本研究で つの問題意識を有

しており，本稿で研究を進めていきたいと考えている。

第 のものは著者が桐生市内で織物業に従事していた元

経営者の方々と話をしていると，多くの人が産地織物組合

の統一化がなされなかったことが桐生産地の衰退してきて

いる原因の つではないかとの意識を有していることが判

明したことである。著者も産地内の歴史を調べる過程で，

桐生産地の繊維産業が 年代から始まった繊維産業の

海外進出に対応できなかった理由の つには産地織物組合

が複数存在していたことにより，産地内の進むべき道を産

地全体で描き出すことができなかったこともあるのではな

いかと考えており，この部分を調査にすることとしたい。

第 のものは織物の総合産地であるとうたわれている桐

生産地が現在においても，織物の総合産地であり得るのか

という意識である。具体的にはジャガード織が強い桐生産

地にとって，必要不可欠である紋紙の加工や整経などとい

った織物関連業種がどのような変遷をたどってきていてい

るのか，実際には衰退過程をたどっているが，今後はどの

ような展開を見せるのだろうか，そしてそのなかに新たな

芽があるのかどうかという点を調査することとしたい。

【研究目的】 
本研究では上記の問題意識に基づいた 点と地域の構成

者としての織物産業の今後がどのように変化していくのか，

その傾向を把握することの 点を研究目的とし，研究を進

めていきたい。

第 の問題意識である「桐生産地内の産地織物組合の統

一化ができなかったことが桐生産地の衰退の 要因になっ

ている」という点について，第 次世界大戦以後の桐生産

地内における産地織物組合の変遷と織物関連業種の組合の

変遷を明らかにすることを第 の目的とする。吉田（ ）

では 年から輸出向織物を中心に製造していた旧桐生

織物協同組合（以下，「旧織協」と記す。）と国内向織物を

製造していた桐生内地織物協同組合（以下，「内地協」と記

す。）が分裂した 年までの間を対象に，国内の伝統的

織物産地のいくつか（西陣、米沢、十日町）と比較したう

えで，桐生産地における産地織物組合の変遷が他産地のよ

うに法律の施行に伴う組織変遷だけでなく，いくつもの系

統が存在し，それらが合併や分裂を繰り返していたことを

明らかにした。本稿ではこのときに明らかにできなかった

旧織協と内地協の分裂以降も対象に，近年に至るまでの変

遷を対象として，研究を進めることとする。

第 の問題意識である「織物の総合産地であるとうたわ

れている桐生産地が現在においても，織物の総合産地であ

り得るのか」という点について，産地内の織物関連業種の

変遷を統計が取れる 年以降を対象に検討することと

する。桐生産地は第 次世界大戦直後より，桐生新興織物

協同組合を中心に織機の復元をおこない，産地内で村田機

械製作所を中心に織機製造をおこなう業者も相当数存在し，

第 次世界大戦後の桐生市の工業は織物関連業種から成立

した部分も多分にあったと想定される。その後も桐生商工

会議所（ ）などの各織物関連業種の名簿を確認すると，

年代前半までは企業数もある程度多く存在すること

が明らかになった。本稿ではそれから現在に至るまでの変

遷を明らかにすることとしたい。

【研究方法】

本研究は産業史的な部分を多く含むため，文献調査を中

心に，文献調査で明らかにできないものは産地内の織物関

連業種，及び織物関連業種のＯＢなどへのヒアリング調査

を実施して，考察を進める。

【調査結果】

第 の研究目的である第 次世界大戦以後の桐生産地

内における産地織物組合の変遷と織物関連業種の組合の

変遷を明らかにすることについては，吉田（ ）では

第 期 年以降については，途中で何度か市当局の要

請などにより，合併協議会が設置されたりしたものの

年に至るまで旧織協と内地協の産地織物組合 者が

分裂したままであった。この 者に分裂されている状況

は両者と桐生服地協同組合の 者合併による桐生織物協

同組合（以下，「織協」と記す。）が設立された 年以

降も織協内部で内地グループ，外地グループの 者のグ

ループが存在している状況が現在に至るまで続いている。

その他の主な織物組合等の設立と解散は以下の通りであ

る。

・桐生商工会議所繊維部会（ 年 月発足。）

・両毛輸出スカーフ協同組合（ 年設立， 年

月解散。）

・東日本編レース工業組合（ 年 月設立。）

・桐生婦人子供服製造協同組合（ 年 月設立，

年 月桐生繊維製品協同組合と合併。）

・桐生服地協同組合（ 年 月設立， 年 月解

散。）

・桐生テキスタイル商業グループ（ 年設立。）

これらの織物組合を見てみると，統制経済が開始され

る以前の戦前期の桐生産地であれば，桐生織物同業会が

全てを所管できるものであり，スカーフの輸出により，

戦後復興期の桐生産地が復活したことを考えるとその時

代、その時代における桐生産地で隆盛を極めた分野ごと

に織物組合が設立されたと考えることに間違いはないと

思われる。これらを旧織協，内地協で包括できなかった

ことがなぜなのか，その原因は今後も調査する必要があ

ると考える。しかし，織物組合のなかで現在も残ってい

る組合 組合に加えて，織協が存在しており，生産高

億円の産地で 組合が並立しているのはやはり著者は多

すぎると考えている。そのうえで，考察の部分でも記述

するが，これらの組織のなかで，桐生商工会議所繊維部

会は基本的に縦系統で組織されている桐生産地において，

横系統での連携のできる組織であり，この組織と中心と

なる つの産地織物組合がどのような関係性であったの

かについてはしっかりと整理する必要性があると考えて

おり，今後も引き続き調査を実施していく。

一方で，織物関連業種の組合も桐生産地では多く存在

していた。それらの組合については以下の通りである。

＜縫製関係＞

・桐生ものづくり協同組合（旧桐生繊維製品協同組合）

（ 年 月設立， 年改称。）

・桐生和服縫製組合（設立不明。）

＜刺繍関係＞

・東毛ジャガード刺繍組合（ 年 月設立。）

・桐生刺繍商工業協同組合（ 年 月設立。）

＜買継関係＞

・旧桐生織物産地買継商業組合（ 年設立， 年

月解散。）

・桐生織物産地元売協同組合（ 年 月設立。）

・桐生織物商業組合（ 年設立， 年解散。）

・桐生織物商友会（旧桐生織物買継商友会）（設立不明。）

＜準備工程＞

・両毛機拵協同組合（ 年 月設立，解散不明。）

・桐生糸商組合（ 年 月設立。）

・桐生金銀糸協同組合（設立不明， 年 月解散。）

・桐生撚糸工業組合（ 年 月設立， 年 月解

散。）

・桐生意匠紋紙協同組合（ 年設立， 年 月分

裂。）

→・桐生意匠協同組合（ 年 月設立， 年

月解散。）

・桐生紋紙協同組合（ 年 月設立。）

・桐生染色組合（旧桐生染色協同組合）

（ 年 月設立。）

・両毛輸出織物整染工業組合（ 年 月設立，

年 月解散。）

・桐生織物整経協同組合（ 年 月設立， 年

月解散。）

・桐生結び帯協同組合（ 年 月設立，解散不明）

これらの織物関連業種の組合のなかで，現在も桐生市

繊維振興協会への所属組合として，残っているものは縫

製関係が桐生ものづくり協同組合，刺繍関係が東毛ジャ

ガード刺繍組合と桐生刺繍商工業協同組合の 組合，買

継関係が桐生織物産地元売協同組合，桐生織物商友会の

組合，準備工程が 組合となっている。これらの全ての

組合で加入事業者数は減少しており，その減少幅は大き

い。ここで例として挙げるのは解散した準備工程の 組

合と現在も残っている準備工程の 組合である。

年に設立された桐生撚糸工業組合は 年には

社の加入社があったものが， 年には 社に減少

し，同年 月末で解散した。 年に設立された桐生意
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匠紋紙協同組合（後に意匠部門と紋紙部門に分裂）も分

裂後の桐生意匠協同組合の加入社を見てみると， 年

には 社あったものが， 年には 社となり，

年に同組合は解散した。もう一方の桐生紋紙協同組合も

存続はしているものの 年時点で 社あったものが，

年には 社， 年には加入社が 社しかないと

いう厳しい状況にある。

現在も残っている組合である桐生染色組合は 年で

は 社組合員が加入していたが， 年で 社，現在

では 社のみとなっている。元々，桐生産地では染色工

程が盛んであり，既に解散した両毛輸出織物整染工業組

合の加入社も含めると 年現在では 社が産地内で

事業をおこなっており，それらを含めると にまで減

少したこととなる。

第 の研究目的である「織物の総合産地であるとうた

われている桐生産地が現在においても，織物の総合産地

であり得るのか」という問題意識のもとで， 年以降

の桐生産地の変遷については前掲のように，準備工程を

始めとして，ほぼすべての関連業種で組合が解散された

り，存続していたとしても 年時点での桐生市繊維振

興協会加入の組合が 組合存在するなかで，組合員数が

ケタの組合が 団体を占める状況にあることや機拵え

に関する分野，撚糸，意匠や整経といった組合が既に無

くなり，個人経営や織物工場内で自社分を製造する状況

になっている状況を踏まえると，厳しい状況にあること

がわかった。

【考察】

桐生産地内における産地織物組合は桐生織物協同組合

を中心に現在も生産団体だけで つ，加工団体が つ，販

売団体で つ，準備工程で つの 団体が存在している。

この状況のなかで織物関連業種は国内のほとんどの産

地と同様に織物生産高の減少に伴い，減少を進んでいるの

が現状である。加えて，数字では示せないが，第 次世界

大戦以前や直後には桐生産地内では村田式織機をはじめ

とした織機メーカーも多く存在したが，これらも現在では

すべて淘汰されている。

その一方で，桐生市内の繊維産業事業所は現在も全体の

，従事者数は全体の を占めており，産地内では未だ

重要な産業であることは間違いない。

本研究の研究目的とした第 次世界大戦以後の桐生産地

内における産地織物組合の変遷と織物関連業種の組合の変

遷を明らかにすることについては，調査結果の項目で示し

たように，その変遷と現状を明らかにした。第 の研究目

的である「織物の総合産地であるとうたわれている桐生産

地が現在においても，織物の総合産地であり得るのか」と

いう問題意識のもとで， 年以降の桐生産地の変遷を明

らかにすることについては，これまでに調査を実施した他

産地においても同様の傾向は見られたものの，実際に整理

をしてみると，既に組合として存立できない状況にあるこ

とは桐生産地の今後を考えたときにはネガティブな傾向を

持たざるを得ないと感じている。一貫生産体制にある産地

ではなく，江戸時代から続く農村工業的な生産体制で織物

生産がおこなわれてきた桐生産地において，分業体制が崩

れることがどのような影響を及ぼすのか，織物産地として

維持できるのかどうかを検討する際に向けて，調査を進め

ていきたい。

これらを含めて，桐生産地の今後を少し展望すると，産

地内における産地織物組合を つにまとめて，産地内でで

きるものは産地内で全て実施し、できないものは産地外か

ら仕入れ，販売窓口も買継等を経由させていたものを統一

化し，産地内商社のような形式で地域とともに産地を維持

していくしか産地を維持する方策はないようのではないか

と著者は考えている。その際には前述したように，これま

での縦系統の組織ではなく，商工会議所繊維部会のような

横系統の組織が全体的にコントロールする必要性があると

思われる。

今年の 月に開催された桐生市議会で「桐生市の誇りで

ある繊維産業を応援する条例」が可決された。このような

条例が可決されることはそれだけ桐生産地が苦しい状況に

ある表裏だと著者は考えている。そのなかで地域内ではま

だ繊維産業が根付いている証明でもあると考えられ，今後

の状況を引き続き，調査していきたいと考えている。
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・創立 周年記念誌編集委員会（ ）『桐生の機械金

属工業のあゆみ』桐生機械金属工業協同組合，
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匠紋紙協同組合（後に意匠部門と紋紙部門に分裂）も分

裂後の桐生意匠協同組合の加入社を見てみると， 年

には 社あったものが， 年には 社となり，

年に同組合は解散した。もう一方の桐生紋紙協同組合も

存続はしているものの 年時点で 社あったものが，

年には 社， 年には加入社が 社しかないと

いう厳しい状況にある。

現在も残っている組合である桐生染色組合は 年で

は 社組合員が加入していたが， 年で 社，現在

では 社のみとなっている。元々，桐生産地では染色工

程が盛んであり，既に解散した両毛輸出織物整染工業組

合の加入社も含めると 年現在では 社が産地内で

事業をおこなっており，それらを含めると にまで減

少したこととなる。

第 の研究目的である「織物の総合産地であるとうた

われている桐生産地が現在においても，織物の総合産地

であり得るのか」という問題意識のもとで， 年以降

の桐生産地の変遷については前掲のように，準備工程を

始めとして，ほぼすべての関連業種で組合が解散された

り，存続していたとしても 年時点での桐生市繊維振

興協会加入の組合が 組合存在するなかで，組合員数が

ケタの組合が 団体を占める状況にあることや機拵え

に関する分野，撚糸，意匠や整経といった組合が既に無

くなり，個人経営や織物工場内で自社分を製造する状況

になっている状況を踏まえると，厳しい状況にあること

がわかった。

【考察】

桐生産地内における産地織物組合は桐生織物協同組合

を中心に現在も生産団体だけで つ，加工団体が つ，販

売団体で つ，準備工程で つの 団体が存在している。

この状況のなかで織物関連業種は国内のほとんどの産

地と同様に織物生産高の減少に伴い，減少を進んでいるの

が現状である。加えて，数字では示せないが，第 次世界

大戦以前や直後には桐生産地内では村田式織機をはじめ

とした織機メーカーも多く存在したが，これらも現在では

すべて淘汰されている。

その一方で，桐生市内の繊維産業事業所は現在も全体の

，従事者数は全体の を占めており，産地内では未だ

重要な産業であることは間違いない。

本研究の研究目的とした第 次世界大戦以後の桐生産地

内における産地織物組合の変遷と織物関連業種の組合の変

遷を明らかにすることについては，調査結果の項目で示し

たように，その変遷と現状を明らかにした。第 の研究目

的である「織物の総合産地であるとうたわれている桐生産

地が現在においても，織物の総合産地であり得るのか」と

いう問題意識のもとで， 年以降の桐生産地の変遷を明

らかにすることについては，これまでに調査を実施した他

産地においても同様の傾向は見られたものの，実際に整理

をしてみると，既に組合として存立できない状況にあるこ

とは桐生産地の今後を考えたときにはネガティブな傾向を

持たざるを得ないと感じている。一貫生産体制にある産地

ではなく，江戸時代から続く農村工業的な生産体制で織物

生産がおこなわれてきた桐生産地において，分業体制が崩

れることがどのような影響を及ぼすのか，織物産地として

維持できるのかどうかを検討する際に向けて，調査を進め

ていきたい。

これらを含めて，桐生産地の今後を少し展望すると，産

地内における産地織物組合を つにまとめて，産地内でで

きるものは産地内で全て実施し、できないものは産地外か

ら仕入れ，販売窓口も買継等を経由させていたものを統一

化し，産地内商社のような形式で地域とともに産地を維持

していくしか産地を維持する方策はないようのではないか

と著者は考えている。その際には前述したように，これま

での縦系統の組織ではなく，商工会議所繊維部会のような

横系統の組織が全体的にコントロールする必要性があると

思われる。

今年の 月に開催された桐生市議会で「桐生市の誇りで

ある繊維産業を応援する条例」が可決された。このような

条例が可決されることはそれだけ桐生産地が苦しい状況に

ある表裏だと著者は考えている。そのなかで地域内ではま

だ繊維産業が根付いている証明でもあると考えられ，今後

の状況を引き続き，調査していきたいと考えている。
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地場産業の現状と今後に関する研究 －川口鋳物工業を事例に―

渡邉毅 （法政大学）

キーワード ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ 鋳造 特許 共同開発 新規技術   
【問題・背景・目的】

問題意識

日本は製造業が強いといわれる。その工業製品の強さ

は単なる組立て製品でない。組立て製品ならば、すり合

わせの組立て製品である。さらに、部品や原材料が高機

能・高品質であることが、日本製の強みになっている。

自動車には、古い技術の つである鋳物（鋳造品）が

多く使われている。鋳造品も材料を中心とするすり合わ

せ技術の つである。

図‐ の輸出品目をみると、 年を境に完成品の輸

出より赤線の部品や素材・原材料及び工作機械・生産装

置が多い。

図 完成品ﾄ原材料の輸出金額の推移

川口は鋳物のまちである。その歴史は古く、江戸時代

は江戸とともに鋳物の有力な産地であった。戦後の

年には国内鋳造品の生産量の ％ も占めた。だが

年の鋳造の鋳鉄鋳物生産量は全国のわずか ％

しかない。何故なら、大企業は人件費の安い海外に工場

を移転したこと、また大企業自身が鋳造品を製造してい

る。さらに川口は東京近郊のために通勤客の住居が増加

した。その結果、工場数も減少した。 
 
目的

本稿では、川口鋳造業の現在の具体的な問題点を明確

することにある。そして、特許情報4を分析し、技術の方

向性や新分野への展開に関して調べる。それらより、今

                                                      
1 第63回、日本統計年鑑経、平成26年、総務省統計局 
金額単位、(In billions of yen) 

2 出典：川口鋳物工業協同組合発行「60年の歩み」p186-187 
3出典：川口鋳物工業協同組合発行の「川口鋳物ﾆｭｰｽ」より 
4本稿では特許も実案も新規発明であるので合わせて特許とし

て議論を進める。 

後あるべき姿を提案するものである。 
 

【研究方法・先行研究】 
研究方法

研究方法は、川口鋳物協同組合「川口鋳物ﾆｭｰｽ」のﾃﾞ

ｰﾀ、文献調査及び鋳造業の関係部門にﾋｱﾘﾝｸﾞを行う。

特許調査は「独立法人、工業所有権情報・研修館の検

索ｴﾝｼﾞﾝを用いる｡

先行研究

類似研究の説明と今回のﾃｰﾏ研究のﾎﾟｲﾝﾄと従来研究の

相違について述べる 
松井（ 年）の著作「川口鋳物工業の研究」は、川

口鋳物に関して歴史から、また 年までの現状に付い

て詳細にまとめられたものである。

水野は（ 年）は、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ発生が企業の開発費

の多少ではなく、企業間のﾈｯﾄﾜｰｸから生まれるという。

この企業間の協力関係は地理的距離や文化的距離の近接

府が意味を持つという。ゆえに、企業間の繋がりを分析

するのに、特許の共同出願を分析することを行った。

萩原（ 年）は特許の共同出願を通じたﾈｯﾄﾜｰｸの

研究を行った。共同出願を行っているので、共同研究が

なされたと考えるべきである。そこからﾈｯﾄﾜｰｸ効果を述

べたものである。

大西（ 年）は、中小企業出願特許において単独・

共願の質的側 面を分析したものである。そして、企業

間・産学連携の有効性を議論し、共同発明の権利関係 の

分析を行い、最適な権利配分が行われているのかどうか

を検討したしたものである。

過去の分析の多くは大企業を対象とし、共同出願の分

析に特許の技術内容や技術動向にまでには触れていない。

                                                      

水野（ ）「企業間から生まれるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと距離」人文地

理 第 巻第 号

萩原（ ）「日本の共同出願ﾈｯﾄﾜｰｸの分析」神戸大学経済学

研究年報 －

大西、他 名（ ）「中小企業における共同研究の有効性と

成果の権利帰属に関する実証分析 日本政策金融公庫論集

（ ） － －
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【研究・調査・分析結果】

 鋳造製品の生産

世界と日本の鋳造業の生産額の推移を図‐ に示す。

ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ後に生産額は落ち込み、その後は増加している。

日本はﾋﾟｰｸ時にまでは回復していないが徐々に増加して

いる。

図‐ ：世界と日本と鋳造製品の生産量の推移

 川口鋳造業の現状の課題

－ 全国の鋳造の生産量推移、

図‐ ：鋳造品の生産高の推移と川口の比率

川口の鋳造品生産高は戦後の 年には、図‐ に示

すように全国の ％を占めた大産地であった。その後、

大企業や他産地の生産量は上昇したこととで比率は大幅

に減少した。

図‐ 川口鋳物、ｱﾙﾐ・銅の生産額と銑鉄生産量の推移

図‐ は川口鋳造品の 年以降での銅・ｱﾙﾐの生産

額の推移と、銑鉄の生産高の推移である。銑鉄の生産高

                                                      
9 。 年は日本鋳造協会調査 
10 2002～2016年版の「川口鋳物ﾆｭｰｽ」（川口鋳物工業協同組

合発行）よりﾃﾞｰﾀを抽出しまとめた。 

は減少しているが銅・ｱﾙﾐの生産額の徐々に増加している。

地域としては 年以降、現在に至るまでは安定的に推

移している。

－ 川口の工場数推移

東京近郊ゆえに急速な住宅地化した。人口の増加に従

って鋳造品工場は減少し、鋳造品の生産量が減少した。

図‐ に川口内の駅を中心とした既製地、その隣接地

と郊外の地理的位置を示す。宅地化は駅を中心とした既

成地、及び既成地近隣の隣接地から住宅化された。青色

の地域は川口市の外周である外周・郊外地域である。

図‐ ：川口の既成地、隣接地、郊外地域の配置

図‐ はそれぞれ 地域の鋳造工場数の推移を示す。

既成地を中心に工場が急激に減少し、それにつれて隣接

地の工場も減少している。 年には 地域ともに減少

し、それぞれの地域の工場数は略同等になった。

図‐ ：川口内の 地域の鋳造工場数の推移

特許について

‐ 国内の特許出願数の推移

 
図‐ ：国内の特許出願数の推移
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図‐ に国内の特許出願数の推移を示す。 年の国

内出願数は 万件を超えるが、徐々に減少している。

一方、海外に出願する国際出願数は増加している。国

内特許は、技術的に重要なものに絞ったので減少した。

‐ 鋳造特許出願数推移

図‐ は鋳造特許の全国と川口の出願数の推移を示す。

全国、川口ともに減少傾向にある。これは、重要な特許

に絞ったことと、新規な発明が減ったことによるものと

考えられる。全国の鋳造特許出願企業は大手が多く、新

日鐵、ﾄﾖﾀ、本田技研、 ｽﾁｰﾙと製鉄会社と自動車会社

が多い。全国の推移に比べて川口の特許出願の減少が大

きいのは、川口での新規技術が出ていないことを示す。

図‐ ：全国、川口の鋳造特許の出願数の推移

‐ 川口鋳造企業の特許出願

（ ）調査の概要

年に、川口鋳物工業協同組合に登録されている企

業は 社である。このうち、特許出願しているのは

社であった。 社の 年から現在までの 年間に出

願された特許・実案の内容を調査した。調査内容は、出

願年、共同出願者、要約及び主要ｸﾚｰﾑの把握である。

調査よると、特許出願数に関して ｸﾞﾙｰﾌﾟに別れる。

多くの特許出願をしている上位 社とそれ以外である。

（ ）特許出願数の推移

川口の特許出願鋳造企業の出願の推移を、すべての特

許出願企業を合計した 件の特許出願状況の推移を図

に示した。川口鋳物企業の特許出願推移は ～

年の間に多い。それ以降は減少傾向にある。

（ ）廃業した鋳造企業の特許出願状況

川口鋳物工業協同組合に登録企業数推移で、 年は

社で 年までに廃業・転業の企業は 社である。

                                                      
11経産省 ﾃﾞｰﾀ出力

12 もう1社、全国規模で業務主体は東京であるので除いた。 

この 社の特許出願状況を調査した。 社すべて特

許出願をしている企業はなかった。

考えられることは、特許出願できる技術がなかった。

それゆえに廃業・転業せざるを得なかったのでないか。

他企業、大学・公的研究機関との共同出願

新規技術の創出には、他企業、大学・公的研究機関と

の共同研究は欠かせない。技術開発に挑戦しているかは、

特許共同出願状況から分かる。特許出願企業 社中で大

学や他の企業との共同出願を行った企業は 社あり、出

願企業の ％を占める。特に時間がかかる新規技術の

創出技術は、大学・公的研究機関との連携が必要である

からだろう。

（ ‐ ）共同出願数の推移

共同出願数の推移を図 に示す。 年から

年に至るまで、凹凸はあるがほぼ一定に共同出願を行っ

ている。しかし、 年からは減少傾向にある。

図‐ ：川口鋳造企業特許分析、共願特許出願推移

（ ‐ ）共同出願人の地域性

図‐11に共同出願人の地域を示す。多いのは東京、大

阪の都会と近隣の埼玉や神奈川であった。

図‐ ：共同出願人の地域

（ ‐3）共同出願地域の出願数の推移

図‐ は共同出願地域の出願数の推移である。

年まで、件数は異なるものの関東圏と関西以西圏の両方

と共同出願をしていた。しかし、 年以降は関西以西

圏との共同出願はなくなり、関東圏のみとなった。

（ ）単独出願のみの企業の出願数の推移

共同出願がなく単独出願のみの企業 社の出願推移

を図 に示す。 ～ 年に活発に出願されている。

それ以降、出願数は減少した。しかし、少ないながら現

在まで出願続いている。
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図‐ ：単独出願のみの企業の出願推移

（ ）共同出願特許と単独出願のみの企業の特許との技術

分類の比較

鋳造技術には鋳造基礎技術とはして、鋳型・製造技術・

模型・鋳型材料・応用技術の つがある。出願特許は鋳

造単独の特許より鋳造を使った製品・装置の応用技術

が多い。そこで、応用技術中から製品製造方法を選択し、

鋳型・製造技術・模型・鋳型材料・製造方法・製品製造

方法の 項目を図‐ のﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄに示す。

特徴的なのは、製品製造方法があるのは共同出願のみ

である。一方、鋳造基本の鋳型・鋳物の製造技術・模型

は単独出願のみであった。材料に関しては両者ともに出

願している。共同出願は製品重視で単独出願は鋳物の基

礎技術も出願していることである。

 
図‐ ： つの技術項目に分類したﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ

日本鋳造協会へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

人材育成、技術者教育についてﾊ鋳造技術者への教育と

                                                      
13 応用技術は、製品改良と製品製造方法の2つである。 

して、 年より鋳造ｶﾚｯｼﾞが開講した。日本もﾄﾞｲﾂの

ようなﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑのようなｼｽﾃﾑを構築しようとしている。

日本の鋳造技術について、自動車部品は耐久性に優れ､

高精度を要求している。自動車関連の鋳造部品精度は

や になっている。

ﾌﾟﾘﾝﾀｰについては、製造装置が高価であることと、

生産性が極めて低い。現在の鋳造技術は ﾌﾟﾘﾝﾀｰに優っ

ている。 ﾌﾟﾘﾝﾀｰは鋳型製造に用いるのが望ましい。

【結論】

現在の川口鋳造業の状態は、駅近傍の既成地やその隣

接地の工場数が激減しそれにつれて生産量も減少した。

だが、生産額などは 年以降、額現在に至るまでは安

定的に推移している。

特許出願数は、全体も共同出願も 年以降減少傾向

にある。その中で単独出願を行う中小鋳造ﾒｰｶｰの出願減

少は著しい。共同出願は全国的な共同出願者から東京近

郊の共同出願者に偏ってきている。

共同出願の技術的特徴は、製品の改良に関するものが

多く、他材料に関するものが出願されている。単独出願

のみ企業の出願される技術特徴は、鋳物の基礎技術であ

る鋳型・製造技術・模型・鋳型材料に関するものが出願

されている。

鋳造技術と ﾌﾟﾘﾝﾀｰの比較においては、精度やｺｽﾄ､

生産性から鋳造技術が優位である。

【考察・今後の展開】

今後、川口の鋳造業は大都市東京の近傍を生かした、『都

市需要対応型』に転換すべきある。既に東京圏の製造業

は大量生産の工場型ではなく、研究開発型になっている。

そのような環境下で従来の組立用の部品を供給する下請

け型でなく、試作品の供給や、共同して新規技術開発や

新製品開発に対応していく。そして特許出願をして、技

術的権利を確保する必要がある。

成長・存続にはｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝによる新規技術と、それを生

み出す人材が必要である。そのために、近接している同

業技術者との、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとそれ等から生まれるｺﾐｭﾃｨが

重要である。さらに将来のﾈﾀを大学や研究機関と共同研

究を行うことが重要である。

【引用・参考文献】

 川口鋳物工業協同組合発行の「川口鋳物ﾆｭｰｽ」
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大衆消費社会消滅後の地域企業活性化の提言

森岡孝文（中部大学）

： 地域企業 大衆消費社会の消滅 地域情報プラットフォーム

【はじめに】

世紀以降の水力や蒸気機関により工場の機械化が成

立した第一次産業革命（蒸気機関による工業化）、 世紀

初頭の分業に基づく電力を用いた大量生産体制が確立によ

る第二次産業革命（電力による大量生産）、 年代初期

からの電子工学や情報技術を用いたことで一層のオートメ

ーションが進展した第三次産業革命（情報通信技術革命）、

更に現代は、情報通信技術の著しい発展による 及びビ

ッグデータの活用、 の活用による第四次産業革命の時代

であるといわれている。産業構造変化の影響を受け生産者

側の生産体制、販売体制は大きな変化を遂げている。また、

画一的な製品を大量生産し、大量消費が求められた時代か

らますます個々人の消費が重視される時代になっている。

本稿では このように大きく産業構造が変わっている時代

の中にあり、ヒト・モノ・カネ・情報という経営資源が乏

しい中小企業から構成される伝統産業を含めた地域企業の

復活の可能性と活性化の検討をする。

【研究内容】

本稿においては、地域産業を単独の市町村および同一県

内にあり複数の隣接する市町村にまたがった領域で特定

の製品を生産するための企業および企業集積と定義する。

具体的には、伝統企業、地場産業、産地と呼ばれる地域

企業群も地域産業とみなす。産地以外の産業集積である

複合的産業集積、大企業のアセンブラーとサプライヤー

システムから形成される企業城下町のような産業集積は、

本研究の対象には含まないこととする。

文献研究として、寺西重郎（ ）、（ ）をとりあ

げる。寺西（ ）は、日本経済システムの誕生の分析

を宗教－土地制度－生産者の変遷の観点から詳細に分析

し、寺西 は、更にその分析を発展させたうえで戦

後の大衆消費社会がどのように成立したかを分析した。

寺西の二冊の著書は、日本人の宗教倫理と経済行動を説

明する上で重要な仮説を提示している。日本の地域産業

の創生、復活についての多くのインプリケーションを提

供する非常に有益な著書である。

イギリスについては 世紀から 世紀の 世紀につ

いてのキリスト教における宗教改革の影響を、日本につ

いては平安末期から鎌倉期にかけての天台本覚思想およ

び鎌倉新仏教について詳しく考察している。イギリスに

ついては、他者を排除する経験的功利主義の影響とカル

ヴィニズムの予定説の影響により身近な他者に距離を置

いた個人の独立を重視する個人主義が確立したとしてい

る。一方、日本においては、仏教における易行化に注目

する。「易行とは、比較的容易な宗教実践で悟りに達し、

救済を受けることができるという考え」であり、対語は

「難行」である。易行が仏教における悟りを開くための

「難行」を伴う世俗外修行から大衆を日常的・世俗的な

職業の実践へと向かわせ、職業・芸術活動への宗教的な

修行の意味をもたらしたとしている。そしてこの評価者

は身近な人々であり、身近な人々に評価されるための個

人主義、自己達成感が世俗内宗教的求道主義の実践の中

から生み出されたとしている。「世俗内経済活動の正統化

と他者に距離を置く個人主義・供給主導型経済」を特徴

とするのがイギリス型経済システムであり、身近な人々

に評価されるための生産を目指す「求道主義と他者を意

識した個人主義・需要主導型経済」が日本経済システム

の特徴であるとしている。日本におけるこの経済システ

ムは、中世後期の南北朝期から室町期の京都を中心とす

る首都圏市場圏と地域間の流通が交通網を完成させたこ

とによって成立したとしている。

寺西（ ）では、宗教が果たした役割の考察を前提

にして第二次大戦後に出現した大衆消費社会を以下のよ

うに分析する。南北朝以降に成立したわが国の「需要主

導型消費経済システム」は、明治維新と第二次世界大戦

の敗戦という二つの大きな変化に直面したと考える。

明治維新では、明治政府主導のもと富国強兵をめざし

近代産業化がすすめられたが、実は、在来の産業の経済

システムは、独立小経営者が主体であり、問屋制家内工

業の発展段階であった。問屋が生産者と消費者を結びつ

ける仲介的な重要な役割を果たし、生産サイドにおける

効率的生産形態の取り組みを特徴とするものであったと

指摘している。そしてこの特徴が地域の産業集積の個性

を発揮させ、消費サイドのニーズに対応することができ

る多品種少量生産の対応を可能にしたのである。海上交

通網の整備に裏付けられた問屋の機能の整備と消費サ
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イドの意向を反映する多品種少量生産体制の確立は、

江戸時代に成立したものであり、明治時代も継続してこ

の体制が連続していたということになる。

第二次世界大戦の敗戦後の大衆消費社会の出現につい

て、官民一体となったアメリカ化の選択は、他者を意識

した「需要主導型消費経済システム」が変化したもので

はなく、「さしあたっての限定的合理性」によるものであ

るとしている。さしあたってのアメリカ化の選択の下で

家電に代表される「耐久消費材」の爆発的消費が発生し

た。そのため、劇的にシェアを下げた多くの在来産業が

消滅する現象をもたらした。この現象は、消費需要が大

量生産による消費需要へと向かった変化であるとされる。

大衆消費社会は、政府と民間が一体となり、政府の産業

規制の下に、特殊権益によって生み出されたとされる。

ブルーカラーのホワイトカラー化が進展し、所得格差が

縮まり所得配分の平等化が出現した。しかし、 年代

以降は、低成長になり規制緩和により特殊権益が消滅す

るとともに所得格差が拡大し、所得不平等が進展し、戦

後、官民一体で創り出された大衆消費社会は溶解したと

指摘している。

年以降、さしあたってのアメリカ化の生活様式の

導入という限定的合理性を放棄せざるを得なくなった大

衆は、そのよりどころを終戦前の「需要主導型消費経済

システム」へ回帰したとみなしている。そこでは、生産

者と消費者の情報を繋ぐ問屋が減少し、消費者が生産者

に直接ニーズを伝える動向が示されている。また、大量

生産―大量消費型の産業ではなく、多品種少量生産の回

帰志向が記述されている。具体的には、柳宗悦によって

展開された民芸品の価値の再評価を記述している。

事例研究として、京都の唯一の和傘製造業販売業者で

ある 株 日吉屋、大垣市の桝製造企業、新潟県加茂市の

桐ダンス製造業、岐阜県関市の刃物製造の産地の 事例

を取り上げる。各事例の企業活動、その問題点を明らか

にする。

森岡（ ）では、京都で現存する唯一の和傘製造販

売業者である「日吉屋」を事例として考察した。和傘の

需要が限られた用途であり、洋傘に完全にその需要を代

替されてしまったといってよい状況である。

日吉屋は、既存製品の和傘を製造する一方で、既存の

技術蓄積を活用し、現在では照明器具の分野に製品分野

を広げている。また、海外にもジャパンブランドとして

欧州へ販路を拡大する戦略を展開している。欧州向けの

製品については、現地のデザイナーやバイヤーを直接日

本に呼んで、欧州の消費者のニーズが反映される新製品

を製造業者と連携することにより、開発している。和傘

の原料である和紙と竹以外の金属性の骨組みを強調する

新しい照明器具を開発し、好評を博している。同社は、

欧州での販路拡大の成果を他の伝統産業にも広める活動

を行うと共に、その活動を実施する子会社を設立した。

年には、東京、大阪で伝統産業向けの海外展開のた

めの講習会を開催するに至っている。

特殊な地域産業の取り組み事例として大垣市の「桝」

製造業者の事例を検討する。「桝」自体の歴史は古く、秤

（はかり）としての機能をそなえた計量器として製造販

売されてきた。江戸時代までは生産物としての米を計量

する道具であり、太閤検地で使用された京枡は特に有名

である。幕藩体制では、米の生産高が経済の指標であっ

たため、幕府自体が桝を定め、不正を厳しく取り締まっ

ていた。単位が変わり、計量器としての機能は低下した

ものの日本酒の計量では現在も一合、一升という単位は

使われている。大垣市の桝の生産高は、全国生産量のシ

ェアの ％を占めており、年間 万個の桝が 社の製

造業者によって製造されている。現在では、日本酒の計

量器としてだけではなく、四方桝だけではなく、五角形

の合格桝、八角桝、木の素材を活かしたワインクーラー、

一輪挿し、コースター、ランプ照明器具など蓄積技術を

活かし多様な製品が造られ販売されている。また、和食

が世界遺産に登録されたことにより世界的な和食ブーム

の中、日本酒が見直され日本酒の器としての桝も今後、

新たな市場を開拓することが見込まれている。

森岡（ ）では、地域産業でありかつ伝統産業の新

潟県加茂市の桐ダンスの産地の形成、衰退、再生を分析

した。加茂地域における桐箪笥製造小史において、戦後

の動きとして、平成十六年（ ）では、新潟日報で需

要が激減し、苦戦していることが報道されている。その

主な原因としては婚礼のニーズが変わったこと、また関

西などで問屋の倒産があいつぎ販売ルートの再編が重要

な課題になっていることと、桐の特質を活かした家屋の

床材や小物作りにシフトするメーカーも増えていると記

載されている。この記事では、産地が消費者のニーズに

対応せずに、苦戦を強いられていると記載されている。

戦後 アメリカ型の生活様式の導入が進み、洋服を主に着

用するようになった消費者側の生活様式の変化、且つ団

地等の建設による住宅建築の間取りの空間の変化によっ

て大きく需要が落ち込んだことが原因である。しかし、

製造業者の側としての材料である桐の特質を活かした新
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イドの意向を反映する多品種少量生産体制の確立は、

江戸時代に成立したものであり、明治時代も継続してこ

の体制が連続していたということになる。

第二次世界大戦の敗戦後の大衆消費社会の出現につい

て、官民一体となったアメリカ化の選択は、他者を意識

した「需要主導型消費経済システム」が変化したもので

はなく、「さしあたっての限定的合理性」によるものであ

るとしている。さしあたってのアメリカ化の選択の下で

家電に代表される「耐久消費材」の爆発的消費が発生し

た。そのため、劇的にシェアを下げた多くの在来産業が

消滅する現象をもたらした。この現象は、消費需要が大

量生産による消費需要へと向かった変化であるとされる。

大衆消費社会は、政府と民間が一体となり、政府の産業

規制の下に、特殊権益によって生み出されたとされる。

ブルーカラーのホワイトカラー化が進展し、所得格差が

縮まり所得配分の平等化が出現した。しかし、 年代

以降は、低成長になり規制緩和により特殊権益が消滅す

るとともに所得格差が拡大し、所得不平等が進展し、戦

後、官民一体で創り出された大衆消費社会は溶解したと

指摘している。

年以降、さしあたってのアメリカ化の生活様式の

導入という限定的合理性を放棄せざるを得なくなった大

衆は、そのよりどころを終戦前の「需要主導型消費経済

システム」へ回帰したとみなしている。そこでは、生産

者と消費者の情報を繋ぐ問屋が減少し、消費者が生産者

に直接ニーズを伝える動向が示されている。また、大量

生産―大量消費型の産業ではなく、多品種少量生産の回

帰志向が記述されている。具体的には、柳宗悦によって
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にする。

森岡（ ）では、京都で現存する唯一の和傘製造販

売業者である「日吉屋」を事例として考察した。和傘の

需要が限られた用途であり、洋傘に完全にその需要を代

替されてしまったといってよい状況である。

日吉屋は、既存製品の和傘を製造する一方で、既存の

技術蓄積を活用し、現在では照明器具の分野に製品分野

を広げている。また、海外にもジャパンブランドとして

欧州へ販路を拡大する戦略を展開している。欧州向けの

製品については、現地のデザイナーやバイヤーを直接日

本に呼んで、欧州の消費者のニーズが反映される新製品

を製造業者と連携することにより、開発している。和傘

の原料である和紙と竹以外の金属性の骨組みを強調する

新しい照明器具を開発し、好評を博している。同社は、

欧州での販路拡大の成果を他の伝統産業にも広める活動

を行うと共に、その活動を実施する子会社を設立した。

年には、東京、大阪で伝統産業向けの海外展開のた

めの講習会を開催するに至っている。

特殊な地域産業の取り組み事例として大垣市の「桝」

製造業者の事例を検討する。「桝」自体の歴史は古く、秤

（はかり）としての機能をそなえた計量器として製造販

売されてきた。江戸時代までは生産物としての米を計量

する道具であり、太閤検地で使用された京枡は特に有名

である。幕藩体制では、米の生産高が経済の指標であっ

たため、幕府自体が桝を定め、不正を厳しく取り締まっ

ていた。単位が変わり、計量器としての機能は低下した

ものの日本酒の計量では現在も一合、一升という単位は

使われている。大垣市の桝の生産高は、全国生産量のシ

ェアの ％を占めており、年間 万個の桝が 社の製

造業者によって製造されている。現在では、日本酒の計

量器としてだけではなく、四方桝だけではなく、五角形

の合格桝、八角桝、木の素材を活かしたワインクーラー、

一輪挿し、コースター、ランプ照明器具など蓄積技術を

活かし多様な製品が造られ販売されている。また、和食

が世界遺産に登録されたことにより世界的な和食ブーム

の中、日本酒が見直され日本酒の器としての桝も今後、

新たな市場を開拓することが見込まれている。

森岡（ ）では、地域産業でありかつ伝統産業の新

潟県加茂市の桐ダンスの産地の形成、衰退、再生を分析

した。加茂地域における桐箪笥製造小史において、戦後

の動きとして、平成十六年（ ）では、新潟日報で需

要が激減し、苦戦していることが報道されている。その

主な原因としては婚礼のニーズが変わったこと、また関

西などで問屋の倒産があいつぎ販売ルートの再編が重要

な課題になっていることと、桐の特質を活かした家屋の

床材や小物作りにシフトするメーカーも増えていると記

載されている。この記事では、産地が消費者のニーズに

対応せずに、苦戦を強いられていると記載されている。

戦後 アメリカ型の生活様式の導入が進み、洋服を主に着

用するようになった消費者側の生活様式の変化、且つ団

地等の建設による住宅建築の間取りの空間の変化によっ

て大きく需要が落ち込んだことが原因である。しかし、

製造業者の側としての材料である桐の特質を活かした新

たな製品開発の動向の動きも記載されている。また、最

も重要な課題としての問屋の倒産による販売ルートの再

編が指摘されているが、消費者のニーズを製造業者側に

もたらしていた問屋の倒産は、情報の流れを完全に分断

したといえる。寺西（ ）が指摘しているようにわが

国の製造業者は 利用者である最終消費者のニーズを反

映する製品を造ることを目指しており、情報の遮断は致

命的な痛手であった。森岡（ ）では、伝統産業のビ

ジネスの方法を守る企業（伝統産業墨守型企業）と伝統

産業のやり方にあまり拘束されない企業（伝統産業革新

型企業）の二社を事例として取り上げている。伝統産業

墨守型企業の方は、問屋がないため自社販売ルートがな

く現地本社にモデルとなる製品を展示しており、消費地

で年数回展示会を個別に開催する方法をとっている。ま

た、伝統的な高価な桐箪笥以外にも若手のデザイナーと

組み、新しい製品開発を行い、製造販売をてがけている。

伝統産業革新型企業は、本社屋に消費者がくつろぐこと

ができる場（カフェ等）を提供したり、都心に自社独自

の店舗を出店するなどして消費者の情報を直接得る活動

を実施している。このように伝統産業革新型企業は勿論

のこと伝統産業墨守型企業においても 伝統工芸品であ

る高額の桐箪笥の他に消費者のニーズを反映した製品が

製造されていて、既存製品の小型化や若いデザイナーと

のコラボレーションによって現在にマッチした製品が製

造されている。

森岡（ ）は、刃物産地の関市の産地の形成、衰退、

再生を分析している。森岡（ ）によると、関市の刃

物産業発展の要因分析で３つの発展要因をあげている。

第一の発展要因は、豊臣秀吉の「刀狩り令」や江戸時代

中期以降の景気の低迷期、明治政府の「廃刀令」による

刀剣の需要が激減した時期には、刀匠が刀剣製造から打

刃物製造へと業種変換する例が多くみられたことである。

第二の発展要因は、関では、刀剣という用途の限られて

いる製品と多種多様な用途を持つ打刃物の二つの製品群

が並存していたことにより長い歴史を通じて市場の需要

に対応してきたことである。その結果、刀剣製造の伝統

と技術は、少数の刀匠と刀剣作成にかかわる職人によっ

てその伝統と技術が守られてきた。第三の発展要因は、

昭和初期にはすでに成立していた生産面における柔軟な

製造体制の成立と 生産と販売体制の確立がある。柔軟な

製造体制は、製造業者と製造業者からの外部委託加工を

依頼された分業工程を担う地場の小規模な家内手工業者

から成り立つ。製造業者に納品された製品は、産地集荷

問屋に納められ、都市の卸業者や商社を通じて販売され

た。都市の卸売業者、商社は小売り業者からの消費者の

ニーズを産地集荷問屋、製造業者へと当然伝えていたと

思われる。

現在も刃物製造業者は、自社工場ですべて一貫生産し

ているのではなく、各生産工程を担うプレス業、熱処理

業、研削業、研磨業、仕組業、羽布業、刃付業、メッキ

業、溶接業の小規模工程加工業者に外注している。特に、

研磨、刃付け、仕組み等の事業所業者が多く、従業者３

人以下の家内的な事業所が多い。外注後は、再度、製造

業者に製品が納入される。販売は、産地卸業者あるいは

製造業者から都市の卸売業者を通じた販売、あるいは製

造業者直売がある。しかし、刃物製造業者の中には自社

工場での一貫生産を行っている大手企業も存在している。

また、分業を担ってきた小規模加工業者には製造業者の

専属と非専属の小規模加工業者が存在している。このよ

うな体制自体が需要の調整を果たしてきたという記述が

なされてきたが、このことは需要が落ち込んだ際には、

非専属の加工業への発注を減らし、次に専属加工業への

発注を減らすという製造業者の行動をもたらす構造を確

立したことに他ならない。関市の刃物産地においても産

地集荷問屋、あるいは都市の卸業者の廃業により情報が

遮断される状況がみられる。大手企業は、消費需要が見

込まれる都市近郊に自社拠点を移転する、あるいは販売

拠点を展開するなどして問屋の機能を自社内に代替する

活動を展開している。産地内の個別企業では、既存の売

れ筋製品のみならず新素材を使った包丁の販売、医療用

刃物新製品を開発するなどの製品開発が積極的に実施さ

れている。

【分析結果】 
事例をアンゾフの製品－市場戦略マトリックスで分

析した。京都の「日吉屋」では、「市場開拓戦略」、「製品

開発戦略」、大垣市の桝製造企業と新潟県加茂市の桐箪笥

の地域企業においては、「市場浸透戦略」、「市場開拓戦略」

が実施されている。刃物産地の関市では「市場浸透戦略」、

「市場開拓戦略」「製品開発戦略」が実施されている。

地域企業では、以上のように「市場浸透戦略」、「市場

開拓戦略」、「製品開発戦略」が単独、同時に実行されて

きた。しかしその製品を消費者に伝える仲介者不在の状

況が長く続いてきたことも事実である。つまり、生産者

と消費者の情報をつなぐ問屋の消滅で情報の流れが途絶

えていた状況が長く続いてきたことも地域企業の衰退を
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まねいてきた大きな原因のひとつである。

【考察】

本稿では、大衆消費社会が消滅し、第四次産業革命のも

と地域企業活性化のための つの提言を行う。

１．情報仲介としての卸機能の復活

生産者と消費者を仲介し、消費者のニーズを生産者に

伝える機能が低下した。現在、消費者の多くはどこに優

れた地域産業があり、どの企業がどのような製品を製造

し、販売しているかの情報を知っているとは言い難いと

思われる。それは、通信情報技術の進展は著しいが、イ

ンターネットによって提供される情報量は、おびただし

い規模の情報量となっているためである。また、個別企

業が各社それぞれにウエブサイトに会社の情報をあげて

いるためである。特定に地域を限定して情報を集約し、

地域情報プラットフォームを構築する必要がある。

２．手仕事の製品の価値の見直しと情報発信活動

消費者の高品質志向の高まりを受け、「民芸品」に代表

される手仕事の多品種少量生産の製品の価値を再評価す

る機会を組み込んだ情報発信システムを構築する必要が

ある。民芸品だけなく、民芸品に代表されるような伝統

的な製品に他の機能や新しいデザインを組み合わせた新

製品開発も重要である。高額な美術品の製造ではなく、

既存の製品と新しいイノベーションを組み合わせた製品

開発の重要性と価格帯についても消費者がその製品価値

を十分に理解し、納得性のある価格設定をするべきであ

る。

３．文化、伝統、地域産業の有機的連携による物語性の

プログラム創出

地域企業の復活のためには、地域にある資源を有機的

に結び付けて、消費者が興味を持つことができる物語を

創出することが重要である。ある製品が地域のどのよう

な文化、伝統に根ざし、どのような歴史的背景で製造さ

れてきたか、工業だけではなく農業や林業等とどのよう

な関連性を持っているのかを説明するプログラムの創出

が必要である。

今後の課題は、地域情報システムのコンテンツと地域

情報システムを中心としたエコ・システムの具体的な構

築方法・内容の検討が残されている。
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思われる。それは、通信情報技術の進展は著しいが、イ

ンターネットによって提供される情報量は、おびただし

い規模の情報量となっているためである。また、個別企

業が各社それぞれにウエブサイトに会社の情報をあげて

いるためである。特定に地域を限定して情報を集約し、

地域情報プラットフォームを構築する必要がある。

２．手仕事の製品の価値の見直しと情報発信活動

消費者の高品質志向の高まりを受け、「民芸品」に代表

される手仕事の多品種少量生産の製品の価値を再評価す

る機会を組み込んだ情報発信システムを構築する必要が

ある。民芸品だけなく、民芸品に代表されるような伝統

的な製品に他の機能や新しいデザインを組み合わせた新

製品開発も重要である。高額な美術品の製造ではなく、

既存の製品と新しいイノベーションを組み合わせた製品

開発の重要性と価格帯についても消費者がその製品価値

を十分に理解し、納得性のある価格設定をするべきであ

る。

３．文化、伝統、地域産業の有機的連携による物語性の

プログラム創出

地域企業の復活のためには、地域にある資源を有機的

に結び付けて、消費者が興味を持つことができる物語を

創出することが重要である。ある製品が地域のどのよう

な文化、伝統に根ざし、どのような歴史的背景で製造さ

れてきたか、工業だけではなく農業や林業等とどのよう

な関連性を持っているのかを説明するプログラムの創出

が必要である。

今後の課題は、地域情報システムのコンテンツと地域

情報システムを中心としたエコ・システムの具体的な構

築方法・内容の検討が残されている。
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社会教育プラットフォームを創出する協働事業「えこりん村学校」の事例より

太田稔（小樽商科大学大学院 商学研究科 博士後期課程）

： ソーシャル・ビジネス、協働型社会教育、環境 、

【問題・目的・背景】 
びっくりドンキーを経営する株式会社アレフ（以下アレ

フ）は、「世界で最高のイングリッシュガーデンを目指す」

とした先代社長である庄司昭夫氏の思いにより 年に

「えこりん村」を開園した。札幌市と新千歳空港の双方か

ら 〜 分程度にある北海道恵庭市に位置し、高速道路

「恵庭インター」からも 分という好立地にある。恵庭市

はガーデニングの街として有名であり個人で育成している

ガーデンを開放し、個人宅にバスツアーが来場するほどに
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ンキーの試験場・実験場としての役割や農業生産法人を持
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先駆的な環境活動に取り組んでいる。その中でも、アレフ

の活動を表現し未来の子どもたちの育成に取り組む社会教

育活動「えこりん村の子どもたち」を展開するなど多様な

事業体となっている。

アレフと協働する 法人共育フォーラム（以下共育フ

ォーラム）との関係は、 年夏に現えこりん村村長の庄

司開作氏（株式会社アレフ常務取締役・えこりん村株式会

社代表取締役）との出会いがきっかけとなった。アレフと

しては、「えこりん村の子どもたち」という社会教育事業を

続けて来た経験はあるものの、参加者の増加や教育プログ

ラムの教材化、運営スタッフの負担増、次なるステージへ

のステップアップなどの課題が社内で取り上げられていた。

年度に 周年を迎える「えこりん村の子どもたち」

を景気に、ステップアップした「えこりん村学校」として
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を模索することとなった。当時のアレフの課題は、①社会
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ジェクトに取り組む協働のプラットフォーム創出とソーシ

ャル・ビジネスの促進を目的に 年に任意団体として設
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業であり「協働型社会教育」として民間の社会教育事業と
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運営スタイルを持った学校以外の教育の場」を協働型社会

教育と定義し、教育プログラム開発から運営に至るまでア

レフと共育フォーラムスタッフが主体的に関わることに特

徴がある。協働型社会教育という活動を通して、社会的課

題の解決と事業化を目指すソーシャル・ビジネスの事例で

ある「えこりん村学校」をどのように継続させて来たか紐

解くことで連携や協働の促進プロセスを明らかにしたい。

【既存研究について】

地域コミュニティの機能が弱まり、自然とのふれあいが

不足し、異年齢の友達との交流が減少しているという社会

的課題が表面化する中で、食を提供する企業として何がで

きるのかという問いかけから生まれたのが「えこりん村学

校」の前身である「えこりん村の子どもたち」である。ソ

ーシャル・ビジネスとは、社会教育や福祉をはじめ、貧困

問題や障害者支援、環境保全活動や生涯教育、子育て支援

や地域活性化など多様な社会的課題を示す言葉である。活

動分野や活動内容によって意味合いが異なることがあるが、

それは社会的課題が分野をまたぎ関わり方も多様であるこ

とが要因となっている。ソーシャルビジネスの研究のため

に経済産業省に発足した「ソーシャルビジネス研究会では、

「ソーシャルビジネス研究会報告書（ ）」の中で、「ソ

ーシャルビジネスは、社会的課題を解決するために、ビジ

ネスの手法を用いて取り組むものであり、そのためには新

しいビジネス手法を考案し、適用していくことが必要であ

る」と定義している。また、①社会性、②事業生、③革新

性の３つの要件を満たすものをソーシャル・ビジネスと定

義している。ソーシャル・ビジネスの一つの形態である
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法人は、法人設立に関して ある活動分野の中から、活動

に該当する数分野を選んで登記する。内閣府（ ）によ

ると、複数分野別の統計では『「保健、医療又は福祉の増

進を図る活動」 、「まちづくりの推進を図る活動」

、「子どもの健全育成を図る活動」 の順と

なっている。』となっており、それらについで『「社会教

育の推進を図る活動」（ ）』の順番となっている。図１

図１ 複数選択の活動分野

主となる活動を一つにしぼり順位づけすると、「保健、医

療又は福祉の増進を図る活動」 、「子どもの健全育

成を図る活動」（ ）、「学術、文化、芸術又はスポーツ

の振興を図る活動」（ ）、「まちづくりの推進を図る活

動」（ ）、「社会教育の推進を図る活動」（ ％）となり

社会教育単体での活動事例は非常に少なくなる。図２

図２ 一つを選択した場合の活動分野

伊藤・沼田（2015）が「今後、ソーシャルビジネスがさ

らに拡大するためには ソーシャルビジネス事業者と企業

の連携・協働の促進が重要となる」と示しているが、その

道筋はどのようなものか社会教育分野の事例は少ない。

どのようなプロセスを経て「えこりん村学校」が立ち上が

りアレフと共育フォーラムが連携から協働運営にいたった

のかを年代を追って分析する。

【研究方法・研究内容】

「未来の子どもたちの育成」という目的は 2006 年度の

「えこりん村の子どもたち」開校以来変わっていない。こ

れまで積み上げられた体験プログラムの多様性と運営形態

の遷移から活動をふりかえりたい。

えこりん村学校は前述の通り、2007年度から2015年度

までアレフ独自での運営を 9 年間、2016 年度からアレフ

と共育フォーラムの協働運営という形になり現在にいたる。

その間、2013年度から2014年度に林野庁山村交付金事業

の受託団体として「恵庭子どもの森を育てる会」を組織し

森林環境プログラムの開発と協働運営のノウハウを構築し

た。それまでの協働の歩みは、「単独運営期」、「協働模索期」、

「協働運営期」の 3つの年代に分別し、図３のように整理

した。

図３ アレフと共育フォーラムの協働の歩み 

 
〔単独運営期〕（えこりん村の子どもたち）

アレフの担当社員が教材開発から運営までを担い、各部

署よりスタッフが集まり当日の運営と子どもたちの対応を

していた。教育プログラムについては、えこりん村内にい

る農業指導や畜産の専門家、動植物の専門家、ガーデン担

当者、生物多様性担当者、羊毛クラフト担当者など各部署

の専門家と調整することが容易であるためプログラムは充

実していた。また登録数も村民100人を目指して広報をお

こない運営スタッフ数もそれに対応するだけの人数となっ

ていた。四季を身体いっぱいに感じるように考えられた 1
年間の体験プログラムを基本として、春・夏・秋・冬に分

かれ季節を意識できる構成となっている。えこりん村内「み

どりの牧場」では、家畜飼育体験や羊の出産などを通じて

命の尊さを学ぶことができた。また、体験プログラムは「び

っくりドンキー」を運営するハンバーグレストランチェー

ンらしく、開墾から収穫、販売まで「食」に関する一連の

つながりを意識している。図４ 
図４ えこりん村の子どもたち体験プログラム 

 
 
〔協働模索期〕（恵庭子どもの森を育てる会） 

複数選択の活動分野

１位　保険、医療又は福祉の増進を図る活動（ ）

２位　まちづくりの促進を図る活動（ ）

３位　子どもの健全育成を図る活動（ ）

４位　社会教育の促進を図る活動（ ）

５位　学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動（ ）

一つを選択した場合の活動分野

１位　保健、医療又は福祉の増進を図る活動（ ）

２位　子どもの健全育成を図る活動（ ）

３位　学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動（ ）

４位　まちづくりの推進を図る活動（ ）

５位　社会教育の推進を図る活動（ ％）

春

夏

秋

冬

畑の開墾、土おこし、種まき、田植え、植樹

生きもの調査、七夕飾り、森探検

秋の収穫、田んぼの稲刈り、アートクラフト、冬囲い

スノーツアー、雪遊び、かまくら作り
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キャンプ事業の運営ノウハウとボランティアマネジ

メントの実績から共育フォーラムとの夏休みファミリー

キャンプの企画・運営が始まる。同時に、株式会社アレフ、
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〔協働運営期〕（えこりん村学校）

協働模索期より、えこりん村学校の運営に向けて週に１

回程度の運営会議が続けられた。運営会議では、アレフの

企業としてのビジョンやミッションの確認をはじめ、これ

までの活動で大切にしていたことの把握、課題や目標など

を共有した。2 年間ほどの模索を経てアレフから共育フォ

ーラムへの運営協力が具体化することとなる。共育フォー

ラムスタッフが企画段階から関わり一緒に体験プログラム

の流れやマーケティグ戦略をつくりあげていった。年間プ

ログラムの内容決定や当日の教育プログラムの司会進行に

ついてもスタッフ相互の意見を汲み取りながらプログラム

デザインされることが多くなった。体験プログラムの設定

にあたっては、えこりん村の子どもたちの四季を意識した

1 年間のプログラムを一度バラバラにし、一つ一つの体験

プログラムを深掘りし専門化した。有休施設であった森林

資源の利活用と体験プログラムの開発により、「森コース」

として独立させることができると判断することとなった。

その結果、森コース、羊コース、野菜コース、米コースの

４つのコースに分化され参加する子どもたちも送り出す保

護者の方もコースが選択できるようになり利便性が上がっ

た（図５）。しかし一方で、えこりん村の子どもたち開催時

には、冬季間も開催されていたが、現状では4コースとも

に冬期間の開催は見合わせスポット開催のテストパターン

にとどまっている。 
図５ えこりん村学校体験プログラム 

 

  

【研究・調査･分析結果】

本研究より、アレフが単独運営していた「えこりん村の

子どもたち」から、協働という形態で運営する「えこりん

村学校」に移行することにより、 参加者数の安定化、

体験プログラムの多様化、 アレフスタッフと共育フォ

ーラムボランティアとの創発誘発などが見られた。

参加者数の安定化

えこりん村学校では各コース 名定員の専門化された

コースで運営されている。協働運営に移行したことでボ

ランティアスタッフなどが増加し運営に対する細かな面

までサポートできるようになった。また、大人のボランテ

ィアの他に、えこりん村学校に参加していた小学生が中

学校に進学しジュニアボランティアとなって活動に参画

してくれていることで当事者である子どもたちの意見も

汲み取れるようになった。細かな準備や事前の打ち合わ

せについても、 などを利用することにより詳細まで共

有することができるようになった。その結果、 コースで

合計 名の参加者に対応できるだけの運営体制を構築

し参加者数の安定化に結びついた。

体験プログラムの多様化

えこりん村の子どもたちでは、年間を通じた体験プロ

グラムを提供していたが、えこりん村学校では半期だけ

の運営にしぼり体験プログラムを深堀することになった。

共育フォーラムには、専門学校で環境教育を学んだスタ

ッフや環境科学を学び教材作成に秀でたスタッフ、川環

境教育のプロなど多様な人材を有し、活動に関する価値
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観の多様性がある。体験プログラム開発においては深堀

するとともに つのコースに新たな視点を取り入れて多

様化を目指している。

スタッフ間の創発誘発

企業と では組織文化も違い、超えなければならな

い壁と認識されている。この課題は「企業と との協

働に関する研究」に詳しいが、しかし、組織文化の違いが

新しい活動を誘発していることも間違いない。スタッフ

間の信頼関係が構築され組織を超えて対話が進む中で創

発が誘発されている可能性がある。このあたりは今後の

研究につなげていく予定である。協働型社会教育事業の

結果として、以下の 点が確認された。

①協働型社会教育事業運営に関するプロセスの構築

②協働型運営によるプログラム開発の可能性

③ 主体によるボランティア参画ノウハウ構築

【考察・今後の展開】

年度の「えこりん村学校」開会式から毎年恵庭市

教育員会教育長が祝辞をのべ、同教育委員の中では民間

社会教育会事業の一例となっている。えこりん村学校は、

札幌市近郊をはじめ、北広島市、恵庭市、千歳市、苫小牧

市、北海道内の遠方から年間 人以上が参加する体

験プログラムとなったが、今後以下の 点をどのように

乗り越えていくかが課題となっている。

①協働運営体制の構築

②新たなる体験プログラム開発

③社会的波及効果の評価

①協働運営体制の構築

えこりん村学校は、アレフ社員と共育フォーラムスタ

ッフによって運営されている。１年間の体験プログラム

を組み立てる企画会議からコース運営に関する事前会議、

事業終了後のリフレクションまでをコース運営スタッフ

全員で行っている。組織文化の違う企業と に所属す

るスタッフが一緒に運営することもあり共通言語を見つ

けるまでに苦労を要している。新規登録のボランティア

スタッフへのトレーニングやジュニアボランティアの育

成も急がれる課題となっている。共育フォーラムとして

は協働事業としての意識づけをボランティアスタッフ全

員で共有し、これまでもさらに良い形の協働運営体制を

構築する必要がある。

②新たなる体験プログラム開発

えこりん村学校が開校して 年が経過するが、土曜日

のスポットプログラム、日曜日の コースは即日定員を

満たすコースがあるほどに認知されてきた。しかし、平日

や長期休みなどの体験プログラムの開発には至っていな

い。平日コースは子育て世代への体験プログラムや、春休

み、夏休み、冬休みなどの長期休みや修学旅行などに対応

できる体験プログラムの開発は急務であるが、①協働運

営体制の構築と同時平行で進めていく必要がある。

③社会的波及効果の評価

えこりん村の子どもたちの時代から変わらないキーワ

ードは「学校ではできない本物の体験をする」であり、異

学年や他の地域の友だちとの交流、本物の命とのふれあ

いである。アレフ（ ）『会社案内 年度版』には

「企業は社会の中に存在し、社会の不足や不満、問題を解

決することをもって、その存在根拠とする」とある。これ

は、えこりん村学校という事業が社会性、事業性、革新性

というソーシャル・ビジネスの つの要素を含んでいる

ことを意味している。教育事業は長い年月をかけて成果

が見えるものでありすぐに評価することは難しい。しか

し、環境省 プログラムに選定された実績や今年度か

ら本格的にはじまったジュニアボランティアの活動、

のアレフと事業のかかわりについて「 質の高い教

育をみんなに（アレフ会社案内 年度版）」の事例と

して、えこりん村学校が登録されたことをきっかけに波

及効果の評価を進めたい。えこりん村学校は「企業と

の協働事業」であるが、今回のレポートはそれらについて

掘り下げることはできず、協働の結果から導き出される

創発誘発のプロセスについても同様の結果となった。今

後、それらの視点から研究を続けていきたい。

【謝辞】

本原稿の作成にあたり協力して頂いた、株式会社アレ
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地域活性事業に取り組む企業の態度変容 －印刷会社の取り組み年数別分析を事例として－ 

 藤井建人（公益社団法人日本印刷技術協会） 

 

Keyword： 地域活性化、長期持続性、企業経営、態度変容、ビジネスモデル 

 

【問題・目的・背景】 

 「まち・ひと・しごと創生基本方針2018（平成30年6

月15日閣議決定）」は、これからの地方創生に向けてUIJ

ターンによる若者の獲得と女性・高齢者の活用に加え、初

めて外国人材の活用に言及するなど、人口減少と採用難

の深刻化を背景に老若何女国籍を問わない人材総動員の

必要性を説いている。さらには地域中核企業の育成など

民間資本の活用についても具体的な政策を打ち出した。

しかし、その他大勢ともいうべき大多数の中小企業は地

域活性化にどのように関与すべきなのか、具体的な政策

や方向性、研究成果は見えてこない。 

企業は、地域活性化をどのように捉え、どのように取り

組めばよいのだろうか。長期持続的に地域活性化に取り

組む企業は、どのような変遷を経て現在に至るのだろう

か。その変容プロセスの解明は、成長性を喪失した地域と

の付き合い方に悩む中小企業にとって、地方創生に企業

の参画を促したい自治体・住民にとっての参考になる。 

 

【研究方法・研究内容】 

2017年7月に「印刷会社の地域活性／地方創生アンケ

ート」を実施、120社から調査票を回収した。うち、地域

活性事業に取り組む企業は 61.9％（72 社）。本研究は地

域活性化に取り組み始めた時期の不明確な 1 社を控除し

た印刷会社71社を対象に態度変容を分析する。したがっ

て本研究がいう企業とは主に印刷会社をいう。なお、印刷

業界は全国約 25000 の印刷事業所に典型的な中小企業を

多く含む業種である。本研究は地域活性化に取り組む企

業を経験年数別の 3 段階にグルーピング、各段階を比較

して態度変容を観察、長期に持続可能な地域活性事業の

あり方を探ろうと試みるものである。 

（1）[第1段階］ 取組み年数  1～6年  27社 

（2）［第2段階］ 取組み年数 7～15年  19社 

（3）［第3段階］ 取組み年数 16年以上 25社 

企業の地域活性事業に対する態度変容プロセスは下記

6設問から分析する。 

（1）地域活性事業の体制 

① 社内 

② 社外 

（2）地域活性事業における役割 

（3）地域活性事業による収入 

① 売上高 

② 収入源 

（4）地域活性事業のスタンス 

（5）地域活性事業の取り組み内容 

（6）地域活性事業に対する評価 

① メリット 

② 課題 

 

【研究・調査･分析結果】 

(1) 地域活性事業の体制  

① 社内 

企業における地域活性事業の取り組みは多くのケース

において「営業部・企画部」「プロジェクト」「経営者・役

員のみ」「制作・製造部」が関わることで始まっている。 

第 3 段階においては「制作・製造部」が顕著に減少、

「役員」が増加する。制作・製造部は次第に社内支援的な

位置づけに後退し、その取り組みは他部門や経営者など

地域との直接接点を持つ部門に集約・移管されて続けら

れる。 

② 社外 

初期段階の体制は「自社のみ」「異業種との連携」「経営

者団体の一活動として」「同業他社との連携」が多い。第

3 段階では「経営者団体の一活動として」が最多になり、

「自社のみ」「経営者個人として」「専門組織 （NPO,協議

会,社団法人,DMO等）に参画」の順に変わる。当初の異業
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役員（社長含む）

役員（社長含まない）

制作・製造部

営業部・企画部

プロジェクト

（％）

地域活性事業の体制（社内）

第1段階

第2段階

第3段階

263



種・同業との連携は約半数が解消に向かう一方、専門組織

や産学官連携などより目的の明確化した体制への参画が

進む。当初、自社のみで始めた取り組みは、存続するケー

ス、何らかの連携に移行するケース、経営者個人の活動に

縮小するケースに分かれていく。経営者個人としての取

り組み、所属経営者団体における取り組みは年数の長さ

に比例して増え、企業としての取り組みは時間の経過と

ともに経営者個人の地域への積極的な関与を増やす方向

に働くことがわかる。 

 

（2）地域活性化における役割 

「印刷物・メディア制作」は最多ながら半数弱にとどま

り、半数以上は自社の印刷受注にとらわれることなく地

域活性事業に取り組んでいる。取り組む段階にしたがっ

て「プランナー」「コーディネーター」がやや減少、「プロ

デューサー」「印刷物・メディア制作」がやや増える。地

域活性事業に取り組む際の役割は、自社の得意とする部

分的な範囲に始まり、時間の経過とともに全体的・統括的

な範囲に拡大する可能性を指摘できる。 

 

 

 

（3）地域活性事業による収入 

① 売上高 

売上高に占める地域活事業の割合は、取り組み年数に

比例して増える。ただし、ここに地域活性事業から生まれ

る派生的・副次的な売上高は含まれないため、地域活性化

への関与が企業の売上高をどのように変化させるかは推

測できない。派生的・副次的な売上高とは、地域活性事業

による直接受注ではないが、地域活性事業に取り組まな

ければ構築され得なかった新しいつながりによる受注、

取り組むことで広がった新しい事業領域から生まれた売

上高をいう。 

② 収入源 

 地域活性事業の主たる収入源は、第1段階において「自

己資金（持ち出し）」「制作費」「販売費」「広告費」から構

成される。第3段階では「広告費」「自己資金」「制作費」

「企画費」となる。広告費と企画費が増加する一方、販売

費は減少する。当初は自社製品の販売に取り組み、やがて

地域情報メディアを開発して広告費を獲得、あるいは観

光・商店街活性などまちづくりに関わるようになって企

画費を獲得するような成長シナリオが考えられる。ノウ

ハウの蓄積とともに事業領域が拡大する結果であろう。 
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第1段階

（％）

売上高に占める地域活性事業の割合
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（％）

地域活性事業の体制（社外）
第1段階
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自己資金 （持ち出し）

寄付金
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補助金・交付金・助成金

制作費

広告費

販売費 （書籍、グッズなど）

運営費

企画費

（％）

地域活性事業の収入源

第1段階

第2段階

第3段階
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種・同業との連携は約半数が解消に向かう一方、専門組織

や産学官連携などより目的の明確化した体制への参画が

進む。当初、自社のみで始めた取り組みは、存続するケー

ス、何らかの連携に移行するケース、経営者個人の活動に

縮小するケースに分かれていく。経営者個人としての取

り組み、所属経営者団体における取り組みは年数の長さ

に比例して増え、企業としての取り組みは時間の経過と

ともに経営者個人の地域への積極的な関与を増やす方向

に働くことがわかる。 

 

（2）地域活性化における役割 

「印刷物・メディア制作」は最多ながら半数弱にとどま

り、半数以上は自社の印刷受注にとらわれることなく地

域活性事業に取り組んでいる。取り組む段階にしたがっ

て「プランナー」「コーディネーター」がやや減少、「プロ

デューサー」「印刷物・メディア制作」がやや増える。地

域活性事業に取り組む際の役割は、自社の得意とする部

分的な範囲に始まり、時間の経過とともに全体的・統括的

な範囲に拡大する可能性を指摘できる。 

 

 

 

（3）地域活性事業による収入 

① 売上高 

売上高に占める地域活事業の割合は、取り組み年数に

比例して増える。ただし、ここに地域活性事業から生まれ

る派生的・副次的な売上高は含まれないため、地域活性化

への関与が企業の売上高をどのように変化させるかは推

測できない。派生的・副次的な売上高とは、地域活性事業

による直接受注ではないが、地域活性事業に取り組まな

ければ構築され得なかった新しいつながりによる受注、

取り組むことで広がった新しい事業領域から生まれた売

上高をいう。 

② 収入源 

 地域活性事業の主たる収入源は、第1段階において「自

己資金（持ち出し）」「制作費」「販売費」「広告費」から構

成される。第3段階では「広告費」「自己資金」「制作費」

「企画費」となる。広告費と企画費が増加する一方、販売

費は減少する。当初は自社製品の販売に取り組み、やがて

地域情報メディアを開発して広告費を獲得、あるいは観

光・商店街活性などまちづくりに関わるようになって企

画費を獲得するような成長シナリオが考えられる。ノウ

ハウの蓄積とともに事業領域が拡大する結果であろう。 
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専門組織に参画
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（％）

地域活性事業の体制（社外）
第1段階
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第3段階
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自己資金 （持ち出し）

寄付金

協賛金

補助金・交付金・助成金

制作費

広告費

販売費 （書籍、グッズなど）

運営費

企画費

（％）

地域活性事業の収入源

第1段階

第2段階

第3段階

（4）地域活性事業のスタンス 

第1段階では「CSR」「投資」「収益事業」「営業活動」の

順に多く、第3段階では「営業活動」「CSR」「投資」「収益

事業」の順に変わる。企業の社会的責任としてのCSR、あ

るいは成長投資、収益事業として戦略的に始まる地域活

性事業は、企業の日常活動として展開されるにしたがっ

て営業活動の一環に組み込まれていく様子が現れている。 

 

（5）地域活性化の取り組み内容 

第 1段階から第3段階へ進むにしたがって顕著に増え

るのは「観光活性・観光関連商品開発」「フリーペーパー」

「商店街活性」「WEB・地域情報のポータルサイト運営」「地

元産品の通販」。フリーペーパー、ポータイルサイトとい

った本業の情報加工を生かした地域情報の収集・発信に

要するプラットフォームの構築が進展する。16 年以上取

り組むうち、事業領域が製造業の領域ではない観光活性・

商店街活性にまで拡張するケースが一定程度ある。「自社

オリジナル商品･キャラクター開発」「直営店舗の運営」が

減少、「地元産品の通販」が増加、地域活性事業のスタン

スは自社製品から地元産品へ、そして視点は域内から域

外へ転じられる。「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」が増加、地域との接点

を増やそうとの姿勢は年数を重ねるにしたがい強まる。 

 

（6）地域活性事業に対する評価 

① メリット 

第 1 段階では「地域企業、団体との繋がりができる」

「新規顧客開拓につながる」「新しい印刷需要を創造でき

る」「事業領域が広がる」が多い。取り組み初期には、新

たなつながりが生まれ、事業領域が広がり、受注につなが

る直接的な受益がメリットと捉えられる傾向にある。第3

段階においても「地域企業、団体との繋がりができる」は

多く、年数を経ても地域活性化が新たなつながりを持続

的に創出することが確認される。「地域キーマンとの繋が

りができる」が増え、地域における繋がりは対組織から対

個人に発展している。「地域の繁栄が、自社の繁栄につな

がる」が増え、第 3 段階では地域活性化による間接的な

受益をメリットと捉える傾向が強くなる。 

② 課題 

第 1 段階で多く挙げられる「十分な売上、利益を得ら

れない」「事業を企画、運営できる人材の不足」「結果が出

るまで時間がかかる」といった利益・人材・時間に関する

課題は年数を経ても継続的に認識される。「持ち出しにな

ることもある」が減少する理由は、地域活性化の採算性が

改善すること、持ち出しをデメリットと認識しなくなる

ことの 2 つが考えられるが、時間の経過に伴う採算性の

改善はノウハウ蓄積による自然な流れと思われる。「自社
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地域に恩返しができ、喜ばれる

地域の繁栄が、自社の繁栄につながる

人材募集時にいい人材が集まるようになる

価格競争を回避できる

社員の会社への誇り・愛着・士気が高まる

課題解決思考の社員が育つ

会社の知名度があがる

新規顧客開拓につながる

事業領域が広がる

新しい印刷需要を創造できる

自社のオリジナルコンテンツが持てる

地域キーマンとの繋がりができる

地域企業、団体との繋がりができる

（％）
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地域活性事業のスタンス
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（％）

地域活性事業の取り組み内容

第1段階

第2段階

第3段階
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オリジナルコンテンツがない」が減り、「地域資源の発掘・

再発見・創出・活用法など」が増える。当初は地域コンテ

ンツの不足に悩み、やがて蓄積されてコンテンツの展開

や循環が新たな課題になる。「公的機関の理解や協力を得

にくい」状況は減少する反面、「関係者の利害調整が難し

い」状況は増える。徐々に難易度の高い取り組みが増える

ための成長に伴う不可避な性質の悩みであろう。 

 

【考察・今後の展開】 

 企業の地域活性化は戦略的に自社の得意とする分野に

始まり、やがて統括的・全体的な分野に拡大、活動を地域

との直接接点を持つ部門に集約して業務に落とし込み、

一方ではより専門化した組織の設立または参画を強める

ことで、日常化と高度化がなされるような経過をたどる

のではないかと考えられる。 

 10 数年にわたる地域活性事業を通して、事業領域はモ

ノづくりからまちづくりへ、視点は域内から域外へ、つな

がりは組織からキーマンへ、取り組みの拡張と深掘が進

む場合が多く、結果的に売上高は増加、採算性は改善する。

特に、第 1 段階では自社の直接的な受益をメリットと認

識する傾向にあるが、やがて地域活性化を通した間接的

な受益をメリットと認識するようになる。この CSV

（Creating Sheard Value）視点ともいうべき態度への変

容は注目すべき点の一つと考える。長期持続性ある地域

活性事業のビジネスモデルの導出には、より詳細なデー

タ分析、企業へのヒアリングなどが必要である。 

 

【引用・参考文献】 

藤井建人（2017），「企業による地域活性化、その実際と手

法」，『地域活性学会研究大会論文集 9』, p.196-199． 

印刷会社の地域活性事業に対する態度変容とその方向

第1段階
（取組み歴1～6年）

第3段階
（取組み歴16年以上）

変容の方向

①社内

「営業部・企画部」「プロジェクト」「経営
者・役員」「制作・製造部」の順に多い

「営業部・企画部」「経営者・役員」「プ
ロジェクト」の順に多い

制作・製造部から地域との接点を持つ
部門への集約・移管が進む

②社外

「自社単独」「異業種との連携」「経営
者団体の一活動」「同業他社との連
携」の順に多い

「経営者団体の一活動」「自社単独」
「経営者個人」「専門組織に参画」の
順に多い

異業種、同業他社との連携は解消に
向かう。より目的に即した専門組織、
産学官連携への参画が増える。経営
者個人の積極的な関与が増える

「印刷物・メディア制作」「プロデュー
サー・ディレクター」「プランナー」「コー
ディネータ」の順に多い

「印刷物・メディア制作」「プロデュー
サー・ディレクター」「プランナー」「コー
ディネータ」の順に多い

プロデューサー・ディレクターがやや増
え、プランナー、コーディネータがやや
減る。役割は部分的なものから統括
的なものへ

①売上高
企業売上高に占める地域活性事業の
割合は2～3％

企業売上高に占める地域活性事業の
割合は4～5％

売り上げ割合は増える

②収入源
収入源は「持ち出し」「制作費」「販売
費」「広告費」の順に多い

収入源は「広告費」「持ち出し」「制作
費」「企画費」の順に多い

企画費・広告費・制作費が増える。販
売費・寄付金・協賛金は減る

「CSR」「今後の投資」「収益事業」「営
業活動」の順に多い

「営業活動」「CSR」「今後の投資」「収
益事業」の順に多い

営業活動が増え、CSRと投資が減る。
戦略的位置づけから営業的位置づけ
へ日常化

「フリーペーパー」「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」「工場･会社見学の受
入れ､体験講座」「地域紙誌、書籍」
「位置情報の取得活用」「地元産品の
通販」「直営店の運営」の順に多い

「観光活性・観光関連商品開発」「フ
リーペーパー」「商店街活性化」「WEB・
地域情報のポータルサイト運営」「地
元スポーツチーム等のスポンサー」
「工場･会社見学の受入れ､体験講座」
「地元産品の通販」の順に多い

観光活性、商店街活性が増え、モノづ
くりからまちづくりへ。フリーペーパー、
ポータルサイトが増え、地域情報プ
ラットフォームの構築進展。直営店が
減り、通販が増え、視点は域内から域
外へ

①メリット

「地域企業、団体との繋がりができる」
「新規顧客開拓につながる」「事業領
域が広がる」「新しい印刷需要を創造
できる」の順に多い

「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」「新規顧客開拓につながる」の
順に多い

地域の繁栄が、自社の繁栄につなが
るが増える。自社利益から地域全体
利益へ。地域キーマンとの繋がりがで
き、自社オリジナルコンテンツの蓄積
が進む

②課題

「十分な売上、利益を得られない」「事
業を企画、運営できる人材の不足」
「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」の順に多い

「十分な売上、利益を得られない」「事
業を企画、運営できる人材の不足」
「結果が出るまで時間がかかる」「関
係者の利害調整が難しい」の順に多
い

収支・人材・時間は継続的な課題。持
ち出しが減り、利害調整の難しさが増
加。コンテンツの蓄積が進み、利害調
整が複雑化、採算性は改善する
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オリジナルコンテンツがない」が減り、「地域資源の発掘・

再発見・創出・活用法など」が増える。当初は地域コンテ

ンツの不足に悩み、やがて蓄積されてコンテンツの展開

や循環が新たな課題になる。「公的機関の理解や協力を得

にくい」状況は減少する反面、「関係者の利害調整が難し

い」状況は増える。徐々に難易度の高い取り組みが増える

ための成長に伴う不可避な性質の悩みであろう。 

 

【考察・今後の展開】 

 企業の地域活性化は戦略的に自社の得意とする分野に

始まり、やがて統括的・全体的な分野に拡大、活動を地域

との直接接点を持つ部門に集約して業務に落とし込み、

一方ではより専門化した組織の設立または参画を強める

ことで、日常化と高度化がなされるような経過をたどる

のではないかと考えられる。 

 10 数年にわたる地域活性事業を通して、事業領域はモ

ノづくりからまちづくりへ、視点は域内から域外へ、つな

がりは組織からキーマンへ、取り組みの拡張と深掘が進

む場合が多く、結果的に売上高は増加、採算性は改善する。
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活性事業のビジネスモデルの導出には、より詳細なデー

タ分析、企業へのヒアリングなどが必要である。 
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定住化要因分析による移住者・行政・地域への提言

浦島 卓也（高知工科大学大学院）

： 地域活性、移住、定住

【背景】

２００８年 麻生内閣において鳩山邦夫総務大臣によ

る「地域創造プラン」の柱として「地域おこし協力隊」

が提唱され、翌２００９年度から総務省によって制度化

された。２０１７年度には４，９７６名が地域おこし協

力隊として移住を行い、定住を図っている。また、総務

省では２０２４年には隊員数を８，０００人まで拡充を

試みている。２０１５年には安倍内閣の内閣特命大臣と

して地域創生担当大臣が置かれて以来、地域創生に向け

た様々な取り組みが行われいる。各自治体も移住定住フ

ェアと称し、様々な勧誘を行っている。また、マスコミ

やメディアに取り上げられることも多くなった。その取

り組みの結果、各自治体の「移住者」は着実に増えてき

ている。

だが”移住者”の数は増える傾向にあることは報道さ

れる機会が多いが”定住者”の数が報道されえることは

ない。そもそも”移住者”と”定住者”の定義があいま

いあることも要因ではないかと考える。”移住者”の定義

としては「都市部から地方へ住所・居住を移した者」と

して定量的に測定できるが”定住者”を定義するものが

ない。「何年継続して住居すれば”定住者”に認定」とい

う定量可能な定義がない。

そんななか、定住を図る地域おこし協力隊であっても

任期３年後の地方定住化率は約６割であるとのこと。つ

まり、２０１７年度時点の４、９７６名のうち、１，９

９０名が任期後、地域を後にしているする可能性がある

ということになる。地域おこし協力隊の隊員あたりの経

費としては最大年間４００万円の特別交付税が受入れ自

治体に交付される。よって、１，９９０名の地域おこし

協力隊が任期後地域をあとにすることにより最大２３８

億８０００万円の税金が不意になる。それ以外にも地域

おこし協力隊になる前の隊員たちが稼いでいた（稼いで

いただろう）金額も経済的損失に含むことができるので

はないかと考える。

これは移住施策や地域おこし協力隊制度を批判したい

わけではない。それぞれの意志で行った結果に対する批

判は容易である。私はこれだけの費用を払った結果であ

る”定住”にはどのような要因があるのかを明らかにし、

少しでも定住率が上がることに貢献したいと考える。そ

のために、本研究による成果をもって移住者・行政・地

域への提言を行いたい。

【問題】

定住について様々な問題を考えてみたい。まず、住宅

問題。移住の際、住居を得ることが必要となる。地方で

は購入または賃貸も都市部に比べて容易ではない。理由

としては家を財産として重視する意識が高いためや「い

つか息子・娘が帰ってくるときのため」や「他人には使

ってもらいたくない」という地方特有の感情的なものの

ためである。このように住宅を財産として考えるため住

宅を資産として運用するという発想にも乏しく仲介業で

ある不動産業は成り立たず、もっぱら住宅入手は地元と

の人脈次第ということになる。こうなると情報が限定的

なものとなり住宅入手は難しくなる。行政は空き家バン

クなどの活用により打開する方策を考えているはいるが、

上記理由によって、そもそもその空き家バンクに登録す

る物件数は圧倒的に少ない。ただ、住宅問題は定住に関

する問題でもあるが、もっぱら移住時のほうがより大き

な障害となるので今回の定住における問題とは分けるこ

とにする。

次に経済的な問題がある。「地方にはお金を稼ぐ仕事が

ないから暮らしていくことが困難である」「仕事があれば

よい」とよく定住化の十分条件のように言われる。移住

施策にも就職紹介などが含まれている。地域おこし協力

隊も地域への定着を目的として地域で仕事を見つけるも

しくは作り出して定住に向かう助走期間という見方もあ

る。ただお金を稼ぐ仕事に就くことが定住における十分

条件になるのだろうか。地方でお金を稼ぐ仕事を見つけ

たり作り出した人でも地域を離れていく人たちがいる。

よって、私はお金を稼ぐ仕事というのは定住にとって必

要条件ではあるが十分条件ではないと考える。

よって定住における仕事に軸として十分条件とはどのよ

うな状況なのかを明らかにしたい。
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【目的】

定住化において仕事に関する側面から定住に十分条件

を明らかにしたい。十分条件を明らかにすることによっ

て、よりよい定住に向けた対応ができるのではないかと

考える。そして定住化率が向上することにより移住者・

行政・地域がさらに の関係になれると考える。

【研究方法】

定住者に向けてインタビューを行いたいと考えたが、そ

もそも明確な定住者の定義がない。よって様々な性別・

年齢・出身地・移住してからの年数の移住者にインタビ

ューを行った。インタビューにより定住の十分条件であ

る要因を炙り出したい。

【研究内容】

・インタビュー一人目

性別：女性 年齢：２０代 出身地：宮城県 移住

年数：２年 家族構成：夫 移住目的：移住前か

研究対象にしていた為

暮らしやすさについては不便を感じない。ただ、医療

関係では困ることがある。住みやすさとしては地域住民

との関係は良好である。ただ長老方と地域若手との意見

の相違で困ることがある。定住するには四万十町でやり

がいのある仕事を見つけて住み続けたいとは考えている。

定住における不安点としては出産や大きな病気の際の医

療体制が不安である。また、今後、こどもを生んだ際に

育児面や教育面で不安がある。育児面としては親が離れ

ているので頼ることもできず周囲との協力が不可欠と考

える。教育面では児童減少により十分な教育を受けさせ

ることができるかが不安である。

・インタビュー二人目

性別：男性 年齢：４０代 出身地：山形県 移住

年数：８年 家族構成：妻・子ども２人 移住目的：

四国旅行中に世話焼きの人々に触れ感銘を受ける。四

万十町で有機野菜づくりのインターシップに参加し、

ゆっくりとした田舎暮らし体験ができた。地域住民の

力強い生き方や生活様式に魅力を感じた。

暮らしやすさについては不便を感じない。住みやすさ

も地域住民との関係も良好である。定住に関しては賃

貸住居ではいつまで住み続けられるかが不安である。

仕事も農地を借りているがいつまで借りれるかが不安

である。土地の入手が困難である。住居・農地が手に

入れば住み続けたいを考える。また、山形に残してき

た両親のことは心配である。

・インタビュー三人目

性別：男性 年齢：４０代 移住目的：仲間との地

域活性に興味をもって移住した。

暮らしやすさについては不便を感じない。住みやすさ

も地域住民との関係も良好である。定住に関しては地

域住民との信頼関係が重要である。必要としてくれて

いるという想いが肝心である。住居や土地の所有に関

しては特に重視していない。環境についても自分たち

で作っていくことが重要である。

・インタビュー四人目

性別：男性 年齢：５０代 出身地：静岡県 移住

年数：２１年 家族構成：妻・子ども２人 移住目

的：自然環境・地元住民の良さに惹かれたから。

暮らしやすさについては不便を感じない。住みやすさ

も地域住民との関係も良好である。移住の際、地域の

人が矢継ぎ早に住居や仕事を世話してくれた。定住に

関しては地域との関わりを重視した。地域のお祭りな

どは大小に関わらず移住して２１年間すべて出席し地

元住民の信頼を得ようとしている。また、定住は結婚

と同じであると考えている。”もっといい場所（いい相

手）がいるんじゃないか？”と考えるから移住を繰り

返すことになる。定住は”いい場所を自分で作ってい

くこと”である。そして”地域での未来をイメージで

きるか”ということ。

・インタビュー五人目

性別：男性 年齢：６０代 出身地：香川県 移住

年数：２４年 家族構成：妻 移住目的：転勤が多

い職種であった為、４０代で地に足を着けた暮らしが

したいと考えた。一次産業（自給自足）がしたいとい

うことと塩づくりがしたいかった。

暮らしやすさについては不便を感じない。住みやすさ

も地域住民との関係も良好である。もともと移住先を

職場としていたので地域との関係はよかった。移住先
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【目的】

定住化において仕事に関する側面から定住に十分条件

を明らかにしたい。十分条件を明らかにすることによっ

て、よりよい定住に向けた対応ができるのではないかと

考える。そして定住化率が向上することにより移住者・

行政・地域がさらに の関係になれると考える。

【研究方法】

定住者に向けてインタビューを行いたいと考えたが、そ

もそも明確な定住者の定義がない。よって様々な性別・

年齢・出身地・移住してからの年数の移住者にインタビ

ューを行った。インタビューにより定住の十分条件であ

る要因を炙り出したい。

【研究内容】

・インタビュー一人目

性別：女性 年齢：２０代 出身地：宮城県 移住

年数：２年 家族構成：夫 移住目的：移住前か

研究対象にしていた為

暮らしやすさについては不便を感じない。ただ、医療

関係では困ることがある。住みやすさとしては地域住民

との関係は良好である。ただ長老方と地域若手との意見

の相違で困ることがある。定住するには四万十町でやり

がいのある仕事を見つけて住み続けたいとは考えている。

定住における不安点としては出産や大きな病気の際の医

療体制が不安である。また、今後、こどもを生んだ際に

育児面や教育面で不安がある。育児面としては親が離れ

ているので頼ることもできず周囲との協力が不可欠と考

える。教育面では児童減少により十分な教育を受けさせ

ることができるかが不安である。

・インタビュー二人目

性別：男性 年齢：４０代 出身地：山形県 移住

年数：８年 家族構成：妻・子ども２人 移住目的：

四国旅行中に世話焼きの人々に触れ感銘を受ける。四

万十町で有機野菜づくりのインターシップに参加し、

ゆっくりとした田舎暮らし体験ができた。地域住民の

力強い生き方や生活様式に魅力を感じた。

暮らしやすさについては不便を感じない。住みやすさ

も地域住民との関係も良好である。定住に関しては賃

貸住居ではいつまで住み続けられるかが不安である。

仕事も農地を借りているがいつまで借りれるかが不安

である。土地の入手が困難である。住居・農地が手に

入れば住み続けたいを考える。また、山形に残してき

た両親のことは心配である。

・インタビュー三人目

性別：男性 年齢：４０代 移住目的：仲間との地

域活性に興味をもって移住した。

暮らしやすさについては不便を感じない。住みやすさ

も地域住民との関係も良好である。定住に関しては地

域住民との信頼関係が重要である。必要としてくれて

いるという想いが肝心である。住居や土地の所有に関

しては特に重視していない。環境についても自分たち

で作っていくことが重要である。

・インタビュー四人目

性別：男性 年齢：５０代 出身地：静岡県 移住

年数：２１年 家族構成：妻・子ども２人 移住目

的：自然環境・地元住民の良さに惹かれたから。

暮らしやすさについては不便を感じない。住みやすさ

も地域住民との関係も良好である。移住の際、地域の

人が矢継ぎ早に住居や仕事を世話してくれた。定住に

関しては地域との関わりを重視した。地域のお祭りな

どは大小に関わらず移住して２１年間すべて出席し地

元住民の信頼を得ようとしている。また、定住は結婚

と同じであると考えている。”もっといい場所（いい相

手）がいるんじゃないか？”と考えるから移住を繰り

返すことになる。定住は”いい場所を自分で作ってい

くこと”である。そして”地域での未来をイメージで

きるか”ということ。

・インタビュー五人目

性別：男性 年齢：６０代 出身地：香川県 移住

年数：２４年 家族構成：妻 移住目的：転勤が多

い職種であった為、４０代で地に足を着けた暮らしが

したいと考えた。一次産業（自給自足）がしたいとい

うことと塩づくりがしたいかった。

暮らしやすさについては不便を感じない。住みやすさ

も地域住民との関係も良好である。もともと移住先を

職場としていたので地域との関係はよかった。移住先

が土地と山付き家屋を購入することができ、農家にな

れたことが定住に繋がった。農地法により４反のカベ

があり農家になることが難しい。困ったことは移住当

初、集落とのつがなりが薄く、塩づくりで折り合いが

つかないことがあった。折り合いがつくまで一年以上

かかった。当時は地元とのコーディネーターがほしか

った。あと、移住者ネットワークが必要だと考える。

【調査結果】

移住者へのインタビューでは、まずライフステージご

とに定住における課題が違うことがわかった。 代では

子育て支援などの行政施策の充実と住みやすさなどが定

住の要因となっている。 代から 代にかけては安定し

た住居の入手や仕事の確保が課題となった。 代から

代以降に関しては子育ても終え、安定した住居や仕事を

持っていることから主に地域との繋がりが重要となって

いる。

次に移住年数が長い人では移住当初から地域住民との

関係性を重視していることが伺える。インタビュー四人

目の方は地域で行われるお祭りなどには欠かさず出席す

ることやインタビュー五人目の方は塩づくりを始めるま

でに一年以上地域住民の理解を得ようとした。このよう

なことから地域住民への理解を得るようとすることが重

要であると考える。

また移住年数が長い人では積極的な地域への関りが伺

える。インタビュー三人目の方は「環境についても自分

たちで作っていく」とあり、インタビュー四人目の方は

「定住は自分でいい場所を作っていくこと」と言ってい

る。インタビュー五人目の方は塩づくりのために地元の

方と折衝を重ね、信頼関係を築き環境を作り上げた。

【考察】

今回の調査の結果から定住の条件として仕事としては

【労働力としての仕事】ではなく【地域に密着する仕事】

が必要であることがわかった。また仕事以外の要因とし

ては【地域との関係】が重要であることが分かった。イ

ンタビューよりわかった内容で【図１】にまとめてみた。

インタビューにより移住年数の長い四人目と五人目には

【図１】の①の諸元に属することがわかる。彼らは【地

域に密着する仕事】を行うことにより【地域との関係】

が深まり、移住年数が長期に渡る＝定住化していると考

える。地域おこし協力隊を考えると制度上、②もしくは

③の諸元に含まれるもの考える。地域おこし協力隊の場

合、地域との関係が希薄になる、もしくは、仕事内容が

単なる労働力としての仕事になると④の諸元へと移行し

地域を去ること結果になるもとの考えられる。逆に地域

おこし協力隊後の定住化に向けては地域との関係を深く

する、もしくは地域に密着した仕事を見つけるもしくは

作ることである。

【図１】

より地域に密着する仕事を行い、地域との関係が高まれ

ば、移住年数は長くなる。よって定住に近づくというこ

とがわかった。

１．移住者への提言

まず、【図 】において④諸元に属すると考える個

人は地方への移住を再検討すべきと考える。早晩、

移住先を去ることになり、なにも益することがない。

また地域に移住者への不信感を与えることになるた

めマイナスでしかない。次に②諸元にいる移住者に

は地域への関与を深めることにより②→①への移行

が可能であると考える。また、インタビュー五人目

にある移住者ネットワークを組織することにより、

その組織から地域の関与を深めることができると考

える。最後に③諸元にいる移住者には仕事をしっか

りと見極めることが重要であると考える。「はたして

本当にその地域でやりたい仕事であるのか」という

ことをじっくりと熟考することによって③→①への

移行が可能であると考える。

①地域に密着し

た仕事かつ地域

との良好な関係 
＝定住可能 

地域に密着する仕事 

地

域

と

の

関

係 

③個人的仕事だ

が地域との良好

な関係 
＝定住困難 

②地域に密着し

た仕事だが地域

との希薄な関係 
＝定住困難 

④個人的仕事か

つ地域との関係

が薄い 
＝定住不可能 

単なる労働力としての仕事 
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２．行政への提言

まず、④諸元に入りそうな移住希望者を無作為に

移住勧誘するのはやめるべきである。④諸元に入る

移住者が結局、移住者と地域それぞれへ不信感を生

まれさせ、双方に不利益を生む結果となる。②諸元

に入る移住者に対してはインタビュー五人目にある

地元とのコーディネーターを組織することによって

移住者と地域住民の間を取り持てば、移住者が地域

に関与を深めることにより②→①への移行が進み定

住に近づくものと考える。③諸元にいる移住者に対

しては就職支援においてその仕事内容について正確

に伝え、移住者と仕事のマッチングを考えるべきで

ある。行政の側面ではフォローが難しい場合は、移

住コーディネーターに委託すべきである。ただし、

移住コーディネーターが地域や仕事内容の熟知は必

須である。移住コーディネーターが行政職員の片手

間で行うと移住者にとって不幸である。移住後、仕

事内容や地域との不意一致により移住者が④へ移行

し地域を去ることになれば、行政とて移住者を呼ぶ

ためにかけたコストを不意にすることになる。

３．地域への提言

まず、④諸元に入るような移住者を呼ばないよう

に行政などに働きかけるべきである。つまり、地域

として「このような人材がほしい」ということを明

確にすべきである。ただし、その際は要望において

注意すべきは【ただ単なる労働力を求めない】こと

である。労働力を移住者に期待することは、早晩 移

住者が地域を去ることになり、コストをかけた行政・

地域にとってもデメリットでしかない。また、定住

を図りたい移住者にとっても不幸である。

次に②諸元に入るような移住者に関しては地域への

関与を深めるような働きかけが必要であると考える。

移住者の地域への関与が深まれば、②→①諸元への

移行が生まれ、定住化に近づく。

また③諸元にいる移住者に関しては【ただ単なる労

働力を求めない】である。単なる労働力を移住者に

求めた場合、いづれ移住者は労働単価の高いところ

へ去ってしまう。重要なのはインタビュー三人目に

ある「移住者を必要としている想い」ではないかと

考える。

【今後の展開】

今回の調査結果では様々な移住歴の方々にインタビュ

ーを行ったが今後の展開としては、１．定住に至らなか

った人へのインタビューを行いたい。２．それぞれのイ

ンタビュー結果からライフタイムログごとによりさらに

定住化における十分条件の洗い出しを行いたいと考える。

さらに今回のインタビューにおいて移住先を検討する

にあたり移住先への”想い”が重要な要因になっている

のではないかと思った。移住した地域よりよい環境の場

所はいくらであるが移住年数が長い四人目と五人目の方

には「その土地でなければならない」という意思がイン

タビューから見られた。今後の調査ではその第三の軸に

ついても広く深く調査を行いたい。

今後の研究をもって移住者・行政・地域への提言をさ

らに良くして定住率をあげることにより、よりよい地域

の活性化に寄与したいと考える。

【引用・参考文献】

総務省ホームページ
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２．行政への提言

まず、④諸元に入りそうな移住希望者を無作為に

移住勧誘するのはやめるべきである。④諸元に入る

移住者が結局、移住者と地域それぞれへ不信感を生

まれさせ、双方に不利益を生む結果となる。②諸元

に入る移住者に対してはインタビュー五人目にある

地元とのコーディネーターを組織することによって

移住者と地域住民の間を取り持てば、移住者が地域

に関与を深めることにより②→①への移行が進み定

住に近づくものと考える。③諸元にいる移住者に対

しては就職支援においてその仕事内容について正確

に伝え、移住者と仕事のマッチングを考えるべきで

ある。行政の側面ではフォローが難しい場合は、移

住コーディネーターに委託すべきである。ただし、

移住コーディネーターが地域や仕事内容の熟知は必

須である。移住コーディネーターが行政職員の片手

間で行うと移住者にとって不幸である。移住後、仕

事内容や地域との不意一致により移住者が④へ移行

し地域を去ることになれば、行政とて移住者を呼ぶ

ためにかけたコストを不意にすることになる。

３．地域への提言

まず、④諸元に入るような移住者を呼ばないよう

に行政などに働きかけるべきである。つまり、地域

として「このような人材がほしい」ということを明

確にすべきである。ただし、その際は要望において

注意すべきは【ただ単なる労働力を求めない】こと

である。労働力を移住者に期待することは、早晩 移

住者が地域を去ることになり、コストをかけた行政・

地域にとってもデメリットでしかない。また、定住

を図りたい移住者にとっても不幸である。

次に②諸元に入るような移住者に関しては地域への

関与を深めるような働きかけが必要であると考える。

移住者の地域への関与が深まれば、②→①諸元への

移行が生まれ、定住化に近づく。

また③諸元にいる移住者に関しては【ただ単なる労

働力を求めない】である。単なる労働力を移住者に

求めた場合、いづれ移住者は労働単価の高いところ

へ去ってしまう。重要なのはインタビュー三人目に

ある「移住者を必要としている想い」ではないかと

考える。

【今後の展開】

今回の調査結果では様々な移住歴の方々にインタビュ

ーを行ったが今後の展開としては、１．定住に至らなか

った人へのインタビューを行いたい。２．それぞれのイ

ンタビュー結果からライフタイムログごとによりさらに

定住化における十分条件の洗い出しを行いたいと考える。

さらに今回のインタビューにおいて移住先を検討する

にあたり移住先への”想い”が重要な要因になっている

のではないかと思った。移住した地域よりよい環境の場

所はいくらであるが移住年数が長い四人目と五人目の方

には「その土地でなければならない」という意思がイン

タビューから見られた。今後の調査ではその第三の軸に

ついても広く深く調査を行いたい。

今後の研究をもって移住者・行政・地域への提言をさ

らに良くして定住率をあげることにより、よりよい地域

の活性化に寄与したいと考える。

【引用・参考文献】

総務省ホームページ

 

1 

地方の味方は誰か：地方商品を積極的に選ぶターゲットクラスターの把握

岩永洋平（法政大学地域研究センター） 
Keyword：倫理的消費・共同性・地方商品・消費者クラスター 
 
【問題・目的・背景】 
1. 地方支援消費志向の高い消費者層の把握へ 
地方を活性化する方策の一つとして、地方から供給する

商品、地方商品の振興がある。地方商品が広く全国の消費

者に受け入れられれば、地域の産業振興、雇用の確保、地

域ブランドの向上も得られて、個々の事業者だけでなく地

域全体の活性化につながる。 

しかし地方の事業者は、ナショナルブランド・NB、プ

ライベートブランド・PB に対して経営資源で基本的に劣

位にあり、地方商品の市場導入に向けての課題はさまざま

にある。そのなかで本稿においては、地方商品のターゲッ

ト設定について検討することとする。 

地方商品のマーケティング活動による提案に対して、消

費者の反応は一様ではない。NB・PBの商品を選ぶ消費者

もいれば、地方の商品を選択する消費者もいるだろう。そ

のなかに商品の購買を通じて地方を支援したいという気

持ちを持つ消費者層が存在する可能性がある。 

近年の倫理的消費研究では、自然環境の維持に貢献する

目的をもって商品を選ぶ消費者、国外の生産者に適切な配

分がなされるフェアトレード商品を選択したい消費者が

層として把握されている。またそれらをターゲットとした

商品のマーケティング活動が実践され、対応商品は市場で

一定の位置を占めた。これと同様に、地方を支援する動機

をもって地方商品の一般に対して潜在的なニーズを持つ

消費者、「地方支援消費志向」の高い消費者層が存在する

と考えるのは無理な想定ではない。 

誰かわからない不特定多数の消費者に向けて売り込ん

でも効率は良くない。地方商品を購入しそうな、地方支援

消費志向の高いターゲットを把握すれば、マーケターはそ

の層に向けた商品とマーケティングコミュニケーション

を設計できる。 

環境に配慮する消費意識・行動については膨大な研究が

あり、フェアトレードについても倫理的消費研究の一環と

して消費者対象の調査、研究がなされている。しかし、地

方を支援するための消費行動を対象とした研究は管見の

限りみられない。 

地方を支援する目的をもって消費行動をとる層、地方商

品のマーケターが狙うべき“地方の味方”はどのような消

費者なのか。それを知ることは収益を拡大せんとする地方

事業者のマーケティング開発に資するものであり、研究と

しても意義があると考える。 

 

＜リサーチクエスチョン＞ 

地方を支援する目的をもって消費行動をとる層はどうい

う人たちか。 

 
【研究方法・研究内容】 
2. 研究手法：調査・分析の方法の設定 
本稿では全国世帯の 30%を占める大消費地である一都

三県の 20-69 代男女の 9,090 人を対象とする調査を実施し

て分析を行う。サンプル構成は同地域の国勢調査の 10 歳

刻み性年齢層構成に比例した割付を行った。実査は（株）

マクロミルのインターネットパネルを利用する。 

消費者行動論の包括的モデル（Blackwell, 2007ほか）で

消費者の倫理的・社会的な価値観は、商品選択に影響を与

える「個人差要因」に含まれる。地方支援消費志向は、消

費者の購買意思決定プロセスにおける個々の地方商品と

その競合商品の便益評価のステップに先立って存在し、一

般的に地方商品を選択する（選択しない）行動に影響する。 

地方を支援する消費行動への志向は、まずは消費者の地

域政策へのスタンスと関連すると捉える。そこで地域政

策・地域問題についての消費者の態度を複数の設問で取得

する。その回答データに因子・クラスター分析を適用し、

消費者をタイプ区分する。 

次いで得られた地域政策の消費者クラスター区分の地

方支援消費志向の違いを検証する。各クラスターの特徴を

把握するために、意識・行動などの要因とのクロス分析を

行う。さらに共分散構造分析により、地方支援消費志向と、

その背景にあると思われる要因との関係を把握する。 

これらにより、地方商品のマーケターが狙うべき地方支

援消費志向の高い消費者クラスターを特定し、その特徴を

理解することとする。  

 
3. 調査項目 
調査項目のうち、目的変数として扱う［地方支援消費志

向］は、「地方を応援する目的で、できるだけ地方の産品
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を購入している」「地方を応援目的で、観光などで地方を

訪問している」の 2 個の項目について、「とても当てはま

る」から「まったく当てはまらない」の六段階評定法で聞

いている。地域問題についての［地域政策スタンス］は11

個の項目を設定し、これも六段階で聞く。 

特性を捉える項目では［個人主義］-［共同性］への志

向を聴取する設問を設定した。これは個人の倫理観・人格

のタイプを理解するうえで重要であると考えられ、地域政

策に対する態度にも関わりが予想される。そのほか下記の

ような測定項目でクラスターの特徴を把握する。 

＜測定項目＞ 

・ 地方支援消費志向  
・ 地域政策スタンス 
・ 共同性志向と個人主義志向 
・ 社会関係資本：近接型・橋渡し型 

・ 地域ロイヤリティ：国家・現居住地 

・ 属性：世帯所得・出身地・学歴・職業・情報収集 

 
【研究・調査・分析結果】 
4. クラスターの開発 
（1）因子分析とクラスター分析 
地域政策スタンスの回答データを用いて因子分析を行

う。項目のうち「地方はもっと活性化したほうがよい」は

全体平均でポジティブ側が93%を占めるため除外した。総

論としての地域活性化には、ほとんどの人が賛成するとい

える。他の 10 項目については回答分布に決定的な偏りは

なかった。因子間の相関がありうる想定から Promax 回転

を適用し、固有値1.0以上の二本の因子を抽出して表1の

結果を得た。第一因子を「地方自立志向」、第二因子を「地

方援助志向」とした。 

表 地域政策スタンス因子パターン行列 回転後
変　数 地方自立志向 地方援助志向
政府支援の逆機能
交付金の抑制
地方公共事業抑制
地方優遇の過剰
地方の財政的自立促進
地域間所得格差懸念
都市による財政支援
地方人口維持
地方の都市繁栄への貢献
政府の地方振興予算拡大  

二つの因子の得点を用いて回答サンプルをk-means法で

四つのクラスターに区分した（図 1）。政府による地方支

援の逆機能を懸念し、地方交付税交付金を抑制すべきとす

るなどの地方自立志向が高く、地方援助志向が低い「地方

自立層」が全体の 6.7%を占めた。その点対称の位置に地

域間の所得格差を懸念し、都市からの地方への財政支援を

進めるべきだとする22.8%の「地方援助層」がある。中心

近くにはいずれの方向にも顕著な特徴を持たない「低関与

層」が50%、その左上の自立方面寄りに「消極的自立層」

が 20.6%を占める。ここでは両極にある地方自立層と地方

援助層の、二層を中心に把握する。 
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図 地域政策スタンスクラスターポジション

（2）各クラスターの基本属性 
得られた四つのクラスターの基本的な属性を把握する。

地方自立層は男性比が高く、世帯年収は他層よりも顕著に

高い。地方自立層の特徴は、高学歴のホワイトカラーとし

て把握できる。地方援助層は地方出身者率が高く、テレ

ビ・ネットのニュースなど情報収集が活発である。地方自

立層は新聞の閲読率が有意に高い。 

表 各層の基本属性
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5. 各クラスターの意識・行動特性 
各層の地方支援消費志向を図 2 に示す。地方援助層は

「地方を応援する目的で」地方商品を選ぶ比が他層より顕
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を適用し、固有値1.0以上の二本の因子を抽出して表1の
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四つのクラスターに区分した（図 1）。政府による地方支

援の逆機能を懸念し、地方交付税交付金を抑制すべきとす

るなどの地方自立志向が高く、地方援助志向が低い「地方
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（2）各クラスターの基本属性 
得られた四つのクラスターの基本的な属性を把握する。

地方自立層は男性比が高く、世帯年収は他層よりも顕著に

高い。地方自立層の特徴は、高学歴のホワイトカラーとし

て把握できる。地方援助層は地方出身者率が高く、テレ
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3 

著に高い。「とても当てはまる」が地方自立層の5.4%に対

して、地方援助層は16.0%になっている。 

地方を支援する目的をもって地方の商品を選択するク

ラスター、“地方の味方”は地方援助層であるといえる。 

地方自立層
地方援助層

消極的自立層
低関与層

地方を応援する目的で、観光などで地方を訪問する

とても当てはまる やや当てはまる

全体

地方自立層
地方援助層

消極的自立層
低関与層

全体

地方を応援する目的で、できるだけ地方の産品を選ぶ

太字 値  
図 各層の地方支援消費志向

クラスターを区分した地域政策スタンスの違いを表 3

で確認する。地方援助層は「都市は財政的に地方を支える

べき」など、地方援助への志向がはっきりと出ている。地

方自立層は地方支援消費志向は低いが地方に関心がない

わけではなく「公共事業は抑制するべき」「地方は優遇さ

れ過ぎている」などの地方に関する強い問題意識を持つ。 

表 各層の地域政策スタンス

「とても当てはまる」 「やや」の構成比の全体平均との差太字 値
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都市による財政支援
地方公共事業抑制
政府支援の逆機能
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表 4 の個人主義志向-共同性志向ほかの特性を見ると地

方自立層は、自分の信念を重視する、競争がなければよい

社会はできないなど、個人主義的な傾向が強い。地方援助

層には、周囲の幸福が自分の幸福だと考え、困った人は皆

で助け合うべきだという、利他的な共同性への志向が現わ

れている。 

地域ロイヤリティ関連では地方援助層で国・地域への貢

献意向が強い。地方自立層では現在居住地である一都三県

に継続して住みたいという意向が高く現われている。 

表 各層の個人主義志向共同性志向ほか
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周りとの調和を重視
世の中に役立つ生き方
人とのつながり重視
自分の信念重視
周りと反対でも主張
指示に従うのは嫌い
競争でよい社会
まず自分が幸せに
自分に損でも国に貢献
自分に損でも居住地に貢献
現在居住地居住意向
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「とても当てはまる」 「やや」の構成比の全体平均との差太字 値  

表 5では行動関連の特徴を把握する。地方援助層は、被

災地支援の観光・募金の実践でも高いポイントを示す。ふ

るさと納税について同層は「地方を支援する目的で」実施

したいという意向が高い。地方自立層は地方支援目的のふ

るさと納税利用意向は低いが、実際には同制度の利用者の

比は有意に高くなっている。 

表 各層の地方支援関連行動
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ふるさと納税意向・地方支援目的
ふるさと納税実践(はい/いいえ)

被災地等ボランティア実践
被災地募金実践
地方移住希望

地
方
自
立
層

地
方
援
助
層

消
極
的
自
立
層

低
関
与
層

「とても当てはまる」 「やや」の構成比の全体平均との差太字 値  

【考察・今後の展開】 
6. 地方支援消費志向の背景となる要因は 
これまでの分析で地方支援消費志向の高い、つまり地方

商品のターゲットとなる層の諸特性が他層との比較で概

観された。さらに地方商品への志向とそれを生じせしめた

諸要因の関係を共分散構造分析で把握する。 

本稿では地方支援消費志向には地方政策スタンスが関

わると想定したが、その背景に共同性志向があると考える。

また共同性志向は、人づきあいの仕方であるソーシャルキ

ャピタル、“われわれ意識”の発現である地域ロイヤリテ

ィにも影響を与え、それらが地方支援消費志向に影響する
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と考えた。また一都三県以外の地方出身者は、地方支援へ

の直接的な利害があると想定してモデルに組み込んだ。 

分析の結果、GFI=.973、AGFI=.961、RMSEA=.048 の当

てはまりが悪くないモデルが得られた。地方出身属性から

のパス以外はすべてP値<0.001水準で有意となった。地方

支援消費志向への直接のパスは共同性志向・地方援助志

向・地域ロイヤリティが同レベルで強い。共同性志向から

の間接パスも他の潜在変数を支えている。都市住民の利他

的な共同性への志向は、直接にも他の要因を媒介としても

地方を支援する消費への志向に影響している。 
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図 地方支援消費志向と諸要因の関係（標準化係数）

7. 結果の整理・インプリケーション 
一都三県の住民の多くは総論として地方の活性化に賛

成する。しかし実際に地方商品を積極的に選択するのは、

「人とのつながり」を重視し「困っている人は皆で助け合」

うなど利他的な共同性志向が高く、財政支援も含めた都市

からの再配分を求める「地方援助層」で顕著であった。こ

の層は被災地支援の募金の実践率も高く現れていた。他方、

高所得・高学歴ホワイトカラーの特性があり、地方への政

府支援の逆機能を懸念するなど地方の自立を求める層は、

地方商品の選択に積極的ではなかった。 

事業収益拡大に向けて地方商品の市場導入を狙うマー

ケターは、都市住民の約二割を占める「地方援助層」をア

ーリーアダプターとしてターゲットに設定し、その特性を

踏まえてマーケティング開発を行うのが有効であろう。 

 

8. 今後の研究課題 
地方を応援する目的でふるさと納税をしたいとの意向

は、地方援助層で他層よりも高く現れた。しかし実践では

地方支援消費志向の弱い地方自立層のほうが、有意に高く

ふるさと納税制度を利用している。 

この事態を整合的に理解するためには、当該制度の設計

意図を把握したうえで、ふるさと納税利用者の意識、行動

を調査・分析する必要がある。 
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と考えた。また一都三県以外の地方出身者は、地方支援へ

の直接的な利害があると想定してモデルに組み込んだ。 

分析の結果、GFI=.973、AGFI=.961、RMSEA=.048 の当

てはまりが悪くないモデルが得られた。地方出身属性から

のパス以外はすべてP値<0.001水準で有意となった。地方

支援消費志向への直接のパスは共同性志向・地方援助志

向・地域ロイヤリティが同レベルで強い。共同性志向から

の間接パスも他の潜在変数を支えている。都市住民の利他

的な共同性への志向は、直接にも他の要因を媒介としても

地方を支援する消費への志向に影響している。 

地方援助志向

共同性志向 地方支援消費志向
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図 地方支援消費志向と諸要因の関係（標準化係数）

7. 結果の整理・インプリケーション 
一都三県の住民の多くは総論として地方の活性化に賛

成する。しかし実際に地方商品を積極的に選択するのは、

「人とのつながり」を重視し「困っている人は皆で助け合」

うなど利他的な共同性志向が高く、財政支援も含めた都市

からの再配分を求める「地方援助層」で顕著であった。こ

の層は被災地支援の募金の実践率も高く現れていた。他方、

高所得・高学歴ホワイトカラーの特性があり、地方への政

府支援の逆機能を懸念するなど地方の自立を求める層は、

地方商品の選択に積極的ではなかった。 

事業収益拡大に向けて地方商品の市場導入を狙うマー

ケターは、都市住民の約二割を占める「地方援助層」をア

ーリーアダプターとしてターゲットに設定し、その特性を

踏まえてマーケティング開発を行うのが有効であろう。 

 

8. 今後の研究課題 
地方を応援する目的でふるさと納税をしたいとの意向

は、地方援助層で他層よりも高く現れた。しかし実践では

地方支援消費志向の弱い地方自立層のほうが、有意に高く

ふるさと納税制度を利用している。 

この事態を整合的に理解するためには、当該制度の設計

意図を把握したうえで、ふるさと納税利用者の意識、行動

を調査・分析する必要がある。 
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地域における中小企業支援は多様な担い手が必要か―補助金採択者インタビューを踏まえて―

氏名 新井 稲二（嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科 年）

： 経営革新等支援機関、補助金、中小企業政策、地域経済政策

研究の目的

中小企業支援は、政策に基づいて各種支援が実施されて

いる。その中で最近の中小企業支援は、地域が主体的に実

施することが求められるようになってきたとされている。

しかし、中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会にて

中小企業庁経営支援課長 当時 の飯田は「平成に入りまし

て、規制緩和ないしは地方分権で国の関与を小さくしよう

ということで、診断指導制度についても縮小傾向でござい

ましたが、近年、国の役割もあるということで、認定支援

機関、よろず支援拠点あるいは小規模支援法といったもの

ができたわけでございます」 第 回中小企業経営支援分

科会 と発言し、再び国の主導で政策を進めようとして

いる。

新たに開始された制度がどこまで高度な支援を実施して

いるかどうかを分析した研究は少ない。このため中小企業

経営力強化支援法に基づいた経営革新等支援機関制度 以

下、認定支援機関）に焦点を当て、どこまで有効に作用し

ているのかを分析することとする。

調査・分析方法

認定支援機関が開始された経緯については、新たな支援

体制構築の一環として開始され、複雑化・高度化・専門化

に対応するために、多様化・活性化させることが目的とさ

れている。このため、従来の公的な支援機関のみならず、

税理士や公認会計士といった士業者や金融機関も認定支援

機関の対象となり、公的支援に民間組織も関与できること

になったことで多様化は達成していると判断できる。一方

で、活性化できたかどうかという点については実際の支援

事業を分析する必要があるだろう。つまり、複雑化・高度

化・専門化できたと判断することが必要であり、これは従

来からの支援機関で認定支援機関となっている組織と比較

分析することで判断することができる。

そこで、認定支援機関制度が開始された直後から実施さ

れている「ものづくり補助金」 と「創業補助金」 以下、

つの補助金 に焦点をあて実際に申請・採択を受けた企業

等に対し、支援機関の属性ごとに分けてインタビューを実

施した。

今回の調査対象である つの補助金の場合は、金融機関

の支援を受けて採択されている割合が高い支援制度である。

金融機関と既存の支援機関として商工会議所の支援先と比

較分析し、支援体制について検討することとする。

中小企業政策と助成制度の関係

寺岡(2003)は中小企業に対する助成制度を中小企業

政策と関連させて、特徴と課題について述べている。 
政策を実現するための助成制度については2つの特

徴があるとして、1 つは事業計画策定における国・地

方自治体と中小企業及び同組合との関係であり、2 つ

は助成制度の多さである。一方でこれら つの特徴につ

いて、問題点を指摘している。

昨今は外部環境の変化によって地域の独自性が求めら

れるようになってきたとして、今後、従来からの中小集

権、均一化という政策体系を分権化、多様化、個別化、

効率化という政策体系に変容させることができるかどう

かが課題となる。また、中小企業の抱える諸問題に対し

て、どの程度の解決能力を持つかという問題点を指摘し

ている。中小企業に対する助成策の浸透には つの方法

が考えられる。つは膨大な中小企業を対象として助成を

行うことは困難であり、そのために特定の中小企業を選

定して助成する方法と、もう つはより多くの中小企業

に助成する方法である。どちらを採用するにしても、多

様化した助成制度は中小企業政策が目指そうとしている

方向を不鮮明にし、広く薄い支援策となってしまった点

を指摘している。これらの問題点に対し、政策理念と助

成制度の整合性の重要性を述べている。

地域産業政策を実行に移すための地方自治体の役割

河藤 は、地域産業政策という視点から国と地方自

治体の関係について述べており、外部環境の変化によって

地方自治体の役割が国主導による産業立地政策 中小企業

政策の一環 の受け皿から変化してきていることを指摘し

ている。

しかし、市町村単位に至っては実施経験が乏しいことか

ら、意義や方法論に関する認識が十分ではないとして、自

治体単独による地域産業政策の推進の困難性について触れ

ている。

275



地域経済政策を実施するためには取組主体は誰かという

ことであるが、市町村だけでは困難であるため河藤は複数

の社会的主体を挙げている。それによれば、国・都道府県、

市町村、商工団体 商工会議所・商工会等 、民間団体であ

る。このように多様な主体によって実施され、実施対象と

なる中小企業者の実情とニーズにも即した対応が必要とな

ることから、コーディネーターの役割が重要であるとして

いる。

認定支援機関に求められる能力とは

寺岡と河藤どちらも共通して主張している点が、近年の

中小企業政策の実行主体となるのが国から自治体に移って

きている点である。これは、外部環境の変化によって国が

実施する画一的なサービスによる非効率性や、多すぎる助

成制度による広く浅い支援、ましてや助成制度の有効性な

どに疑念が生じたことに由来している。

しかしながら、自治体を主体としても独自の政策立案能

力を獲得するには至っておらず、自治体のみならず、民間

の力 商工団体や民間団体 を活用する重要性を指摘してい

る。ただし、民間に求める能力については、既存の支援機

関よりも高度な支援が求められることになる。このような

状態の中にあって、より高度な支援能力を提供できるとし

て期待されているのが認定支援機関である。

つの補助金の現状について

ものづくり補助金は毎年度 億円を超える補助事業

となっており、創業補助金については、近年は予算額が少

なくなっている（表 ）。

表 各年度における つの補助金の予算額

H24補正 H25補正 H26補正 H27補正 H28補正

ものづくり 1,007億円 1,400億円 1020.4億円 1020.5億円 1,001.3億円

創業 200億円 44億円 50.4億円
7.6億円

(当初予算)
8.5億円

(当初予算)  
創業補助金は平成 年度、認定支援機関の関与はなく

なっている

資料 経済産業省ホームページより作成

 支援対象者に対するインタビュー

今回の調査では 先に対し調査を実施 表 し、この内

で つの補助金を活用した先が 先、ものづくり補助金を

活用した先が 先、創業補助金を活用した先が 先である。

これらインタビュー対象先については筆者が調査対象とし

ている神奈川県内の中小企業であると共に、既存の中小企

業支援機関からの紹介によって調査を実施している。全て

同じ地域内の企業としたのは、地域的な特性を同じにする

ことで認定支援機関の支援力の違いについて明確にするた

めである。なお、今回は地域金融機関から支援を受け採択

された企業と比較するため商工会議所の支援対象先に調査

している。

表 インタビューを実施した企業一覧

業種 補助金の種類
認定支援機関

の属性
特記事項

①技術サービス業 創業・ものづくり 地銀 複数回採択

②化学工業 創業・ものづくり 地銀 複数回採択
③金属製品製造業 ものづくり 信用金庫
④金属製品製造業 ものづくり 信用金庫
⑤飲食店 創業 商工会議所
⑥飲食店 創業 商工会議所  
(資料)筆者作成 

金融機関による支援力

従来からの仕組みである申請書を提出して採択されると

いうスキームに対し、認定支援機関の支援を受けることと

なっているために専門性の高い支援を受けられるという前

提が存在している。問題は、専門性の高い支援がどこまで

有効であるかという点である。まず、地方銀行より支援を

受けた 先については、融資を受けていることからわかる

ように金融支援を受けている。一方で、地銀の支援に対す

る支援の評価は割れており、①技術サービス業は地銀から

顧客の紹介とマッチングイベントの紹介を受けることがで

き満足しているようである。一方で、②化学工業において

は申請書の作成時に支援を受けていないし確認書の発行に

ついても、地銀に対し噛み砕いた説明書を用意して作成し

てもらったとしており、資金繰り以外での支援は受け難い

と感じている。

次に、信用金庫より支援を受けた 先については地銀と

同じく融資を受けている先である。融資以外の支援につい

て地銀と同様で評価が割れており、③金属製品製造業につ

いては採択後地元メディアに紹介してもらったり、低利融

資商品の案内を受けたりしていることから評価が高い。一

方で、④金属製品製造業では信用金庫に確認書を発行して

もらったが、アドバイスやフォローといったことは受けて

いないということであった。

金融機関が認定支援機関であった場合の多くで、融資を

受けている先や採択後に融資を受けているといった、資金

面での支援を実施しているということが分かる。一方で、
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金融機関による支援力

従来からの仕組みである申請書を提出して採択されると

いうスキームに対し、認定支援機関の支援を受けることと

なっているために専門性の高い支援を受けられるという前

提が存在している。問題は、専門性の高い支援がどこまで

有効であるかという点である。まず、地方銀行より支援を

受けた 先については、融資を受けていることからわかる

ように金融支援を受けている。一方で、地銀の支援に対す

る支援の評価は割れており、①技術サービス業は地銀から

顧客の紹介とマッチングイベントの紹介を受けることがで

き満足しているようである。一方で、②化学工業において

は申請書の作成時に支援を受けていないし確認書の発行に

ついても、地銀に対し噛み砕いた説明書を用意して作成し

てもらったとしており、資金繰り以外での支援は受け難い

と感じている。

次に、信用金庫より支援を受けた 先については地銀と

同じく融資を受けている先である。融資以外の支援につい

て地銀と同様で評価が割れており、③金属製品製造業につ

いては採択後地元メディアに紹介してもらったり、低利融

資商品の案内を受けたりしていることから評価が高い。一

方で、④金属製品製造業では信用金庫に確認書を発行して

もらったが、アドバイスやフォローといったことは受けて

いないということであった。

金融機関が認定支援機関であった場合の多くで、融資を

受けている先や採択後に融資を受けているといった、資金

面での支援を実施しているということが分かる。一方で、

金融機関が果たして企業の技術力をどこまで理解して支援

しているのかという点については疑問が残る発言があった。

例えば、「申請書に作成に関しアドバイスはなかった」、「地

方銀行には別途噛み砕いた説明書を用意し、それを基に確

認書を発行してもらった」、「アドバイスやフォローはなく、

申請書は自分で作成した」と金融機関に支援を受けた中小

企業の 社のうち 社が申請書作成に関し金融機関からの

支援がなかったと回答している。

このように、金融機関からの支援に対し期待しているこ

とは本業である資金調達であって、創業や製品・技術開発

そのものに対する支援ではないことがわかる。

商工会議所による支援力

そして商工会議所の支援については、結果として商工会

議所の支援の方が認定支援機関たる地銀や信用金庫と比べ

て中小企業者が求めている期待に応えていると感じること

ができる。どのような支援を実施したのかは、 つの補助

金以外に活用できそうな助成制度についての案内をし、申

請支援を行っていることがわかる。これは、支援対象者の

状態に合わせて有効と考えられる支援を提案していること

が分かるし商工会議所の経営指導員が中小企業向けの支援

メニューについてどのような制度なのかをしっかりと把握

していることもわかる。また、細かい相談にも対応してお

り、信頼関係が構築されていることがわかる。

このように、信頼関係が構築されることによって、さら

なる相談が生まれ経営に不安を覚えた際には気軽に相談で

きる関係を構築しているものと考えられる。つまり、高度

な支援よりも持続的で複合的な支援の方が、中小企業者等

からの満足度は高まり、支援の実効性も高まるものと考え

られる。

．商工会議所の現状

結論からすれば、商工会議所が支援の中心となって支援

体制を構築するのがよいのだが、 年度小規模支援法へ

商工会議所が対応したことで伴走型支援を実施するように

なり、支援対象となる中小企業に対して面談を重ねる必要

があるわけだか、それだけ商工会議所の業務に負荷がかか

っていることが考えられる。

これらの問題点については、日本商工会議所 も小

規模企業支援の強化に向けた課題として同様の意見を触れ

ている。それによれば、都道府県から商工会議所向け小規

模企業振興予算は 年度と 年度を比較し約 ％減

少し、それに合わせ経営指導員等補助対象職員数も約 ％

減少している。一方で、 年の小規模支援法改正後の伴

走型支援の実施が行われるようになると 事業者あたりの

業務が増加し、人員不足になった。その結果、職員の残業

時間が増加しているとしている。

商工会議所としても、新たな法対応で支援対象を絞らな

ければならない状態で予算は増加していないという厳しい

現状であることがわかるのだが、都道府県単位であっても

商工会議所に対する運営費用に関する補助金を増額するこ

とは難しい。一方では地域の小規模事業者に対して伴走型

の支援を実施するようにという法改正を示し、一方ではそ

れに見合った予算の確保ができないことから支援対象企業

を減らしている現状があることは明らかであり、寺岡の「政

策理念と助成制度の整合性」が取られていない典型的な事

例といえる。

また、経営発達支援計画を策定して関係機関と連携して

支援を実施しようとしても、商工会議所以外の機関にとっ

ては、その計画の達成がどのような効果をもたらすのかが

わからなければ結局のところ小規模支援法の目的を達成す

ることすら危うくなってしまう。河藤は市町村単位では、

知己経済政策の実施経験が乏しいとしていたが、都道府県

単位に至っても、経験という問題以外に人手や予算という

面から問題を抱えていることがわかる。それでは、国が主

体的になれば良いのかということになるが、それこそ実効

性のある振興策を構想しなければならないという寺岡の主

張とは異なることになってしまう。このように、地域の中

小企業支援を実施するにおいて商工会議所単独では限界が

あることは明らかなのである。

地域の中小企業支援の担い手の多様化へ

それでは、地域の中小企業支援は誰が主体的に実施する

のかという点については、むしろ認定支援機関こそがその

役割を担うことができるのではないかと考える。確かに

つの補助金の結果から認定支援機関の支援について疑問が

あることを明らかにしたが、他の視点から認定支援機関制

度を見ると新しい取組をしていると考えられる。

認定支援機関が開始された経緯からすれば“ちいさな企

業”未来会議での取りまとめでは、既存の支援機関が、経

営課題が複雑化・高度化・専門化する中で、適切な経営支

援機能を発揮することができていない状況であるとして、

既存支援機関の つである商工会議所も支援体制のあり方

について変更を求められ、その延長線上に新たな支援機関

という枠組みで認定支援機関制度が開始されているのであ

る。今回の調査では、認定支援機関による支援は不十分と
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言えるが、これは民間側の能力を活かしきれていないので

はないかと考えられる。それは、国が用意した補助金を始

めとする支援制度の活用を認定支援機関に実施させている

からで本来の能力が発揮できていない。

認定支援機関は補助金申請の書類作成機関ではなく士業

者や金融機関といった、それぞれが得意分野を持っており、

それを活かすことができないからであろう。国の実施する

支援制度は、寺岡が指摘するように全国的に画一的なサー

ビスの提供に繋がってしまい、それぞれの企業や地域とい

った特性に応えた支援制度の発展を阻害しているのではな

いだろうか。このため、認定支援機関制度の中心を担って

いる民間の力を活かすために何が必要かという議論をする

べきで、特に“ちいさな企業”未来会議取りまとめで指摘

されているように中小企業者等の自立・自活・努力を促す

支援体制が求められているのである。それには補助事業期

間中だけの支援に留まらない、長期的な視点からの支援を

実施できる能力を持った支援機関や支援体制の構築が必要

で、認定支援機関には地域の中小企業を支援するという本

来の役割が求められるのではないだろうか。

註

平成 年度補正ものづくり中小企業・小規模事業者試作
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補助金、平成 年度補正創業・第二創業促進補助金、平

成 年度創業・第二創業促進補助金の事を指す。なお、

平成 年度創業・第二創業促進補助金に関しては、認定

支援機関の関与を条件としなくなった。
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言えるが、これは民間側の能力を活かしきれていないので

はないかと考えられる。それは、国が用意した補助金を始

めとする支援制度の活用を認定支援機関に実施させている

からで本来の能力が発揮できていない。
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実施できる能力を持った支援機関や支援体制の構築が必要

で、認定支援機関には地域の中小企業を支援するという本

来の役割が求められるのではないだろうか。

註

平成 年度補正ものづくり中小企業・小規模事業者試作

開発等支援補助金、平成 年度補正中小企業・小規模事

業者ものづくり・商業・サービス革新事業、平成 年度

補正ものづくり・商業・サービス革新補助金、平成

年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金、

平成 年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発

支援補助金の事を指す。

平成 年度補正創業補助金、平成 年度補正創業促進

補助金、平成 年度補正創業・第二創業促進補助金、平

成 年度創業・第二創業促進補助金の事を指す。なお、

平成 年度創業・第二創業促進補助金に関しては、認定

支援機関の関与を条件としなくなった。

引用・参考文献

新井 稲二 「認定支援機関制度を活用した中小

企業等支援は効果を発揮しているか～認定支援機関へ

のヒアリングより明らかになった実態～」『産業能率大

学紀要』 第 巻 第 号

河藤 佳彦 「地域産業政策の現代的意義と実践」

同友館

経済産業省「予算・税制・財投」

経済産業省中小企業庁経営支援部小規模企業振興課

「中小企業政策審議会小規模企業基本政策小委員

会第 回議事録」

経済産業省中小企業庁 「中小企業政策審議会第

回中小企業経営支援分科会」

創業・第二創業促進補助金事務局 「平成 年度

補正予算創業・第二創業促進補助【募集要項】」

創業補助金 東京 事務局 「平成 年度補正予算

創業補助金 創業促進補助金 【募集要項】」

創業補助金 東京 事務局 「創業補助金 地域需要

創造型等起業・創業促進事業 【第 回募集要項】」

“ちいさな企業”未来会議 「“ちいさな企業”未

来会議（“日本の未来”応援会議～小さな企業が日本を

変える～）取りまとめ」

中小企業庁「経営サポート「ものづくり サービス含む

中小企業支援」

中小企業庁 「「商工会及び商工会議所による小規

模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律【小

規模支援法】」の概要」

寺岡 寛 「中小企業政策論－政策・対象・制度

－」中京大学経営学部

東京都事務局 「平成 年度補正革新的ものづく

り・商業・サービス開発支援補助金【公募要領】」

東京都事務局 「平成 年度補正ものづくり・商

業・サービス新展開支援補助金【公募要領】」

東京都事務局 「平成 年度補正ものづくり・商

業・サービス革新補助金【 次公募要領】」

東京都事務局 「平成 年度補正中小企業・小規

模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業【 次

公募要領】」

東京都事務局 「平成 年度ものづくり中小企

業・小規模事業者試作開発等支援補助金【 次公募要

領 複数回公募を予定 】」

日本商工会議所 「日本商工会議所発表資料」

平成 年度 創業・第二創業促進補助金事務局

「平成 年度 創業・第二創業促進補助金【募集要項】」

平成 年度 創業・第二創業促進補助金事務局

「平成 年度 創業・第二創業促進補助金【募集要項】」

限界集落における現実的な農業生産の再構築を起点とする地域再生に関する考察

〇岡山大成・西村訓弘（三重大学大学院地域イノベーション学研究科）

： 空間的優位性、食害回避域、美杉町太郎生地区

【背景】

日本各地において獣による農作物への被害は極めて深刻

な問題となっている。全国猟友会や農家による捕殺も進め

られ、ジビエ肉への加工の取り組みも枠組みが出来てきた

ようである。しかし、山間部では依然として鹿、猪、猿な

どによる食害は減らず、高齢化も伴い耕作放棄地の増加が

危ぶまれる。 ）

三重県津市美杉町太郎生地区においては、鹿による食害

が著しく露地栽培がそのままの農地では不可能となってい

る。獣害の一例として樹皮剝ぎを図 に示す。確かに、全

国においても特に鹿問題は切実なようである。 ）

放棄地利用目的で試験的に、野菜以外の農作物として棘

の無いタラノ木（ 、

以後メダラと称す）の栽培を試みたところ、春の芽吹きは

迎えたものの、鹿の食害により 株全てを失った。そこで、

移植株は ㎝未満の低いものであったとし、さらに高い
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【研究結果】

図 のように側芽が開芽してくれば、まず枯れてしまう

心配はない。次に注意すべきは、いつ、どの場所が摂食さ

れるかである。

図 より明らかなように、まずは最も低い位置、地面よ

り ㎝の高さの芽が食害に遭遇した。この時点では、それ

以上の高さに位置する残り つの当年シュートは存在して

いる。

その後、しばらくは シュートとも伸長成長を続けた。

図 にも示すように、そのまま連続成長を続けるものと思

われたが、最終的には 月 日の時点で、地上から ㎝

の高さにある当年シュートが枝折りされ喪失した。その様

子を図 が示しており、念のため翌年以降も観察を続けた

ところ、図 のような形で新たなシュートが同程度の位置

で摂食された。

図 開芽後に葉が展開し始めたタラの木と低位置の葉

が食害に遭い喪失した状態（右画像・中央やや左下側）

（左画像 、右画像 、撮影）

図 タラの木の若葉の展開と伸長成長の様子

（ 、撮影）

以上のように、 本のシュートのうち 本は食害により

損失し、残り 本はその後も成長を続けている。このよう
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付近でシュートの生存が分かれているようである。

表 各シュートにおける食害の状況

シュート識別 高さ その後の状況（年月日） 備考

№1 ㎝ 下葉を失いつつ伸長

枝折り、（ ） 図

№2 下葉を失いつつ伸長

食害、（ ） 図

※高さは側芽の更新位置を示す。

図 鹿により食害を受けた葉と枝折り（右側）

（ 、撮影）
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する樹高への育成期間と手間をいかにしていくかが課題

として残る。つまり、それを誰が行うのかということで

あり、地域においては、特にその点に関して悲観的であ

ることを忘れてはならない。

農業生産という面から見ると、高級食材「山菜の王様」

としてのタラの芽を増産することは、放棄地再生、さら

には地域活性化に向けた新たな取り組みの糸口となるだ

ろう。

そのような面から試算した収益予想モデルを表 とし

てまとめてみた。表内の数値は、藤嶋勇氏の複数の研究

データ ）をもとにして、現在の市場価格と現地において

の成長などの因子を考慮して補正したものである。放棄

地をタラ畑として再生すれば、これだけの可能性が見込

めるわけであり、米価やその他の野菜と比較しても決し

て低い収益ではない。

表 反（ 株）当たりにおける収益予想モデル

収穫部位 収穫数 収穫量（㎏） 予想出荷額（円）

頂芽のみ

側芽のみ

合算

※ ｇ当たり 円を想定して換算。

ただし、このモデルの問題点は、頂芽と側芽を同時に

収穫することは不可能であり、藤嶋氏の研究されるふか

し促成栽培を現地で当てはめることができるのかどうか

ということである。徳島県等の他県においても、タラの

芽生産に関して、独自の取り組みがなされているが、風

土や品種によって扱い方が変わるであろう。 ） ）

仮にそうであっても、高級食材としてのタラの芽の地
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位は変わることはなく、逆に扱い方次第では新たな特産

品としてこの地域を潤すことになるかもしれない。

例えば、時間単価として単純に換算してみた場合、

時間の労働投入により 万円の収入を得られるのであれ

ば、 ÷ ＝ 円 時となる。ところが、経費に

万円が掛かれば、（ － ）÷ ＝ 円

時となり、労働対価としてはあまりにも低い値となる。

現実における労働賃金は毎年上昇を続け、三重県の県下

最低賃金として 年 月以降で 円を示している。

仮に、このように時給を労働対価としての一つの指標と

して用いるのであれば、農業も反収のみに捉われずに他

産業との比較が可能となるような見方として活用できる

のではなかろうか。

そして、さらに話を進めてみる。ふかし栽培により収

益を 万円まで上げるため、投下労働時間を 時間ま

で上げた場合、 ÷ ＝ 円 時となり県下最

低時給 円の規定よりも上回らせることができる。こ

の先に、タラの葉やタラコンピなどの利用部位を最大限

収益に結び付け、 万円の収入を得て、経費として

万円を使い、投下労働時間は工夫によって 時間に抑

えたとする。（ － ）÷ ＝ 円 時

となり、自立的生活が可能となるラインが見えてくる。

以上のような面からも、本研究による獣害対策を兼ね

たタラノ木移植栽培の進展は、単なる研究に留まらず地

域再生の大きな弾みとなる可能性が見受けられる。

最後に、その他の具体的な試算としては、耕作放棄し

ても管理の名目で農家は草刈り等の作業を強いられてい

るが、これを業者に委託した場合には 反当たり 万円

程度と見積もられる。仮に、田舎ルールというものによ

り、一人に日当 万円相当を支払う場合でも延べ 人を

想定すると、１回の草刈りに 万円を必要とする。これ

が、年間３回行われれば、年間経費として 万円必要と

なるわけである。

このように、管理費だけでも農家にとっては厳しい支

出であるが、そのような点に考慮される話が一向に出て

こないところにも疑念が湧く。多くの場合、年老いた方々

が無理を押して、自ら草刈り機を持ち地道に整備されて

いることで耕作放棄地のレベルに留まっているにすぎな

いのだ。言うまでもなく、そのような無理の結果として

草刈りでの大怪我や命にかかわる大きな事故が起きるこ

ともあり得る。

耕作放棄地から荒廃農地となり、再生が困難な状態に

なっているのは全国で既に１割前後にも達すると言うが、

それ以外の放棄地も今のお年寄りや地域の方々によって

ようやく維持されているのが現実なのである。

そのままでは草刈りの負担が生じるだけの放棄地を、

収益構造が生じる状態への再生こそが、今、農山村部に

望まれているのではないだろうか。そのために、本研究

のような現地における地道な取り組みが、つ つの事例

として積み上がり、それぞれの地域に見合う農業への進

展に結び付くことを切に願うものである。
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買い物支援において移動販売がもつ機能に関する研究―都市部における支援事例から―

〇蔭久孝統、税所航太、黒沢侑子、江川緑（東京工業大学）

：「買い物難民」、「移動販売」、「アクセス改善」、「コミュニケーション」、「自由な判断」

【はじめに】 
近年、日本全国で日常の買い物に困難を感じる「買い物

難民」が急増している。経済産業省によると買い物弱者 難

民 とは、「住んでいる地域で日常の買い物をしたり、生活

に必要なサービスを受けたりするのに困難を感じる人た

ち」と定義されており、全国で約 万人存在すると推計

されている。 そのような状況の中で、自治体、 、民間

企業等様々な主体が多様な手法で支援に乗り出している。

買い物難民問題への取り組みは、主に、「供食型」(会食会

の開催を行う)、「配達型」(食品宅配や買い物代行等)、「ア

クセス改善型」(買い物場開設、移動販売、買い物バス等)
の 3 類型から成り立っている。［森 2013］しかし、それ

らの取り組みにはニーズに合わず継続が困難になる事業も

ある。持続可能な支援を考える上で、買い物難民が支援に

対して持ちうるニーズについて整理する必要がある。

高齢者を対象とした買い物行動に関する意識調査を行っ

た先行研究では、高齢者の買い物において、買い物を通し

ての気分転換や買い物先の店員との会話や情報交換を楽し

むこと等の多様な価値観が示されたとしつつ、買い物支援

方策の利用意向のある人の方が買い物における多様な価値

を大切にしている結果が示された。［鈴木ら ］

歴史的には、閉鎖的な農山村等を渡り歩き、商いを行っ

ていた行商人は、商売人としての役割以外に外部から情報

を持ち込み、村人の知識欲に刺激素を与える、文化伝播者

という性格を兼ね備えていた。［北見 1995］現代におい

ても買い物支援に求められる役割は、単なる物的支援に留

まらないと考えられる。 
上記のように、買い物への価値観が多様である以上、買い

物支援事業へのニーズも多様であると考えられる。それら

の点を加味した上で、買い物難民がどのようなニーズを抱

え、そして、買い物支援がどのような機能をもってそのニ

ーズを充足し得るかを検討しなければならない。 
近年、買い物難民問題は食料品店の絶対数が少ない地方

のみなならず、食料品供給システムが比較的充実している

はずの都市部においても顕在化している。薬師寺 は、

都市的地域において、買い物で不便や苦労をすると考えら

れる、店舗まで 以上で自動車を持たない 歳以上の

高齢者人口を 万人と推計している。また、経済産業省

の調査によると、大都市では、団塊ジュニア世代の高齢化、

コミュニティの希薄化の進行により、今後、買い物弱者 難

民 問題はより深刻化する可能性があると指摘されている。

本研究においては、買い物難民問題が深刻化しつつある都

市部に着目し、支援事例を調査した。

調査対象の選定にあたって、単身高齢者世帯が食料品確

保に困難を感じると想定し、調査地を検討した。 年国

勢調査によると、都市部において高齢単身者世帯の割合が

最も高い地域は新宿区である事が判明した。表

表 出典：新宿区人口ビジョン

「高齢単身者世帯割合の高い市町村」

新宿区の高齢化率は ％で、今後ますますの増加が予

想されている。区では、社会福祉協議会による家事支援や

外出付き添いといったサービスは行われてるものの買い物

難民に対する個別の政策的な取り組みは見当たらない。そ

のような中で、移動販売スーパーである丸正とくし丸が区

内で継続的に買い物難民支援の活動を行っている。

そこで本研究では、都市部において最も高齢単身者世帯

割合の高い新宿区において、継続的な支援活動を行ってい

る丸正とくし丸の事例に着目し、効果的な買い物支援事業

実施の一助とするため、買い物支援の中で移動販売が持つ

機能を明らかにしたい。

【研究方法・研究内容】

期間： 年 月～ 年 月

対象：丸正とくし丸

対象の概要：

丸正とくし丸の概要に先立って、提携元であるとくし

丸の概要について記述する。
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とくし丸とは、徳島県を拠点とする移動スーパーであ

る。全国各地のスーパーマーケットと提携し、地域の過

疎化や核家族化によって日常の買い物が困難になった買

い物難民やシニア層を主な利用顧客としている。現在は、

社のスーパーマーケットと提携し 都道府県で

台が稼働している。 年 月時点

写真 出典：とくし丸 「とくし丸は」

丸正とくし丸とは、新宿のスーパー丸正総本店がとく

し丸と提携した事で始まった移動販売スーパーであり、

新宿区内を対象に移動販売を行っている。 年から６

年間活動を継続している。肉、野菜、果物をはじめ総菜、

菓子類、日用品等まで多様な商品を軽トラックに搭載し、

本店の価格に＋ 円で販売している。訪問先は主に住宅

街や老人ホームである。

また、 での情報発信を行っており、当日の運行状況、

訪問予定地等も積極的に公開している。現在は、岩崎号、

佐野号の２台が稼働中である。住宅街では、週二回訪れ

ている場所もあり、それらを含めると、岩崎号、佐野号

併せて週に ヶ所以上の訪問販売を行っている。

方法：フィールドワーク 回、滞在時間は 分～ 時

間程度

フィールドワークでは、販売地点周辺の買い物環境の

把握及び、現地での販売員と利用者とのやり取りや販売

の様子の観察を通して、丸正とくし丸による買い物支援

が持つ機能について調査した。

【調査結果】

調査結果として以下の点が見出された。

不便な買い物環境へのアプローチ

丸正とくし丸が訪れる場所 特に住宅街 では、

以内に食料品店はあるものの、坂道や階段、また歩道の

ない狭い路地等がある場所が多かった。

また、都心である新宿区内においても 以内に食料

品店がない地域があり、そのような場所にも丸正とくし

丸は訪れていた。販売員から「足腰が悪くてここでしか

買い物ができない方もいらっしゃいます」という発言も

聞かれた。

写真 販売地点付近の階段

写真 販売地点付近の坂

丸正とくし丸での買い物状況

とくし丸の利用者は、人それぞれ様々なものを購入す

るが、中でも野菜や果物、飲み物、菓子類を購入する利

用者が多かった。六月末、気温が上がり始めた時期に販

売員に売れ筋商品を尋ねると「今は ℓのお茶が一番よく

売れてますね」という話が聞かれた。食料品以外にも、

キッチンロール等の日用品を買う人や、中には花を買う

利用者もいた。また、使用金額に着目すると、多くの人

が 円以上の買い物をしており、常連らしき住宅街の

利用者は、野菜、肉等多数の商品を購入し、 円近い

買い物をしていた。

気軽な交流

丸正とくし丸の利用者の中には、家のすぐ近くにスー

パーがあるにも関わらず、丸正とくし丸を利用している

高齢者がいる。販売の様子を観察していると、それらの

高齢者と販売員が親し気に交流する姿が見られた。

「最近の体調はいかがですか」と販売員が利用者の体

調を気に掛ける場面や、利用者側からも「今の時期は過
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調査結果として以下の点が見出された。
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丸正とくし丸が訪れる場所 特に住宅街 では、

以内に食料品店はあるものの、坂道や階段、また歩道の
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写真 販売地点付近の坂

丸正とくし丸での買い物状況

とくし丸の利用者は、人それぞれ様々なものを購入す

るが、中でも野菜や果物、飲み物、菓子類を購入する利

用者が多かった。六月末、気温が上がり始めた時期に販

売員に売れ筋商品を尋ねると「今は ℓのお茶が一番よく

売れてますね」という話が聞かれた。食料品以外にも、

キッチンロール等の日用品を買う人や、中には花を買う

利用者もいた。また、使用金額に着目すると、多くの人

が 円以上の買い物をしており、常連らしき住宅街の

利用者は、野菜、肉等多数の商品を購入し、 円近い

買い物をしていた。

気軽な交流

丸正とくし丸の利用者の中には、家のすぐ近くにスー

パーがあるにも関わらず、丸正とくし丸を利用している

高齢者がいる。販売の様子を観察していると、それらの

高齢者と販売員が親し気に交流する姿が見られた。

「最近の体調はいかがですか」と販売員が利用者の体

調を気に掛ける場面や、利用者側からも「今の時期は過

ごしやすくていいね」、「先週は病院で検査だったんです

よ」といった世間話や近況報告をする場面等も見られ、

非常に気軽な交流がなされていた。利用者が「先週は、

偶々外出していてお会い出来なくて残念に思ってたんで

すよ」と販売員に声をかける一幕もあった。

販売員と利用者のみならず、利用者同士の交流も確認

出来た。商品を手に取り、「これどうかなあ」、「まだ、ち

いさいんじゃない」といった商品についてのやり取りや

「 商品を手に取りながら これで孫も喜ぶわ」、「お孫さ

ん来てるの、よかったね」といった世間話をしている様

子も見られた。

老人ホームでの販売

丸正とくし丸は、週に一回、老人ホームに定期的に訪

問しており、そこでは車いすや杖をついたホームの入居

者が介護職員に付き添われながら買い物をしていた。住

宅街の販売では、基本的にトラックの中に陳列された商

品を利用者が見て回るといった販売方式が一般的である

が、老人ホームでは、商品をトラックから下ろし、特別

に設置された台に陳列しており横には買い物かごまで設

置されていた。

写真 老人ホームでの販売の様子

入居者は買い物を職員に任せきりにせず、介助を受けつ

つも、自身で商品を手に取り、目で見て、選び、購入す

る。一方、商品を一通り見て、職員や販売員と相談した

結果、何も購入しないという入居者もいた。

【考察】

調査結果から、丸正とくし丸の取り組みには、条件不

利地域のアクセス改善に加えて、コミュニケーションを

楽しむ場、自由な判断での買い物を行える場としての機

能があると考えられる。

条件不利地域のアクセス改善

坂や階段または狭い路地は、足腰の悪い高齢者にとっ

ては大きな障害になり得ると考えられる。また、例え平

坦な道のりであっても、食料品店への距離があると同様

にアクセスが難しくなる。丸正とくし丸は、移動販売を

通して、そのような条件不利地域に住む高齢者に食料品

を届ける役割を担っている。丸正とくし丸でしか買い物

が出来ないという利用者の存在を鑑みれば、条件不利地

域のアクセス改善という点で丸正とくし丸が持つ機能は

非常に重要である考えられる。

コミュニケーションを楽しむ場

丸正とくし丸での交流は、昨今のコンビニエンススト

アやスーパー等のある種マニュアル的なものではない。

販売員は利用者との交流に積極的に応じ、その販売姿勢

が気軽な交流を生み出している。そして、利用者もその

交流を楽しんでいるように見えた。そのような丸正とく

し丸の販売姿勢が、利用者にとってコミュニケーション

を楽しむ場の創出として機能していると考えられる。

自由な判断での買い物を行える場

老人ホームの入居者達は、車いすや杖をつきながらも

買い物を楽しんでいたように見えた。老人ホームに入居

すると気軽にスーパーで買い物を楽しむ機会はそう多く

はないと想定される。そのような中で、丸正とくし丸で

は、自分で商品を見定め、自由な判断の下で購入する事

が出来る。また、一通り商品を見て、何も買わないとい

う行為もその一つとして見て取れた。また、身体能力が

低下する中でも、定期的に自己決定による買い物が出来

る場の創出という丸正とくし丸の機能は、入居者の社会

性の維持にも繋がっていると想定される。

上記三点の機能のそれぞれが丸正とくし丸の継続的な

取り組みを支えていると想定される。

都心である新宿区内においても買い物環境が整ってい

ない条件不利地域が存在し、そこに住む高齢者にとって

住居のすぐ近くまで訪問する丸正とくし丸の の機能が

物的支援の面で重要な役割を担っている。しかし、丸正

とくし丸の機能は、物的支援の枠組みには収まらない。

鈴木ら が設定した買い物がもつ多様な価値に関

する項目では、買い物先の店員との会話や情報交換を楽

しむこと、実際に手に取って好みの商品を買うことが含

まれている。 の機能は、その二点を満たし得るもので

あると考えられる。その上で、北見 で、行商人が、

交通の便がない村々にとって単なる商品売買以上の役割

を担ってきたと位置づけられていたように、丸正とくし

丸もまた多面的な機能を果たすことで物的支援はもちろ

んそれ以外の面でも利用者のニーズに応えていると考え

られる。
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【まとめ】

本研究では、新宿区における丸正とくし丸の取り組み

から買い物支援において、森 が類型した供食型、

配達型、アクセス改善型の中で、アクセス改善型の一つ

である移動販売が持つ多面的な機能を見出すことが出来

た。少子高齢化が進行する以上、今後ますますの買い物

難民の増加は避けられない。そのような状況下において、

買い物難民のニーズを把握するとともに、買い物支援が

持つ機能について再考する事もまた重要である考えられ

る。買い物という行為に人々がどのようなニーズを抱え

ているのか、またそれぞれの買い物支援類型が持つ機能

がそのニーズをどのように充足し得るのかを把握する事

でより適切な支援を実施する事が出来る。はじめにで触

れたように、ニーズに合わず衰退していくケースもある

中で、各対象地域で買い物難民が持つニーズを精査した

上で、ニーズにかなった機能をもつ買い物支援を実施す

る事が買い物難民問題の解決には必要不可欠である。

【今後の課題】

本研究では、丸正とくし丸の取り組みに着目して調査

を行ったが、今後は更に対象を広げ、都市部と地方の農

村の比較等、他地域における事例から移動販売の更なる

多様な機能を明らかにしたい。また、移動販売が物的支

援を含む多面的な機能を有していたように、他の類型の

買い物支援もまた多様な機能を持っている事が推測され

る。そこで、移動販売以外の支援手法にも着目し、それ

ぞれの支援における多面的な機能を明らかにする事で、

買い物難民問題解決に向けた新たな知見の獲得を目指し

たい。
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【まとめ】

本研究では、新宿区における丸正とくし丸の取り組み

から買い物支援において、森 が類型した供食型、

配達型、アクセス改善型の中で、アクセス改善型の一つ

である移動販売が持つ多面的な機能を見出すことが出来

た。少子高齢化が進行する以上、今後ますますの買い物

難民の増加は避けられない。そのような状況下において、

買い物難民のニーズを把握するとともに、買い物支援が

持つ機能について再考する事もまた重要である考えられ

る。買い物という行為に人々がどのようなニーズを抱え

ているのか、またそれぞれの買い物支援類型が持つ機能

がそのニーズをどのように充足し得るのかを把握する事

でより適切な支援を実施する事が出来る。はじめにで触

れたように、ニーズに合わず衰退していくケースもある

中で、各対象地域で買い物難民が持つニーズを精査した

上で、ニーズにかなった機能をもつ買い物支援を実施す

る事が買い物難民問題の解決には必要不可欠である。

【今後の課題】

本研究では、丸正とくし丸の取り組みに着目して調査

を行ったが、今後は更に対象を広げ、都市部と地方の農

村の比較等、他地域における事例から移動販売の更なる

多様な機能を明らかにしたい。また、移動販売が物的支

援を含む多面的な機能を有していたように、他の類型の

買い物支援もまた多様な機能を持っている事が推測され

る。そこで、移動販売以外の支援手法にも着目し、それ

ぞれの支援における多面的な機能を明らかにする事で、

買い物難民問題解決に向けた新たな知見の獲得を目指し

たい。
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共同売店の維持可能性に関する定量的試算～イギリスの の事例を基に～

小巻泰之（大阪経済大学）

： 共同売店，損益分岐点分析，維持可能性

【問題・目的・背景】 
過疎化及び高齢化が進展する小地域や集落について

は，今後，さらに基礎的な生活が維持できない可能性が
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ている店もあるが，多くの売店では紙ベースの自筆方式

での売上メモである．なお，情報が開示されていないこ

とから，図表等での掲載順をランダムかつ匿名にするこ

とにより，売店が特定できないよう工夫にしている． 
本論では，実地調査により筆者が得た数値情報を基に

分析する．もっとも，たなせん，楚洲共同売店，安波共

同売店，川田区売店及び真栄田共同売店について財務デ
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細かな情報を入手できた．そこで，これ以外の売店につ

いては口頭で入手した情報に，情報を入手できた売店の

データをもとに補う方法を用いている． 
第2に，高齢者のスーパーマーケットでの購買行動を

確認した上で，持続可能な経営環境を考慮した試算を行

う．特に，沖縄県の売店では従業員（請負人の場合もあ

る）が１名で，１日当たりの営業時間が12時間超，かつ

ほぼ年中無休に近い状況で経営されている．しかも，店

によっては従業員の人件費を十分に計上できていない等，

従業員の善意で経営が成り立っている場合もあり維持可

能ではない状況にある．そこで，維持可能な経営状態を

想定した試算を行う． 
第3に，近隣の大型食品スーパーやコンビニエンスス

トアとの競合の下での売店の維持可能性を検討する．特

に，地元住民による主体的な売店利用の効果を考える．

これは，地域の過疎化，高齢化により地域が衰えること

を抑制し，現在の状況を維持するために，地元が自律的

かつ主体的に動くべきとのみかたが多いことによる． 
そこで，Gartmore Community Shop（Stirling, 
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Scotland）での地域住民に購買行動をやや強制的に推奨

する方法及び Feckenham Village Shop（Redditch, 
Oxfordshire）での競合売店への移動コストを考慮した比

較検討の 2 つの方法を取り入れて，売店の維持可能性を

試算する．その際，より説得性を持たせるため，高齢者

の平均的な購買行動をもとに，売店の維持可能な経営状

況を達成させるために求められる状況を検討する．

【研究・調査･分析結果】

売店の経営環境の現状

沖縄県に関しては，国頭村 売店から日次ベースの売

上高，来客数（地元，外部別），月次ベースの人件費，電

気代，電話代，水道代，年次ベースの雑費（商工会会費

等）等を含む日計表を入手させて頂いた．また，東村

店から月次ベースの売上高，恩納村 店から月次ベース

の売上高，仕入高，電気代，人件費のデータを入手させ

て頂いた．その他の 店についてはインタビュー形式で

あるが，１日当たりの売上高，来客数（地元，外部），電

気代，人件費及び収支状況の概算を聞き取り調査した．

そこで，不明な数値は国頭村 店のデータを基に，当該

店の来客数や店内の冷蔵庫（冷凍庫）の数などから数値

を試算し，沖縄県内 か店の損益分岐点を試算している．

本土の売店については，たなせん（京都府南丹市）の財

務情報を補う形をとる．

（本土の場合）

来客については，「道の駅」へ転換したふらっと美山

（京都府南丹市）や幹線道路沿いにあり利便性が高い大

野屋（京都府南丹市）を除くと，概ね 名を切ってい

る．その内訳は地元住民の利用率は概ね ～ ％と高い

ものとなっている．しかし，地域の人口でみれば， ％

前後の利用率であり，地域の売店としての意義が問われ

る状況にはある．たとえば，神集島購買部（佐賀県唐津

市）では離島とはいえ，本土との連絡船は片道約 分で

料金は 円と安価であるため，唐津市内の食品スーパ

ー等で買い出しする島民が多いとのことである．日当た

りの購入額は ～ 円程度（中央値 円）となっ

ている．費用については，地域により公的な支援がある

など大きく異なっている．島根県の 売店では当該市町

村の公民館の施設，人員を利用することにより，光熱費

や人件費の負担がない（図表 ：売店の基礎的数値）．

（沖縄県の場合）

利用状況についてみると，本土の場店と異なり，多く

の売店では地元住民だけでなく，公共事業等の業務に従

事する労働者や観光客の利用が少なくない．また，地元

住民の場合，固定的な客が多いとのことである．しかし，

小巻（ ）でみたように地域の人口比でみると，地域

住民の利用率は 売店が ％台，で残りの 売店は ％

前後とかなり低い（地元住民の厚生水準を維持するはず

の売店で，地元住民の利用が少ないことは，売店の存在

意義が見いだせない状況が伺える．

また，来客 名当たりの 日の購入額は ～ 円

程度であり，かつ固定客であることを考慮すれば，概ね

週間に必要な食料品などの多くの品物を売店での購入に

依存している様子も伺える（図表 ：売店の基礎的数値）．

費用については，固定費で最もウエイトが大きくなっ

ているのは本土の売店と同様に，人件費と光熱費である．

ただし，沖縄は亜熱帯性の気候であることから，

店の収支状況をみると，いくつかの売店を除き，収

支は黒字を維持している様子が伺える．しかし，収支が

黒字とはいえ，一部の売店では人件費がゼロもしくは労

働時間に比しかなり過小な水準となっている場合がみら

れる．しかも，従業員の労働時間は朝７時頃から夜 時

頃までを 人で担当し，かつ休憩時間がなく長時間にわ

たる場合も少なくない．このように従業員の献身的な業

務の上で何とか収支で黒字を確保している場合もみられ

る．このような状況は今後の過疎化，高齢化が進む状況

では売店の維持自体が困難といえよう．

．地元住民による主体的な売店の利用

のホームページで，村の店の将来の

ために 週間に最低 ポンド（日本円で約 円，

年 月時点）の購入を求めている．ホームページ上で算

出根拠は明示されていないが，村上（ ）によれば，

算出根拠は損益分岐点を算出の上，地域住民の人口およ

び 年間を 週間で除して算出された数値とのことであ

る（図表 ： の ）． の人口は 人

（ 年時点）であることから，１か月で ポンド（日

本円で約 万円）の売上が維持に必要な金額となって

いる．

日本の場合，地域住民にお店の維持をするために直接的

な負担を求めている例として佐賀県神集島購買部がある．

神集島購買部では店の運営費として島内の各世帯から月

円を徴収している．島内は 世帯のため 万円で

あり，その根拠はパート従業員の賃金相当額としている．

世帯当たりの金額は とほぼ同様の水準に近い

ものの，神集島購買部での方法は強制力が強い．
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【考察・今後の展開】
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移住・定住に繋がる価値共創を実現する地域ファクターの考察－竹富島を事例に－

大和里美（奈良県立大学）

： 移住・定住、 、価値共創

１．はじめに 
人口減少や高齢化の進展によって地域の活力が失われ、

コミュニティの維持が困難になっている地域や将来的に地

域の存続が危ぶまれる地域が増加する中で、観光は地域活

性化を図るための手段として注目されている。観光振興を

図ることは、交流人口の増加や経済的な効果が期待できる

だけでなく、地域と観光客が価値を共創し関係性を深めて

いくことができれば、移住や定住に繋がることが期待でき

る。

本研究では、多くの観光客が訪れ、離島でありながらも

人口が増加傾向にある竹富町の竹富島について、竹富町役

場、地縁団体法人竹富公民館（以下、公民館）館長１）と古

くからの住民、竹富島への移住者を対象として、移住・定

住促進のための政策、移住・定住に至るプロセスと移住・

定住に影響を与えた要因などについて聞き取り調査を行い、

地域（住民）と外部者との価値共創に着目し、近年企業と

顧客との価値共創を中心に研究が進められているサービ

ス・ドミナント・ロジック（ ：以

下、 ロジック）の視点から移住・定住に繋がる価値共

創を実現する地域のスキルやナレッジなどのファクターを

明らかにする。また聞き取り調査と文献調査に基づき、ス

キルやナレッジを生み出した地域の歴史や文化的要因、地

域コミュニティの構造などについても考察する。 

 

２ ロジックにおける価値共創

ロジックは、 年に と によって提唱

された新しい研究視点である。北米を中心に研究が進んだ

伝統的なマーケティングでは、有形財である製品（ ）

に焦点を当てるのに対し、 ロジックでは、製品と無形

財であるサービスィーズ（ ）を包括した上位概念

として「他者あるいは自身のベネフィットのための行為、

プロセス、パフォーマンスを通じたコンピタンス（ナレッ

ジ・スキル）の適用という活動そのもの」を意味する（大

藪 ）サービス（ ）が位置づけられる。

ロジックにおいては、消費者が製品やサービスィー

ズに対して価値を認めたとき初めて価値が生まれるため、

企業は価値提案しかできず、価値は常に企業と消費者との

間で共創される。一般的に価値共創として挙げられる消費

者参加による製品開発は、 ロジックでは共同生産とし

て区別される（ ）。

このように ロジックにおける価値は、消費者が製品

やサービスィーズを消費するプロセスにおいて消費者によ

って知覚される価値であり、企業のナレッジやスキルだけ

でなく消費者のナレッジやスキル及び使用するプロセスの

文脈によって影響を受け文脈価値と呼ばれる（田口 ）。

ロジックは、企業のマーケティング研究から生まれ

た視点であるが、企業活動のような経済的な交換・価値創

造だけでなく、社会的な交換・価値創造を捉える考え方と

しても有効である（ ）。

３ 竹富島の概要

竹富島は、沖縄県八重山郡竹富町に属する周囲 、

面積 ㎢の小島で、石垣島からは高速船で約 分の

距離にある。竹富町の各島は、豊かな自然に恵まれてい

るだけでなく、島ごとに独自の歴史や文化を持ち、多く

の歌謡や芸能、古くから続く祭りや風習などの伝統文化

が継承されている。中でも竹富島は、 年の歴史がある

といわれる種子取祭（タナドゥイ）が 年（昭和

年）に国の重要無形民俗文化財に指定されたのに続き、

年（昭和 年）には、琉球赤瓦葺き木造の伝統的な

町並みが、重要伝統的建造物群保存地区に選定され、古

くからの民俗芸能と沖縄の原風景が残る島として多くの

観光客を集めている。また移住希望者も多く、年によっ

て増減はあるが、人口は増加傾向で推移している（図 ）。 
 

 
図 竹富島の位置

出典：竹富町  
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図 竹富島の位置

出典：竹富町  

（人）

（年）

図 竹富島の人口の推移

出典：竹富町 「竹富町地区別人口動態票」

竹富島には、かつて八重山統治の行政庁である蔵元が

置かれていた。 年に首里王府で功績のあった竹富島

出身の西塘が八重山人として初めて竹富大首里大屋子の

頭職に任じられて設置したもので、その後石垣島に移る

までの 年間にわたり、竹富島が八重山政治の中心とな

った。西塘の墓である西塘御嶽には、今も多くの参拝者

があり、西塘が残した「かいしくさや うつぐみどぅ ま

さる」に見られる「うつぐみ」の精神（一致協力の精神、

助け合いの精神）は、竹富島の基本精神として住民に受

け継がれている。

写真 西塘の遺訓を刻んだ石碑

出典： 年 月 日 筆者撮影

４ 調査の実施と結果

年 月と 年 月に竹富町企画財政課、竹富島

で生まれ育った住民 名（公民館長と 代・ 代の女性

名）および定住者（ 年以上居住している移住者） 名を

対象に島の歴史とコミュニティの状況、移住・定住の現状

などについて聞き取り調査を行った。

（１）島の歴史とコミュニティ

人頭税２）の時代には、税は穀物で納めなければならなか

ったが、隆起珊瑚礁の島で高い山がない竹富島には十分な

水がなく、危険を冒して海を渡り西表島で土地を開拓して

農業を行った（はいの ）。現在は観光業が島の産業の

中心であるが、農業の時代にはお互いに協力し助け合って

いくことが生きていくためには必須であり、うつぐみの精

神が培われ守られてきた。また竹富島は八重山全体の行政

を司っていた歴史があり、住民の自治意識は高く、竹富公

民館議会で島の重要な事項については議論され、 法人

たきどぅん３）と連携して観光案内や島内の道路整備なども

自分たちで行っている。

竹富島には公民館を中心に 年（昭和 年）に制定

された「竹富島憲章」があるが、この憲章には、「売らない」

「汚さない」「乱さない」「壊さない」「活かす」という島を

守り発展していくための つの原則が掲げられている

（ 年改定）。

島には、種子取祭だけでなく年に 回以上の祭りがあり、

村単位・公民館単位の行事や集まりもある。各集落には、

青年会・婦人会・老人会があり、 歳までは公民館の役を

務め 歳になれば老人クラブに必ず加入しなければなら

ない。それ以外にも学校の や子供のための読み聞かせ

の会、三線などの任意の同好会もある。島には、「島習い」

といわれる習慣があり、ボランティアで行う掃除などの前

後に参加している者同士で会話することで島の歴史や文

化・習慣などを伝えるというものである。このように島の

文化や伝統を守り、うつぐみの精神を伝えるために活発な

コミュニティの活動が行われている。

（２）移住・定住の現状

竹富島では、観光で訪れたことがきっかけで移住を希望

する人が多い。「竹富島は何もない島なので、訪れた人を親

切にもてなすことで良い経験をしてまた来てもらえるよう

にしなければならない」（住民 氏）という言葉にあるよう

に、豊かな自然や掃除の行き届いた集落に惹かれたびたび
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訪れているうちに、島の住民から親切にしてもらい自分の

居場所ができたと感じて移住したという人もいる（定住者

氏）。

竹富町は年に 回東京での移住フェアに参加している。

町ではファシリテーター制度を導入しており、移住促進の

担当部署である政策推進課がファシリテーターとして移住

希望者の相談に乗り、各地域の習慣や移住後に必要な付き

合いなどについて説明を行う。説明を受けた上で移住を希

望する場合は現地での体験を行うが、この時点で町から移

住希望地区の公民館に連絡を入れ、その後は公民館長が面

談を行うなど各地区が対応するが、移住を希望しても最初

から住居を借りられるわけではない。

竹富島に移住を希望する場合は、最初の ～ 年は年に

～ 回程度島を訪問して地区の民宿に滞在し、清掃などの

ボランティアに参加する必要がある。民宿の経営者は滞在

中の会話などから移住希望者の人柄や移住後の生業などの

情報を収集する役割を担っている。またボランティア活動

を通じて住民との交流を図り、コミュニティの一員として

やっていけるかどうかを判断する。最終的に移住を受け入

れることが決まれば住居を紹介する。

５．住民と外部者との価値共創

図 ～ は、竹富島における移住に関わる住民と外部者と

の価値共創について示したものである。

住民側のナレッジ・スキル

・うつぐみの精神

・もてなしの心、親切な対応

・高い自治意識

・島の伝統・文化に関する知識

観光客

価値提案

価値認識

・竹富憲章、清

掃ボランティア、

集落の建造物・

道路の整備な

どによる美しい

環境

・精神的な価値

etc.

価値共創

図 住民と観光客との価値共創

観光で訪れた外部者は、竹富島の美しい自然・町並みや

清掃が行き届いた集落、住民とのコミュニケーションなど

から価値を知覚することで竹富島への移住を希望するよう

になる。住民との交流だけでなく、環境を守り維持してい

るのはうつぐみの精神や高い自治意識という住民の持つナ

レッジ・スキルが生み出した竹富憲章やボランティアなど

の活動である（図 ）。

価値共創

移住

希望者

住民側のナレッジ・スキル

・うつぐみの精神

・高い自治意識
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価値認識

価値提案

・1年に2～4回の訪
問・滞在

・ボランティア活動

への参加

・移住後の生業

・島の伝統・文化の

理解

etc.

価値共創実現の「場」の創出

滞在先としての民宿の紹介、清掃などのボランティア活動

→「島習い」による会話と学習

図 住民と移住希望者との価値共創

移住希望者は、民宿に滞在しボランティア活動などを通

じて住民との接点を持つ中で、移住した後コミュニティの

一員として生活していけるかどうかを判断される。従って、

移住を希望する者は、住民としてふさわしい価値を提案す

る必要があり、住民は移住希望者が提案した価値をうつぐ

みの精神や島の伝統・文化に関する知識などのナレッジ・

スキルを適用して判断する。民宿への滞在やボランティア

活動は価値共創の場であり、「島習い」の習慣は会話や学習

によって価値共創を促進する仕組みとして作用している

（図 ）。
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図 竹富島における移住に至る価値共創 

 
以上のように、竹富島では住民が「うつぐみの精神」「も

てなしの心、親切な対応」「高い自治意識」「島の伝統・文

化に関する知識」などのナレッジ・スキルを適用すること

で観光客に美しい環境や精神的な価値を提案し、観光客が
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以上のように、竹富島では住民が「うつぐみの精神」「も

てなしの心、親切な対応」「高い自治意識」「島の伝統・文

化に関する知識」などのナレッジ・スキルを適用すること

で観光客に美しい環境や精神的な価値を提案し、観光客が

価値を知覚して価値が共創されることで移住を希望するよ

うになる。しかしすぐには移住することはできず、一定の

期間、今度は住民だけでなく移住希望者側も住民となるに

相応しいことが認められるような価値提案を行い、住民側

は自らのナレッジ・スキルを適用して価値判断を行った結

果価値が共創されてはじめて移住者となる（図 ）。

６．おわりに

企業と顧客との価値共創において、 ロジックでは、

企業は価値を提案し、その価値を顧客が認識することで

価値が創造される。企業は常に価値提案者であり、価値

認識者は常に顧客である。移住・定住を促進する自治体

が増加し地域間競争が激しくなる中で、多くの地域では、

自治体が住民誘致に向けて様々な移住者への優遇策を提

示し地域は移住者を受入れている。すなわち、自治体が

価値提案者となり外部者が主観的に価値を判断し認識し

ており、企業と顧客による価値共創と同様の形が認めら

れる。

しかし竹富島では、地域が一方的に価値提案者となる

のではなく、外部者が提案する価値を地域が認めたとき、

はじめて移住できる仕組みが作られており、地域がその

プロセスをマネジメントしていた。また価値共創を生む

地域のナレッジ・スキルとしては、「うつぐみの精神」「も

てなしの心、親切な対応」「高い自治意識」「島の伝統・

文化に関する知識」が認められたが、これらのナレッジ・

スキルは、竹富島の歴史や文化の中で培われたものであ

った。

企業の販売行為においては、会話と学習、サプライヤ

ー・顧客間の仲介者の存在などが価値共創を実現するが

（ ）、竹富島において

も価値共創の場の創出、仲介者としての民宿の経営者、

「島習い」の習慣による会話・学習が価値共創を促進し

ていた。

本研究では、竹富島の地域側に焦点を当てて調査を進

めたが、移住者側のナレッジ・スキル、移住者同士の影

響や関係性、移住者側から見た文脈価値の内容などにつ

いて検討することは今後の課題である。また竹富島で得

た知見をもとに、竹富島同様に観光入域者数・人口が増

加しているが、地区によって移住者数に大きな違いがあ

る西表島においても同様の調査を行い、価値共創のプロ

セスと文脈価値、地域側・外部者双方のナレッジとスキ

ル、移住・定住に繋がる価値共創のマネジメントについ

てさらに研究を深めていく予定である。
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公民館は地域の自治組織で、島の祭祀と行事を司り、

役所とのパイプ役となる。公民館長はその長。

年から琉球王府が、宮古島・八重山群島に課した

過酷な税で、沖縄県となっても廃止されず 年（明治

年）まで続いた。

「たきどぅん」とは現地の言葉で「竹富島」のこと。
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『地域包括ケアシステムにおける「自立」の概念』

～認知症強化型地域包括支援センターが取り組む支援とは～
氏名（所属）北 裕充

（此花区南西部地域包括支援センター 関西大学大学院）

： 地域包括ケア、認知症初期集中支援事業、推定意思、意思決定支援

【目的・背景】 
地域包括ケアの構築に向けて認知症高齢者の支援に関す

る取り組みは最重要課題である。国の推計では認知症患者

数は （平成 ）年の約 万人から （平成 ）

年には約 万人にのぼる推定されている。

国の認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）にお

いては早期発見・早期診断を掲げており、ファーストコン

タクトにおける適切な支援と認知症状の悪化に伴う生活問

題の危機回避機能の向上の視点から自治体ごとに体制整備

が進められているところである。

本稿では、国の認知症施策である認知症初期集中支援事

業を地域包括支援センターに委託し、認知症高齢者の生活

課題について個別支援と地域支援を一体的に実施している、

大阪市の認知症強化型地域包括支援センター事業について、

政策の意義や現状の取り組みを取り上げるとともに、筆者

の勤務する大阪市此花区の当該センターの現況から、認知

症高齢者の自立支援に関する課題と認知症高齢者のケアマ

ネジメントに求められる視点と事業の方向性について考察

を行うことを目的とする。

【研究方法】

最初に「自立」の定義に関する先行研究を取り上げながら、

地域包括ケアにおける自立支援に求められることを考察する。

その上で、大阪市における「認知症強化型地域包括支援セン

ター事業」の概要や現状における取り組み状況について、筆

者が所属する此花区内の地域包括支援センターでの相談対

応状況や担当圏域の統計データからの要因分析、地域ケア

会議、小地域ケア会議、組織代表者級会議、認知症ネットワ

ーク会議等の関係機関との協働を通じて見えてきた課題を整

理する。最後に認知症支援の類似相談機関が乱立し役割が

不明瞭な認知症強化型地域包括支援センターが認知症高齢

者の自立支援に関して関与すべき領域や関係機関との差別

化を図るための方策を提案する。

【分析内容・分析結果】

１．曖昧な自立概念と地域包括ケアシステムにおける自立概念

「自立」という言葉を使う際に、日本においては つの漢字

があてられる。一つ目は「自立」であり、他者からの助けを受け

ず一人で物事やりきることや、他からの従属を離れて独り立ち

することや、他からの支配を受けずに存在するという意味であ

り、英語では「 」で表すことができる。二つ目は

「自律」であり、他からの支配や助力を受けず、自分の行動を

自分の立てた規律に従って正しく規制すること（大辞林）であ

り、英語では「 」で表すことができる。三つ目は論語

にみられる表現である「而立」という言葉であり、道徳観や学識

が確立して一個の人間としての思想が固まることを意味するも

のである。それぞれ、どのような場合に使い分けるかということ

については非常に曖昧であり、しばしば混同されたり、誤用さ

れたりすることもある。

非常に曖昧な言葉であるものの「自立」や「自立支援」は社

会福祉施策において多用される用語であり、その意味すると

ころは時代や法律により異なる。愼（ ）は「自立の概念が

解明されていない理由」として、①自立の定義が自立の構成

要素を明確にしないままなされている、②互いの自立の概念

が重なる部分があると捉えることで相互の自立の関係が曖昧

であり構造がぼやけている、③自己決定を他の自立と同じレ

ベルで捉えていること、と述べている。つまり、自立を構成す

る要素は、身体的自立、経済的自立、社会的自立などの側面

があるのであり、また、コロピーの概念によれば、自立には例

えば、「決定の自立」と「実行の自立」「短期的な自立」と「長期

的な自立」など様々な対立軸があり、一概に「自立支援」を謳

っていたとしても捉え方も手段も方法も異なるものとなる。

高齢者政策を中心となっている介護保険制度や。国が推進

している地域包括ケアシステムにおいて「自立」はどのように

定義されているのであろうか。

介護保険の中心的役割を担うケアマネジャーとは「要介護者

や要支援者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関

する専門的知識・技術を有する者」とされている。また、平成

年の介護保険改正において介護支援専門員の資質向上

のための事業として開始された、ケアマネジメント適正化推進

事業は「利用者の自立を阻害するような過剰なサービス提供

の防止等を通じて、自立支援に資する適切なケアマネジメント

の実現を図る。」ものとされている。

地域包括ケアシステムにおいて「自立」の概念は明文化され
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『地域包括ケアシステムにおける「自立」の概念』

～認知症強化型地域包括支援センターが取り組む支援とは～
氏名（所属）北 裕充

（此花区南西部地域包括支援センター 関西大学大学院）

： 地域包括ケア、認知症初期集中支援事業、推定意思、意思決定支援

【目的・背景】 
地域包括ケアの構築に向けて認知症高齢者の支援に関す
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解明されていない理由」として、①自立の定義が自立の構成

要素を明確にしないままなされている、②互いの自立の概念

が重なる部分があると捉えることで相互の自立の関係が曖昧

であり構造がぼやけている、③自己決定を他の自立と同じレ

ベルで捉えていること、と述べている。つまり、自立を構成す

る要素は、身体的自立、経済的自立、社会的自立などの側面

があるのであり、また、コロピーの概念によれば、自立には例

えば、「決定の自立」と「実行の自立」「短期的な自立」と「長期

的な自立」など様々な対立軸があり、一概に「自立支援」を謳

っていたとしても捉え方も手段も方法も異なるものとなる。

高齢者政策を中心となっている介護保険制度や。国が推進

している地域包括ケアシステムにおいて「自立」はどのように

定義されているのであろうか。

介護保険の中心的役割を担うケアマネジャーとは「要介護者

や要支援者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関

する専門的知識・技術を有する者」とされている。また、平成

年の介護保険改正において介護支援専門員の資質向上

のための事業として開始された、ケアマネジメント適正化推進

事業は「利用者の自立を阻害するような過剰なサービス提供

の防止等を通じて、自立支援に資する適切なケアマネジメント

の実現を図る。」ものとされている。

地域包括ケアシステムにおいて「自立」の概念は明文化され

2 
 

ていないが、 年より創設された介護予防・日常生活支援

総合事業では、その目的を「機能回復訓練などの高齢者本人

へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人

を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプ

ローチができるように介護予防事業を見直す。」「年齢や心身

の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を

充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が

継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。」「リハ職

等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機

能強化する」としており、身体的な自立が強調されている。専

門職にも「自立支援型ケアマネジメントの推進」が要求されて

おり、平成 年 月より大阪市で事業化される「大阪市自立支

援型ケアマネジメント事業」においても、要支援者のケースを

対象にケアプランチェック行い、医師や理学療法士等のリハ

ビリ職がケアマネジャーを通じて、被保険者がフレイル状態に

陥らないように指導・助言することとしている。

しかしながら認知症高齢者の場合（障害者もしかりだが）判

断能力が低下いているため「自立」の概念が家族ニーズに規

定されることも多く、コロピーの説くように「加齢とともに「実行

の自立」が失われていくので…高齢者にとっては「決定の自

立」がますます大切になる」にも関わらず介護者の置かれて

いる現状が認知症高齢者の自立を規定してしまうことが現実

に起こっている。

２．大阪市における認知症強化型地域包括支援センター事業

厚生労働省の定めた新オレンジプランにおいて「認知症に

なっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域

のよい環境で暮らし続けられるために、早期診断・早期対応

に向けた支援体制を構築する」ために、認知症の人やその家

族に早期に関わる「認知症初期集中支援事業」が開始され

た。

年の改正介護保険法では「国及び地方公共団体は、

被保険者に対して認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病そ

の他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障

が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下

した状態をいう。以下同じ。）に係る適切な保健医療サービス

及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び

治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法

に関する調査研究の 推進並びにその成果の活用に努めると

ともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の

向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。」（法第 条２）として、地域特性に応じて認知症施策を

推進することが明文化された。

大阪市は、地域ケア会議や小地域ケア会議等の取り組み

から抽出された認知症にかかる地域課題を区内の地域団体

が共有し、地域の特性に応じた認知症対策を区全体で推進

する基盤を構築するとともに、認知症の困難症例を支援する

地域包括支援センターやブランチの後方支援を行うことによ

って、地域の中で孤立している認知症高齢者を発見し、支援

につなげ、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、

区における認知症の方を支援する力を強化することを目的と

して、各区に一ヶ所の認知症初期集中支援推進事業を実施

する地域包括支援センターを、認知症強化型地域包括支援

センターとして設置している。

筆者が勤務する此花区内の地域包括支援センターにおい

ても当該事業を受託し専門相談員を配置し、区内全域の認知

症相談に対応している。

３．実践から見える課題

．統計データから見える現状

平成 年 月 日、大阪市長が「認知症の人をささえるま

ち大阪宣言」を行い、認知症の早期発見とともに地域のつな

がりにより認知症高齢者を支えていくまちづくりを行うことを示

した。大阪市は全国的にみても一人暮らし世帯が多い都市で

ある。平成 年の国勢調査では•単独世帯は 万 世帯

で、一般世帯に占める割合は ％となっており、 歳以上

世帯員のいる一般世帯のうち、単独世帯は 万 世帯で、

割合は ％となっている。

このことは、つまり判断能力の低下した高齢者を発見し、適

切な医療や介護につなぐ役割を担えるものが身近に少ないと

いう現実を示唆しているといえる。

統計データからみると、筆者が勤務する区での認知症高齢

者のデータは、市内全域の平均データよりも低いものとなっ

ている（図１）。

潜在的認知症高齢者の把握は地域差が大きい。 歳以上

                                                   
1 認知症高齢者数については、介護保険における要介護・要支援認定者の
うち、「認知症高齢者の自立度」がⅡ 以上と判定されたものを計上してい

る。
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の認知症の有病率は ％といわれているが、大阪市平均で

％、此花区では ％の把握に留まっている。

しかしながら、地域包括支援センターに寄せられる相談に

おける認知症相談の件数は下記の通りであり（図２）、全体の

％を占めている。

大阪市統計と担当圏域との数値の差異の要因は、①一人

暮らし世帯が多い大阪市内においては認知者の発見が遅れ

がちで潜在化している、②総合相談の対応が認知症の把握

や適切な支援に結びついていない＝要介護認定が必要な認

知症高齢者の介護支援が進んでいない、③要介護認定者の

認知症自立度の判断について医療と介護の連携や相互の情

報提供の仕組みが整っていない、④認知症高齢者は存在す

るが、介護保険を申請しなくても地域生活を続けられる基盤が

存在する、などが考えられる。これらについての分析は、今後

詳細に進められなければならない。

．認知症初期集中支援事業から見える現状

筆者の勤務する認知症強化型地域包括支援センターにお

ける認知症初期集中支援チーム（通称、このはなオレンジチ

ーム、以下、集中支援チーム）は平成 年 月より大阪市より

事業を受託し開始している。チームには、専門職として医療職

とソーシャルワーカー職が配置されている。支援対象者の要

件は、原則として、在宅生活者かつ認知症が疑われる人又は

認知症の者で、①医療サービス、介護サービスを受けていな

い者、または中断している者や、②医療サービス、介護サー

ビスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、

対応に苦慮している者、としている。平成 年度における相

談件数は 件、そのうち、支援対象ケースは 件であった。

世帯類型としては約 ％が高齢者のみの世帯であり、最初に

本人の異変に気付いた者の多くは、別居家族やかかりつけ医

など外部の関係者であった。

認知機能障害の程度を評価するために、チームでは「地域

包括ケアシステムにおける認知症アセスメント 」

を採用している、基準としては 点以上で「認知症の疑いあ

り」としている。ファーストコンタクトの時点では既に半数以上

に認知症の疑いが見られた。支援終了時の － の評

価においても、点数にはほとんど変化が見られない。つまり集

中支援チームの活動そのものは疾患の改善には寄与してい

ないということである。しかしながら、約 ％が介護保険等の

制度利用に繋がっており、約 ％が在宅生活を継続すること

ができている。早期発見・早期支援により認知症高齢者の生

活の質の向上への寄与が示唆された。

．地域活動から見える現状

認知症強化型地域包括支援センターにおける地域支援事

業において地域住民へのヒアリング・課題共有の場である小

地域ケア会議や専門職と地域の支援者等で個別ケースの課

題を共有する場である地域ケア会議から課題の抽出を図って

いる。認知症高齢者に特化した情報共有の場ではないため

具体的な意見は少ないものの、地域の成り立ちや結びつきの

強弱により見守り活動への関与や認知症高齢者の把握につ

いて差がある状況である。

【考察・今後の展開】

．自立支援と意思決定支援

．認知症の自立支援に関与すべき領域

此花区における認知症強化型地域包括支援センター事業

は平成 年度からであり、 年しか経過しておらず実績として

は乏しいと言わざるを得ない。通常の地域包括支援センター

においても認知症相談には対応しており、認知症強化型地域

包括支援センターと一般の地域包括支援センターの差別化

は図られていない。

認知症強化型地域包括支援センターの独自性や差別化を

図るためには、今後の認知症政策が医療や介護領域を主眼

にした認知症ケアから地域生活の継続に重点を置くものであ

るという前提において、これまでの「自立」とは異なる自立概念

による支援が必要である。

認知症高齢者にとって、生活部面の広い領域において、

「自立」していくことは困難である。そのため、地域包括ケアや

認知症ケアにおいては「治療」という概念を脇に置き、自己決

定の自立や当人の意思を汲む「推定意思」に基づく自立という

新しい自立の概念による支援が求められる。

認知症問題の最大の問題は、認知症施策が早期発見･早

期診断という医療領域に目を向けすぎるあまり、認知症を抱え

ながら地域で生活を継続するための支援、つまり生活領域へ

の着眼が薄い点である。国は の実施に当たり医療

職が関与することを義務付けた。医療的視点は必要であるが、

地域生活の継続には本人の権利擁護を関係者間で図り本人
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の認知症の有病率は ％といわれているが、大阪市平均で

％、此花区では ％の把握に留まっている。

しかしながら、地域包括支援センターに寄せられる相談に

おける認知症相談の件数は下記の通りであり（図２）、全体の

％を占めている。

大阪市統計と担当圏域との数値の差異の要因は、①一人

暮らし世帯が多い大阪市内においては認知者の発見が遅れ

がちで潜在化している、②総合相談の対応が認知症の把握

や適切な支援に結びついていない＝要介護認定が必要な認

知症高齢者の介護支援が進んでいない、③要介護認定者の

認知症自立度の判断について医療と介護の連携や相互の情

報提供の仕組みが整っていない、④認知症高齢者は存在す

るが、介護保険を申請しなくても地域生活を続けられる基盤が

存在する、などが考えられる。これらについての分析は、今後

詳細に進められなければならない。

．認知症初期集中支援事業から見える現状

筆者の勤務する認知症強化型地域包括支援センターにお

ける認知症初期集中支援チーム（通称、このはなオレンジチ

ーム、以下、集中支援チーム）は平成 年 月より大阪市より

事業を受託し開始している。チームには、専門職として医療職

とソーシャルワーカー職が配置されている。支援対象者の要

件は、原則として、在宅生活者かつ認知症が疑われる人又は

認知症の者で、①医療サービス、介護サービスを受けていな

い者、または中断している者や、②医療サービス、介護サー

ビスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、

対応に苦慮している者、としている。平成 年度における相

談件数は 件、そのうち、支援対象ケースは 件であった。

世帯類型としては約 ％が高齢者のみの世帯であり、最初に

本人の異変に気付いた者の多くは、別居家族やかかりつけ医

など外部の関係者であった。

認知機能障害の程度を評価するために、チームでは「地域

包括ケアシステムにおける認知症アセスメント 」

を採用している、基準としては 点以上で「認知症の疑いあ

り」としている。ファーストコンタクトの時点では既に半数以上

に認知症の疑いが見られた。支援終了時の － の評

価においても、点数にはほとんど変化が見られない。つまり集

中支援チームの活動そのものは疾患の改善には寄与してい

ないということである。しかしながら、約 ％が介護保険等の

制度利用に繋がっており、約 ％が在宅生活を継続すること

ができている。早期発見・早期支援により認知症高齢者の生

活の質の向上への寄与が示唆された。

．地域活動から見える現状

認知症強化型地域包括支援センターにおける地域支援事

業において地域住民へのヒアリング・課題共有の場である小

地域ケア会議や専門職と地域の支援者等で個別ケースの課

題を共有する場である地域ケア会議から課題の抽出を図って

いる。認知症高齢者に特化した情報共有の場ではないため

具体的な意見は少ないものの、地域の成り立ちや結びつきの

強弱により見守り活動への関与や認知症高齢者の把握につ

いて差がある状況である。

【考察・今後の展開】

．自立支援と意思決定支援

．認知症の自立支援に関与すべき領域

此花区における認知症強化型地域包括支援センター事業

は平成 年度からであり、 年しか経過しておらず実績として

は乏しいと言わざるを得ない。通常の地域包括支援センター

においても認知症相談には対応しており、認知症強化型地域

包括支援センターと一般の地域包括支援センターの差別化

は図られていない。

認知症強化型地域包括支援センターの独自性や差別化を

図るためには、今後の認知症政策が医療や介護領域を主眼

にした認知症ケアから地域生活の継続に重点を置くものであ

るという前提において、これまでの「自立」とは異なる自立概念

による支援が必要である。

認知症高齢者にとって、生活部面の広い領域において、

「自立」していくことは困難である。そのため、地域包括ケアや

認知症ケアにおいては「治療」という概念を脇に置き、自己決

定の自立や当人の意思を汲む「推定意思」に基づく自立という

新しい自立の概念による支援が求められる。

認知症問題の最大の問題は、認知症施策が早期発見･早

期診断という医療領域に目を向けすぎるあまり、認知症を抱え

ながら地域で生活を継続するための支援、つまり生活領域へ

の着眼が薄い点である。国は の実施に当たり医療

職が関与することを義務付けた。医療的視点は必要であるが、

地域生活の継続には本人の権利擁護を関係者間で図り本人
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の生活歴や志向、社会環境等から意思を汲み取るソーシャル

ワーク的視点が重要である。

．意思決定支援システムの構築について

地域包括ケアやケアマネジメントの現場において認知症高

齢者への成年後見制度の導入事例は増えているが、その多く

の目的は財産管理上からの要請であることが多い。介護保険

制度制定の基本理念である「措置制度から契約へ」という制度

変更は社会福祉基礎構造改革の最後の ピースであった。契

約という法律行為の補完は、介護サービスの対価を支払うとい

った観点では財産管理に基軸を置いたものとなっている。成

年後見制度におけるもうひとつの概念である身上監護には、

医療受診や介護サービスの契約、住居の確保など多岐に渡

るものである。

成年後見制度における身上監護と認知症強化型を含む地

域包括支援センターが取り組む地域包括ケアマネジメントが

最も異なる点は、前者が家庭裁判所の審判により開始される

ことに対して、後者は総合相談という枠組みで契約的な関わり

ではなく、むしろ民法における事務管理にあたる善管注意義

務を以て職務にあたっている。

総合相談として実施する指導や助言には強制力がなく、対

象者本人との信頼関係のみが唯一の紐帯である。相談員とし

てこれ程までに直接的な関わりからやりがいを感じられる職務

は他にはないといえる。しかしながら、関与における立ち位置

が合間であるがゆえに、身上管理や権利擁護の役割を担い

切れていない。特に、認知症強化型地域包括支援センターが

対象としている認知症高齢者の支援にあっては、介護サービ

スへのつなぎや特殊詐欺への対応など一刻も早い相談介入

が必要にも関わらず、代理権や取消権が付与されることはな

いため、生活にかかる諸問題の悪化に対して指をくわえて見

るしかないという状況に多々出くわしている。

筆者は認知症強化型地域包括支援センターが構築すべき

ことは、意思決定支援のための地域との情報共有システムで

あると考える。

京都市地域包括ケア推進機構では認知症の人の医療選択

と意思決定支援について評価ツール（ ）を作成し

活用している。このツール作成に取り組むにあたり重要な

要素として位置付けられたのは「代行決定のプロセス明確

化」であるという。

認知症問題の社会化に伴い、行政、医療機関や介護事業

所、 法人等様々な組織が認知症相談の部門を設置し、

個別相談に対応している。しかしながら各々の機関で対象

者情報や症例、地域資源の共有は進んでおらず地域全体で

の取り組みには課題が多い。小西・田中（ ）は当事者

が抱える不適切な本人意思を「問題」ではなく「ディマン

ド」、つまり本人意思の表明と捉えて、憲法 条の自由権

や民放 条意思尊重義務に立脚した支援を行うべきこと

を述べている。この支援を具体化するためには、専門後見

を補完するための地域ケア会議を通じた意思決定の合意形

成のシステム化や親族や地域関係者からの聞き取りによる

本人希望（本人意思）の形成と表出、実現のためのガイド

ライン作成などが考えられる。ガイドラインの作成につい

ては、個人の意思は様々であるため共通項を抽出したり個

別の特性を反映したりすることは困難であるが、行政との

協働による地域高齢者への情報・意見交換や集約データを

ビッグデータとして に蓄積していくことで、信頼度の高

い本人の意識形成パターンを見出すことができるのではな

いか。そのような取り組みを元に、市民後見の推進や認知

症強化型地域包括支援センターの有するアウトリーチ機能

を活用した生活課題の整理と情報拡散の役割機能により認

知症高齢者の意思決定支援に資することができる。

【引用・参考文献】

牧園清子（ ）『福祉政策における「自立」概念の研究』松山大学論集第 巻
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愼英弘（ ）『自立の概念と構造』四天王寺大学紀要代 号

中島民恵子他（ ）『単身高齢者に対するケアマネジャーによる在宅継続支

援の実態と課題』季刊社会保障研究

羽生春夫（ ）『生活習慣病と認知症』日本老年医学会雑誌 巻 号

大阪市福祉局高齢施策部高齢福祉課（平成 年 月）『大阪市認知症初期集

中支援チームモデル事業報告書』
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の検討』，

人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会（平成

年 月）『人生の最終段階における医療 ケアの決定プロセスに関するガイドラ

イン解説編』

成本迅・「認知症高齢者の医療選択をサポートするシステムの開発」プロジェク

ト（ ）『認知症の人の医療選択と意思決定支援』クリエイツかもがわ

合同会社 ⼈・社会研究所（平成 年 月）『認知症の⼈の意思決定能
⼒を踏まえた⽀援のあり⽅に関する研究事業』報告書
小西加保留・田中千枝子（ ）「意思決定ガイドラインのための基礎研究報

告」，日本弁護士連合会第 回人権擁護大会シンポジウム第 分科会
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道路インフラ整備と「地域間交流・産業振興・雇用創出」の関係性について

～紀勢自動車道・和歌山県すさみ町のケース～

○浅野英一（摂南大学）・石田裕貴（摂南大学大学院）

：道路インフラ整備・地域活性化 インターチェンジ ・過疎地域・経済効果

【問題・目的・背景】 
近畿自動車道紀勢線は、関西経済圏と紀伊半島南部地

域を結ぶ幹線道路である。起点は大阪府松原市で和歌山

県和歌山市や田辺市等を経由し、最終的には那智勝浦道

路の三重県多気郡多気町に接続させることで紀伊半島一

周となる幹線道路であるが現在は全線開通しておらず、

くしの歯の根本になっている 図 。高速道路ネットワ

ークを構築して高度な医療施設への時間短縮、所要時間

の短縮による観光、地域産業の活性化や、南海トラフ地震

発生時や台風等の豪雨による災害時の救援活動や復旧活

動の支援を主な目的としている。

和歌山県すさみ町は の集落のうち半分近い が限

界集落である。 年 月にすさみ町内に近畿自動車道

紀勢線が南紀白浜 から無料通行区間を延伸し、すさみ

とすさみ南 が開通した（図 ）。

図 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 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）

紀勢線が開通するまで国道 号が唯一の幹線道路であ

ったが、越波・土砂崩れなど自然災害の影響を受け、台風

時には複数の場所で通行止めがあり、生活物資の運送が

できなくなっていた（写真 ・ ）。災害時の陸の孤島状態

を解消するため、無料区間は災害時の代替ルートとして

の機能（高規格道路）を持っている。

写真 すさみ町内国道 号 越波（ ）

（出典：国土交通省近畿地方整備局）

写真 すさみ町内国道 号 越波（ ）

（出典：国土交通省近畿地方整備局）

すさみ は「地域活性化 」で整備費を主に地方公共

団体が負担し、地元への効率的なアクセスを確保するこ

とにより、地域経済の浮揚、雇用創出の促進、周辺道路の

渋滞緩和等を図り、地域経済を活性化する目的がある。道

路インフラ整備は、当該地域に経済効果を発生させる目
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すさみ は「地域活性化 」で整備費を主に地方公共

団体が負担し、地元への効率的なアクセスを確保するこ

とにより、地域経済の浮揚、雇用創出の促進、周辺道路の

渋滞緩和等を図り、地域経済を活性化する目的がある。道

路インフラ整備は、当該地域に経済効果を発生させる目

的がある。税金を使った公共事業であることから、道路計

画の意思決定には不可欠な重要な項目となっている。計

画を目的に導くため、多くの場合、社会資本の経済効果の

推計モデルが使われる。社会資本の生産力効果は、生産弾

力性や限界生産力と同様に社会資本を限界的に変化させ

たときの値変化で表すことが多い。本稿では、紀勢自動車

道・和歌山県すさみ町をケーススタディの対象にして、過

疎地域における道路インフラ整備と「地域間交流・産業振

興・雇用創出」の関係性について研究を行った。

【研究方法・研究内容】

道路インフラ整備は長期間、経済活動を活性化させ、

人々の生活を豊かにするという効果がある。生産力効果

として移動時間の短縮、輸送費の低下等によって経済活

動の生産性を向上させ、経済成長をもたらす効果がある。

経済成長を生み出す生産要素は、「労働力」、「資本」とこ

れら以外のすべての生産要素に分類することができる。

社会資本の分野で限界生産性を比較すると、道路・港湾・

空港など交通関連インフラ整備が高く、これらの整備が

行われることにより地域の快適性・利便性が上昇し、その

効果が地価の上昇につながる。 
厚生効果では災害安全性の向上等を含めた生活水準の

向上があり経済厚生を高める効果がある。生活基盤に関

連する治水、海岸といった防災関連のインフラについて

も、地域の生活環境や防災力の向上を通じて快適性・利便

性の向上につながる。道路インフラが整備されることに

よって経済活動の効率化を促すとともに、地域の快適性

や利便性の向上となるが、成果や効果が顕在化するまで

時間を要するものがあり、ミクロ的な変化ではなくマク

ロ的な変化を捉える必要性がある。

存在効果は、高速道路を利用しなくとも高速道路が使

えるという期待や、高速道路や が身近に存在している

こと自体に起因するものである。紀勢線延伸の目的のひ

とつに観光レジャーの活性化により、地域経済の好循環

が挙げられている。

本稿では、観光レジャーという観点から地域活性化

である「すさみ 」と紀勢線終点である「すさみ南 」

の開通前と開通後の交通量調査、すさみ町最大の名物イ

ベント「イノブータン王国建国祭」入場者調査、道の駅す

さみの来訪者数調査をクロス分析し効果を検証した。ま

た、紀勢線開通前まで主に使用されていた国道 号と近
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（出典：イノブタダービー実行委員会）
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の利用率が落ちている）。白浜温泉郷は、関西を代表す

るリゾート地で多くの旅館・ホテル・民宿などがある。

特急に比べ、低価格で人気の高い昼行の高速バスで田
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紀勢線の県南部への延伸にあわせ、 年 月に運行が
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開始され南紀白浜～なんば、大阪・神戸間で全 往復あ

る。

表 １ 特急くろしお乗車人員推移

（出典：データで見る 西日本 ）

関西経済圏の人々が求める観光に温泉旅行があり、坂

本（ ）の研究によると、『表定速度（※列車の運行

時間と距離を時速に換算したもの）で現わすと、城崎温

泉が ｋｍ／ｈで最も遅く、次いで、新宮 ｋｍ／

ｈ、紀伊勝浦 ｋｍ／ｈ、白浜 ｋｍ／ｈ、倉吉

ｋｍ／ｈ、紀伊田辺 ｋｍ／ｈ、鳥取 ｋｍ／

ｈの順にとなり、山陰方面・城崎温泉（福知山線ほ

か）、和歌山方面（紀勢本線ほか）と山陰方面の鳥取

（智頭急行線ほか）が、北陸方面（金沢： ｋｍ／

ｈ）、四国方面（松山： ｋｍ／ｈ）や山陰方面・松

江（松江： ｋｍ／ｈ）に比べ、時間的に遠い地域

となっている（図 ）。』

図 大阪から近隣温泉郷への所要時間と距離

（出典：和歌山社会経済研究所 広域交通を考える）

地方では高齢化並びに人口減少社会に直面し、観光産

業や団塊世代の移住など交流人口の拡大で、活力を維持

しようと取り組んでおり競争が激しくなっている。そう

いった中で鉄道の利用促進を促進させるたには、鉄道事

業者などの特定の事業者のためのものではなく、沿線市

町村の地域振興と沿線住民の利益につながるよう「まち

づくり」の中に、明確に鉄道の役割を位置付ける必要が

ある。

和歌山県第 の都市の田辺市からすさみ町まで道路に

よるルートは ルートあり国道 号と近畿自動車道紀勢

線の時間差は 分ある。紀勢線ルートの開通もあって、

すさみ町最大の観光イベント「イノブータン王国建国祭」

の来場者は年々増加することが予想され、将来展望への

試金石と期待された。

図 イノブータン王国記念祭入場者調査

（出典：筆者の現地調査）

しかし、紀勢線開通前 年の来場者は 名、開

通後の 年は 名、 年は 名と徐々に来

場者が減少しており地域活性化 開設による観光レジャ

ーの活性化という思惑通りには進んでいない。また、紀勢

線と国道 号の交通量を分析した結果、紀勢線利用が約

台 日に対し、国道 号利用が約 台 日であ

った。 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 号串本町・すさみ町線の交通量は昼間

時間自動車類交通量の上下合計台数は 台 日である。

年 月には上下合計台数 台となっており 年

間で約 倍増加している。カウント上では、紀勢線利用

率は国道 号に比べ 倍となっているが、地域活性化

開設すれば、その地域の経済や観光が活性化されるとい

う単純な公式でないことが、イノブータン王国建国記念

祭の来場者数で判明している。

表 交通量調査

（出典： 年国土交通省道路交通センサス）
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紀勢線の延伸によって、すさみ町内を通る交通量は劇

的に増加しているが、観光イベント「イノブータン王国建

国祭」においては、来場客が年々減少している。道の駅す

さみの来場者は安定的な数になっているが、オープン当

時に比べ減少してきている。紀勢線延伸に伴って、観光レ

ジャー開発を仕掛け、複合的に地域間交流・産業振興・雇

用創出をすることを目指したが、そもそも、すさみ町にお

ける観光レジャー施策と地域のブランド化が未成熟であ

り、現時点では更なるチャレンジ的な試行錯誤が必要で

ある。

【考察・今後の展開】

大きな都市に比べて地方の高速道路は絶対的な利用数

は少ない。紀勢線の利用者によるすさみ町アクセス数は、

国道 号に比べ 倍ほど増加しているが、すさみ町の観

光業に及ぼす経済的な効果は 倍になっていない。道の

駅すさみへの来客数は、安定的になっているがレストラ

ンの食材は地産地消型ではなく、テナントもすさみ町に

本社をおく企業ではないため、収益がすさみ町の経済に

与える影響が少ない。税金の巨額投資で開通した紀勢線

南紀白浜 すさみ南 であることから、工事期間中は

一時的に小規模ながら限定地域でバブル経済状態になり、

土地の価格が上昇し「土地成金」が出現したが、すさみ町

民が身近に好景気を感じることはなかった。地方の高速

道路は相対的に重要な別の機能を持つ。それは地域間交

流・産業振興・雇用創出という視点ではなく利用可能性の

確保という高速道路の機能である。利用可能性とは、実際

にその高速道路を利用していなくても、いつでも利用で

きるという可能性と、緊急事態発生時・自然災害時の「い

のちの道」をサービスとして供給することである。人々は

必要に応じて、いつでも高速道路を利用できるという安

心感を求めている。

図 アクセス時間の短縮

（出典：国土交通省近畿地方整備局）

上記の図 で示された通り、すさみ町から南和歌山医療

センターまで国道 号ルートでは 分要するが、紀勢

線ルートであれば 分で搬送が可能になり、車の揺れが

少なく病人の体にも優しい状態で緊急搬送できる（搬送

時間の短縮で以前より速く医療を受けられる環境）安心

感はすさみ町民にとっては重要な機能である。

その他、高規格の高速道路に重要な機能が明確になっ

たのは東日本大震災である。頑丈な盛り土の上に建設さ

れた高速道路は津波からの避難路を提供して人々の生存

手段として機能し、また一時的な避難地としての機能も

発揮した。内閣府の予想では、南海トラフ地震が発生した

場合、すさみ町では高さ メートルの津波が押し寄せる

可能性がある 図 。

図- 南海トラフ巨大地震の津波浸水想定図

（出典：和歌山県）

これまで高速道路は自動車だけのものと考えられてき

たが防災機能や災害救助機能を持たせることで、自動車

利用者だけではなく、地域住民や近隣自治体にも直接的

な便益を及ぼしていることが明らかになってきた。こう

した高速道路の機能の多様化は、高速道路がだれのため

にあるのかということを問い直している。地域活性化を

目的としているすさみ であるが、実需が少なく採算が

取れない観光レジャー開発、地域間交流・産業振興・雇

用創出が主要目的として考えるだけでなく、利用可能性

を考えると、高速道路と地域活性化 が無駄であるとは

考えることはできない。
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長崎県五島列島赤島における離島振興に向けた環境教育プログラムの実践 

近藤晶・笠井利浩（福井工業大学） 

Keyword： 離島振興、地域活性、環境教育、雨水利用 

 

【はじめに】 
長崎県五島市赤島は五島列島の南に位置し、面積

0.52km2、最高点54	m	の小火山島である（図1）。	

	

図１. 赤島の高精細パノラマ画像 

赤島は、不安定であるもののLTE	回線が利用可能であ

り、電力も海底ケーブルで福江島から供給、ガスは旅客

船「おうしま」（図2）を利用してプロパンがボンベ供給

されている。	

	

図2. 入港するおうしま 

一方、水道水は海水淡水化装置や水源となる河川や地

下水源が赤島に無いことから供給されておらず、各家庭

で雨水を貯留して生活用水として賄う生活が営まれてい

る。しかしながら、各家庭のモルタル製タンクやレンガ

製タンクなどで貯留した水は、訪島者の活動を十分に賄

うことはおろか夏に好天が続けば生活にも支障を来す量

しか貯められない上、水道法及びその関連法規に合致し

ていないことから島の活性化につながる観光や飲食業等

を立ち上げる場合に大きな障壁となっている。	

以上のことから、福井工業大学の近藤研究室と笠井研

究室が協働し、雨水を量・質の両面から安心して利用で

きる環境を整備するとともに、整備された雨水を利用し

離島振興の提案を行う赤島活性化プロジェクト「しまあ

めラボ」（図3）を2017年度より開始した。	

	

図3. しまあめラボロゴ 

	

【実施内容】 

雨水を量・質の両面から安心して利用できる環境を整

備するために、まず「雨畑」（図4）と呼ばれる雨水集水

面を企画・設計し、2017年8月に資材を赤島に運び集水

面の構築を行った。簡易的に接続した N 邸の雨水タンク

には常に水が満水状態であり集水面としての機能は十分

であると確認できた。	

	

図4. 設置した雨畑 

その後、赤島での昔ながらの雨水を用いた生活を体験

する環境教育プログラム「雨水生活体験」を子どもゆめ

基金助成活動に応募・採択され、12月中旬から参加者の

募集を行った。この環境教育プログラムは赤島の離島振

興策として我々の研究チームが企画したもので、前述の

水道法関連法規にかからない交流人口増加の取り組みと

して、参加者自身が調理を行うプログラムの提案を行っ

た。本企画についてFacebookや公民館へのチラシ（図5）

配布、講演会での告知などの方法を用いて参加者を募っ

た結果7名の参加となった。	
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図5. 雨水生活体験プログラム参加者募集チラシ 
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図5. 赤島集落を見学している様子 
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図6. 海岸で魚の調理を学ぶ様子 
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図7. 島内散策の様子 

(3) 3日目	
朝 8 時半に赤島を出発し福江港から博多港へフェ

リー太古を用い、博多からは新幹線や特急を乗り

継ぎ23時過ぎに福井に到着した。	

この時フェリー乗船中にアンケート調査を行って

いる（図8）	

	

図8. 使用したアンケート 

雨水生活体験　アンケート

Q1 今回、雨水生活体験が開催されることを何から見聞きして知りましたか。
□インターネット　　□SNS　　□チラシ　　□友人・知人から　　□その他 (　　　　　　　　　　　)

基本情報
□男　　□女　　年齢（　　　　　）　　居住地（　　　　　県　　　　　市・町・村）

Q2 今回の雨水生活体験について、どのくらい満足していますか。
□満足　　□やや満足　　□どちらともいえない　　□やや不満　　□不満

Q4 また雨水生活体験に参加したいと思いますか。
□参加したい　　□やや参加したい　　□どちらともいえない　　□あまり参加したくない　　□参加しない

Q3 Q2 と回答した理由をお書きください
理由

Q5 Q4 と回答した理由をお書きください
理由

Q6 今回の雨水生活体験に対してご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。
ご意見・ご要望

303



(4) 帰福後	
雨水生活体験参加児童が加入している公民館の課

外活動グループの活動が帰福2日後にあり、雨水

生活体験参加児童による報告が課外活動グループ

の他メンバーへ行われた（図9）	

また、指導者の笠井により、足羽公民館などでも

一般市民に向けて報告が行われた	

 

図9. 雨水生活体験参加児童による報告会 

 

【実施結果】 

参加者は積極的に活動しており、非常に興味を持って

参加している様子が伺えた。また、島民が魚の捌き方を

直接教えるなど、島民の積極的な関与も見られ、島民の

賛同が十分に得られている様子が確認できた。	

3日目のフェリー乗船中に行ったアンケートでは、非常

に満足度の高い内容であった旨の記述が多く、参加者ら

にとって充実した内容を提供できたことが確認できる。

一方で活動の広報・周知について不十分である旨の記述

も見られた。	

また、アンケートには記載されていないが、福井から

赤島までの交通費は大人で往復6〜7万円、子どもでも4

万円程度かかるため、2泊3日では費用の割に滞在期間が

少なく感じてしまうことも問題として直接聞くことがで

きた。	

 

【今後の展開】 

2018年3月の雨水生活体験は参加者が7名と少なく、

さらにメインターゲットとしていた小中学生の参加が 2

名であることが今後の改善点であり、アンケートに記述

されている内容を精査しながら、次回開催の広報手法に

活かしていきたい。2018年度の子どもゆめ基金へは応募

済みであり、10月に行われる採用発表の結果を受けて早

急に動き始める。	

また、今回は協力者としていた島民の位置づけを、現

地講師として扱い、子どもゆめ基金からの謝金増額など

赤島側の収益となるものを増やしていきたいと考えてい

る。	

交通費と滞在日数に関しては、福井で雨水利用の普及

活動をおこなっている任意団体「あめゆきカフェ」から

交通費の補助が提案されている他、2017年度は往路で飛

行機を使った行程を往路もフェリー太古を利用するなど、

行程の見直しで交通費負担の低減を図りたい。	

参加者募集の広報に関して現在雨水市民の会の協力が

得られる事になっている他、ボーイスカウト関連団体と

の協力を企画している。また、広報の早期開始なども合

わせて行い、参加者増加を狙う。	

その他帰福後に笠井が行った足羽公民館での報告会を

きっかけに公民館で設置している雨水貯留槽（図10）を

使った雨水生活学習会のようなものを開催できないか、

との話が公民館主事との間で行われ、赤島での雨水体験

活動を最初から行うのではなく、福井で一度簡易的な体

験を行ったのち赤島で本格的な体験学習を行い、段階的

に雨水への興味をもたせる計画も立ち上がっている。	

	

図10. 足羽公民館に設置されている雨水貯留槽 

【謝辞】 

この活動を支えて頂いている赤島自治会を始めとする

赤島の関係者、また協賛企業として物資などのご協力を

頂いているメーカー・団体の方々（図11）に感謝の意を

ここに記す。	

	

図11. 協力・協賛企業（2018年7月23日時点）	
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被災地水産加工業者における震災後の戦略転換と水平的連携の効果

野坂 美穂（多摩大学）

： 水産加工業、戦略転換、水平的連携

【研究の背景および目的】 
三陸沿岸部の水産加工業は地域経済を支える重要な

産業であるが、震災以降に直面した様々な問題によって

多くの水産加工業者が今もなお苦境に立たされており、

倒産を余儀なくされた業者もある。阿久根他（ ）は，

漁業は復旧を目標にして生産水準の長期的な衰退傾向

を上昇に転じることができるが，水産加工業では不十分

であり，震災がなかった場合の生産水準に回復させる以

上の生産性向上が必要であることを指摘している。

水産庁（ ）によるアンケート調査の結果では，生

産能力が 割以上回復した水産加工業者は岩手県 ％，

宮城県 ％であり，売上の 割以上まで回復した業者

は岩手県 ％，宮城県 ％と、半数以上が震災以前の

水準までには回復していないことが分かる。また、売り

上げが回復していない最も大きな要因は，「既存顧客の

喪失」であり，反対に売り上げが回復した最も大きな要

因は「新商品・新サービスの開発による新規顧客の確保」

である（復興庁， ）。このように売上が回復してい

ない企業が多い中、震災以降に戦略を転換させ、売り上

げを着実に伸ばしている企業が見られる。本研究では、

被災地の水産加工業者を対象としたヒアリング調査を

通じ、これらの現状と課題を明らかにする。

水産加工業を対象とした国の補助金には、「中小企業

等グループ施設等復旧整備補助事業」、いわゆる「グル

ープ補助金」があり、この事業に申請するうえでは、複

数の事業者がグループとなることが要件とされた。また

国の事業だけでなく、民間企業による復興支援プロジェ

クトの一部においても、複数の事業者がグループとなり、

共同で活動することが求められた。このことを背景に、

震災以前の被災地ではほとんど見られることのなかっ

た、同業種・異業種での連携が見られるようになった。

本研究では、水産加工業者間（同業種）の水平的連携の

効果および課題についても明らかにする。

 
【研究方法及び研究対象】

本研究は、定性的研究方法であるヒアリング調査を

実施した。主に原料調達、人材、生産、商品開発、流

通に関して、震災前後の変化についての質問を行った。

水産加工業者は一部を除き、主に中小企業により営

まれてきた分野であり、従業員者数が 人未満の企業

が全体の約 割を占め、その規模は小さい（中居， ）

ことが特徴である。本研究の研究対象は、被災地域の

水産加工業者、具体的には岩手県大船渡市 社、陸前

高田市 社、釜石市 社、宮古市 社、宮城県石巻市

社、気仙沼市 社、女川市 社の合計 社である。

今回、ヒアリングを実施した企業規模（従業員数別）

は、規模の小さい企業では 人以内、規模の大きい企

業では 名程度である。

【調査結果】

（１）被災地水産加工業者の戦略転換

①原料調達面

水産加工業は「原料ビジネス」と言ってよいほど、

漁獲物の相場に左右されるため、不安定な要素がある。

震災後は、国内漁獲量の減少に伴う価格高騰により、

国産の原料不足は深刻である。三陸の水産加工業者は

イカやサンマを取り扱う企業が少なくないが、特に一

昨年前からの漁獲量の減少により危機に瀕している。

その結果、ヒアリングを行った約8割近くの企業が輸

入原料にシフトさせており、中には国内原料1割、海

外原料9割の企業も見られた。このように現在のとこ

ろは、国産原料と輸入原料のバランスを上手く図りな

がら安定調達を図ることで，リスクを分散させている。 
また震災後、生産者との直接取引を一部、新たに始

めた企業が4社見られた。多くの場合は、生産者は漁

協の共販を通さない直接取引は認められていないケー

スが多いが、直接取引の場合は生産者が自己申告を行

い、漁協に販売手数料を支払っている。直接取引によ

って水産加工業者は、川下の顧客のニーズに応じた規

格の生産物（養殖物）を生産してもらうことや、生産

者の名前を商品に入れることでのブランド化が可能と

なる。尚、直接取引の場合は、市場を通すよりも高く

買い取るケースが多いため、コスト削減の効果はほと

んど得られていないことが明らかとなった。 
②人材面

水産加工業は労働集約型産業であるため、繁忙期に
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はパートや有期の雇用形態で採用し，需給状態に合わ

せて雇用調整を図ってきたが、震災後は年間を通じて

慢性的な人手不足に陥っている。これへの対応策とし

ては，段階的な賃上げ、外国人技能実習生の受け入れ、

男性の積極的採用（一般的に、水産加工業従事者は女

性の割合が高い。）等を実施しているが、根本的な問題

の解決には至っていない。 
下記の表１は、本研究でヒアリング調査を実施した

市町村の水産加工業の雇用力を示しているが、釜石市

を除けば、震災以降の雇用力は低下していることが読

みとれる。

表 １．三陸沿岸市町村における水産加工業の雇用力 
雇用力（従業者比率）

震災前
（ ）

震災後
（ ）

震災前後
の変化

宮古市 ▲ 
大船渡市 ▲ 
陸前高田市 ▲ 
釜石市
石巻市 ▲ 
気仙沼市 ▲ 
女川町 ▲ 

（出所）総務省統計局（2010，2015） 
に基づき筆者作成。 
 

人手不足の解決策として、「機械化による省人化」

が考えられるが、水産加工業の場合には限界がある。

震災後、新たに機械設備を導入して生産性の向上を図

る企業が見られるが、一部の生産工程では、人による

熟練の技術、勘や経験といった暗黙知によるところが

大きいため、機械化で多少の人手不足を補えたとして

も、代替手段にはなりえないことが明らかとなった。

水産加工業では、良い品質の原料を選定する「目利き」

となる人材や、競争力の源泉となりうる企業独自の「味

つけ」や品質を目視でチェックするなどの熟練の技術

を持つ人材が必要不可欠であるが、これらの技術はマ

ニュアル化できるものではない。現在、従業員の高齢

化問題も抱えており、彼らが定年する前に若手従業員

を採用し、技術継承を行っていかなければならないこ

とが課題である。

③生産面

震災直後、工場の被害により一時的に生産がストッ

プした際に、他の水産加工企業に委託製造を行うケー

スが見られたが、現在はほとんどの企業が内製してい

る。コスト面から考えると、生産費用の視点からは、

アウトソーシングした方がコストを削減できることも

あるが、生産費用と取引費用を合わせた総費用を考え

れば、水産加工業の場合には一貫生産した方が利益を

生み出せるとの回答が得られた。

また、県行政による支援の一環として、トヨタ自動

車のムダを省く「カイゼン」方式を導入した企業があ

るが、効果を得られた企業とあまり効果が感じられな

かった企業がある。効果が得られたという企業からは、

「個数や秒数など一つ一つ細かい点をカイゼンするこ

とで、生産性が 2 倍になった。」、「無駄な工程が分か

り、従業員の意識改革につながった。」といった意見が

得られた。他方、「カイゼンは一長一短であり、効率化

できた部分もあるが、水産加工品はQCが重要である

ので、その点ではやはり人が重要である。」という意見

が得られた。

④商品開発面

三陸地域は，一般的に原料や低次の加工品の供給地

と言われており，高次加工の比率は高くないが，その

理由は消費地側と生産者側の情報のギャップがあり，

消費者ニーズに即した製品を生産できず，そのリスク

を加工業者や生産者が負担できないためである（宮田，

2014）。ヒアリングを実施した企業における現在の傾

向としては、震災後以降、マーケット・インによる商

品開発を行い、高次加工品へとシフトさせることで、

消費者との間の情報格差を解消していることが明らか

となった。 
ヒアリング調査では、自社完結型のマーケティン

グ・リサーチシステムを新たに構築することにより商

品開発を強化するパターンと、川下やコンサルティン

グ等の自社外のマーケティング・リサーチの活用によ

り商品開発を強化するパターンが見られた。前者の場

合は、例えば、POSデータ導入やコールセンターの増

設により顧客分析を行うケース，あるいは自社内に商

品開発部門を新たに設置し、部門横断的に商品開発を

行うケースなどがある。後者の場合は、特に川下の商

社や外食関連の企業がマーケティング・リサーチを行

い、その結果に基づいた共同開発が増えつつある。 
⑤流通面

既述の通り、被災地水産加工業者の売上が回復して

306



2 
 

はパートや有期の雇用形態で採用し，需給状態に合わ

せて雇用調整を図ってきたが、震災後は年間を通じて

慢性的な人手不足に陥っている。これへの対応策とし

ては，段階的な賃上げ、外国人技能実習生の受け入れ、

男性の積極的採用（一般的に、水産加工業従事者は女

性の割合が高い。）等を実施しているが、根本的な問題

の解決には至っていない。 
下記の表１は、本研究でヒアリング調査を実施した

市町村の水産加工業の雇用力を示しているが、釜石市

を除けば、震災以降の雇用力は低下していることが読

みとれる。

表 １．三陸沿岸市町村における水産加工業の雇用力 
雇用力（従業者比率）

震災前
（ ）

震災後
（ ）

震災前後
の変化

宮古市 ▲ 
大船渡市 ▲ 
陸前高田市 ▲ 
釜石市
石巻市 ▲ 
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もあるため、BtoC を積極的に拡大できないという企

業も見られた。BtoB を中心に事業展開している場合

も、これまでの量販店との取引から外食・中食産業と

の取引量を増やすなどして、利益率を高めるための工

夫を行っている。また、比較的規模の大きい企業では

高級スーパーやコンビニなどの川下からの引き合いが

あり、また規模の経済を享受できるため、震災前以上

の売り上げを達成している企業もある。 

（２）被災地水産加工業者間の水平的連携の効果

次に、被災地における水産加工業者間の水平的連携に

よる効果を明らかにした。今回は、連携の６事例につい

てヒアリング調査を実施した。連携による効果としては、

主に以下の点が挙げられる。 
＜連携による効果＞ 
①コスト削減 
第一に、コストの削減である。特に、冷蔵庫などの

設備を共同利用している連携グループの場合は、大幅

なコスト削減が実現されている。また、これらの生産

費用のみならず、販路を開拓する上での交渉費用、す

なわち取引費用も削減されることが明らかとなった。 
特に連携においては、中間支援組織の存在による取引

費用の削減効果が大きかったとの回答が得られた。例

えば、中間支援組織から取引先を紹介される場合には、

取引費用（探索費用、事後的な監視費用）を削減し、

不確実性を下げることができる。こうした中間支援組

織の存在は、国の事業や民間プロジェクトの果たす役

割として大きいと思われる。ただし、事業やプロジェ

クト期間の終了後は中間支援組織によるフォローアッ

プ体制がなくなったため、連携を解消したケースが見

られた。 
②バーゲニングパワーの向上 
震災後、個々の企業では商談することなかった取引

相手でも、連携によってアイテム数を増やすことで交

渉力を高め、商談が成立するようになった。例えば、

お中元等のギフトセットの場合、バイヤーは製品の多

様性を好むため、連携による効果は大きい。 
③機会損失の回避 
個別企業へのヒアリングでは、仕事のオファーがあ

ったとしても、人材や生産能力の不足によってビジネ

ス機会を失っていることが頻繁に聞かれた。連携によ

れば、グループ内のメンバー企業に依頼することで、

機会損失を回避することができている。 
 

＜連携による具体的取り組みと課題＞ 
被災地域における水産加工業の連携では、東南アジ

アに進出するケースが多く見られる。課題としては、

BtoC の商品については、大手メーカーや西日本のメ

ーカーが既に進出しており、輸出という面では後発で

あるため勝負にならないことである。このため、例え

ば、BtoB をターゲットとし、海外の回転寿司チェー

ン店との取引を開拓している。また、海外市場では国

ごとに消費者の嗜好が異なるため、マーケット・イン

の商品開発をどのように行っていくかも課題である。  
他方、国内の流通においては、企業ごとに仲卸業者
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やバイヤーが異なるため、連携を図ることは難しいと

の回答が得られた。ただしグループ内では、個々の企

業の取引先をお互いに紹介することはあるという。 
次に、商品の共同開発についてであるが、震災直後

は連携による共同開発が目立ったものの、現在も共同

開発をしているグループは少なく、その継続性がない

ことが課題とされる。この理由としては、共同開発で

は多くの時間を要するため、消費者ニーズの変化にス

ピードがついていかないこと、また個々の企業の体力

（スピード、納期）や得意分野が異なるために上手く

いかないなどの理由が挙げられた。 
最後に、連携による新たな可能性として、人手不足

の解消のために互いの従業員を融通しあうということ

が考えられるが、個々の企業の閑散期・繁忙期が重な

る場合があること、また各企業によって衛生管理の基

準（HACCP等）が異なるため、工場に人を容易に入

れることができない等の理由から、現実的には難しい

とのことである。また、共同仕入れによるコスト削減

も考えられるが、これについても企業ごとに原料仕入

れの品質基準が異なるため、実現が困難であると回答

が得られた。 
 
【今後の研究の方向性】

本研究における被災地水産加工業者の連携は、輸出

は連携を図る一方で、国内では各企業それぞれ別々に

活動を行うケースや、商談などがある場合にすべての

メンバー企業に声をかけるが、関心のある企業だけが

参加できるような連携のケース、さらには、必要に応

じて柔軟にメンバーを増やす連携のケースなど、互い

の依存度が低く、個々の企業の自立性や自主性が保た

れたまま機能していることが明らかとなった。このよ

うな連携は緩やかな連携であるが、シナジー効果がや

や見えにくい。被災地域における水産加工業の生き残

りの方策という点からは、特に地域単位でのより強固

な連携が必要となってくると思われる。この点につい

ては、継続して調査を実施する予定である。また、今

回ヒアリング調査を行った連携事例では、統一ブラン

ドをつくっているケースが多く見られたが、この統一

ブランドによる効果については明らかにできなかった

ため、今後の課題とする。 
今後の研究の方向性としては、水産加工業の連携に

よる、技術やノウハウの供与における学習プロセスと

学習による効果を明らかにすることが考えられる。 
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「農」の非経済的な価値による地域活性化

～CSA（Community Supported Agriculture）が地域社会にもたらす価値～ 
村瀬 博昭（奈良県立大学）

Keyword： CSA、コミュニティ、農、農業、農村 

【目的と背景】 
農業の振興が地域活性化に寄与するのは、単に農家の所

得向上や地域の経済発展のみを指しているわけではない。

農家の存在意義は食料の供給に終始しておらず、農業に含

意する農や食には非経済的な価値が内在していると考えら

れる。旧来より人は無意識のうちに農の価値の恩恵にあず
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【調査概要】 

CSAを実践している農場主に対して、①CSAの活動概

要（年会費、会員数、品目数、年間の活動内容等）、②CSA

実践の動機（目的、きっかけ、開始時期等）、③業務の課

題、④会員の傾向やニーズ、⑤非経済的な価値として感じ

られる業務等、以上についてヒアリングを行った。中間支

援組織には、CSA の趣旨に賛同して農作物を提供する農

家の特徴や傾向についても追加で質問した。9件の全てか

ら回答を得られ、結果について分析を行った。 

その後、1 件の農場より協力を得て、CSA の会員に対

してアンケートを実施した。質問内容は、①会員になった

動機と目的、②CSA の取組の中で価値を置く活動の優先

順位、③CSA の活動に対する見解、④農家への意見等、

⑤会員情報（主たる会員の性別、年代、家族構成、年収等）

として、農の非経済的な価値が会員である地域住民に恩

恵をもたらしているか調査した。 

 

【調査結果】 

CSA の取組に内在している「農」の非経済的な価値に

は、地域社会を持続可能なものとする要素が多く含まれ

ていた。農は、教育、医療、福祉、環境、宗教、安全安心、

共存、ライフスタイル、コミュニティなど、経済の変化に

影響を受けずに、農の非経済的な価値の恩恵で享受でき

る物事が多く存在していた。特に、地域の課題解決や社会

貢献に共感や期待をする会員は多く、安全安心な農作物

の生産と並んでCSAの求心力となっていた。 

農は、経済的な価値も、非経済的な価値も備えている。

価値のある農作物を生産し、相応の対価で提供すること

で持続可能な農業ができる。安価で良質な農作物の提供

では農場が継続できない。農場を維持するための経済的

な活動は、市場経済の右肩上がりに比べれば難しいこと

ではない。地域に根差した農が市場経済の影響を受けづ

らい理由は、不特定多数を相手に農作物を販売して金銭

に換えることをしていないCSAの仕組みにもある。 

農の非経済的な価値は、農に触れることで得られる有

形無形のものである。古来より無意識の中で恩恵にあず

かっていたこれらの豊かさは、農の中にあった経済的な

取組が地域の枠を超えて行われるようになった頃から喪

失してしまったと考えられる。 

 

【考察】 

元来、農の非経済的な価値は、毎日の農作業の中で自然

と表れ、地域に恩恵をもたらしていたと考えられる。農作

物を大量生産する経済的な価値が重視され、農の非経済

的な価値が徐々に失われてしまった。その分、経済的な価

値が向上すれば、ある程度は整合性が取れるが、経済成長

は永続的には遂げられない。経済成長が限界に達したと

き、農に内在するものは、実際より低く評価された経済価

値の農作物と、経済成長を目指したことで失って残った

わずかな非経済的な価値である。 

地域住民である会員の求心力となっているCSAの取組

は、主に非経済的な価値が創出したものである。CSA が

誕生した時期は、農が非経済的な価値を失ってしまった

時期に重なる。 

今日でも、「農は生きていくために必要な食べ物を生産

する活動だから尊く、お金には代えられないものがあり、

地域の活性化には不可欠である」という認識を持ってい

る人は多い。それが誤りではないが、認識違いは生じてい

る。農の価値は、食べるための農作物に終始しないことは

本研究の結果からも明らかである。CSA は、農の経済的

な価値を維持しながら、失われてしまった非経済的な価

値を再現することができている。 

 

【今後の展開】 

CSA を実践しているのは、実際に農場経営を行う農家

と、農場と消費者をつなぐ中間支援組織の2種類がある。

CSA は一般的に自ら実践する農家を指す。一方で、自ら

農業は実践しないがCSAの理念に基づいて中間支援組織

として活動する取組みも多い。本研究でも 4 件の中間支

援組織にヒアリングを行った。CSA の理念を実現する中

間支援組織のあり方や役割については、農場の維持や地

域活性化にも影響を与えるため、今後探求していきたい。 
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地域の再生に関わる新しい人材

田中輝美（大阪大学大学院）

： 地域再生、移住、関係人口

【背景と目的】 
明治期以降、基本的に人口の増加が続いてきた日本社会

は、拡大、成長を前提として将来像を描いてきた。しかし、

年以降は人口が継続的に減少し、さらに数十年間は減

少を続けることが予測されている。本格的な人口減少社会

の突入という経験したことのない局面を迎えている。

ただ、地方は「過疎化」と言われるように、以前から段

階的に人口が減少してきた。注目すべきは、地域住民の意

識の後退や「諦め」が報告されるようになっていることで

ある。小田切徳美（ ）は、人・土地・むらの３つの空

洞化が進む過程で、地域住民がそこに住み続ける意味や誇

りを見失いつつあり、「誇りの空洞化」という本質的な空洞

化が進んでいると問題提起した。何かのインパクトで「諦

め」として顕在化して「臨界点」に達し、「まだ何とかやっ

ていける」という集落の多数の住民の基本的な思いが「や

はり、もうだめだ」と変化し、集落で取り組まれている活

動が停止することへの危惧である（小田切 ）。

こうした中で 年、日本創成会議が 年に全体の

５割近い 自治体が消滅の恐れがあるとした「増田レポ

ート」を発表し、全国の自治体に衝撃を与え、同会議の座

長の増田寛也は『地方消滅』を出版した（増田 ）。

増田レポートに対しては批判や反論が相次ぎ、それらの

反論の中にはもちろん説得力があるものも含まれている。

しかし、敢えて言えば、人口減少の段階が進み、地方が消

滅するという言説が出るほどの状況である、ということは

事実であり、目を背けてはならないだろう。かつてない危

機的な状況の中で、地方を消滅ではなく再生させることは

より重大かつ切実な課題となっている。

希望がないわけではない。 年度に地方自治体の移住

支援策を利用するなどして地方に移住した人が１万

人で、 年度から４倍以上に増えたことが、明治大学地

域ガバナンス論研究室と毎日新聞、 の共同調査で明ら

かになった（『毎日新聞』 ）。また、 年の内

閣府による農山漁村に関する世論調査では、農山村地域へ

の定住願望がある人は ６％で、 年前の 年調査の

６％と比べて ポイント増加。全国的な統計はないも

のの、地方への移住者は増えているとみられる。

では、どのような人たちが地方に移住しているのだろう

か。 年代、都市から地方への「人口環流」として、都

市へと移り住んだ出身者が地方へと戻る「 ターン」が注

目され、続いて 年代後半になると、出身とは関係のな

い土地に移住する「 ターン」が登場した。

しかし、 ターンの理由は、地方に住む家族の事情や、

都市の生活環境の悪化、都市への不適合といった消極的な

理由が中心であった（蘭 ）。 ターンについても、のん

びりとした田舎暮らしに憧れを持つといった、自分のライ

フスタイルやイデオロギーの実現が移住の目的が主であっ

た（嵩 ）。このように地域再生に直接的に関わるよう

な移住者はほとんど見られなかったが、近年は、従来の移

住者増が変わりつつある。

例えば、松永桂子・尾野寛明（ ）は、地域で活動す

る若い世代からは、自分がしたいことに地域の課題解決の

方向性をすりあわせていくという新しい生き方、働き方が

見えてくることを指摘した。

さらに、「風の人」や「関係人口」という新しい人材も報

告されている。

田中輝美（ ）によると、「風の人」とは、特定の地

域に定住せず、移動していく人のことである。外部から変

化をもたらす「風の人」と、根を下ろし活動する「土の人」、

この両者が混じり合って「風土」をつくると地域では語ら

れてきた（田中・藤代 ）。

「関係人口」は 年、食べ物付き情報誌「東北食べる

通信」編集長の高橋博之が提唱した（高橋 ）。続いて

雑誌『ソトコト』の編集長の指出一正も同年、著書で触れ

ている（指出 ）。さらに、総務省が 年１月、「関

係人口」と、その一形態として「風の人」を盛り込んだ報

告書をまとめ、広く知られるようになった（総務省 ）。

共通してみられる定義は、「関係人口」とは「地域の人に多

様に関わる人」ということである。

これらを踏まえ、「風の人」を含めた「関係人口」を、地

域再生のカギを握る人材を分析する戦略的な概念として、

再定義したい。あらためて述べるならば、「関係人口」の定

義は「地域の課題解決に関わるよそ者」である。

本研究ではこの「関係人口」という概念を、 つの事例

の社会学的な解釈のためのツールとして援用することで分

析的な有用性を示す。
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【調査対象と方法】

研究対象は、①島根県庁が 離れた首都圏で開講

する「関係人口」育成のための連続講座「しまコトアカ

デミー」、②島根県海士（あま）町で廃校寸前だった高校

が全国から生徒が集まる高校へと再生した「高校魅力化

プロジェクト」、③島根県江津（ごうつ）市で利用可能な

の空き店舗がすべて埋まった商店街再生事例。

①は「関係人口」の役割を具体化し、再定義する糸口

となる事例であり、②と③は、実際に「関係人口」がそ

れぞれ高校と商店街の再生に関わった事例である。

この3つの事例について、2012年から2017年まで継

続的にフィールドワークと関係者へのインタビューを行

った。特に記載がない場合、①は田中（2017b）、②は山

内・岩本・田中（2015）、③は田中（2017a）からの引用

である。 
 
【調査結果】

① 「関係人口」の役割

「しまコトアカデミー」は島根県庁が「関係人口」を

育成しようと首都圏で開講する連続講座である。ほぼ月

回のペースで開かれ、半年間の全 回シリーズ。前半の

回は東京で開講し、島根からゲストを招いて基礎的な地

域の情報や課題を学ぶ。回目で 泊 日の短期インター

ンシップとして島根を訪問。その後、自分と島根との関

わり方を「しまコトプラン」として各自が発表する。受

講料は 人 万円となっている。

年度から始め、現在 期目。毎回 人程度の少数

制で、これまでに 期 人が受講を終えた。 年度ま

での 期を終えた受講生へのアンケート結果（回収率

％）では、島根に関わる活動をしているかという問

いに対して「活動している」と答えたのは ％。内訳

は「首都圏で活動している」つまり「関係人口」が最多

の ％となり、次が「島根に移住し、活動している」

％となった。

具体的にどんな「関係人口」の姿があるだろうか。東

京在住のフリーランスの男性（ ）は、インターンシッ

プで地域を訪れる中で、地域の生産者は東京に知り合い

もなく、販路開拓に悩んでいることを知った。そこで、

旬の特産品を生産者から取り寄せ東京で味わう会「ハツ

モノ！倶楽部」を定期的に開催することにした。初回は

インターンシップに行った島根県海士町の岩牡蠣「春香」

で、回目は長崎県の新ジャガと兵庫県淡路島の新タマネ

ギ。「地域でがんばっている人と東京をつないでいく人が

求められているのでは。地域に住まなくても、そういう

役割が求められているのかもしれないと感じるようにな

った」（田中 ）と話している。

そのほか、東京と島根の二地域居住をしながら長らく

空き家になっていた地域の歴史ある建築物をリノベーシ

ョンした不動産業の女性、東京にいながら島根の企業の

ブランディングを手掛けるプランナーの男性もいる。

いずれも、販路がない、空き家が多い、ブランディン

グに強い専門家がいない、という地域の課題を、自分の

スキルを使って解決するということが共通している。

もともと受講生は全員が地域に強い関心があって参加

してきたわけではない。しかし、座学やインターンシッ

プを通じて地域の課題を学び、その課題と自分のスキル

とを掛けあわせて解決を考えるという講座の設計になっ

ているのである。最後に自分と島根との関わり方を発表

する「しまコトプラン」は、どう地域の課題を解決する

のかというプランになる。「関係人口」の役割は、地域の

課題を解決することである。

② 学校再生に関わった「関係人口」

実際に「関係人口」が役割を果たし、地域を再生した

事例を見る。海士町は島根県の沖合 キロに浮かぶ離島

で、 年の人口 人が、 年の国勢調査では

人に減少した。一方、 年から 年度末までの

年間で 人が ターンしてきた。

その中の一人が「高校魅力化プロジェクト」の中心人

物、岩本悠氏である。

同町は、単独町政を選択したことを機に生き残りをか

けて「自立促進プラン」を策定。データを分析した結果、

町に立地する唯一の高校、島根県立隠岐島前高校を失う

ことは町にとって計り知れない損失であるとして、高校

の存続に取り組む必要性を明確に位置付けた。

島前高校は 人以上が入学してきた時代から徐々に

減少し、入学者が 人となった 年度に全学年１学

級となっていた。過疎化、少子化に加え、海を渡った本

土の高校に行く生徒もいた。しかし、島前高校がなくな

れば、中学生は高校進学のために島を出て行き、親も一

緒に出ていくケースが増えることが想定されたのである。

海士町は、当時東京の大企業で人材育成を手掛けてい

た岩本氏に移住と高校再生への協力を働きかけ、岩本氏

は 年末に移住し、翌 年度には周辺町村ととも

に「高校魅力化プロジェクト」を立ち上げた。

プロジェクトの大きな柱の１つが、島外から積極的に
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【調査対象と方法】

研究対象は、①島根県庁が 離れた首都圏で開講

する「関係人口」育成のための連続講座「しまコトアカ

デミー」、②島根県海士（あま）町で廃校寸前だった高校

が全国から生徒が集まる高校へと再生した「高校魅力化

プロジェクト」、③島根県江津（ごうつ）市で利用可能な

の空き店舗がすべて埋まった商店街再生事例。

①は「関係人口」の役割を具体化し、再定義する糸口

となる事例であり、②と③は、実際に「関係人口」がそ

れぞれ高校と商店街の再生に関わった事例である。

この3つの事例について、2012年から2017年まで継

続的にフィールドワークと関係者へのインタビューを行

った。特に記載がない場合、①は田中（2017b）、②は山

内・岩本・田中（2015）、③は田中（2017a）からの引用

である。 
 
【調査結果】

① 「関係人口」の役割

「しまコトアカデミー」は島根県庁が「関係人口」を

育成しようと首都圏で開講する連続講座である。ほぼ月

回のペースで開かれ、半年間の全 回シリーズ。前半の

回は東京で開講し、島根からゲストを招いて基礎的な地

域の情報や課題を学ぶ。回目で 泊 日の短期インター

ンシップとして島根を訪問。その後、自分と島根との関

わり方を「しまコトプラン」として各自が発表する。受

講料は 人 万円となっている。

年度から始め、現在 期目。毎回 人程度の少数

制で、これまでに 期 人が受講を終えた。 年度ま

での 期を終えた受講生へのアンケート結果（回収率

％）では、島根に関わる活動をしているかという問

いに対して「活動している」と答えたのは ％。内訳

は「首都圏で活動している」つまり「関係人口」が最多

の ％となり、次が「島根に移住し、活動している」

％となった。

具体的にどんな「関係人口」の姿があるだろうか。東

京在住のフリーランスの男性（ ）は、インターンシッ

プで地域を訪れる中で、地域の生産者は東京に知り合い

もなく、販路開拓に悩んでいることを知った。そこで、

旬の特産品を生産者から取り寄せ東京で味わう会「ハツ

モノ！倶楽部」を定期的に開催することにした。初回は

インターンシップに行った島根県海士町の岩牡蠣「春香」

で、回目は長崎県の新ジャガと兵庫県淡路島の新タマネ

ギ。「地域でがんばっている人と東京をつないでいく人が

求められているのでは。地域に住まなくても、そういう

役割が求められているのかもしれないと感じるようにな

った」（田中 ）と話している。

そのほか、東京と島根の二地域居住をしながら長らく

空き家になっていた地域の歴史ある建築物をリノベーシ

ョンした不動産業の女性、東京にいながら島根の企業の

ブランディングを手掛けるプランナーの男性もいる。

いずれも、販路がない、空き家が多い、ブランディン

グに強い専門家がいない、という地域の課題を、自分の

スキルを使って解決するということが共通している。

もともと受講生は全員が地域に強い関心があって参加

してきたわけではない。しかし、座学やインターンシッ

プを通じて地域の課題を学び、その課題と自分のスキル

とを掛けあわせて解決を考えるという講座の設計になっ

ているのである。最後に自分と島根との関わり方を発表

する「しまコトプラン」は、どう地域の課題を解決する

のかというプランになる。「関係人口」の役割は、地域の

課題を解決することである。

② 学校再生に関わった「関係人口」

実際に「関係人口」が役割を果たし、地域を再生した

事例を見る。海士町は島根県の沖合 キロに浮かぶ離島

で、 年の人口 人が、 年の国勢調査では

人に減少した。一方、 年から 年度末までの

年間で 人が ターンしてきた。

その中の一人が「高校魅力化プロジェクト」の中心人

物、岩本悠氏である。

同町は、単独町政を選択したことを機に生き残りをか

けて「自立促進プラン」を策定。データを分析した結果、

町に立地する唯一の高校、島根県立隠岐島前高校を失う

ことは町にとって計り知れない損失であるとして、高校

の存続に取り組む必要性を明確に位置付けた。

島前高校は 人以上が入学してきた時代から徐々に

減少し、入学者が 人となった 年度に全学年１学

級となっていた。過疎化、少子化に加え、海を渡った本

土の高校に行く生徒もいた。しかし、島前高校がなくな

れば、中学生は高校進学のために島を出て行き、親も一

緒に出ていくケースが増えることが想定されたのである。

海士町は、当時東京の大企業で人材育成を手掛けてい

た岩本氏に移住と高校再生への協力を働きかけ、岩本氏

は 年末に移住し、翌 年度には周辺町村ととも

に「高校魅力化プロジェクト」を立ち上げた。

プロジェクトの大きな柱の１つが、島外から積極的に

入学生を募る「島留学」である。刺激や競争が少なかっ

た島の高校の魅力アップにつなげ、島外から来る生徒も

不便な離島での少人数教育を通して都会ではできない経

験や力を身に着けることができる。双方にとって課題が

解決でき、メリットがあるように設計してあり、高校存

続のための「数あわせ」ではない点が重要である。

また、カリキュラムを大幅に変え、地域の課題解決学

習などで人間力を伸ばすコースを導入。キャリア教育や

公営塾を 年に設立した。

高校への入学者数は増加に転じ、 年度の入学者は

人に回復。地元中学校からの入学志願率も 年度入

試で初めて ％を越えた。全校生徒の約 割が東京都や

大阪府をはじめとした「島留学」生で、中学時代に生徒

会長で地域活動に興味を持った生徒やドバイからの帰国

子女など、多様な生徒が集まってきている。 年度に

は３学年すべての２クラス化が実現した。

山内道雄町長（当時）は「岩本悠くんをはじめ外から

島に来て本気で島のために行動している人たちに、私自

身が影響を受けた」としてまちづくりの原点は人づくり

であると考えを深めていった（山内・岩本・田中 Ⅶ）。

岩本氏は 年に海士町を離れ、松江市の島根県庁で

「教育魅力化特命官」に着任。島根県全体にフィールド

を広げ、引き続き教育の魅力化に取り組んでいる。

③ 商店街再生に関わった「関係人口」

島根県西部に位置する江津市の人口は 年の国勢調

査で 人。都市への流出に加えて誘致企業の撤退も

あり、 年の 人と比べ半減している。

年、市は地域課題を解決する人材を募ろうと「ビ

ジネスプランコンテスト（ビジコン）」を初めて開催。そ

の後も毎年続け、 年までで大賞受賞者を含めた

人が起業し、 人の雇用が生まれている。

第１回と第２回のビジコンでそれぞれ大賞を受賞し、

江津市にＩターンして「てごねっと石見」のスタッフと

なったのが、本宮理恵氏と三浦大紀氏である。ともに島

根県内の別の地域の出身であった。

本宮氏はゼロから 法人「てごねっと石見」を立ち

上げ、第２回からビジコンの運営を市から受託。江津市

には大学が立地しておらず大学生が来る機会もほとんど

なかったことから、インターンシップ事業を手掛け、外

から大学生や若手社会人を呼び込む流れをつくった。

三浦氏は、空き店舗が目立っていた 江津駅前にある

商店街の再生の相談を受け、地域住民と一緒に青年部を

設立し、力を合わせてコミュニティバーをオープン。こ

のコミュニティバーが話題を呼んで地域外からわざわざ

人が出掛けてくる伝説のバーとなり、周辺の飲食店とも

連携して商店街は活気を取り戻した。

本宮氏、三浦氏に刺激を受けた地域住民も空き店舗を

把握する仕組みをつくって借りやすくするイベントを仕

掛けたこと、ビジコンが「人が人を呼ぶ好循環」を生ん

で新しい人材が流入したことなどの波及効果もあって、

住民が以前の店舗をリニューアルしたり、号店を出店し

たりといった動きが加速。利用可能な空き店舗が次々と

埋まり、生まれ変わっていった。

地域住民の一人は、本宮氏や三浦氏をスターにたとえ

て「スターがいた時代もあって、打ち上げ花火も大事だ

が、でもスターは居続けられるわけではないので、自分

たちがやらなきゃいけない。スターのおかげで、自分た

ちが変わった。やったらできると分かった」と話してい

る（田中 ）。

本宮氏は丸３年、三浦氏は丸２年勤めた後、「てごねっ

と石見」のスタッフを卒業した。現在は二人とも島根県

内の別の地域に拠点を置いている。その上で「てごねっ

と石見」には理事として関わり、引き続き運営をサポー

トしている。

【考察と今後の課題】

海士町では岩本氏、江津市では本宮氏、三浦氏が関わ

り、地域住民とともに課題の解決に取り組み続けること

で、それぞれ廃校寸前だった高校が再生し、 の空き店

舗が埋まって商店街が再生した。ただ、 人とも海士町、

江津市には定住せず、他地域に移動している。「関係人口」

の一形態である「風の人」であると言える。

社会学的な解釈では、「関係人口」は、外部から来たよ

そ者である。なぜ、よそ者である必要があるのだろうか。

それは、よそ者はよそ者だからこそ、特定の効果を発揮

することができるという点が挙げられる。

敷田麻実（ ）はよそ者には、①地域の再発見、②

誇りの涵養、③知識移転、④地域の変容を促進、⑤地域

とのしがらみのない立場からの解決案、という つの効

果を発揮する可能性があることを指摘している。

岩本氏は「島留学」を発案した際、周囲から猛反対さ

れた。本宮氏も当初は外から人材を連れてくるインター

ンシップ事業の意義がなかなか理解されにくかったとい

う。地域住民はこれまで流出に慣れてきたがゆえに、新

しい人材の流入の可能性を思いつき、実行に移すことが
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難しいという背景が考えられる。岩本氏も本宮氏も、よ

そ者だからこそ新しい提案ができ、⑤の地域とのしがら

みのない立場からの解決案という効果が発揮されたと言

えるのではないだろうか。

三浦氏も、寂れていた商店街に新たにコミュニティバ

ーをつくり活気を取り戻したことで、住民の②地域の再

発見を促し、商店街への出店を加速させるという④地域

の変容を促進した、と言うことができる。

加えて注目すべきは、海士町の山内氏や江津市の住民

の発言である。よそ者から影響を受け、当事者として諦

めることなく課題解決に向き合う意欲を持つように変化

していったと捉えることができる。

前述のように、地方では住民の諦めが課題として指摘

されていた。それを踏まえれば、よそ者には つの効果

に加え、地域住民をエンパワーメントし諦めを払拭する

という、もう つの別の効果もあると考えられる。

人口減少に加え、社会が成熟して価値観の多様化が進

む中で、分かりやすい「成功の方程式」を見つけること

は簡単ではない。また、 つの課題解決に挑み、成功すれ

ばそれで終わりということもない。重要なのは、地域の

課題解決に挑むという行為自体であり、諦めずにそれを

不断に続けるということである。

そしてそれを可能にするのが、よそ者、つまり「関係

人口」の存在である。地域再生の主体は、よそ者ではな

く、あくまで地域住民ではあるが、狭い意味での地域住

民だけで、日常の固定化した人間関係の中で地域を再発

見したり、解決案を導き出したりすること、そして、諦

めることなく課題解決に挑み続けることは、どうしても

限界があるだろう。だからこそ、よそ者である「関係人

口」の力を借りることに意味がある。住民とよそ者がと

もに課題解決に挑み続ける、その延長線上に、地域再生

があるのではないだろうか。

「関係人口」は、現代の人口減少社会において、いっ

そう重要性を増すだろう。「自治体間人口獲得ゲーム」（山

下 ）と言われるように、全国の自治体の間では

定住人口の奪い合いが行われている。しかし、日本全体

の人口が減る中では、どこかが増えればどこかが減る「ゼ

ロサムゲーム」にならざるを得ない。しかし、「関係人口」

なら定住人口のように奪い合う必要がなく、むしろ人材

をシェアする考え方だということもできる。どの地域も

「関係人口」を増やすことができるのである。

「関係人口」が増えることで、より多くの地域の再生

につながり、日本全体が底上げされる可能性も秘めてい

る。こうした新しい人材の力を生かしていくことがこれ

からの地域には求められるだろう。

今後さらに「関係人口」の概念モデルを洗練させ、複

数の事例にあてはめていくことで、「関係人口」の有用性

や可能性について研究を深めたい。
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難しいという背景が考えられる。岩本氏も本宮氏も、よ

そ者だからこそ新しい提案ができ、⑤の地域とのしがら

みのない立場からの解決案という効果が発揮されたと言

えるのではないだろうか。

三浦氏も、寂れていた商店街に新たにコミュニティバ

ーをつくり活気を取り戻したことで、住民の②地域の再

発見を促し、商店街への出店を加速させるという④地域

の変容を促進した、と言うことができる。

加えて注目すべきは、海士町の山内氏や江津市の住民

の発言である。よそ者から影響を受け、当事者として諦

めることなく課題解決に向き合う意欲を持つように変化

していったと捉えることができる。

前述のように、地方では住民の諦めが課題として指摘

されていた。それを踏まえれば、よそ者には つの効果

に加え、地域住民をエンパワーメントし諦めを払拭する

という、もう つの別の効果もあると考えられる。

人口減少に加え、社会が成熟して価値観の多様化が進

む中で、分かりやすい「成功の方程式」を見つけること

は簡単ではない。また、 つの課題解決に挑み、成功すれ

ばそれで終わりということもない。重要なのは、地域の

課題解決に挑むという行為自体であり、諦めずにそれを

不断に続けるということである。

そしてそれを可能にするのが、よそ者、つまり「関係

人口」の存在である。地域再生の主体は、よそ者ではな

く、あくまで地域住民ではあるが、狭い意味での地域住

民だけで、日常の固定化した人間関係の中で地域を再発

見したり、解決案を導き出したりすること、そして、諦

めることなく課題解決に挑み続けることは、どうしても

限界があるだろう。だからこそ、よそ者である「関係人

口」の力を借りることに意味がある。住民とよそ者がと

もに課題解決に挑み続ける、その延長線上に、地域再生

があるのではないだろうか。

「関係人口」は、現代の人口減少社会において、いっ

そう重要性を増すだろう。「自治体間人口獲得ゲーム」（山

下 ）と言われるように、全国の自治体の間では

定住人口の奪い合いが行われている。しかし、日本全体

の人口が減る中では、どこかが増えればどこかが減る「ゼ

ロサムゲーム」にならざるを得ない。しかし、「関係人口」

なら定住人口のように奪い合う必要がなく、むしろ人材

をシェアする考え方だということもできる。どの地域も

「関係人口」を増やすことができるのである。

「関係人口」が増えることで、より多くの地域の再生

につながり、日本全体が底上げされる可能性も秘めてい

る。こうした新しい人材の力を生かしていくことがこれ

からの地域には求められるだろう。

今後さらに「関係人口」の概念モデルを洗練させ、複

数の事例にあてはめていくことで、「関係人口」の有用性

や可能性について研究を深めたい。
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地域資源を用いた産官学民連携による地域活性化―石川県能美市和気町の「国造ゆず」を事例に― 

小國美貴（北陸先端科学技術大学院大学） 
Keyword：産官学民、地域資源、後継者不在 
 
【背景・問題・目的】 

近年、我が国が抱える問題として、人口減少・高齢化・

少子化の影響により、経済衰退の懸念についての議論が

展開されて久しい 。特に、2008年から人口の純

減が始まり、2010年以降では、0歳から14歳までの人口

を 75歳以上の人口が上回り、2030年には現在の総人口か

ら約1000万人が減少すると予測されている（図1参照）。 

 
内閣府，平成28年版高齢社会白書，図1-1-4 高齢化の推移と将来推計 より筆者作成 

図1 人口推計と将来推移 

 

また、地方都市における経済活性化に関する事例が取

り上げられ、地域ごとの社会的背景（人口構造、産業構

造、立地条件、資源などの地域経済に影響を与える要因）

が異なるため、独自の活性化に取り組む必要性が提示さ

れてきた 。加えて、地方都市の経済活性化（以

下、地域活性化）には、「ヒト（地域内外の人材育成）」「モ

ノ（文化や地域資源）」「コト（産業、事業）」の重要性に

ついても指摘されている［6］。特徴的な事例として、民

間企業（滋賀県・株式会社黒壁、官民。石川県・株式会

社御祓川、産学民）が事業として取り組んでいる。 

文部科学省においては、民間企業（産）・官公庁（官）・

大学等学術機関（学）が一体となって課題に取組む「産

官学連携」をはじめ、総務省が 2009年に施行した、地域

外の人材（ここでは、地域住民・NPOを「民」とする）

による、地方都市への定住・移住を支援する「地域おこ

し協力隊（産・官・民）」といった制度により、具体的な

問題解決および、地域活性化への試みが行われている。 

しかしながら、地方都市における、地域資源を用いた

「ヒト」「モノ」「コト」に関する先行研究において、地

域活性化に成功した例は取り上げられる[7]一方で、失敗

例に関する記述は多くはなく 、これまでに産官学民が、

どのような地域の背景や関係性をもとに地域活性化に取

り組まれたかを示す記述が極めて少ない。 

そこで、地方都市において「人口減少」、「高齢化」、「少

子化」に関する問題を抱え、特産品「国造ゆず」を地域

資源として地域活性化に取り組む、石川県能美市和気町

に注目し、産官学民連携によってどのような活動が実施

されているかを明らかにする。 

 

【調査地】 

石川県能美市は、石川県の経済的中心地である金沢市

の南に位置し、空の玄関である小松市や観光業で栄える

加賀市を結ぶ加賀産業道路を有し、近年では、企業誘致

による工場建設が進む、人口約 5万人の都市である。 

調査対象地である石川県能美市和気町は、1400年以上

の歴史を持つ辰口温泉の近隣に位置し、古くからゆずの

樹木が植えられていた。和気町を囲む近隣の丘陵地や町

を「国造地区」とよび、「国造ゆず」の名称で生活には欠

かせない地域資源であった。 

しかしながら、経済および産業が発展するにつれ、一

家に一本のゆずの木が植えられていたが、道路幅員拡張

や近代的な鉄筋コンクリート造の建物が増加する中で伐

採・撤去を余儀なくされた。 

そこで、1979年に大分県で始まった「一村一品運動」

からヒントを得て「一村一味」をめざすこととなり、

1985年に国造地区の丘陵地帯を造成し、翌年からゆずの

木を集約し、あらたに特産品として栽培を開始した。 

栽培を始めた当初は、行政・民間企業・農家・地域住

民（町内会）の産官民による協働が実現していたが、「桃

栗 3年、柿8年、ゆずの大馬鹿 18年」という言葉がある

ように、樹木に果実が安定して実り始めるまで長い月日

を要することもあり、次々と「一村一味」の活動から離

脱し、2018 年 8 月現在では、行政は広報に重点を置き、

生産管理はゆず生産者（産）のみとなった。また、年月

を重ねるごとに樹木を管理する生産者も減り、1000本も

のゆずの樹木が 700本となり、22軒の生産者も、5軒の

みとなった。ゆずの生産者自身は兼業農家であり、ゆず

の生産だけでは生活ができない。さらに、生産者の平均
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年齢が80歳を超え、図2が示すように、和気町の人口は、

2015年の504人から40年後の2055年で半減すると予測

されている。 
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図2 和気町の人口予測シミュレーション 
 

【調査・分析方法】 

調査方法は、文化人類学者・川喜多二郎氏によって考

案された「移動大学」と呼ばれる、「問題を抱える地域へ

のフィールドワークによる、その解決のための提案」を

目的とした、郊外学習型の実践に基づき実施している。 

「移動大学」では、以下のルールを定めている。 

 

・問題を抱える「まち」に長期滞在（1か月以上） 

・住民との会話や生活、文化を観察 

・住民との議論（地域内外の視点） 

・目標設定（課題の提示） 

 

本調査は、上記で示した本来の「移動大学」での調査

期間を、1週間にアレンジした短期集中型「ミニ移動大学」

の継続調査であり、2016年 8月から現在も実施中である。 

短期集中型のメリットとして、参加者への負担が最小

限に抑制され、期間を区切り継続実施することで、新た

な気づきの獲得に期待が持てるため、本方法を採用した。 

具体的な調査方法として、「国造ゆず」の生産関係者・

行政職員・地域住民への参与観察・聞き取り・資料収集

によるフィールドワークを実施することで、見落とされ

た問題を明示し、特産品「国造ゆず」の生産を維持する

ために、産官学民連携によって、どのような地域資源（ヒ

ト・モノ・コト）が関与しているかを明らかにする。 

データ収集・分析方法として、ドキュメント（官公庁

調査資料、インフォーマントからの提供資料、先行研究

論文、書籍）および、地域の特産品に関わる生産者およ

び、その関係者ならびに産地住民への参与観察および聞

き取り調査から情報を収集した。 

 

【分析内容】 

本研究では、地域資源を用いた産官学民連携による地

域活性化に焦点を当てる。従来の地域づくりに関する先

行研究では、「ヒト」「モノ」「コト」について、地域活性

化には必要不可欠であることが述べられている［4］［5］

［6］が、特に「ヒト」の重要性を指摘する記述が多いに

もかかわらず、その「ヒト」がどのような地域活性化に

関係するかについての記述が多くはない。 

本研究では、産官学民を「ヒト」と捉え、それぞれの

活動実態および、現状の問題を明示したのち、能美市の

特産品「国造ゆず」を用いた地域活性化が産官学民にお

いて、どのような連携によるものかを記述する。 

 

a. 産業界（民間企業） 

a-1. 国造ゆず生産者 

約 16,000m2の耕地面積に対して、ゆずの樹木 700 本余

りを、5 軒の農家で構成される平均年齢 80 歳代の国造ゆ

ず生産者が管理している。「国造ゆず生産者」とあるが、

本業をそれぞれ持ち、年金受給の生活を営んでいる。 

造成されたゆず団地を、昭和60年から月日をかけて剪

定・草刈りといった土壌管理を継続し、例年11月上旬か

ら 1か月の間で収穫および搾汁が交互に行われる。 

5軒の生産者であるが、2グループに分かれており、11

月に実施される収穫祭「ゆずまつり」以外、協働するこ

とはない。ただ、地域の特産品として受け継がれた「国

造ゆず」を後世に残すには、体力的にも年齢的にも、ゆ

ず団地を管理することが困難かつ、耕作放棄や登記簿に

記載された農地の所在不明者が年々増加している。 

ゆずには、柑橘系特有の「隔年結果性」といういわゆ

る「表年（豊作）」「裏年（不作）」の性質がある。科学的

根拠は解明されており、収穫後の土壌改良および、枝葉

の適度な剪定により改善可能だが、造成時に作成された

手書きの生産工程表や農地図は管理状態が悪く原型をと

どめず、生産者は長年の「経験」と「勘」で土を耕す。 

 

a-2. 卸売販売業 

和気町唯一の、地域内外に販路を持つ個人事業者であ

る。地域の特産品「国造ゆず」の搾汁した果汁を用いて

様々な商品を企画し、販路を確保し、広報にも勝る活動

を展開していた。また、能美市ならず北陸近県へも商品

を卸し、数多くの展示会に参加し、「国造ゆず」の認知度
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年齢が80歳を超え、図2が示すように、和気町の人口は、

2015年の504人から40年後の2055年で半減すると予測

されている。 
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近代化する建築に伐採・移設を余儀なくされたゆずの樹

木を、同じ和気町内にある丘陵地を造成し集約させ、大

分県の「一村一品運動」に感化され「一村一味」による

生産維持の支援を行ってきた。また、ゆず生産者の高齢

化・生産維持に関する知見を獲得するため、生産者をは

じめ、地域住民を引率し、日本一のゆず生産量を誇る高

知県に焦点を定め、同じく温泉を抱える安芸郡の馬路村

への査察を実施している。 

しかしながら、国造ゆずの生産維持に対する、生産者

およびその関係者、地域住民への企画（収穫体験、専門

家の招聘、勉強会）を打ち出すものの、年々拡大する耕

作放棄地や安定しない収穫量に対し、長きにわたり国造

ゆず生産者やその関係者、住民への奮起を促している。 

 

b-2. 石川県 

石川県では、農業振興のための支援を継続的に実施し

ている。例えば、生産量の多い米だけではなく、安全な

農作物生産物にのみ付与される認証制度を通して広報活

動にも力を入れ、先述したゆずの樹木を集約する事業に

も支援をしている。 

 

c. 学校（教育・研究機関） 

c-1. 大学（調査） 

筆者が「産官学民」の「学」として、地域づくりの現

場をフィールドワークすることで、既に判明している「生

産者の高齢化」「耕作放棄地」「後継者不在」以外におい

て新たに、特産品の生産維持・発展を困難にする以下の

事象を発見した。 

 

・ 請負耕作の限界（耕作放棄地化） 

・ 人手不足による未収穫果実 

・ 樹木の手入れ不足による老朽化 

・ 所有者不在の耕作地 

・ 生産所在地の未周知 

 

請負耕作とは、農地所有者が他の耕作者へ委託し、収

穫量は所有者、委託された耕作者が一定の賃金で請け負

う方法であるが、現場においては高齢耕作者同士による2

次請負（請負の請負）がすでに行われ、個人間での耕作

は困難なため、農業法人への請負が広まりつつある。 

高齢化する国造ゆず生産者には、後継者となる人材が

いない。それだけでは食べてはいけない。ゆず自身、年

間を通して安定した量を収穫できる作物ではなく、収穫

時期が限られるうえ、利益を生み出すには規模が小さく、

第一次産業からの脱却には至っていない。ゆえに、収穫

の時期には人手が必要であるにもかかわらず、わずか 5

軒の農家で 700 本ものゆずの樹木の管理および、収穫す

ることはできず、草刈り・剪定などの管理が徹底されて

おらず、未収穫のまま放置されるゆずが大量に存在した。 

 

c-2. 大学（ゼミナール） 

ゼミナールの一環として、「国造ゆず」を用いた商品開

発を手掛ける学術機関が数年にわたり地域内外への PR

活動を実施していたが、研究成果の獲得以降、和気町と

の関係は途切れている。また、行政主導で他の学術機関

を招き、「国造ゆず」を広く周知するための企画を実施し

たが、反対に学術機関にとっての、データ収集の機会（実
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験場）として捉えていたのでは、と筆者は解釈している。 

 

d. 民間（地域住民、NPO） 

d-1. 地域住民 

昭和60年に、丘陵地をゆず団地へ造成して以来、月日

が経つにつれて当時を知る人物が減少している。そのた

めか、「ゆず」が特産品である事実を知るものの、「どこ

で」「どのように」栽培されているかわからない地域住民

が増加してきた。和気町の町内会においては、「（生産者

の）高齢化」「耕作放棄地」といった米農家についての問

題は既知であったが、「国造ゆずの生産維持」が「樹木自

身の老朽化」により困難な状況を把握していない。 

 

d-2. NPO 

「国造ゆず」に関心を持ち、生活の一部と捉え、里山

を中心に活動する団体が複数存在する。これらの団体は、

インターネットを介する情報発信に長けており、SNS を

通じて「ゆずまつり」や「収穫体験」などのイベント企

画にも積極的に関与している。 

しかしながら、NPO自体も構成メンバーの高齢化およ

び退会などの減少により、活動維持が困難な状況にある。 

 

e. 産官学民連携 

aから dまで個別の事象を記述したが、それぞれが資源

（農作物、販路、情報発信手段など、経済活動に必要な

要因）を保有しているにもかかわらず、産学民では連携

を維持する姿勢は見られなかった。しかし、「学」の介入

によってそれぞれが連携する仕組みが構築され、これま

でに取り上げることのなかった問題から課題提案を実施

し、現在も経過観察を続けている。 

産官学民連携では、以下の課題提案を実施している。 

 

・ ゆず団地耕作作業マニュアル作成 

・ 農地管理者連絡表 

・ 価値交換の調整 

・ 情報発信のための学習と実践 

 

ゆず生産者が耕作を引退する前に、それまでに蓄えら

れてきた「経験」と「勘」を「知識」としてマニュアル

化することとした。また、定年近くの地域住民を後継者

として指導し、耕作に関わる知識を伝える取り組みを行

っている。加えて、地域住民の協働により、農地管理の

支援（農機具の貸与、労力の提供）および、すべてのゆ

ずを収穫可能かつ、労働には金銭に代わる対価を持って

交換可能な仕組みを構築した。 

【考察】 

産官から「学」の介入により、産官学民へと、地域住

民との連携による特産品の生産・管理体制が構築され、

国造ゆずの生産が維持されている。しかし、現状の後継

者は「定年間近の住民」であり、その体制の構築により、

これまでの高齢化・後継者不在の問題が解決するわけで

はなく、どのような意欲と資質を持つ人物が、地域の背

景が異なった地域活性化に寄与するか、また、いかにそ

の人物を適材適所へ配置できるかを明示する必要がある。

 

【今後の展開】 

地域づくりにおいて、地域活性化を支援する地域外の

人材は必要であるが、最終的には、地域住民がどのよう

な町をつくるかを決断していくほかない。地域外の人材

はあくまで「きっかけ」であるが、その地域外の人材を

地域づくりの「キーパーソン」と捉え、定住・移住を促

進する「地域おこし協力隊」に参加する人物の「資質」「意

欲」がどのように地域活性化に寄与するかを調査する。
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の人物を適材適所へ配置できるかを明示する必要がある。

 

【今後の展開】 

地域づくりにおいて、地域活性化を支援する地域外の

人材は必要であるが、最終的には、地域住民がどのよう

な町をつくるかを決断していくほかない。地域外の人材

はあくまで「きっかけ」であるが、その地域外の人材を

地域づくりの「キーパーソン」と捉え、定住・移住を促

進する「地域おこし協力隊」に参加する人物の「資質」「意

欲」がどのように地域活性化に寄与するかを調査する。
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「道の駅もてぎ」の売上高における経年分析

田中 美香（前・東京農工大学大学院）

： 道の駅、 次化商品、加工・販売

【背景】 
年に国土交通省が「道の駅」登録制度を創設して以

来、 年 月現在の「道の駅」は、 駅となってい

る。「道の駅」の目的は、道路利用者への安全で快適な道路

交通環境の提供と、地域の振興の寄与となっている。なお、

「道の駅」の基本コンセプトは、①休憩機能、②情報発信

機能、③地域の連携機能、である。

「道の駅」での直売所の先行研究として以下が挙げられ

る。松野・興梠（ ）は、中山間地域の「道の駅」が、

地域特産品の新たな市場性獲得と農林家経済への寄与とい

う役割を一定程度果たしていることを述べた。山本・湯沢

（ ）は、直売所が地域の連携機能によって新産業の創

出や観光効果へ波及し、その効果として雇用・賑わいを創

出したことを明らかにした。

標準的な「道の駅」の業種別店舗は、①飲食店舗、②地

域特産品を中心とした小売店舗、③その他（自販機売上、

チケット等手数料）、より構成される。しかしながら、「道

の駅」の売上を明らかにし、経年変化を分析した研究は、

ほとんど見当たらない。そこで本研究は、国土交通省が

年に地域活性化の拠点として、特に優れた機能を継続

的に発揮していると選定した「全国モデル」６駅の一つで

ある「道の駅もてぎ」を対象として、売上高の経年分析に

よって特徴を明確化することを目的とする。

【研究方法・研究内容】

茂木町の概要

図 と図 に示したように、北関東である栃木県の東

南に位置し茨城県と接する芳賀郡茂木町は、中山間地域

となっている。茂木町の範囲は、東西 ・南北 、

面積 ㎢である。 年 月 日現在での茂木町の

人口は 人、世帯 世帯（ 世帯当 人）と

なっている。

茂木町の代表的特産物は、棚田米・ゆず・えごま・し

いたけ・いちご（品種名：とちおとめ）・ブルーベリー・

りんご・梅である。

図 栃木県の位置

図 栃木県茂木町と「道の駅もてぎ」の位置

「道の駅もてぎ」の概要

「道の駅もてぎ」は、 年 月に国土交通省に登録

された。その後 年 月、「道の駅もてぎ」は、国土

交通省から「全国モデル」として選定された 駅の一つ

である。なお、「全国モデル」とは、地域活性化の拠点と

して、特に優れた機能を継続的に発揮していると認めら

れるものを指す。

「道の駅もてぎ」は、栃木県の「道の駅」第一号であ

り、その総面積は ㎡となっている。「道の駅もて

ぎ」は、資本金 千万円・事業費約 億円にて設立され
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た。その事業目的は、農業、林業、商業、観光の振興を

図るために事業を営むことが事業目的となっている。ま

た、 年 月時点の従業員数は 名となっている。

図 「道の駅もてぎ」利用者の推移

図 に、 ～ 年度の「道の駅もてぎ」利用者の

推移を示した。 年度以外は常に前年を上回っている。

年度が 年度より利用者が減少している要因と

して、いわゆる東日本大震災の影響で「道の駅もてぎ」

の利用者が減少したためと推測される。なお、利用者と

は「道の駅もてぎ」内で何らかの物品・サービスを購入

した利用者を指す。

「道の駅もてぎ」での 次産業化の特徴として、①町

内産の農産物買い上げ、②買い上げた町内産農産物を町

内に整備した加工所（ 年 月運営開始）にて加工、

③②にて加工された商品を「道の駅もてぎ」にて販売、

が挙げられる。

図 は、茂木町内に整備された 次化商品の加工所で

の作業を示した。茂木町特産品の一つであるゆずの搾汁

後、ゆずの皮を裁断する加工を行っている様子である。

図 ゆず加工の様子

図 「道の駅もてぎ」での 次化商品の陳列

図 「道の駅もてぎ」の飲食店

図 「道の駅もてぎ」の野菜直売所

図 は、加工所で 次化した商品を「道の駅もてぎ」

の店舗内にて販売陳玲している様子である。図 は、「道

の駅もてぎ」内に複数ある飲食店の一つであるラーメン

店の様子を示した。図 は、茂木産の野菜を販売陳列し

ている様子である。これら「道の駅もてぎ」内での店舗

に共通点として挙げられるのは、①町内産の木材を使用

した温かみのある空間、②効果的な照明による購買意欲

が向上する店舗づくりといえる。
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図 は、加工所で 次化した商品を「道の駅もてぎ」

の店舗内にて販売陳玲している様子である。図 は、「道

の駅もてぎ」内に複数ある飲食店の一つであるラーメン

店の様子を示した。図 は、茂木産の野菜を販売陳列し

ている様子である。これら「道の駅もてぎ」内での店舗

に共通点として挙げられるのは、①町内産の木材を使用

した温かみのある空間、②効果的な照明による購買意欲

が向上する店舗づくりといえる。

研究の方法

本研究の調査期間は 年 月から 年 月まで、

調査方法は、①資料調査、②聞き取り調査、③参与観察

だった。なお、本研究で使用したデータは、「道の駅もて

ぎ」視察用資料の記載データ・提供頂いた内部データで

ある。

【分析結果と考察】

図 に、「道の駅もてぎ」での 年間の年間売り上げ

を示した。特徴として、①基本的に毎年度の売上高増加

② 年に加工場を運営開始した以降の売上高の増加は

～ ％と高率、が挙げられる。なお、年間売上高の

最高金額は、 年の 億 千万円である。

一方、年間売上高の最低金額は、 年度の 億 千

万円となっている。その要因として 年度での事業の

一部が 年度は経営外となったことが挙げられる。

図 年度別売上高の推移

図 月別売上高の平均

図 は、 ～ 年度での 年間の月別売上高の平

均を示した。特徴として、①最大の売上高を示すのは

月、②最小の売上高を示すのは 月、が挙げられる。そ

の要因として、月は連休中に町外からの利用者が増加す

ることが認められる。そのため、年間で最大の売上高と

なる飲食業と食品加工品（菓子・惣菜）が全体売上高に

寄与する。一方 月は野菜の端境期となる。そのため、

野菜直売所の売上高が年間で最も低い月となり、年間で

最小の売上高となる。

図 年度別業種別売上高の推移

図 は ～ 年度での 年間の業種別売上高の

推移を示した。特徴として、① ～ 年度は飲食業

が最大の売上高、② ～ 年度は茂木産の野菜小売

業が最大の売上高、③ ～ 年度の毎年度、食品加

工は前年売上高を常に ％以上売上、が挙げられる。

【まとめ・今後の展開】

本研究は、国土交通省に「全国モデル」として選定さ

れた「道の駅もてぎ」を売上高より考察した。その結果、

①営業開始の数年間は飲食業が最大売上高を維持、②開

業数年後に野菜小売業の売上高が飲食業を上回り維持、

③最大売上月は町外の利用者が増加する 月、⑤最小売

上月は町内産野菜の端境期となる 月が明らかになった。

今後の課題は、「道の駅もてぎ」の部門別売上高の精緻

な分析を行うことにある。
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花の領域における農業経営体の成長プロセスに関する事例報告 –愛知県渥美地域を事例に− 

松下昌史（法政大学地域研究センター） 

Keyword： 花 農業経営 環境適応

 

【問題・目的・背景】	

	 本報告の目的は、花の領域において成長・発展を遂げて

いる複数事例の分析を通じて、農業経営体がどのように環

境の変化に適応してきたかを解明することにある。	

	 花は、国際的に付加価値が高い農業品目だといわれてい

る。しかし、他の農業品目同様に、国内の花の生産は衰退・

停滞傾向にある。わが国では花に対する関税はなく、国内

の花需要は輸入品に取って代わられようとしている。花は

最もグローバルな競争に晒されてきた農業といえる。しか

しながら、個別の経営体に着目するならば、右肩上がりで

成長・発展を遂げている経営体も存在する。同じ日本とい

う環境下にありながら、両者の結果には大きな違いが生じ

ている。どのような取り組みを行えば、国内の花産業は魅

力的な産業に生まれ変わるのだろうか。これが本事例報告

の動機であり目的である。	

1.本事例報告における農業の概念	

	 わが国の農業経済学・農業経営学に関する代表的な研究

として、城島国弘氏の「立体農業論」と今村奈良臣氏の「６

次産業論」がある。両先輩の農業構想は、若干の違いがあ

るものの、分業化によって切り離されてしまった「第 2次
産業」「第3次産業」の工程を農業内部に取り込むことによ
って付加価値を高め、農業を魅力的な産業にしていくとい

う点で共通している。これに従い、本報告では、どのよう

にして農業の“産業化”を図るのかという視点に立ち論証

を進める。	

2.6次産業化研究及び実践的課題	

	 今村奈良臣氏、城島国広氏の農業研究から多くの年月が

経つものの両先輩の農業構想が浸透しているとは言い難い。	

	 その理由として、近藤博彦(2012)は、「①広範かつ高度な

経営管理能力を必要とすることから、多くの農家は取り組

んでも成果を上げるまでには至らなかったこと」「②地域性

や立地条件を生かす必要性が高いため、国や県も一般的な

指導や支援の仕組みを用意できなかったこと」「③加工、流

通、販売等の関連事業は農業生産から分離・独立する傾向

が強く、生産部門に付加価値を残してくれなかったこと」

を指摘している。	

	 所吉彦(2015)によれば、６次産業化の失敗は、農家のマ

ーケティング思考の不足にあるという。農協に属している

農家は、いわば企業組織におけるパーツ工場（下請）にあ

たる。農協を脱退して価格決定権を取り戻すためには、農

協が担っていた一連の機能を確保する必要がある。この「追

加される機能の認識」が事業の成否を分けるという。	

	 価格決定権を獲得する上で、農協を脱退することは有効

である。しかし、既存関係者から見れば背信行為に当たり

強い反発が予想される。このため、「追加される機能」をど

のようにして補うかが重要と言える。これが第一の問いで

ある。次に、どのように成長・発展をしているのかである。

農業であっても国際競争にさらされる以上、絶えず付加価

値を高めていく必要がある。どのように競争力を維持し、

またこのような現象を可能にしている仕組みを把握するこ

とは重要である。 
3.本事例報告におけるリサーチクエスチョン	

	 以上の議論を踏まえ、本事例報告では、次の二つのリサ

ーチクエスチョンを設定した。	

RQ1:花の領域における農業経営体の成功事例は、なぜ、農

協を脱退することができたのか	

RQ2:花の領域における農業経営体の成功事例は、なぜ成

長・発展することができたのか	

【研究方法・調査対象】	

	 本報告では、質的研究法としての事例研究法を採用する。

花を扱った農業法人に関する既存研究は極端に少なく、実

態を深く掘り下げる必要があるからである。また、調査は

面接法による半構造化インタビューと文献調査を行う。調

査対象は、以下の5つの基準のもとで選定した。ヒアリン

グ調査は、各事例の経営担当者及び地域の生産者と関係の

深いイノチオアグリ(株)に対して実施した。	

	

	 選定基準の説明を行う。第一に、主要品目についてであ

る。花き・花木類は性質上、切り花類、洋蘭類、観葉類の

三つに大別される。本報告では最も産出額の大きい“切り

花類”を扱う。また、品目としては”キク”を選択する。
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我が国を代表する切り花であり、産出額も最も大きいから

である。第二に、地域の選定である。地域は、愛知県渥美

地域を対象とする。愛知県は、我が国最大の花の産地であ

り、中でも渥美地域は“電照菊”で知られるキクの産地だ

からである。第三に、事業規模（売上）である。公益社団

法人日本農業法人協会によると、過去5年間の農業法人の

売上高の増減は、売上規模5000万円未満、1億円未満の規

模の経営体は横ばいで推移している。一方、5 億円未満で

は128％、10 億円未満では131％、10 億円以上では162％

と大幅に増加している。このため、調査対象として、年間

売上高1億円以上の経営体を対象とする。第四に、経営体

の興りである。本研究報告の目的は、農家の所得向上を期

待している。したがって、農家（一次産業）を母体とした

経営体に限定する。第五に、経営状況である。調査対象は、

減価償却期間、原油価格の急騰等、特段の理由がある場合

を除き、右肩上がりで成長している経営体に限定する。	

【事例研究】	

1.有限会社お花屋さん	

	 有限会社お花屋さんは、葬儀用輪菊を主力商材とする

生産者団体であり、花の領域においては国内最大手の農

業法人である。生産農家数は愛知県渥美地域に 22名、
大分9名、長崎3名の計34名で構成される。代表は小
久保恭一氏が務め、農協を脱退する形で平成11年に「農
事組合法人出荷組合お花屋さん」を設立、平成 18年に
「有限会社お花屋さん」に事業を移管している。品質の

高さと周年出荷を特徴とし、年間取扱量は 3000 万本、
年間売上は20億円である。	
(1) 就農〜農協脱退前	

	 小久保氏は、農業大学の畜産科出身であり、卒業後は畜

産で生計を立てる予定だった。しかし、オイルショックの

影響で子牛の価格が急騰したため断念せざるを得なかった。

止むを得ず、父が細々と営んでいた農業を引き継いだのが

就農のきっかけである。就農時はメロンなどを栽培してい

たが、資金の目処が立つと周囲の農家同様に輪菊に転換し

た。農業に関する一連の技術は、就農直後に農業試験場等

の公的機関で学び、農協に所属している頃から全国の名高

い生産者を訪ねて視察・情報交流を行なっていた。	

	 小久保氏は、35歳の若さで渥美町農協マムポートの代表

を任される。この時に、3 つの取り組みを実施している。

第一に、仏花に特化した菊の生産である。この取組は、二

つの理由から実施された。一つは、浜松の育種屋を通じて、

（当時の）若者が持つ菊のイメージが「お墓」や「葬式」

にあることを知ったことである。二つ目は、人口推計より、

2010 年ごろ死亡者数がピークになると予想されていたた

め、葬儀産業が成長産業と位置付けられていたからである。

第二に、周年菊出荷連合の設立である。その背景には、市

場取引の中央化が関係している。花市場の中央化が進むと

大口の取引が好まれるようになり、ロット数が確保できな

い個人出荷には限界が生じる。このため、生産者団体の設

立によって産地として販売力の強化を行った。具体的には、

品質の向上・均一化、生産時期の調整を行った。この活動

が評価され、周年菊出荷連合は「天皇杯」を受賞した。	

第三に、菊生産の国際分業である。小久保氏の取材に来た

農業新聞の記者から、「今後の花業界をどう考えています

か」という質問がなされた。この問いに対して、小久保氏

は“これからは国際分業の時代だよ。苗は海外、農家は作

る、農協はそれを集めて選花をして出荷する”“花の品質評

価は機械にやってもらおう、そうするとより均一化できる

んじゃないか、もっとブランド名が上がるんじゃないか”

と答えた。小久保氏がこのような考えに至ったのは理由が

ある。ブラジルの日系二世の研修生から、現地で安く苗を

購入できることを聞かされていたからである。その後、農

業新聞の記事を見たクラシック（輸入業者）、丸紅から話を

持ち掛けられ、イシグロ農材等の協力もあり、国際分業の

体制の確立に成功した。苗作りから調整まで一貫生産をし

ていた従来の仕組みに代わって、苗作りは海外に委託して、

調整は農協が一括して行うようになった。 
(2) 農協の脱退	

	 農協に所属し代表まで務めた小久保氏が、農協を脱退し

独立を決意した理由は、周年菊出荷連合の限界と農協に対

する不信感にある。周年菊出荷連合は、その活動が評価さ

れ「天皇杯」を受賞した。当然、この影響は卸売市場の取

引にも影響を与えた。渥美町農協の最高品質の輪菊は高い

値で取引をされるようになる。しかし、天皇杯の受賞に伴

い、卸売市場が要求する品質基準は高まり、次点以下の等

級の商材が買い叩かれ流ようになった。これにより生産者

の収入は激減し、周年菊出荷連合は壊滅した。この時、農

協は生産者から手数料を取る一方で、生産者の所得向上の

ための打開策を模索することはなかった。農協に属してい

たら、やがて廃農を余儀なくされる。市場が中央化してい

る以上、個人出荷にも限界がある。これが農協脱退と農協

に代わる新たな生産者団体である“お花屋さん”設立の動

機である。	

	 小久保氏は、お花屋さんを立ち上げる際に、渥美町農協

に加盟していた有力な菊生産者13名の引き抜きを行った。
この行為は農協の反感を買い、多くのペナルティが課され
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た。具体的には、農協の出入り禁止、農協に出入りしてい

る資材会社との取引の禁止、全国の卸売市場に対する「小

久保恭一氏との取引を禁じる」通達がなされた。当然、渥

美町農協の影響下にある浜松市場、豊明市場に対して出荷

することはできなかった。このため、農協脱退直後の販売

先は、周年菊出荷連合時代から親交の深い大田市場、仙台

生花、国際分業で提携した丸紅フローレ、小久保氏に関心

を持っていたオークネットなど６法人に限定された。 
	 お花屋さんは、農協と同じく各生産者と取引先との窓口

となり販売を行う。法人との取引は、価格決定権の獲得と

収益の向上をもたらす。他方で、その実現のためには年間

を通じて一定の品質・数量を確保する必要がある。したが

って、生産量が最も少ない日を基準に契約量が定まる。収

益の向上には、ブロック（施設）数を増やし、どのように

平準化していくかが重要である。しかし、グループの中に

は、“物日を当てる”博打的思考の生産者も多く順調には進

まなかった。小久保氏は、加盟者に対する法人契約の利点

の周知の徹底、定期的な勉強会、お花屋さんの利益の多く

を加盟者の施設面積の拡大に投資することによってこの問

題を克服した。 
 表1は、小久保氏のお花屋さん設立時点での農協脱退に伴
う「追加される機能」の補填状況を示したものである。 
表1	 農協脱退時点での「追加される機能」の補填状況	

	

出所：ヒアリング調査をもとに筆者作成	

(3)農協脱退以降の取り組み	

	 小久保氏は、農協脱退後も革新的な取り組みを実施して

いる。第一に、外国人実習生制度の活用である。外国人実

習制度活用の意図は二つある。一つは、生産規模拡大のた

めの安価かつ安定的な労働力の獲得である。もう一つは、

中国市場の獲得である。中国に日本の葬式文化を輸出する

ことができれば、中国という大市場の獲得に繋がる。残念

ながらこの計画は失敗に終わる。当初の予定は、中国大陸

に現地法人を立ち上げて、任期が満了した中国人研修生に

生産運営を任せるという算段であった。小久保氏によれば、

失敗の理由は二点あるという。一つは、農家のあり方の違

いである。中国では個人農家に力はなく、中国政府の意向

に大きく左右される。中国で成功するためには、政治家と

の関係構築が不可欠である。二つ目は、国民性の違いであ

る。中国の農家には、長期ビジョンという考え方が定着し

ていない。このため、1~2年で投資額が返らない場合、撤
退する傾向にある。 
	 第二に、生産拠点の拡大である。小久保氏は、2006年、
渥美町の施設を長男に託し、大分県豊後大野市清川町に移

住、3 万㎡のフェンロー式ハウスを建て生産拠点を拡張し
た。拠点を移した理由は大きく三点ある。一つは、愛知県

は専業農家が多く、まとまった土地の取得が困難であった

ことである。次に、気候変動に伴うリスク分散のためであ

る。最後に、大分では手厚い補助金が見込めたことである。	

	 第三に、徹底した品質の平準化・高品質化である。お花

屋さんでは、他団体との競合を避け、高い収益を獲得する

ために高品質・高価格帯の市場に限定している。この実現

のために、大分地域、渥美地域ともに月一回程度の頻度で

生産者の研鑽を目的とした定例会を実施している。定例会

は、生産者、資材会社、種苗会社で構成され、各生産者の

生産状況の確認、花に関わる社会情勢の周知、グループと

しての方針の確認、生産者の施設の視察等が実施される。	

	 第四に、商材の多角化である。葬儀形態の変容に伴い輪

菊の消費は低迷している。現在は、輪菊に代わる新たな柱

として、マム（西洋菊）の生産、榊、ハロウィン用カボチ

ャの生産を行なっている。また、大規模な供給体制を武器

にホームセンターとの提携を模索している。	

2.	石本港一氏（個人事業主）	

	 石本港一氏は、葬儀用の輪菊を中心に生産を行っている

個人経営の菊農家（個人事業主）である。年間売上高は 1
億円を超えており、施設面積は4300坪である。	
(1) 就農〜農協脱退前	

	 石本港一氏は、代々農家の家庭に生まれ、20歳の頃に就
農する。就農時は、夏にメロン・スイカ、冬にキャベツ・

エンドウを生産しており、親子 4人で年間1500～2000万
程度の売上を計上する農家だった。1980年代初頭に輪菊に
転換する。菊を生産していた先輩とお酒を飲んでいた時に、

その先輩が少ない面積で高い収益を上げていたことを知っ

たことが転換のきっかけである。転換当初は、盆などの需

要期に合わせて生産をしていた。	
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	 石本氏の栽培技術や品種に関する情報交流は、主として

「飲み仲間」を介して行われている。「飲み仲間」は菊の生

産を行っている旧渥美町出身者を中心に構成され、飲み会

は、ごく親しいものとは月1回、少し輪を広げると年2回
程度の頻度で実施される。飲み会は決して「勉強会」のよ

うな意見交換を目的としたものではなく自然と会話の中で

意見交換がなされている。	

(2) 農協の脱退	

	 石本港一氏は、農協に出荷をしていた頃、役員を 1年間
務めていた。その際に、最上等級の菊を農協へ出荷し、次

の等級のものを卸売市場へ出荷したところ、卸売市場へ出

荷したものの方が高く、手数料をかなり取られていたこと

に気がついた。飲み仲間の勧めもあり、役員の任期満了と

同時に、農協を脱退し個人出荷に切り替える。農協脱退後

も、農協から納品依頼が来ることもあり、争うことなく、

独立を果たしている。このため、資材の購入・設備投資に

あたって資金が必要な際は、市中銀行・信金ではなく、農

業支援基金など各種制度を利用することもあり農協を利用

している。農協脱退直後は、法人との契約はなく卸売市場

に対して販売を行っていた。卸売市場へ出荷するにあたっ

て、農協の共選との競合を避けるため、取引額 10 億円程
度の小中規模の市場を中心に行っている。また、価格の高

低などお金の絡む問題でもあり、同業者である「飲み仲間」

との競合を避けるような取り決めを行っている。	

	 表 2は、石本氏の個人出荷切り替え時点での農協脱退に
伴う「追加される機能」の補填状況を示したものである。	

表2	 農協脱退時点での「追加される機能」の補填状況	

	

出所：ヒアリング調査をもとに筆者作成	

(3) 農協脱退以降の取り組み	

	 石本氏は、個人出荷に切り替えてから三つの大きな取り

組みを行なっている。第一に、経営方針の転換である。従

来の物日を当てる生産体制に代わって、周年的な生産・出

荷体制を構築した点である。小久保恭一氏から、外国人実

習生の紹介を受け、生産規模の拡大が可能になったことが

理由である。第二に、法人との直接契約である。販売先に

占める割合としては１割ではあるものの葬儀屋との直接取

引を行なうようになった。第三に、マム（西洋菊）の試作

である。家族葬など葬儀業界においても大きな変化が起き

ており、輪菊の需要は低迷している。「飲み仲間」の勧めも

あり、輪菊に代わる新たな商材として輪菊と並行して生

産・販売を行っている。 
【考察・今後の展開】	

	 事例分析を通じて、以下の二つの発見事実が得られた。

お花屋さん（小久保恭一氏）、石本港一氏ともに、「追加さ

れる機能」を十分に認識した上で農協からの独立を果たし

ていた。前者は、農協からの抵抗が激しく全ての工程を補

填する必要があった。他方、後者については、農協に対す

る慎重な配慮もあり、関係構造を維持した状態で独立を果

たすことができた。両者に共通して言えることは、「追加さ

れる機能」の外部調達は、あくまで独立する以前までに形

成した地域内外のネットワークの範囲で行われた点である。

これが一つ目の発見事実である。	

	 二つ目の発見事実は、品質の向上や規模拡大だけでなく

生産品目そのものの転換が行われている点である。農業と

いう特殊な領域においても環境の変化は存在する。嗜好品

である花の場合、この傾向は顕著である。本報告では、輪

菊の需要低迷に対して、品目そのものを転換する試みが確

認された。また、石本港一氏は、転換のアイデアの多くを

「飲み仲間」から享受しており、今後は、非公式の生産者

コミュニティの実態を明らかにしていきたい。	
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【はじめに】 
岩手大学と岩手県久慈市は、相互発展を図るため、平成

18年２月に相互友好協力協定を締結し、学術、教育、文化

の分野で援助、協力することを確認し、以降継続して「地

域産業の活性化」「地域課題の解決」「産学官連携の情報交

流の場の創出」をテーマに共同研究に取り組むとともに、

市職員を共同研究員として常駐派遣している。 

本稿では、産学官連携による地域活性化の取組事例とし

て、平成 28 年度から取組を開始した久慈港イメージアッ

プ・プロジェクトを紹介する。本プロジェクトは、「久慈港」

を起点に新たな賑わいを創出（コミュニティ形成）し、久

慈港に対する市民の関心を高めるとともに、親近感を持っ

てもらう（本プロジェクトに何かしらの形で参画してもら

う）ことで地域活性化を図ることを趣旨とした取組である。

また、ここで述べる地域活性化とは、地域が主体的に課題

解決に向けた取組を実践している状態のことであり、課題

解決とは①課題設定、②分析・企画、③実践の一連のサイ

クルによって実現されるものであると考えられる。 

筆者は平成 29 年度から共同研究員として本プロジェク

トに参画し、久慈市における活動フィールド探索や関係各

所との調整等を行ってきたところである。平成30年度には、

学生が行う地域活動を支援する新たな制度が学内で開始さ

れたこともあり、最近では学生主導のプロジェクトが行わ

れやすい環境が整備されつつある。 

以下では、本プロジェクト開始の背景を確認するととも

に、これまで企画・実践した取組の紹介と課題点等につい

て述べる。最後に、地域活性化を図る上で共同研究員が今

後どのように関わっていくべきか考えを述べたい。 

【背景】 

 本プロジェクトの発端は、当時の久慈市役所港湾・エネ

ルギー推進課（現企業立地港湾課、平成30年７月１日現在）

から平成28年度「地域課題解決プログラム」に申請があっ

たことによる。地域課題解決プログラムとは、地域から寄

せられた課題を学生の研究（卒業論文または修士論文等）

テーマとして取り組むことにより、地域社会への貢献を目

指す本学独自の取組である。また、港湾・エネルギー推進

課では、久慈港湾総合開発のための調査及び企画に関する

事項を所掌する。 

 久慈港は県内に４つある重要港湾のうちの１つとして、

県北地域の物流と地域産業を支えている。また、「湾口防波

堤」により津波から市民の生命と財産を守る重要なインフ

ラであり、久慈港の整備促進及び更なる活性化を図るため

にも、久慈港に対する市民の関心を高めるとともに、親近

感を持ってもらうことが課題とされていた。 

 また、久慈港周辺地域のコミュニティ活動の現状として

は、既存の地縁型コミュニティ（町内会、地域協議会など）

をベースとした活動は従前から行われているものの、それ

以外のコミュニティ（サークルや趣味を共有する人々の集

まり）の活動実態が不透明であり、ほとんど把握されてい

ない状況である。 

【取組紹介】 

 平成28年度地域課題解決プログラムへの申請を受け、人

文社会科学部の五味壮平教授研究室の協力のもと、平成28

年度は本プロジェクトの取組として久慈市民の意識調査に

よる現状分析及び傾向把握を行い、他地域の先行事例研究

を実施するとともに、課題解決に向けた具体的なアイディ

アの実践活動及び構想の企画・提案が行われた。意識調査

の結果、久慈港に対するイメージとして「明るい」「身近に

感じる」「活気がある」と答えた比率は低く、市民が前向き

な印象を感じているとは言えない傾向が確認された。一方

で「久慈に欠かせない」と答えた比率は高く、その役割に

ついて多くの市民が期待する傾向がみられ、関心自体は決

して低くないことが明らかとなった。本調査結果を受け、

久慈港のイメージを変えるとともに、親近感が得られるよ

うな取組の企画として、久慈港をテーマとしたポスターシ

リーズの制作等が行われた。また、本を活用したアプロー

チに関する企画が提案された。 

 平成29年度は、大学院地域創生専攻に進学したプロジェ

クトメンバーの学生である森田詩緖里氏がこれまでの研究

を継承し、久慈港を起点とする地域活性化のための企画と

して平成28年度に構想された「久慈港×本」を実践する形

で展開され、平成30年度も研究を継続中である。 

平成29年度は、久慈港をテーマにした絵本づくりワーク

ショップの開催や、久慈港周辺施設に本棚を設置し、本棚

を港に見立てた企画「本のみなと“ぽーとくじーる”」を実

施した。これらの企画は、本プロジェクトの趣旨を市民か

328



ら理解していただくとともに、本棚の利用者同士のコミュ

ニティ形成を目指したものである。これらの企画に対する

課題としては、本プロジェクトの趣旨がどの程度、参加者

あるいは本棚の利用者に浸透しているのか、また、どのよ

うなコミュニティ形成（利用者の属性、人数、頻度）が進

んでいるかという、本プロジェクトの貢献度を客観的に示

す根拠の提示である。 

 平成30年度は、前年度の課題を踏まえ、「本を活用した

空間づくり・コミュニティ形成」をテーマとして活動を継

続しているところである。具体的には、学生を中心につな

がる100人のコミュニティ（ここでは、本プロジェクトの

活動に興味を持ち、イベント参加者またはプロジェクトメ

ンバーのいずれかの形で参画してくれる人）を形成するこ

とを目標に掲げ、６月には久慈市内において久慈港イメー

ジアップ・プロジェクトフォーラムを開催し、改めて本プ

ロジェクトの趣旨説明を行う場を設定するとともに、プロ

ジェクトメンバーの募集を行った。しかしながら、本プロ

ジェクトの取組趣旨及び認知度向上の取組自体が不十分で

あったと考えられ、これらの問題解決に向けた活動につい

て協議・検討しているところである（平成30年７月31日

現在）。 

 なお、平成 30 年６月からは学内の新たな試みである

「Next Step工房（以下、「NS工房」という。）」が開始され

た。この試みは、学生が行う主体的な地域活動を大学がエ

ンカレッジすることを趣旨とするもので、主に学生が現地

に赴く際の活動費やイベント開催に当たっての印刷製本費、

消耗品費等の支援を行うものである。開始後１か月程度で

150名を上回るメーリングリスト登録がなされ、20以上の

企画が提案されている。本プロジェクトもNS工房の活動と

して申請・採択されたことから、今後、地域での活動に興

味のある学生のメンバー募集も進めながら、共同研究員と

して活動に携わっていきたいと考えている。 

【考察・今後の展開】 

 本稿では、久慈港イメージアップ・プロジェクトの取組

の背景と、具体的な取組内容について述べた。特に平成29

年度以降は、「本を活用したアプローチ」という学生ならで

はの発想で取組が展開・継続されているところであり、平

成28年度の地域課題解決プログラム申請時には、認知度向

上、新たな賑わい創出といった定性的な表現であった本プ

ロジェクトの目標が、取組を進めるにつれ、より具体的・

定量的な目標に変化している。このことは、申請者と研究

者側の目標共有が進み、課題解決のために必要となる課題

設定、分析・企画、実践の一連のサイクルが回り始めてい

る表れであると筆者は考えている。 

共同研究員の関わり方としては、地域活性化を図るため

にも、大学、地域、企業のそれぞれの活動意義を明確化し、

それらを踏まえた活動提案や取組目標のすり合わせが必要

であり、果たすべき役割と考える。 

課題解決に向けた一連のサイクルによって生み出される

本プロジェクトの活動に、多様な主体の参画を得ながら、

地域活性化が図られる土壌が形成されることを目標に、共

同研究員として引き続き携わって参りたい。また、本プロ

ジェクトの活動趣旨が、久慈港にとどまらず久慈地域全体

に広がり、産学官連携による地域活性化の取組につながる

ことを期待したい。 
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 市職員による産学官民連携活動を通じた地域創生方策の検討 

金澤健介（岩手大学） 

Keyword： 産学官連携、地方創生、産業振興 

 

【背景・目的・課題】 
岩手大学（以下「本学」という。）は、岩手県盛岡市に位

置し、4 学部（人文社会科学部、教育学部、理工学部、農

学部）及び大学院から成る総合大学で、およそ5,500人の

学生が学んでいる。本学は、「地域社会に開かれた大学とし

て、その教育研究の成果をもとに地域社会の文化の向上と

国際社会の発展に貢献することを目指」しており、これま

で地域連携（県内企業との産学官連携）に力を入れてきた

背景がある。このような背景のもと、本学内の三陸復興・

地域創生推進機構地域創生部門では、相互友好協力協定締

結自治体との共同研究という形で、自治体職員の派遣を受

け入れており、産学官民連携の推進、ひいては当該連携に

よる地域創生を推進している。この派遣職員（以下「共同

研究員」という。）の実態は、産学官連携コーディネーター

に近いもので、市内企業・団体等を自らの足で回り、課題

を聴き取りながら、その解決に向けて、本学と連携させる

ことを主な業務としている。現在は、盛岡市、久慈市及び

釜石市から1名ずつ派遣されているが、派遣期間や研究題

目は、自治体により異なる。筆者は、盛岡市から派遣され

ているため、ここからは盛岡市の事例について、報告する。 

盛岡市の場合は、平成19年度から派遣が始まり、筆者で

6代目となる。派遣期間は2年間で、2代目共同研究員から

の研究題目は、「産学官連携による持続的な産業振興に関す

る実践的研究」である。 

現在、歴代共同研究員が尽力してきた結果、一定の成果

を残しつつも、持続的な産学官連携には残念ながら至って

おらず、この「連携の持続性」が課題となっている。これ

までは、共同研究員がコーディネーターとして産学を連携

させつつ、自らも継続的に関わることによって、産学官連

携としてきたが、一流のコーディネーターと比べて、明ら

かに知識・経験が不足しており、ようやく慣れてきた頃に

異動となるため、労力の割に成果が出にくく、持続的な連

携に至らない状況となっていた。 

 

【研究方法】 

 実践的研究であることから、平成29年４月の着任以降

に実際関わった連携事例の分析をもとに、研究を行った。 

 

【報告･結果】 

 産学官民連携における官の役割に注目し、仮説として

「連携の持続性は官が動くことによって生まれ、この官

を動かすことこそが共同研究員の役割ではないか」と考

えた。共同研究員にとっては、派遣元自治体の実態把握

が比較的容易であることと、市職員としての能力を最大

限に活かせることから、まさに特権・得意分野と言える。

本来、理想の産学官民連携とは、共同研究員が関わらな

くとも、産学民と官（市等）が自発的に連携し、四者が

それぞれに利益を得ながら、産業振興の持続している状

態を差すもので、この状態が、ほかの企業及び業界に波

及することにより、持続的なまち・ひと・しごとづくり- 

地域創生 -が推進されるものと考える。 

 この仮説に対する課題解決方策として提案するものが、

新たな連携手法「岩大・盛岡モデル」（MIU モデル = 

Morioka city and Iwate University モデル）である。 

これは、共同研究員が官（市等）に対して、情報交換

（産学の動向を伝えるとともに、官の実態・実情を把握

する）及び折衝を行うことにより、産学民と官を連携さ

せるものである。また、必要に応じて、コーディネータ

ー（INSいわてコーディネート研究会等）や金融機関（い

わて産学連携推進協議会等）とも連携する。この実証に

ついては、市内の林業・木材産業企業等と盛岡市農林部

林政課との連携を一つのモデルケースとして行った。具

体的な活動スキームとしては、市担当課へのヒアリング

による情報収集と、市の会議への参画を二本柱としてい

る。この後者の利点の一つとして、会議の場での民間事

業者との出会いが挙げられるが、これは、会議構成員を

委嘱されている事業者はパブリックマインドを持ってい

る可能性が高く、なおかつハブ企業である可能性も高い

ためである。共同研究員がこの活動を行うことによって、

大学の研究シーズを活用できる相手先を飛び込み営業よ

りも効率的に見つけることができ、さらに大学との連携

に至った場合は、市政課題の解決にも関係する可能性が

高く、そのため、産学民の動向に、官も注目せざるを得

なくなる。そして、この動きがほかの企業及び業界に波

及することにより、やがては持続的な産業振興・地域創

生につながるものと考える。加えて、このモデルに基づ
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く新たな産学官連携を進めていくうえで、官において重

要なことは、プライベートマインドを持ち、民間事業者

と目線を合わせながら、税収増加や市政課題解決に向け

て、持続的な施策を講じていくことであるといえる。具

体的には、産に対して、業界全体の支援・調整を図りな

がら、必要に応じて投資的に助成を行い、税収を上げて

いくことと、学に対して、政策や地域のニーズといった

情報提供を行いながら、学識経験者からの意見を得て、

政策形成に活かしていくことである。 

これらのことから、共同研究員が官と強固に連携しな

がら、産学官民連携を外側から支援することによって、

連携の持続性は生まれるものと考える。 

 

【考察・今後の展開】 

 岩大・盛岡モデルについては、着任以降、日々の活動

を通じて発案したものである。現在、このモデルに基づ

く連携を進めているところですあるが、モデル自体は決

して完璧なものではない。平成31年3月までの残任期の

中で精査しながら、さらに実証していきたいと考えてい

る。 

そして、岩大・盛岡モデルに基づく産学官民連携によ

り、地域創生が引き起こされることを願ってやまない。 
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 官学連携による地域活性の取り組み 人材育成プログラム「地域イノベーター養成事業」 

横山 光一（ 四万十町役場人材育成推進センター 主査 ） 

 

Keyword： 官学連携、人材育成、地方創生、変革、エコシステム 

 

【はじめに】 
高知県高岡郡四万十町（人口17,359人 平成30年6月

末現在）は、平成18年3月に2町1村が合併し、今日に至

っています。本町は、「日本最後の清流」といわれる四万十

川の中流域に位置し、山・川の恵みを享受しながら発展し

てきました。特産の生姜は日本一の生産量を誇り、また豊

かな森林資源を活用した特用林産物でも、過去に2度も日

本一に輝いた椎茸を生産し、県内有数の一次産業のまちと

して、高知県の農林業を牽引しています。 

 

【背景】 

 四万十町発足後、10年を経過した本町では、合併以前か

ら続く少子化・過疎化による急速な人口減少（発足後から

約3,000人減少）によって、様々な課題も浮き彫りとなり

将来への不安も広がりつつあります。また、これまでのま

ちづくりを担ってきた人材も高齢化が進み、持続可能な新

たなまちの仕組みづくりに向けて、地域や産業の核となる

人材の育成と確保が急がれる現状となっています。 

 そこで、本町では人材育成を最重点課題として捉え、中

長期的に継続した取り組みとするために、平成28年3月に

「四万十町人づくり戦略」を策定し、新たに核となる人材

の育成を実施することとしました。 

 この取り組みをより効果的に推進するために、国立大学

法人高知大学と包括連携協定を締結し、大学教員と学生、

担当職員が育成事業を検討・協議した結果、官学連携によ

る人材育成プログラム「地域イノベーター養成事業」を実

施するに至りました。 

◆「四万十町人づくり戦略」 

 本町では、「わがまち四万十町を愛し、わがまち四万十町

の元気をつくる人材の育成」を基本とし、地域に愛着と誇

りを持ち、自ら目標に向けて挑戦するチャレンジ精神あふ

れる人材の育成を進めていきます。 

1. わがまち四万十町の未来を元気にする人財の育成 

子どもたちが四万十町の元気をつくる次代の人財として

活躍していくため、地域を知り、地域に対する愛着と誇り

をはぐくむ学習活動の場として「未来塾」を創設し、四万

十町の明るい未来に向け、教育体制の充実を図ります。 

2. わがまち四万十町の地域を元気にする人財の育成 

地域の魅力を生かし、地域を支え発展させる人財を育てる

ために、「四万十塾」を創設し、地域づくりに対する住民の

意識の高揚を図るとともに、特色ある地域活動に対する視

線を充実させ、四万十町の地域の活性化を図ります。 

3. わがまち四万十町の産業を元気にする人財の育成 

 地域資源を生かし、産業を支え発展させる人財を育てる

ため、「産業振興塾」を創設し、町内外の知見を結集して志

に応じた支援を行い四万十町の産業の振興を図ります。 

 

【研究方法・研究内容】 

◯官学連携による人材育成プログラム「地域イノベータ

ー養成事業」の実施 
高知大学地域協働学部コミュニティデザイン研究室（須

藤順研究室）と連携し、地域課題解決や活性化を目指す

「チャレンジする人材」の学びの場として「地域イノベ

ーター養成講座」を開講し、「社会起業家」「ソーシャル

イノベーター」の育成はもちろん、自分の課題に一歩踏

み出すと同時に、自らのプロジェクトに挑戦する人を応

援し、一緒に行動できる人材である「チェンジメーカー」

の育成を目的に実施しています。 
 当事業では、大学教員が講師、学生がメンター役とし

て参画し、講座を通じて対話をベースにしながら一人ひ

とりが対等の関係の中で課題解決のためのアイデア創出

や新たなコミュニティ形成のサポートをしています。ま

た、慶應大学 SFC から始まった教育手法である「マイプ

ロジェクト」を取り入れ、ジブンゴトで取り組むことが

できるプロジェクト（マイプロジェクト）を自分自身で

生み出し、取り組む仲間同士がともに切磋琢磨しながら

支え合う関係を創出する事も目的としています。 
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【分析結果】 

「地域イノベーター養成事業」の実施により、地域にイ

ノベーションを起こすためには知識や方法論、メソッド

の習得はもちろん、本当に自分がやりたいこと、気にな

ることを、仲間とともに小さなチャレンジが生まれ始め

ています。平成29 年度受講生（9名）のうち、3名が自

分のプロジェクトを実践し始め、その内の１名は起業に

まで至っています。また、昨年度開催された高知県主催

の「高知家ビジネスプランコンテスト」、本町主催の「四

万十ビジネスプランコンテスト」において、受講生が優

秀賞と大賞をそれぞれ受賞するなど、町内外で当事業を

評価する声が高まっています。しかしながら、本町とし

ては、それぞれが持つ資源やノウハウを提供し合い、受

講生同士のプロジェクトを日常的に応援する関係性が構

築されたこと、いわゆる「チェンジメーカー」の育成が

実証されたことが、大きな収穫であると考えています。 

◆地域イノベーター養成講座ビジュアルレポート 

http://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdn

Key=5132 

 
 

【考察・今後の展開】 

 官学連携による人材育成プログラム「地域イノベータ

ー養成事業」は、社会を変える「社会起業家」や「ソー

シャルイノベーター」の育成だけでなく、それらを取り

巻く「チェンジメーカー」の育成を含めた、多様な人材

が関わりを持つエコシステムの構築を進めています。 

 平成30年度も高知大学地域協働学部コミュニティデザ

イン研究室と連携し、当事業を 6 月から開始しています

が、今回は昨年度からの継続受講も含め16名の町民が受

講しており、その内地元高校の生徒が 3 名も参加してい

ます。大学教員・大学生・高校生はもちろん、NPO法人

スタッフ、副住職、町職員、元教員、町議会議員など多

様な人材が、それぞれのマイプロジェクトを磨き上げな

がら、互いを応援する関係性を構築しています。このよ

うな多様性のあるエコシステムを町内に生み出し続ける

ことにより、これまでの個々でのチャレンジから、面的

かつ多面的にチャレンジが連鎖するまちづくりと、時代

に適応した変化と元気をもたらす多様な人材の育成を目

指していきたいと考えています。 
 

【参考文献】 

・デービッド・ボーンステイン、スーザン・ディヴィス

著、井上英之監修（2012年）「社会起業家になりたいと思

ったら読む本」ダイヤモンド社 

【引用、参考URL】 

・四万十町HP（https://www.town.shimanto.lg.jp） 

・KOCHI STARTUP PARK|高知での起業を支援するプラット

フォーム（http://startuppark.org） 
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地域と大学の連携の持続的展開を考える 

須賀由紀子（実践女子大学） 

Keyword： 多世代交流、域学連携、持続的展開 

 

【問題・目的・背景】 
少子高齢化・人口減少がすすむ中、地域の住民が主体的

に助け合える地域コミュニティづくりが大切になっている。

また、急速な都市化・情報化の進展は、人と人が安心して

触れ合える機会を意識的に作っていく必要性を生んでいる。

人間は社会的な生き物であり、共同体の中に役割を持って

生きることが大切である。その意味でも、地域コミュニテ

ィの一員としての存在感を感じる場が、一過性のイベント

のようなものではなく、関わる人々自身にとって、自己実

現を伴う場となることが望まれる。そのために、様々なし

かけが必要な時代である。 

 こうした問題意識のもと、筆者は、地域における多世代

の交流を促進するプロジェクトを、学生とともに行ってい

る。それは机上でできるものではなく、地域の現場があっ

てこそすすめられる。従って、地域と大学との連携が自ず

と生じる。こうして大学が絡み、地域の中に市民協働の多

様な創造的なコミュニティが生まれていくことは、地域活

性に重要と考えている。 

 ここで問題となるのは、地域・大学連携のプロジェクト

が持続的に継続できるかということである。学外の地域で

のプロジェクトにおいて、学生たちは、当然ながら、課外

の時間とエネルギーを膨大に必要とする。学生が過度に「使

われておしまい」とならずに意欲を持って取り組み続ける

ことができるようにしなければならない。一方で、地域の

住民にとっても、「大学に地域が使われた」というのではな

く、「自分たち自身にとっても面白い」「新しいことが生ま

れていく」という、肯定的な思いを持ち続けられることが

必要である。そのような関係性を生みだすために考えるべ

きことは何か。筆者が取り組む事例をもとに検討し、地域

と大学の連携の中において考えるべき視点を示すことが、

今回の報告の目的である。 

【研究方法・研究内容】 

検討対象とするのは、地域活動の中で多世代の交流を促

進するために開発した「多世代交流かるた」である。「かる

た」は、小さい子どもからお年寄りまで、誰もが遊び方が

わかり、囲むことができる優れたツールである。絵札はア

ートでもあり、読み札は、言葉を通しての世界観の共有に

もなり、異世代が楽しく交流できる。このかるたという遊

びが持つコミュニケーション形成の力に注目をし、地域交

流活動に利用し、異世代理解を深め、地域コミュニティづ

くりに役立てるための「多世代交流かるた」を開発した。 

 このかるたが、どのように生まれ、どのようにその活用

が発展したかのプロセスを追うことを通して、考察をすす

める。 

【研究・調査･分析結果】 

 ＜１＞このツール開発の最初の発端は、筆者が担当す

る「少子高齢化社会」という授業で、履修学生に高齢者

の存在に興味を持ってもらうための言葉づくりを行った

ことにある。高齢社会の到来を「大変」と捉えるのでは

なく、知恵も経験もある人々の存在の豊かさの恵みあふ

れる社会と捉えると、高齢社会の捉え方も変わる。そこ

で「こんな高齢者がいる社会は素敵だな」という思いを

込めた読み札の作成を、これからの時代の社会と暮しに

ついての学びを行う学科（生活科学部現代生活学科）の

学生たちで行った。それに絵札を付ける作業は、美術史

を学ぶ学生たち（文学部美学美術史学科）の手で行い、

芸術世界の楽しみを広げてもらうことが、豊かな高齢社

会につながることに気づく遊びに仕立てた。制作にあた

っては、課外で行う学生の自主グループが生まれた。 

 ＜２＞教室内では内輪のものにとどまるので、地域の

方との交流の場が必要となった。そこで、近隣のコミュ

ニティ・サロンの方の協力を得た。ここで、コミュニテ

ィ・サロンの方への橋渡しをしたのは市の担当職員の存

在である。市職員は、日頃から担当地区の住民とのコミ

ュニケーションをはかっており、その結果、大学とコミ

ュニティ・サロンとのマッチングが行われた。 

 ＜３＞コミュニティ・サロンは、日頃家にこもりがち

な高齢者が外にでる機会の提供として、近隣住民により

運営されている。月１度定期的に実施されているが、極

めてゆるいコミュニティである。学生が気軽に発表・交

流のできる、もっとも身近な場であった。試作したかる

たをしながら、交流を楽しみ、おしゃべりをし、高齢者

の方にこのかるたをもっと楽しめるものにするためのア

イディア交換などを、ざっくばらんに行った。この機会

に、学生と地域の関係が生まれ、学生チームの意欲も高

まった。地域の大人（高齢者）たちとの関わりの中で、
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学生は価値観を広げ、自己成長を実感し、地域とかかわ

ることの意義を見出した。また、この時に高齢者から得

たいろいろな素朴な意見が、次の製品化プロセスの中で

反映されることになり、このかるたを、オリジナルなユ

ニークな創作物にすることにつながった。 

 ＜４＞コミュニティ・サロンでのかるた交流が好評で

あったため、広くコミュニティで活用してもらえるよう

製品化バージョンを作成することにした。この際、地域

にある印刷会社にご協力いただき、製品として仕上げて

いくプロセスを学生は経験することができた。 

 ＜５＞製品化されたかるたを、公民館で活用すること

にした。コミュニティ・サロンのような場ではなく、不

特定多数の人が集まる公民館という公的な場所で活用す

ることによって、より完成度があがった。ただかるた遊

びを行うだけではなく、どのように運営するとコミュニ

ケーションがはかれるかといった、クオリティを高める

段階へとすすんだ。 

 ＜６＞この後、公民館側からの提案により、公民館の

市民講座の中に多世代交流かるたが取り入れられること

になり、広く用いられる段階へと進んだ。誰もがどこで

も活用して、多世代の交流の場を生み出していく。これ

までの市民の方から得た意見をもとに、活用の標準化に

必要な副教材づくりに、学生の活動ステージはすすんだ。 

 以上のように、地域の住民の方の温かい受けとめと行

政職員の橋渡しに支えられて、学生自身の学びの意欲が

内発的に生まれ、取り組みの発展・持続を生んだことが

確認された。 

【考察・今後の展開】 

 このプロセスは、萩原の示した「創造の場の生まれ方」

のモデルに合致している１）。このモデルによれば、個人

の頭の中で生まれたアイディアの種が、カフェのような

気軽な雰囲気の中で多数の人によって共有されることで

広がり、また、ラボのような場でトライアル的にプロト

タイプを作ってみるところから「かたち」が生まれるが、

「発表の場」があることで、そのクオリティが一段階あ

がる。そうして、何か発表してみての結果が、またカフ

ェの会話を生んだり、ラボでの緻密な作業につながった

りして、次のバージョンアップがはかられていく。この

ループが循環的に回り続ける限り、そこには創造の場、

創造のコミュニティが生まれるとする。そのためには、

適切な人と場、場と場をつなぐコーディネーター的存在

が必要である。人間的信頼関係を基礎にしたネットワー

クの結び目に「創造の場」は生まれるので、結ぶ人また

は組織の存在は大きいとしている。 

 この考え方を援用して、大学・地域の連携関係への視

点を考えてみると、まず必要なのは、第一に、誰もが関

われる素材でありつつも、より高みに向けていくことを

ねらいとするものに取り組むということである。大学側

にはその責務がある。本事例においては、かるたという

誰もが関われる遊びでありながら、言葉と絵の創作とい

う、人間の創造性を引き出すものづくりを通して、異世

代理解をはかる新しいコミュニケーション・ツールを作

るということが内容であったところに、活動の持続性、

高みへと向けていく志向性が生じたと考えられる。人間

は文化的存在である限り、より本質的でよいものを作り

たいという思いがその本性である。その思いを大切にす

るところに、創造的な活動は生まれ、自立的に発展して

いく。大学と地域の連携のプロジェクトが生きたものに

なるには、よりよいものを生み出したいという「文化へ

の愛」が根底にあることが必要であろう。それが、プロ

ジェクトに関わる人々の自己成長にもつながり、持続的

な関係性を生み出すと考えられるのではないか。 

第二に、このプロセスの推進役に、行政が適切に絡む

ということの重要性である。今回取り上げた事例におい

ては、行政の姿勢として、日頃から、行政担当者と自治

会・町会との円滑なコミュニケーションがあった。また、

自治体自体が、協働型・自立型の地域づくり政策をすす

めているということもあった。このことにより、基本的

信頼感ある地域の人とのつながりが、容易に生まれたと

考えられる。そして行政側も、文化への愛（より本質的

なもの、より善きものに向かいたいという思い）を理念

として共有していることで、コミュニケーションもまた

円滑に働いたのではないだろうか。 

 今回検討の対象とした多世代交流かるたは、まだ発展

途上にある。今後、地域にどのようにこのかるたが広が

るのか。そのプロセスの中で、学生がどのような学びを

得ていくのか。そして、地域にどのような関係を生んで

いくのか。そのプロセスを追うことで、大学と地域の連

携と地域活性についての視点を深めていきたい。 

 

【引用・参考文献】 

１）萩原雅也、創造の場から創造のまちへ、水曜社、2014 
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タイトル 地域再生マネージャーグループによる連携活動事例

氏名（所属）難波江 任（愛媛大学地域再生マネージャー・アカデミー）

： 地域再生マネージャー 社会人学び直し 地域連携

【問題・目的・背景】 
2014 年 9 月、国により地方創生が政策として掲げら

れ、東京一極集中是正や地方の人口減少対策、我が国全

体の活性化を目的とした、さまざまな事業が行なわれて

いる。 
地方創生の政策実施以降、また、それ以前からも、大

学や自治体などが行う社会人の学び直しと地域活性化に

資する人材育成、大学や自治体が地域人材と連携するこ

とによる地域活性化を目的とした社会人コースなどを実

施する事例がみられる。 
愛媛大学が国の地方創生事業開始に先駆けて 2008 年

に開始した社会人向け学び直し講座「地域マネジメント

スキル習得講座」も、その一つの事例として挙げること

ができる。この事業は 1 年間 24 回の講座によって構成

されており、2014年第7期のコースをもって終了した。

なお、その後、同大学は新たな社会人向け講座として、

2017年度、愛媛大学地域創生イノベーター育成プログラ

ムを開始している。 
先にあげた愛媛大学地域マネジメントスキル講座の修

了者は、「愛媛大学地域再生マネージャー」の称号を付与

され、それぞれの地域活動と愛媛大学との連携による地

域活性化に向けた研究や実践などを行っている。2014
年2月、この愛媛大学地域再生マネージャーのメンバー

を対象とした協議会組織として、愛媛大学地域再生マネ

ージャー・アカデミー（以下、EURAC）が設立された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 開設趣旨と事業運営スキーム

（筆者作成） 

EURACは、図1のように、メンバー間の交流と連携、

学びの場の維持・継続を目的として設立され、学び直し

継続のための社会人塾（地域再生塾）の実施や会員間の

情報交換、事業連携や新事業開始などのための具体的な

相互協力の場となっている。 
今回、この集団の活動事例と実績を検証・研究するこ

とで、今後の活動の課題や地域活性化に関する政策提言

につなげたい。 
【研究方法・研究内容】

愛媛大学地域再生マネージャーのアカデミー設立前後

の活動の比較を行い、アカデミー設立の効果を検証する。

また、アカデミー会員の連携・協働事例を調査し、連携・

協働による地域活性化効果を検証する。 
さらに、地域再生塾の開催実績と開催効果について、

会員からのアンケートや聞き取りによる調査を実施した。 
【研究・調査･分析結果】 
現在、愛媛大学地域再生マネージャーは167名であり、

そのうち EURAC は 85 名の会員と準会員で構成され、

活動地域は、愛媛県をはじめ、高知県、広島県、東京都

など会員・準会員（以下、メンバー）の在住地域にまた

がっている。 
会員の属性としては、会社経営者、NPO 役員、NPO

会員・ボランティアスタッフ、自営業（飲食関連、サー

ビス業、小売業など）、農林水産事業者、大学教授、公務

員、市議会議員、会社員、パートタイマー、主婦など多

彩な職業を持つメンバーで構成されているが、ほとんど

のメンバーが何らかの形で地域活性化の活動に関わって

いる。例えば、主婦であっても、不定期で実施される子

育て支援事業のスタッフとして運営に携わったり、会社

員であっても NPO のボランティアスタッフとして地域

の古民家再生活動に関わるなど、それぞれのメンバーが

それぞれの立場において、可能な限り地域再生活動に関

わっている。 
メンバーが関わる地域活性化の活動も、前述の子育て

支援や古民家再生の他、移住促進、地産地消促進、地域

ブランド育成、買い物弱者支援、就農者支援、6次化支援、

食育活動推進、観光・交流人口向上対策など様々な分野

にわたっている。 

設立趣旨
愛媛大学地域再生マネージャーや他の地域活動家との

交流と連携、学びの場の維持・継続
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とで、今後の活動の課題や地域活性化に関する政策提言

につなげたい。 
【研究方法・研究内容】

愛媛大学地域再生マネージャーのアカデミー設立前後

の活動の比較を行い、アカデミー設立の効果を検証する。

また、アカデミー会員の連携・協働事例を調査し、連携・

協働による地域活性化効果を検証する。 
さらに、地域再生塾の開催実績と開催効果について、

会員からのアンケートや聞き取りによる調査を実施した。 
【研究・調査･分析結果】 
現在、愛媛大学地域再生マネージャーは167名であり、

そのうち EURAC は 85 名の会員と準会員で構成され、

活動地域は、愛媛県をはじめ、高知県、広島県、東京都

など会員・準会員（以下、メンバー）の在住地域にまた

がっている。 
会員の属性としては、会社経営者、NPO 役員、NPO

会員・ボランティアスタッフ、自営業（飲食関連、サー

ビス業、小売業など）、農林水産事業者、大学教授、公務

員、市議会議員、会社員、パートタイマー、主婦など多

彩な職業を持つメンバーで構成されているが、ほとんど

のメンバーが何らかの形で地域活性化の活動に関わって

いる。例えば、主婦であっても、不定期で実施される子

育て支援事業のスタッフとして運営に携わったり、会社

員であっても NPO のボランティアスタッフとして地域

の古民家再生活動に関わるなど、それぞれのメンバーが

それぞれの立場において、可能な限り地域再生活動に関

わっている。 
メンバーが関わる地域活性化の活動も、前述の子育て

支援や古民家再生の他、移住促進、地産地消促進、地域

ブランド育成、買い物弱者支援、就農者支援、6次化支援、

食育活動推進、観光・交流人口向上対策など様々な分野

にわたっている。 

設立趣旨
愛媛大学地域再生マネージャーや他の地域活動家との

交流と連携、学びの場の維持・継続

EURACは、2014年の設立後、会運営の基本会議とし

て年 1 回の総会、学びの場の継続事業としての地域再生

塾（年3～6回、6日～12日、地域再生塾の事業スキーム・

地域再生塾の課題解決スキームはそれぞれ図 2・図 3 の

とおり）、メンバーの交流促進のための農業体験などの体

験型実習（年3～4回）を、メンバー外の参加も受け入れ

ながら実施しており、1回あたりの参加者は平均で31名

となっている。その他、それぞれのメンバー間の個別事

業として、多くの連携・協働事業が、メンバー間やメン

バーを介して組織外の地域活動家との間で行われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 地域再生塾の事業スキーム

（筆者作成） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 地域再生塾の課題解決スキーム

（筆者作成） 
 
連携事例としては、農業経営者の会員と食品製造業経

営者のメンバー間で地域の特産品を活用した 6 次化製品

の開発販売や買い物弱者支援事業の経営者であるメンバ

ーの助言による移動スーパー事業の事業化、子育て支

援・農業推進・食育などを進めるメンバー間の連携事業

などである。 

また、2018年7月に発生した西日本豪雨の際には、被

災地やメンバーへの食料・日用品などの物資支援や復旧

支援なども、メンバー間の情報を集めながら実施してい

る。 
併せて、2016年からは、年1回のペースで、他の地域

で行われている社会人の学び直しや地域活性化人材育成

のための取り組みを行う団体と合同して勉強会を開催し

ており、愛媛県内だけではなく、他の地方で活動する団

体や活動家との交流や課題解決型の事例研究を進めてい

る。 
この EURAC の運営資金は、メンバーの会費および、

地域再生塾の参加費で成り立っており、行政や大学が財

源を確保して実施する公的な勉強会ではなく、メンバー

が自主自立で運営しているという点では、数少ない事例

であると思われる。 
【考察・今後の展開】

今後、注目していきたい活動として、他の地域の社会

人の学び直しを行う団体との交流・事例研究の場の創出

があげられる。社会人のための地域活性化推進の勉強会

講座は我が国各地で行われており、継続性のある取り組

みもある。しかしながら、このような取り組みを行う、

個々の地域の活動家が、意見交換したり、それぞれの事

例研究を行う事例はあまり見られない。 
また、地域活性化などに取り組む団体のリーダーや研

究者が講師として招かれ、事例を紹介する事例はよく見

られるが、地域で実践を行う活動家同士が交流する機会

を設けた事例は少ないのではないだろうか。 
今後、この活動の進展と参加メンバーの活動への影響

に着目していきたい。 
さらに、自主自立の自主財源による運営という点も注

目する点であるが、EURAC の運営は、資金が豊富で順

風満帆な運営ができているとは言い難い状況である。今

後の財源確保のための方法や新たな事業展開について考

察する。 
【引用・参考文献】

豊重哲郎（ 出版企画あさんてさーな）「やねだん」、

望月照彦・森賀盾雄（ 学文社）「地域からの未来創

生」、藻谷浩介（ 角川 テーマ ）「里山資本主義」 
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限界集落の空き家を活用した地域の記憶と記録のデザイン 

金山智子・工藤恵美・野呂祐人・小林孝浩・吉田茂樹 

 （情報科学芸術大学院大学[IAMAS]） 

 

Keyword：集合的記憶、コミュニティアーカイブ、限界集落、空き家活用 

 

【背景・目的】 

 近年、戦争や紛争、自然災害や地域開発などの影響によ

り、急速に失われていく文化や社会の記憶をいかに残して

いくかというグローバルかつローカルな課題が浮上して

おり、これに対応するための様々なアーカイブ活動が展開

されている。その背景には、デジタル技術やSNSなどの新

しいメディアといったICTの発展と普及がある。日本にお

いても、地域の記憶をいかに記録していくかは重要な課題

であり（矢野・木下・野上・福田・阿部,2005）、近年では、

デジタルアーカイブやコミュニティアーカイブの取組み

が活発にみられる。その中、アーキビストなどの専門家だ

けでなく、NPOや市民が主体となった草の根的なアーカイ

ブ活動の実践への期待も高まっている。特に、東日本大震

災では失われた地域や震災の記憶を伝えていく活動が極

めて重要となっているが（佐藤・嘉原,2016: 六田,2013）、

これを契機に、全国各地でも集合的記憶の喪失への危機感

から地域の記憶と記録の重要性が再認識され、様々な取組

みの実践がみられる。 

 最近では、新しい形態による記憶と記録の実践が若手研

究者やアーティストを中心に試みられている（佐藤・甲斐・

北野,2018）。記録することは、現在そして未来につなげて

いく表現活動と位置付けられ、例えば、東北リサーチとア

ートセンターでは仙台や東北の歴史や資源をリサーチと

して、アート的な表現として展開している。 

 アーカイブ実践の中心は、地域に眠っている映像や写真、

モノなどを収集、保存、公開していく取り組みだが、最近

はデジタル化したアーカイブをウェブ公開するケースが

急増している。人の語りを記録するオーラルヒストリーや

デジタルストーリーテリングといった手法による記録の

実践（小川,2016; 後藤・佐久間・田口,2005）のほか、写

真や語りを新しい視点に基づいて編纂する試みも注目を

集めている（AHA!, 2016）。 

 このように、収集された写真や映像、モノや語りという

記憶の記録という活動は、地域において新しい創造的実践

としても位置付けられることができ（港,1996）、それによ

って新しい地域の集合的記憶を生み出す可能性が生まれ

てきているのである。 

 本研究では、限界集落で失われていくモノの記憶と住民

の記憶（語り）をデジタルテクノロジーによって繋げるこ

とで、地域の集合的記憶が語られる仕組みをデザインし、

その可能性について考察することを目的とする。 

 

【研究内容と方法】 

 今回の研究対象としたのは、岐阜県本巣市旧根尾村であ

り、特に岐阜県と福井県の県境に位置する中山間地域であ

る。樹齢 1500 年以上の淡墨桜や、能郷白山神社、慶長時

代から口伝で継承されてきた能郷の能・狂言など、豊かな

自然と文化が依然として息づく地域である。一方、他の中

間山間部同様、4割を超える集落が限界集落となっており、

高齢化や空き家の問題が深刻化し、害獣による被害なども

問題になっている地域でもある。 

 本プロジェクトは、地域コミュニティに偏在する多様な

資産（人・土地・モノ・知識・制度等）をフィールドワー

クよって熟知し、その潜在的な可能性を模索する「可能性

志向」（Kretzmann & McKnight,1993）にもとづきながら

既成のニーズではない何かを創ることを試みることを目

的として、2015年より開始され現在も継続している。 

 これまでの活動の一部は、2016年の地域活性学会におい

て「根尾コ・クリエイションプロジェクト：限界集落にお

ける新しい価値創出の試み」と題して報告されたが、今回

は、本プロジェクトで 2017 年より始めた地域の記憶と記

録の新しい表現活動について報告する。 

 本プロジェクトでは、旧根尾村の最北に位置する３つの

集落を中心に、複数回フィールドワークを実施した。この

活動においても、これまでと同様、感性主導型フィールド

ワークを基本としている。地域の記憶として残すものにつ

いては、フィールドワークにおいて「残したい」「気になる」

「おもしろい」「大切にしたい」など、各メンバーの感性を

もとにその対象（モノ、コト、ヒト）を選び、収集した。

具体的には、廃屋の中から見つけた家具、道具、日用品、

本、写真、新聞などが含まれる。また、風景や自然などに

関しては、映像や写真などによって記録した。今回は、ド

ローンによる映像撮影も行なっている。地域のヒトの記憶

に関しては、語りを録音や録画して、記録を行なった。 

 

【事例報告】 

338



 本研究の記憶と記録の新しい表現活動は主に以下の４

つのフェーズに分けられる。 

（１）記憶のアーカイブの場所づくり 

 記憶をアーカイブする場所として、旧根尾村の商店街近

くの空き家を借りた（のちにジャッキーハウスと命名）。

かつて離れとして使われていた家は長期間使用されてお

らず、かなりの損傷がみられ、地元住民の力を借りながら

自分たちでリノベーションを行った。このリノベーション

に際しては、北部の集落の廃屋から収集した家具を活用し

た。例えば、廊下の腐った窓は、廃屋から運び出した窓に

木を足して代替とした。また、茶の間には、廃屋から収集

したちゃぶ台を置いた。このように、記憶の対象として収

集したモノも記憶のための場所において実際に使ってい

る。それ以外に、収集したモノは、この場所の中でディス

プレイされている。 

（２）古いモノと今の記憶の融合 

 今回は、新しいテクノロジーを使い、現在目にする風景

を古いモノの中に融合していくことで新しい記憶の表現

を創造する試みを行なった。まず「根尾害獣戯画」を制作

した。これは、障子に銀ペーストインクにより精密に印刷

された弘法芋の葉の模様に触れると、マイクロコンピュー

タによるプログラムが作動、障子にアニメーションが投影

されるという現代の戯画である。畑作中に育てていた芋を

猿の親子に食べられてしまったというプロジェクトメン

バーの経験を元に、弘法芋を中心に根尾に住むサルやシカ、

トホシテントウなどの害獣や害虫などとの関係（記憶）を

描いている。 

 また、廃屋から回収したちゃぶ台の真ん中にある炭鉢用

の穴に、ドローンで航空撮影した集落や周辺環境の映像を

セットし、ちゃぶ台の真ん中を覗いて見るという映像展示

を作った。 

 お茶の間の障子に投影される「根尾害獣戯画」を見た根

尾の人たちは、自身の害獣との記憶を想起し、それを語り

合う様子が観察された。また、ちゃぶ台を覗いて集落の航

空写真を見た人たちも、知っている集落の映像をこれまで

とは違う形で見ることに驚くと同時に、映像を楽しむ様子

が見られた。 

（３）記憶と記録のワークショップ 

 ジャッキーハウスの古い襖を活用して、根尾のこどもた

ちを対象に、根尾の風景の記憶を音として表現してもらう

「ネオマトペ」（根尾でのオノマトペという意味）という

ワークショップを実施した。自分たちの記憶を、色紙を使

って襖に貼り付けていく作業と、それを後から襖絵として

楽しむことは、日常の風景への記憶について意識してもら

うことにつながった。 

（４）記憶の語り場 

 地元の人々による聞き語りイベント「あんばようしよま

いか」も継続的に始めた。ほぼ毎月、地元の人をジャッキ

ーハウスに呼び、旧根尾村の習慣やかつての村の様子、行

事、料理などについて話をしてもらう。イベントでは、子

どもからお年寄りまで様々な年齢層の人々が参加する。参

加者は、語り手とコミュニケーションしていくことで、現

在の風景と語りから昔の村の記憶に能動的に接続してい

く様子が見られた。 

 このように、地域の空き家を活用し、地域の記憶と記録

の表現の場とすることで、これまでとは違ったコミュニテ

ィアーカイブの方法を実践することができた。また、古い

モノ（今回は障子や襖、ちゃぶ台）と新しいテクノロジー

の組み合わせは、住民にとって親近感を持ちやすく、かつ、

そのユニークさで関心ももってもらいやすく、アーカイブ

の有効な方法であるといえる。この実践では、失われてい

く地域の風景や物語だけでなく、今の日常で意識されるこ

となく忘れられていく小さな記憶を地域住民の中で想起

させることにもつながった。これらの記憶は地域の集合的

記憶として、住民同士で共有し、伝えていくという行為に

つながったことが確認できたことから、この新しい記憶と

記録の表現への取り組みの意義が認められる結果となっ

たと考える。 
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異文化交流ワークショップ「秩父音頭からChichibu Ondo へ」活動報告 
岩垣穂大 1,2，鈴木大介 2,3，扇原 淳 2,4 

1 早稲田大学人間総合研究センター，2 WAMIPOP, 3 早稲田大学人間科学部，4早稲田大学人間科学学術院 
 
Keyword：異文化交流，ワークショップ，中学生，留学生，大学生 
 
【背景】 

わが国では，地方創生が目指す方向として「自らの地

域資源を活用した多様な地域社会を形成する」こと，「外

部との積極的なつながりにより，新たな視点から活性化

を図る」ことを定めている．地方都市が魅力を再発見し

て発信したり，外国人観光客とつながるために新たな発

想を取り入れたりすることで，将来にわたって「活力あ

る日本社会」を維持することを目指している． 
そのような流れの中で，筆者らは埼玉県北西部に位置

する秩父郡皆野町において，2012年から地域活性化を目

指す「WAMIPOP」と名付けた団体を組織した．

WAMIPOP は、早稲田大学（WASEDA）と皆野

（MINANO）を繋げ，人気のある（POPULAR）地域に

するプロジェクト（PROJECT）などの単語を結び付け

た造語である．これまで，埼玉県庁農業ビジネス支援課，

秩父農林振興センター，皆野町教育委員会，皆野町立皆

野中学校，地元企業など産学官民が連携し，大学生や留

学生を中心とした地域のお祭の支援や休耕地を活用した

農作物の栽培とその活用を目指した様々なイベントを開

催してきた．そして，イベントの様子をWebサイトで公

開したり，Facebookを用い留学生がそれぞれの国の言語

で記事を作成したりすることにより，世界中に皆野町の

魅力を発信してきた． 
 今回は秩父音頭発祥の地である皆野町にある地元中学

校との協働による異文化理解を目指した異文化交流ワー

クショップを行ったので報告する． 
 

【秩父音頭と秩父音頭まつり】 
 皆野町商工会（2018）によると，秩父音頭は皆野町が

発祥の地とされ，約 200 年の歴史があるとされる盆踊り

唄である．群馬県の八木節，栃木県の日光和楽踊りと共

に関東三大民謡に挙げられている．毎年8 月 14 日には，

発祥の地である皆野町において「秩父音頭まつり」が行

われている．秩父音頭まつりにて行われる「秩父音頭正

調流し踊りコンクール」には毎年 70 を超えるチーム（1
チーム15名以上で構成）が参加し，踊りの美しさや正確

性を競っている． 

【ワークショップ】 
ワークショップは「秩父音頭からChichibu Ondoへ」

をテーマに実施した．皆野町発祥の秩父音頭は「秩父音

頭歌詞」と「はやし言葉」から成るが，歌いやすく後世

まで残るオリジナルの歌詞を作成し，皆野町に初めて訪

れる人や外国人観光客にも伝わりやすい内容にすること

を目指した．また，皆野町や秩父地域の生活，文化，名

勝，旧跡，行事等についても事前学習を行い，「歌詞」「は

やし言葉」の作成に活かした． 
日時は2018年7月14日（土），14時から16時30分

であった．会場は皆野町立皆野中学校とした．参加者は，

①中学生11人（男1人，女10人），②大学生・大学院生

15 人（男 7 人，女 8 人），③留学生 6 人（男 1 人，女 5
人），④社会人4人（男3人，女1人）で合計36人であ

った．これらの参加者をA・B・Cの3 グループに分け、

①②③④が偏りのないように配慮した．なお，当日の流

れを以下に示した． 

 
 
3つのグループそれぞれのコンセプトは，Aグループ「外

国人観光客の興味を引く，世界をつなぐみんなの

“MINAMO”」，B グループ「気になるあの娘を惹きつけ

る」，Cグループ「秩父の自然と観光の魅力を伝える」と

なった．発表では，それぞれのコンセプトを発表し，そ

れらに基づき作成した歌詞，囃子言葉を秩父音頭のリズ

ムに乗せて歌った． 
 

340



 

写真1 グループでのディスカッション 

 

写真2 グループ発表の様子 

 
写真3 秩父音頭を踊る様子 

 

写真4 記念撮影 

【振り返りとまとめ】 
 「秩父音頭歌詞」は，七・七・七・五で表現が豊かで

心に伝わり唄いやすく調子のよいもの，「はやし言葉」は

秩父地方の生活や文化を強く反映させたものを作成する

よう目指した．A グループでは，秩父地方が題材となっ

たアニメーションで主人公が語るセリフや皆野町で有名

なポピーの花にちなんだ歌詞が入れられた．さらに留学

生が自国のあいさつ言葉を紹介し，リズムに合わせて歌

詞の中に取り入れた．B グループでは，地元出身の若手

俳優と秩父の観光地をデートすることをコンセプトに歌

詞を作成していた．C グループは方言や本来の歌詞の意

味を外国人でも分かりやすい言葉で置き換え，地元の観

光資源の長所を取り入れたものを作成していた．留学生

を交えることにより，世界からの様々な視点で考えなが

ら，同時に徹底的に地域の魅力を深く発見するグローカ

ルの視点から秩父音頭を捉えることができた． 
今回，地元の中学生と一緒に練習した秩父音頭は，大

学生，留学生，ふるさと支援隊OB/OG，そして地域住民

の方々と一緒に「早稲田大学ふるさと支援隊」として第

50 回秩父音頭まつり（2018 年 8 月 14 日）で披露した．

参加者は，大学生 1 名，留学生 3 名，ふるさと支援隊

OB/OG4名，地域住民の方 1々0名で合計18名であった． 
 今後は，ワークショップに参加した中学校の教員や生

徒にインタビューを行い，ワークショップの効果，効用

や以降のプログラムについて検討する． 

 

写真5 第50回秩父音頭まつりの様子 
 

【参考文献】 
内閣官房. 地方創生について（2015） 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/h26/dai3/s
iryou3.pdf 
皆野町商工会（2018）「秩父音頭まつり」 
http://www.shokokai.or.jp/11/minano/ 

341



地域の高齢者・子育てママの移動手段を確保する特許タクシーシェアリング狭域限定近距離運行方式 

松田吉広（株式会社エディラインソリューションズ） 

Keyword：地域生活移動手段確保 地域活性 新モビリティ 

 

【問題・目的・背景】 
都市郊外住宅地の高齢者・子育て世代が生活移動手段を 

確保できない複雑な社会問題を【イシューデザイン】する。 

高度経済成長期のスピードにキャッチアップ出来なかった

都市計画は各地域においてスプロール現象となって、天災

災害被害問題や、超高齢社会が生み出す医療介護などの 

社会問題が深刻化している。 

色んな社会問題が積重み絡まり複雑化する中で、コミュニ

ティバスやデマンド運行等でも生活移動手段を確保出来難

いとされる都市郊外の社会問題について取り組む。 

前提として、社会(ビッグ)データの活用は、統計学的に 

因果関係なのか相関関係なのか、交絡因子の存在や偶然性

の有無など統計的優位を検証し、統計的バイアスを極力 

回避する必要がある。 

「人」というのは時折気まぐれな行動を取るもので、日常

生活におけるモビリティの在り方について地域毎の実態に

合った調査方法や行動経済学的対策が必要と考えている。 

当社は、地域公共交通機関の要であるバス・タクシーの 

法規制的枠内からタクシーの新しい運行方法として、ユニ

バーサルデザイン化としてに取り組み、適法性・収益性 

(費用対効果)・社会受容性の公的効果評価を確認した 

地方公共団体の社会実装化を目的とする。 

【研究方法・研究内容】 

タクシーを地域単位で常駐配備する新しい運行方法の 

社会受容度について利用者使用者実態の動向変化を調査。 

・社会実証実験延べ期間 2013・8月～2017・7月 

・対象都市/地域 東京都三鷹市、神奈川県横浜市金沢区 

三鷹市は新旧住民が混在する分譲戸建住宅地域。 

横浜市金沢区はUR団地マンション群の積層型集合住宅地。 

・協働研究事業 三鷹ネットワーク大学 横浜市立大学 

東京・横浜個人タクシー、法人タクシー団体 

・研究方法 利用者(お客様)のエスノグラフィックイン

タビューによる市場調査と解析を実施し、タクシー利用

に対する利用者潜在感情を把握する。また使用者(事業

者)との運行改善実績調査では、財務利益を優先するサー

ビス運行から地域社会問題に取り組む運行が、結果的に

新規顧客開拓に繋がるという仮説を実証する。公的人的

ソーシャルキャピタルの活用も取り込む。 

【研究・調査･分析結果】 

【CSVビジネス】として現行法規制枠で社会実装化に伴う

効果評価を判断できるプロセスと現在価値を確認。 

各地域で被験者モニターを集い、生活移動実態調査を実

施した。同時にタクシーをシェアリングするエリヤを決

定し、モニター地域住民の利用を優先する専属タクシー

を市役所が管理する自治会館、公会堂等駐車場に配備し

た。いつものタクシーが地域に常駐しているモビリティ

環境をつくり、ブランディング向上策を図り、安心安全

の利用頻度向上と適法性確認等ができた。これらのデー

タ変化の見える化を図り、社会貢献活動を兼ねた運行方

式は財務利益を向上させる仮説が実証できた。指定予約

件数は4件/月⇒19件/月に上がり、リピータ率が上昇し

た。営業売上/営業回数については1200円/回と導入前後

で利用を躊躇するチョイ乗り客の多くを巻込み捕捉。ま

た昼間時間帯にながし運行する空車時間が減り燃料費が

軽減した。利用者の半数以上は、高齢者・HC障がい者で

子育てママはママ友同士でのあいのり利用が多い。付加

価値として地域社会とのコミュニケーションが向上し、

プロドライバーが乗務するいつもの顔がいつも近くに常

駐することが、認知➜安心➜信頼を構築している。尚、

適宜国土交通省自動車局・関東運輸局に報告し、助言・

指導を受けて進行しており、本事業は公認化されている。 

【考察・今後の展開】 

 コミュニティバスやデマンド運行に改善効果を期待 

できない区市町村への提案―社会実装化と将来価値 

・民として利用者意見には、1時間に1本のコミュバスで

は利用できない。タクシーを自宅前に横付けしないでほ

しい。ママ友の車に便乗のお誘いは、交通事故や違反が

気になるので断る。これらの心理的偏見を軽減できた。 

タクシー定期券のアイデアもこの取組みで生まれ、国に

報告している。 

・産として地域のBtoBビジネスを拡大でき、住宅地は儲

からない定説を、新規顧客開拓できる市場に出来る。 

・公として改正介護保険の軽度者介護の非対象化により

自家用有償運送事業者が撤退縮小する中、頼る市民の足

を確保できる。現行法規、現行施設の低予算での導入が

可能である等PR活動を展開していく。 
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 ツチノコ共和国建国30周年と下北山村の村づくり 

今瀬 政司（ツチノコ共和国国民・市民活動情報センター代表理事・京都経済短期大学准教授） 

Keyword：ツチノコ、地域づくり、都市・山村交流、ミニ独立国 

 

【ツチノコ共和国の建国と現在】 
 奈良県南部の下北山村にミニ独立国の「ツチノコ共和

国」がある。建国の発端となった第１回ツチノコ探検が

開催されて以来、本年2018年4月で30周年を迎えた。 

 1988年4月16～17日、下北山村を活性化させたいと考

えていた住民有志が行政職員の協力を得て、「ツチノコ探

検」を開催した。夢とロマンを愛する人々を対象に企画

したそのイベントには、全国各地から大勢の人々が訪れ

て、村始まって以来の大騒ぎとなった。マスコミ多数の

報道により、「ツチノコの下北山」として全国に紹介され

た。だが、住民有志は珍しがり屋のマスコミ報道を頼り

に参加者を募るツチノコ探検の継続は限界と判断。下北

山＝ツチノコという評価の定着と、新たなる発展として

都市住民と山村住民の交流を目的にして、1989年4月22

日、「ツチノコ共和国」の建国を宣言した。第２次ツチノ

コブームの先駆けとなり、下北山村は地域づくりの先進

地、成功モデル事例と言われるようになった 

 阪神・淡路大震災があった1995年には、市民活動情報

センターの協力を得て、他に先駆けて、ツチノコ共和国

のホームページ「下北山村ツチノコ共和国」を開設する

とともに、国内（村内）でインターネットセミナーを開

催した。それにより、更なる情報発信を行っていった。 

 だが30年を経て、当時1,600人いた村民は、2018年現

在 900 人にまで減った。世代は変わり、今日では、全国

から大勢の人々が押し寄せる地域づくりの先進地であっ

たことを知る人も少なくなってきている。 

 そうした中、2018年4月16日～5月7日（22日間）に

「ツチノコ探検30年懐古展「30年前のあなたに会える」」

を実施し、5月7日には「ツチノコ探検30年記念シンポ

ジウム」を開催した。ツチノコ探検企画の経緯からツチ

ノコ共和国建国までの道のりを振り返り、下北山村の今

後の地域づくりに資する機会となることを願っての開催

である。 

 

【ツチノコ共和国の概要と活動内容】 

①建国と活動の目的 

 ツチノコ探しが主目的の団体ではない。下北山村のフ

ァンづくり活動の一つで、都市住民との交流による地域

活性化を狙いとし、自然を生かしたイベント開催で来村

のきっかけを作ること。参加者との交流の積み重ねによ

る閉鎖的な地域体質の改善を図り、下北山村に住みたい

という人々を受け入れられる土壌づくりを目的としてい

る。貧弱な国家財政で活動しているパロディ国家である。 
②活動の内容 

 ツチノコ共和国の国民相互の交流と新規国民募集を目

的として、下北山村の自然や歴史・伝承・料理で交流を

楽しめる様々なイベントを実施している。毎年２月にツ

チノコ共和国冬の旅「突進鍋の集い」、６月にツチノコ共

和国夏の旅「蛍の源平合戦」を第２土・日曜日（原則）

に一泊二日で開催している。ツチノコ共和国内の自然調

査や自然保護活動に取り組む一方、ミニ独立国国際連合

に加盟してサミットへの参加や各国との情報交換・友

好・親善を深めている。 

③建国宣言と「ツチノコ共和国・憲章」 

 ツチノコの化身であるツチ国王を盟主として、夢とロ

マンあふれるさわやかな国づくりのため、勝手に独立国

家としての「ツチノコ共和国」の建国を宣言した。ツチ

ノコ共和国は、金権腐敗と汚職、消費税のない国民から

絶大なる支持の得られる国家の建設を目指した。そのパ

ロディ精神は、過疎の国よりの脱出をなし得ることと、

過密の地に出稼ぎしているツチノコ共和国国民に多くの

夢と希望をあたえることを信じてのものである。 

 「ツチノコ共和国・憲章」を次のように定めている。 

一、広くツチノコ捜しを開放し、万人はツチノコを愛す

べし。／一、老若男女は心を一にして、盛んに捜索すべ

し。／一、国民はその志を遂げ、大いに世間を驚かせる

べし。／一、旧来のネッシーや雪男に負けぬよう、天下

にツチノコの名を轟かせるべし。／一、ツチノコの存在

を世界に教え、国境を越えてロマンを分かつべし。 

 ツチノコの手配書を各所に配布し、生け捕りにしたら

賞金2,001万円としている。 

④ツチノコ共和国の行政機構等 

 ツチ国王とノコ女王とともに内閣があり、閣僚、国会

議員、行政機関（爽里府など）を設置している。国外に

は、大使館・領事館を置いている。爽里（そうり）大臣、

抱夢（ほうむ）大臣、大喰（おおくら）大臣、運遊（う
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んゆ）大臣、野林（のうりん）大臣、見説（けんせつ）

大臣、遊勢（ゆうせい）大臣、老働（ろうどう）大臣、

外夢（がいむ）大臣、奮歌（ぶんか）庁長官、輪野（り

んや）庁長官、食猟（しょくりょう）庁長官、歓冒（か

んぼう）長官、爽夢（そうむ）長官、希画（きかく）庁

長官、自然（しげん）エネルギー庁長官といった大臣が

いる。祭昂（さいこう）顧問、愚人（ぐじん）会議、国

会議長、政党にダム半党、星（ほしゅ）党がある。 

 だが、ツチノコ共和国は、国家財政が貧弱で利権が入

り込む余地がないため、どこかの国のようにポストに執

着する人がいなく、無理矢理ポストを押しつけているの

が実情のため、公職選挙法の必要が今のところない。 

 奈良領事館のほか、平群、茨木、相楽、守山、東大阪、

枚方、灘、中京、知立、日本青年、深谷、羽島、香芝、

船橋、札幌、苫小牧、帯広、網走などの領事館がある。 

 領事は、希望する国民に委嘱し、大使は50名以上の国

民を勧誘した領事が昇格する。領事・大使には、ツチノ

コ共和国（下北山村）への亡命（国民）希望者の紹介、

ミニ独立国サミットへの参加、ツチノコ共和国の存在を

広く世に知らしめるお手伝いや国家運営への意見などを

ボランティアでお願いしている。領事や大使には、領事

館・大使館の看板を贈っている。看板は、国家崩壊時に

は「まないた」として使って頂ける。 

⑤国籍取得と行政サービス 

 ツチノコ共和国の国籍を取得して、国税を年額 1,000

円納税すると、国民はパスポートを交付してもらえる。

建国以来約 2,000 名にパスポートが発行された。だが、

国税を滞納すると国籍が剥奪され国外追放となるため、

数百名の方々に日本国との 2 か国籍（国籍登録）を取得

してもらっている。国税の滞納により国籍を剥奪されて

も、国税の納入があった時点で国籍の回復ができる。 

 国民になると、様々な行政サービスが受けられる。国

民には国有施設（村有）の優待割引がある。村の歴史・

自然・伝承・食物等によるイベントに参加できる。国内

（村内）にある空き家を１ヶ月１万円で借りることがで

きたため、その建物を「王宮」と名付け、国民が利用で

きるようにしている。王宮には、国民からの基金30数万

円で揃えた布団（19名分）や食器類など生活必需品を置

いている。王宮利用者は、希望によりツチノコ大学の教

授（村民との情報交換や交流）になることができる。王

宮のそばでは川遊びができ、梅雨時には蛍が飛び交う。 

 ツチノコ共和国の運営費は、自主財源の国税と寄付金

で賄っており、村からの活動補助はもらっていない。年

税 1,000 円の使途は、国民への事務費・通信費、ミニ独

立国国際連合への分担金、王宮維持費やイベント開催時

の赤字補填、ミニ独立国サミット参加旅費の補助である。

ツチノコ共和国には消費税や介護保険はない。 

⑥国歌「夢をください つちのこくん」 

 国歌は、ホームページで公開され、無料で視聴できる。 

「雨が降りそな 山道で／ばったり出あった つちのこく

ん／はじめましても 聞かないで／あっというまに 消え

ちゃった。久方ぶりに 血がたぎる／明けても暮れても 

つちのこくん／今度あったら どうしましょう／写真だ

けでも とらせてね。休みのたびに 山歩き／も一度あい

たい つちのこくん／春・夏・秋を くり返し／探しあぐ

ねて 立ちどまる。あれから何年 たったかな／神出鬼没

の つちのこくん／つかまらないよに あらわれて／夢を

あたえて くださいね。夢をあたえて くださいね。」 

（作詞：白川よしと、作曲：中島昭二、編曲：小森昭宏、

歌：森の木児童合唱団、演奏：ビクターオーケストラ） 

 

【今後の展望】 

 ツチノコ共和国が建国された下北山村は、奈良県南部

の山深いところにあり、自動車で大阪から約３時間、鉄

道はなく、本数の少ないバスが村外とをつないでいる。

そうした非常にアクセスが不便な下北山村に、ツチノコ

ブームが起こり、大勢の人々が訪れた。訪れる人々を魅

了したのは、夢とロマンを分かち合おうという住民有志

たちの「思い」であった。そこに損得というものはない。

ツチノコ共和国の活動は現在も続いているが、ツチノコ

ブームは去った。下北山村では、世代交代の課題もあり、

次代にあった新たな地域づくりが模索されている。 

 地域づくりに「成功の方程式はない」。成功の手法・方

策は何かといったテクニックだけでは地域づくりは上手

く行かず、「思い」の共有が欠かせない。下北山村の今後

の地域づくりでは、「ツチノコ共和国」の活動で培ってき

た、夢とロマンの「思い」を今後もつなぎ、分かち合っ

ていくことが重要であると考えている。 

 

【引用・参考文献】 

ツチノコ共和国「地域づくり団体ツチノコ共和国ホーム

ページ」http://www5.kcn.ne.jp/~tutinoko/（2018.7.31） 

市民活動情報センター「下北山村ツチノコ共和国ホーム

ページ」http://sicnpo.jp/tutinoko/（2018.7.31） 

ツチノコ共和国（野崎和生）「ツチノコ探検30年懐古展・

記念シンポジウム」開催資料（2018.5.7） 
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白金高輪地区地域情報ポータルサイト「プラチナたかなわ.net」 

崔 一煐（東海大学高輪教養教育センター） 

Keyword：地域情報発信、民学産官連携、地域活性 

 

【はじめに】 
東京都港区「高輪地区」は行政上の区分であり、この地

区には三田4・5丁目、高輪、白金、白金台が位置している。

高輪地区内には8つの商店会、49の町会・自治会が地域活

性化のため様々な活動を行っている。これまで、商店会、

町会・自治会では、イベント開催に当たって、その周知方

法は回覧板、チラシやポスターが中心で、SNSやHP等のイ

ンターネットを利用した情報発信は十分ではなかった。 

また、インターネットによる様々な公共サービスの情報

が複数の HP によって発信されるため情報取得が煩雑であ

った。40歳代前後の住民が多数を占めるこの地区において

ICT による情報発信は、地域のつながりを強化する主要な

アイテムとなる。 

このような状況で高輪地区総合支所は、2015年度地域事

業「町会・自治会サポート事業」及び「高輪にぎわいプロ

ジェクト」において、町会・自治会及び商店会の情報発信

の強化を目指していた。また、地域包括ケアの観点で情報

の集約について必要性を感じていた社会福祉法人奉優会

（いきいきプラザ及び区民センターの指定管理者）が、地

域の包括的な情報発信のプラットフォームの企画を構想し

ていた。奉優会の呼びかけによって、行政、町会、大学が

協働でポータルサイトの立ち上げを検討することになった。 

 

【ポータルサイトの発足経緯】 

 港区と連携協定を締結している東海大学は、「地（知）

の拠点整備事業」の一環として地域連携を積極的に推し

進めていた。呼びかけに応じて高輪校舎の教職員、学生

もポータルサイトの整備部会に参加することになった。

学生がシステム構築を担うこととなり、民学産官で地域

情報包括システムの実現に向けて、具体的な準備作業を

開始した。 

社会福祉法人奉優会は、より柔軟な運営を行うため、

「NPO法人ウィズ・ユー」を立ち上げ、サイトの事務局を

担当することになった。港区のサポート事業で開設支援

を受けた町会・自治会のSNSやHP等は、閲覧や情報発信

の強化を目的に、本サイトと連携させることになった。 

白金エリアの地域情報発信サイトを運営する白金タイ

ムズは、事業趣旨に賛同し、システムデザインや企画を

専門家の立場で提案し、東海大学の学生に対する、シス

テム構築の指導も担当した。 

その他、運営について、多くの地域住民が関わり、経

験や技術や知識を出し合い、民学産官の参画と協働によ

り、第1回運営委員会が2016年5月に行われ、システム

構築は6月より開始した。 

ポータルサイトの名称を決定するために、図に示すよ

うなチラシを地域に配布するとともに、公募ガイド

ONLINE を使って、名称の募集を行った。高輪地区の小・

中学校を中心に、全国 355 案の応募の中から、「プラチ

ナたかなわ.net」が選ばれ、愛称として「プラたか.net」

とした。 

  

【「プラたか.net」の運営】 

「プラたか.net」のシステム仕様や運用については、

整備部会と運営委員会によって協議決定している。整備

部会は、NPO、町会・自治会、商店会、大学、行政等の代

表者から構成され、ポータルサイトのデザイン、コンテ

ンツ、情報収集等を月 1 回のペースで議論し決定してい
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る。運営委員会は、整備部会委員に警察の生活安全課や

町会・自治会、商店会の役員等を加えたメンバーで構成

され、整備部会から提案された案件について年 2 回のペ

ースで協議、決定している。 

町会・自治会の代表者からは、住民目線の意見や提案

を行えるようにし、また、商店会もHPをシステムに連携

させ、運営に対する経営の考え方を導入できるようにし

た。 

約1年の準備期間を経て、「プラたか.net」は2017年7

月に公開された。図に示すようなチラシを作成し公共施

設、町会・自治会、小中学校等約 190 カ所に配布し、広

報活動を行った。 

図に「プラたか.net」トップページの一部を示す。コ

ンテンツの中心は、イベント情報、白金高輪四十七氏、

プラたかグルメン、白金高輪歴史探訪等である。 

イベント情報には、地域で開催が予定されている町

会・自治会、高齢者施設、児童館等のイベントのお知ら

せを掲載している。Facebook にはイベントの写真と柔ら

かい表現でコメントを載せることによって利用者の興味

を引くようにしている。特に、白金高輪四十七氏は赤穂

義士にちなんで地域貢献活動に積極的に取り組んでいる

四十七人の方々を順次紹介する。地域への熱い思いと活

動について語って頂くインタビュー記事で、学生も取材

と記事の執筆を担当している。 

 最近のアクセス状況は、ユーザー数約1400、新規1300

と新規ユーザーが多く、月間ページビューは約3800とな

っている。フェイスブックは、シェアを中心に定期的に

更新できており、リーチ数も1日当たり平均約250 で安

定してきている。一般的なことではあるが、新しい記事

をアップしたり、広報誌ページを更新するとアクセス数

が伸びる傾向にある。人気コンテンツは、「白金高輪イベ

ント情報」と「地域施設の広報誌ご紹介」である。 

今年春ごろから、様々な団体からのイベント情報掲載

希望が増えてきている。「プラたか.net」の運営に携わる

委員の努力によって、公開後 1 年でようやく地域に根差

した情報ポータルサイトとして認知されるようになって

きた。 

 

【今後の展開】 

 サイトのアクセスについて分析を行いながら、コンテ

ンツ等の改訂を行っていく。また、学生からの提案も反

映させることによって若者向けのコンテンツの充実を図

っていく。 

 

【参考文献】 

1）プラたか.net：http://p-takanawa.net/ 

2）公募ガイドONLINE：https://www.koubo.co.jp/ 
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図2 課題解決型ワークショップの流れ

図 3 芦屋町とのグループディスカッションの様子

 自治体との包括的地域連携協定による連携事業 
―芦屋町における「九女型人材育成プログラム」の実践― 

 
○澤田小百合(九州女子大学･九州女子短期大学)・西田真紀子(九州女子大学) 

  
Keyword：連携事業、地域課題解決、実践教育 
 
【目的・背景】 

九州女子大学・九州女子短期大学(以下、｢本学｣)で
は、｢地域に根ざした実践教育を展開する大学｣として、
平成27年6月1日に地域教育実践研究センター(以下、｢本

センター｣)を設置した。本センターでは、｢学生の質保
証の強化｣、｢大学の教育・研究機能の活用｣および｢地域
との共生｣の3本柱を軸として、本学の地域貢献(型)によ

る大学創りに取り組んでいる(図1)。 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
その地域貢献(型)による大学創りの取り組みの一つと

して、実践教育の場で社会の期待に応えられる学生の育
成、ならびに芦屋町の地域課題解決のため、平成28年3
月に｢包括的地域連携に関する協定｣を締結した。 

本報では、平成28年度から平成29年度までの芦屋町を
フィールドとした｢九女型人材育成プログラム(芦屋町課
題発見プログラム)｣の取り組みを報告する。 

 
【実践内容】 
九女型人材育成プログラムの実践方法 

1. 課題解決型ワークショップ 
(目的) 
本学の人材育成ビジョンとして基本的・汎用的能力

を持つ強くてしなやかな女性の育成を掲げている。特
にこれからの社会で必要となる力として、知識を活用
して問題を解決するリテラシーと人と自分にベストな

状態をもたらそうとするコンピテンシーをあわせ持つ
ジェネリックスキルを身につけさせることを目的とし
ている。 

(対象学生) 
九州女子大学 家政学部 人間生活学科 1年生 34名 

(内容) 

  芦屋町の課題について、ジグソー学習法を用いて、
課題解決学習を実施する。 
①個人読解 

一人一種類の教材を読み込む 
②専門家グループ 
同じ教材を担当する学生同士が内容を互いに確認の

うえ共有し、共有した内容を他者へ伝える方法を考
える。 

 ③ジグソー 
元のグループに戻り、確認した資料を互いに説明

し、全資料から見えてくる全体像をまとめる。 
(効果) 
ここでは、リテラシーを育成するため、本学の学生

が一番苦手とする問題解決力を情報収集、情報分析、
課題発見をすることで想像力を養い、問題を解決する
力を身につける。 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
2. ファシリテーターの養成 

 前年度に九女型人材育成プログラムで課題解決型ワー
クショップ経験者である人間生活学科の2年生の中でフ
ァシリテーター養成の希望者を対象に約1年間、芦屋町

の課題発見を行う準備を進める。 
①芦屋町についての調査 

芦屋町の散策、自治体の説明、町民とのグループワ

ークなどを経て芦屋町を知る。 
②課題テーマの設定 

芦屋町で調査した内容について、BS法、KJ法を用い

て課題テーマを抽出する。テーマ決定後、カテゴリ
ーに分類し、カテゴリー毎に小テーマを設け、資料
内容を決定していく。 

③資料作成 
課題テーマに基づき、カテゴリー別の小テーマ毎に
班別に資料を集める。複数の資料を持ち寄り、資料

の有効性を精査し、ジグソー学習のためのワークシ
ートを作成する。このワークシートについては、ワ
ークの回答まで作成し、資料集とワークシートに大

別し、資料を完成させる。 
④課題解決型ワークショップ 

芦屋町の一定の知識を1年間で学習した学生(人間生

活学科2年生)が、芦屋町の知識を有しない学生(人
間生活学科1年生)に対し、ジグソー学習法を用いて
芦屋の課題を解決し、成果発表を行なう。 

 
 
 

 
 

図1 地域教育実践研究センターの役割 
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 表 1 具体的内容および分類分け 

 図 4 さわらサミットにおいてパネルの展示・ビオラの配布

 表 2 九州女子大学対象学生1年生 
(課題解決ワーク型ショップ参加者) 

 表3 九州女子大学対象学生2年生 
(課題解決型ワークショップファシリテーター) 

【実践結果】 
芦屋町が抱える課題を課題解決型のワークショップに

おいて、具体的内容を提示し、4項目のカテゴリー別に
分類した(表1)。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

その成果を芦屋町へ報告し、町が抱える課題を踏まえ
た実践活動として、平成29年度は、｢2.イベントの企
画・実施｣および｢4.観光のための環境整備｣の観点か

ら、芦屋町で開催された｢さわらサミット(H30.2.24、25
開催)｣において、学生が作成した学術パネルを展示し、
このパネル付近に学生が育てた花(ビオラ※)の花を飾り

つけた。ビオラで華やかな空間を形成し、最終日には来
場者に無料配布した。学生が育てたビオラを通じてさわ
らサミットの思い出を形に残すとともに、芦屋町の紹介

カードを併せて渡すことで、町のPRを行った。 

※ビオラ/育ちが早く開花時期が長いため、初心者でも育てやすい。花言葉が｢信頼｣

であることから、本学と信頼関係の意味を込めてビオラを選定した。 

 
 
 

 
 
 

 
 

また、学生のジェネリックスキルの伸びの状況をプロ
グテストによって客観的な評価を行った(表2、表3)。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
【考察・今後の展開】 
プログテストは、課題解決型ワークショップ終了後、学

年最後の 2 月に実施したものである。このプログテスト
により、九女型人材育成プログラムでの 2 年次に実施し
たファシリテーター養成は、ジェネリックスキルを身に

つけるための一定の効果が伺える。 

 地域活動を実践するにあたっては、その後の活動を充
実した活動にするため、基礎力を身につける必要がある。

この九女型人材育成プログラムは、実践力を身につける
ファシリテーター養成プログラムとして位置付けていく
必要性がある。 
 また、地域活動を行なう際に活動に対してのムラをな
くすため、本プログラムが本学の地域活動にどのような
影響を与えていくのか、双方向からの客観的なデータを

基に考察していく必要がある。 
 
【引用・参考文献】 

○九州女子大学・九州女子短期大学地域教育実践研究センター 

『平成29年度地域連携事業報告書』 

※グローバル人材：25～49歳の日本人ビジネスマン。アジアにおいて、外国人マネジメン

ト経験があり、かつ当時のマネジメントに満足している者735名(平均駐在期間約4年) 
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 大学生の学外活動による学習成果 
―九州女子大学人間生活学科の授業内における地域活動の効果― 

  
 ○西田真紀子(九州女子大学)・澤田小百合(九州女子大学･九州女子短期大学) 

  
Keyword：地域課題解決、実践教育 
 
【背景】 

現在、わが国では人口減少とともに、少子高齢化が社

会問題となっている。平成23年度から連続して人口が減

少し、高齢化率は平成28年度27.3％と過去最高になって

いる。その中で、地域活性化を自治体、企業、大学等教

育機関で行う施策がとられてきた。他方で、大学は地域

を教育の場として位置付け、学生が地域で役割を果た

し、その経験をもとに社会人基礎力（考え抜く力、前に

踏み出す力、チームで働く力）を身につける効果を探っ

ている。 

九州女子大学家政学部人間生活学科(表1、以下「本学

科」)では、地域教育実践研究センターの取り組みと連

携し、｢学生の質保証の強化｣、｢学生を中心とした地域

との共生｣を軸として、学生教育を行っている。入学定

員40名の学科で、平成27年度からは本学科のカリキュラ

ム(必修科目「地域生活学演習Ⅰ～Ⅶ」)の中でキャンパ

ス外での課題発見プログラムを連続的に行ってきた。 

本報では、1年次に課題解決型ワークショップを行っ

た学生が、2年次以降に行う授業における学生主体の地

域活動の中から、教員養成に特化したフィールドでの活

動方法とその評価について報告する。 

 

 

 

【研究方法・研究内容】 

 本学科は多方面の免許・資格を選択し取得することが

できるため、地域活動内容もそれぞれの免許・資格に役

立てることができる複数のフィールドを提供している。 

学生は、提供されたフィールドの中から1つを選択

し、1年間の活動の中で、課題を発見し、解決できるよ

うな取り組みを行う(表2)。フィールド活動は、課題解

決型ワークショップを経験した2、3年生に開講し、時に

は2、3年生合同で活動する。活動開始前に担当教員は、

活動フィールドの責任者と打ち合わせをしておくが、授

業内では学生の代表者(主に3年生)が責任者と意見交換

等を行いながら目的を持って活動を行う。 

 

表 2 課題発見プログラム実施内容 

回数 内容 

第1回 授業内容説明、グループ分け 

第2回 地域の方との顔合わせ、意見交換 

第3回～第12回 各自活動（信頼関係の構築） 

1～2回分 学生主体のイベント等 

第15回 発表会 

 

各期の最後に発表会を行い、個人の目的が達成されて

いるか、発表で活動の内容・効果が伝えられているかを

学科で作成したコモンルーブリック指標に基づく発表用

ルーブリック指標を用いて評価した。評価者は学科教員

(授業担当者外も含む)、履修学生である。学生の社会人

基礎力の評価には株式会社リアセックの「プログテス

ト」を用いて確認した。 

 中･高教諭一種免許｢家庭｣を取得希望する学生を中心

に活動できるフィールドとして、学童保育と通学合宿を

提供した(表3)。 

 

表 3 各活動フィールドに携わる学生数 

年度 学童保育 通学合宿 

H28年度

3年生：3名 

2年生：2名 

3年生：5名 

2年生：4名 

5名 9名 

H29年度

3年生：2名 

2年生：3名 

3年生：4名 

2年生：3名 

5名 7名 

 

学童保育 

学童保育の活動は、週2回程度のボランティア活動によ

る児童の観察を行い、よりよい放課後の過ごし方を考え、

課題を選定し、学童の指導員と調整のうえ、実践に移した。

実践内容は、児童が宿題を集中して行えていないという

課題について、「宿題を行う環境整備」および「宿題をし

てから遊ぶ習慣づけ」を解決策として提案した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 学童での宿題空間の改善策 

学部・学科(専攻) 取得可能免許・資格(抜粋) 

家

政

学

部 

人間生活学科 
中･高教諭一種免許｢家庭｣ 

二級建築士受験資格 

栄養学科 
栄養士免許 

管理栄養士国家試験受験資格 

人

間

科

学

部 

人間発達学科 

(人間発達学専攻) 

幼稚園教諭一種免許 

小学校教諭一種免許 

特別支援学校一種免許 保育士 

人間発達学科 

(人間基礎学専攻) 

中学校教諭一種免許｢国語｣ 

高等学校教諭一種免許｢国語｣｢書道｣ 

図書館司書 

総学生数 1,229名

改善 

表 1 九州女子大学の基本情報 
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通学合宿 

通学合宿は、9月の第2週あたりの1週間(6泊7日)で行わ

れている。活動は、主に児童の生活中の見守り(気付きを

促す発問)と調理時の衛生・安全確保等である。主催者の

説明の後、3回行う事前指導の内容について調整を重ねる。

学生は、この3回の事前指導時の児童の行動から、食育(調

理)と児童への接し方について、自分の課題を設定し行動

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 通学合宿事前指導と調理・食事の様子 

 

【研究成果・分析結果】 

学童保育では、実際に宿題時の机の配置を変え、児童

がある程度集まったところで、班単位で一斉に宿題に取

り組む活動を行った。改善前後にアンケート調査を行っ

た結果、宿題に対する苦手意識が弱まり、習慣化する傾

向がみられた。 

 通学合宿では、参加児童数が22名と例年より多かった

ため、1回に児童が作る調理量がかなり増えた。事前指

導で、手洗いの大切さについて教えるとともに、合宿の

しおりにも手洗い、包丁の置き方、野菜の切り方を写真

付きで掲載し、安全・衛生に注意した。身だしなみの確

認や、学年に応じた作業への促し、配膳を助けるための

ランチョンマットの導入など各自が様々な課題から児童

への指導、声かけを行った。 

 どちらの活動も、学生主体の活動ができており、先方

の責任者と学生代表(連絡担当者)との報告・連絡・相

談、および学生と担当教員との報告・連絡・相談ができ

ている。この2年間の活動が評価され、平成30年度のボ

ランティア依頼も受け、継続した取り組みとなった。 

 発表の評価では、活動の目的、課題設定、実践、振り

返りがしっかりまとまっており高評価を得た。また、ル

ーブリック評価に関しては、1年次の課題解決型ワーク

ショップの発表時から、同じ評価指標を用いて評価を続

けているため、教員評価と学生による他者評価の結果に

大きな違いがみられなくなった。この結果、発表におい

ての重要な観点や、発表に耐えうる必要な準備などを学

生自身が学び取り、より地域への情報発信力が伸びてい

ると考える。 

プログテストの結果については、大きな変化はなかっ

たが、対自己基礎力に関しては、平均より高い結果とな

っていた。また、構想力が低かった学生は、大きく伸び

ていた。 

【今後の展開】 

 本学科には、教員免許取得希望者以外にも、多様な 

免許・資格取得希望者が存在する。教員免許取得希望者

以外の地域活動に関するデータも分析し、地域に貢献し

ながら社会人基礎力を向上させる必修科目としての授業

展開を探っていく必要がある。 

  

【引用・参考文献】 

○社会人基礎力  

www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/kisoryoku_image.pdf   

○九州女子大学・九州女子短期大学地域教育実践研究センター 

『平成29年度地域連携事業報告書』 
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Abstract 
We can observe Spatial Concentration of 
Innovation and Creation of New Industries 
in Japan as well as in other countries. We 
focus upon the phenomena that some 
clusters vanished and some clusters survived 
for longer period. Without creating new 
industries, cluster would vanish in longer 
period. For old cluster to survive for longer 
period, it is imperative to create new 
industries continuously. For any industries 
become declined industries in the long run. 
Declined industries lose competitiveness.  
For many firms join the competition in the 
new market. We can observe typical 
monopoly and oligopoly nature in the 
market.  
 
As the number of the firms becomes large, 
competition becomes severe and as time is 
passing new industry become the common 
industry, kinds of competition becomes 
different. Lastly, industry becomes Declining 
industry. (Refer fig 1) Profits of the firm 
becomes less and less. Newly design product 
became commodity. Commodity gives us low 
profits. 
 
We ask “ Why Tubame-Sanjyou has been 
clustered more than four-hundred years?” 

The answer is they have changed the 
structure of industries several times in four 
hundred years.  
Our results on recent innovation in T-S 
cluster is that R&D based firm or Design 
based firm is key to stat the innovation and 
integrate innovation with Technology based 
firms in the cluster. 
Richard Baldwin (2016) emphasizes the 
impact of ICT (information and 
communication technology) so that we can 
observe the geographical separation between 
the design-based firms and production based 
firms. 
However T-S has long histories of Production 
oriented industries. As a result, T-S Cluster 
still combines   both the design-based firms 
and Production based firms. 
In T-S, we cannot observe the geographical 
separation between the design-based firms 
and production based firm. 
 
 
Introduction 
We can observe Spatial Concentration of 
Innovation and Creation of New Industries 
in Japan as well as in other countries. We 
focus upon the phenomena that some 
clusters vanished and some clusters survived 
for longer period. Without creating new 
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industries, cluster would vanish in longer 
period. For old cluster to survive for longer 
period, it is imperative to create new 
industries continuously. For any industries 
become declined industries in the long run. 
Declined industries lose competitiveness.  
For many firms join the competition in the 
new market. We can observe typical 
monopoly and oligopoly nature in the 
market.  
 

 
 
As the number of the firms becomes large, 
competition becomes severe and as time is 
passing new industry become the common 
industry, kinds of competition becomes 
different. Lastly, industry becomes Declining 
industry. (Refer fig 1) Profits of the firm 
becomes less and less. Newly design product 
became commodity. Commodity gives us low 
profits. 
 
 
1, Brief History of four hundred years of 
cluster at Tsumabe-Sanjyo 
We briefly summarize the history of core 
technologies and main industries in the 
Table I. The history of industries of T.-S. can 
be divided into four periods in terms of the 
core technologies, the first period of Black 
Smith technology, the second period is period 
of Copper Hand Forging and the third period 
is period of Press and Grinding. The fourth 

period is current period when main industry 
is related with high technology. Under each 
technology, several industries were 
developed to changing markets of each 
period.  
In the first period of Black Smith, according 
to the old documents of this area in 16th 
century, there existed 1000 Black Smiths 
who made hoes and spades for agriculture. 
At t In the first period of Black Smith, 
according to the old documents of this area in 
hat time, this area of Sanjo was also 
developed as logistics center 
 
Edo, a former name of Tokyo, started to 
develop in 1633 and growing slowly to be a 
big city during 150 years. (In 1633, her 
population was about 150,000 but by the 
beginning of 1800, Tokyo’ population became 
1 million.) Certainly, there were large 
demands for nails of wood houses.  
In the second period of Cooper Hand Forging, 
it started as copper mining was found and 
developed at Maze in1688 nearby. Later, 
Copper Hand Forging technique was 
introduced to this area by inviting six 
technicians who immigrated from other 
areas such as Edo and Aizu. In 1764, first 
they made Tobacco Pipe and Yadate 
(Japanese portable Pen).  
But later period these industries were 
completely destroyed by imported cigarettes 
and western pen around 1880 just after 
Japan reopened her boarders and trading 
with other countries. Then they confronted 
with the depression.  
After many companies looked for new 
business opportunities and finally found the 
applications of their technology to tableware. 
Tableware business started before 1900.This 
business opportunity was developed 
especially during the World War I. Germany 
could not export to Russian. They got 
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opportunities to export tableware to Russia. 
At the beginning of the business, they simply 
applied Copper Hand Forging Technology to 
make tableware, which were made of copper. 
After a few years, they introduced stamping 
press machine and grinding technology. 
They produced tableware by press and 
grinding technology, as they produce them 
now. 
 

 
 
Recent economies of Tsubame-Sanjyo  
When we observe recent twenty years data, 
we can easily recognize that the economy of 
T.-S. is declining as a whole. In terms of 
number of business establishments, 24% is 
decreasing since 1987, and in terms of 
number of employees, 17% is decreasing 
since 1987. However, the amount of 
shipment is increased by 4%. The amount of 
shipment per employee is increased by 21% 
from1987.  
This does mean that T.-S. is decreasing as a 
whole in terms of absolute numbers but the 
amount of per employee or value added is 
increasing and higher economic efficiency 
has been achieved, even GDP as a whole in 
this area is decreasing.  
We discuss a few cases how they increase 
value added. 
 
 
 

 
 

 
Firstly, let us discuss the transition that 
companies in this area are now developing 
their own technologies and markets.  
For examples, some companies that have 
been in the tableware industry for 40 years, 
try to refine their core technologies 
accumulated by tableware industry and 
have been searching for applications of their 
technologies. They have made several 
prototypes to new markets, which are 
different from tableware, and try to know 
customers’ reactions several times. To these 
companies, this experience is the first 
experience to make prototypes to the new 
market. Before this venture, they just made 
the products that the agents ordered. The 
companies had manufactured tableware but 
now these have R&D or design section and 
tried to find their markets by themselves.  
This is the period called, as “Transition 
Period” from ordinary manufacturing 
company to R&D based manufacturing 
company.  
There are several interesting similar cases 
and we will pick up a few of them.  
 
The first case;  

One of successful product is mirror, made 
from stainless. The mirror made of glass has 
been popular in road mirror in Japan in the 
past but has some difficulties in easily 
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breaking down. Instead of glass mirror, the 
stainless mirror has large demand for 
freeways and road safety appliances. The 
new product stainless mirror is made from 
applications of grinding technology 
accumulated by grinding tableware for many 
years. 

 
The second case;  
The company has developed spoon attached 
on shape memory polymer that could be 
formed or reshaped easily at more than 55 
centigrade, so that handicapped people can 
reshape spoon by his own choice. That type 
of spoon is very popular among the 
handicapped people and the aged. Based 
upon these experiences, this company is now 
developing consumers- friendly kitchen 
utensils that are popular.  
The third case;  
The raw material of “magnesium” is very 
expensive and hard to process (easy to be 
fired). However, the weights of magnesium 
are two thirds of aluminum and 
electromagnetic waves cannot pass throw 
magnesium. This company could 
successfully achieve to process stamping 
press with special gas. They are applying 
this technology to make light wheelchair, fire 
alarm system based upon Internet system, 
and body for PC.  
The fourth case;  

This company has long experiences of 
making of special mag cups by stamping 
press. This company is producing body for 
PC. 

 
 

Analysis for dynamics of two types of 
innovation system observed  
Based upon the above observation and 
preliminary analysis, we would like to 
analyze the way that they break through the 
traditional business to create new industries. 
We can conclude that new industries are not 
born purely from newest science and 
technologies, but new industries are born 
from the combinations of accumulated 
technologies and new demand in the 
markets, as J. Schumpeter mentioned as 
“New Combination” in Development of 
Countries (1912).  
Although it is true technologies introduced in 
this region are new science and new 
technologies in this region but are not 
always globally new.  
Firstly we analyze the dynamics of 
mechanism of firm level or micro-level. 
Secondly we focus upon the dynamics of 
mechanism of cluster as a whole or 
cluster-level. We separately analyze two 
different levels of mechanism. As for the 
essence of dynamism cluster is more than 
simple sum of firm. Therefore first of all we 
focus upon individual firm behavior.  
 
A; Micro–level of innovation system;  
Not only in Tsubame-Sanjyo (T.-S.) but also 
everywhere in a world, firms that try to 
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entry a new business must carefully analyze 
the following important decisions.  
1) Evaluations on comparative advantages of 
firm’s accumulated technology  
2) Demand analysis on new business and 
possibility on development of new business  
3) Applications of technology to new business  
Successful firm usually follow the 
above-mentioned procedures. When we 
analyze the typical ways of decision in the 
firms, we observe the following order.  
Based upon careful analysis of (1) 
accumulation of technology that are used in 
traditional business, firms usually evaluate 
comparative advantages of the accumulation 
of technology, and start (2) application of 
their accumulated technology to new 
business.  
The firms develop new product in new 
industry, but firms introduce new technology, 
only when such new technology is necessary 
to produce the new product. Usually, they 
first try to apply their own technology (refer 
to Figure1) If these trial are not successful, 
they search new technologies.  

One of the important conclusions in the 
analysis of micro-level Innovation System is 
that, if the firms, are in the traditional 
industry, are to be successful in new industry, 
firms are not simply enough to introduce 
new technology (refer Figure1). 8 

 

 
 

 
B: Cluster-level of innovation system  
As Alfred Marshall (1920) discussed, 
Concentration of specific industry at specific 
place attracts many similar kinds of 
business. 
 As a result, more concentration induces 
more competition in similar kind of business. 
These kinds of competition leads naturally 
firms to “differentiation in terms of depth 
and specification of technology”. 
This type of the firm, we would like to call as 
technology-based firm. These kinds of 
phenomena are very important to 
understand this type of cluster. 
Concentration of specific industries leads to 
competition among the similar firms or 
technology-based firms that must be 
diversification of technology within the same 
industry.  
However concentration does not 
automatically leads a cluster to development 
of new industry. It is imperative for cluster to 
develop a new business that cluster must 
have “development-based firms” that specify 
on “designing” new product.  
We can summarize this process as 
“Dynamics of Sustaining Cluster” (Figure 2)  
These development-based firms can analyze 
new market and customers and try to 
communicate customers by offering newly 
developed prototype. At the same time, they 
must have enough information on 
technology- based firm exited in the cluster.  
In the case of T.-S., in analysis of 
development- based firm, we find some of 
“cluster-based wholesale dealer”, which is 
called “Jibadonnya” in Japanese, have a 
function of designing new product.  
We understand the implication of this 
Japanese “Jibadonnya” in a sense that as 
cluster based wholesale dealer usually 
supply raw material and intermediate goods 
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to technology-based firm, Custer-based 
wholesale dealer must get the information of 
big markets in Tokyo as well as 
technology-based firm in cluster of T.-S.. 
There exist about two hundreds 
cluster-based wholesale dealer and all dealer 
do not have a function of designing new 
product.  
 

 
Development-based firm usually order 
technology-based firm specific parts, 
technology-based firm can develop these 
technology by themselves but they do not 
have information on new markets. With 
strong collaboration between the two 
different types of the firms, newly developed 
products are usually created.  
We also find that, the development-based 
firms who are developing new product by 
themselves get information from 
cluster-based wholesale dealer.  
It is important to realize that in this cluster, 
there exist about more than three thousand 
Technology-based firm and two hundreds 
cluster-based wholesale dealer and number 
of ratio between two types of the firm is 
relatively high.  
This high ratio of wholesale dealer is one of 
the factors of changing structures of economy 
in this cluster. There are lots of information 
on new markets.  
We need to find more conditions, especially 
for new industry in 21st century. 

 
Conclusion 
 
We have asked “ Why Tubame-Sanjyou has 
been clustered more than four-hundred 
years?” 
The answer is they have changed the 
industries several times in four-hundred 
years.  
Our results on recent innovation in T-S 
cluster is that R&D based firm or Design 
based firm is key to stat the innovation and 
integrate innovation with Technology based 
firms in the cluster. 
Richard Baldwin (2016) emphasizes the 
impact of ICT (information and 
communication technology) so that we can 
observe the geographical separation between 
the design-based firms and production based 
firms. 
However T-S has long histories of Production 
oriented industries. As a result, T-S Cluster 
still combines both the design-based firms 
and Production based firms. 
In T-S, we cannot observe the geographical 
separation between the design-based firms 
and production based firm. 
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The empirical study on the emergence and diffusion process of design-driven innovation initiated by 
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Mutsumi OKUYAMA*, Toshiyuki YASUI*, Kyosuke SAKAKURA**, Takashi MAENO* 

*Graduate School of System Design and Management, Keio University 
**SDM Institute attached to the Graduate School of System Design and Management, Keio University 

**Faculty of Urban Life Studies, Tokyo City University 
 

Keyword：Sumida Ward, small and medium size manufacturing industry, design-driven innovation, knowledge creation 
 

1． Purpose of the study:  
Japanese Small and Medium Enteprises (SMEs) account for 

99.7% of the number of companies, 70% of employment, 50% 

of added value as well as becoming an important economic 

entity of Japan as a player of innovation. However, SMEs in 

Japan are subject to severe circumstances due to changes in the 

global economic environment.  

For this purpose, we shall focus on Design-Driven Innovation 

(DDI) and propose a means to solve the problem by expanding 

upon it. A previous study (Verganti 2003) had defined the 

occurrence of DDI as "innovation driven by new meaning (a 

reason for human use, which can be created by design), not 

technology (physical characteristics)". The premise was that it 

would be caused by groups of individual designers as well as 

designer-customer teams. This study reveals how, in some cases, 

the occurrence can also be caused by collaborative design when 

factory owners within an industrila cluster of high spatial 

clustering maintain a horizontal relationship. 

No explanation had yet been given as to the motivation behind 

the occurrence of DDI in industrial clusters. Due to this lack of 

explanation, it was not easy to apply DDI as a policy of regional 

innovation promotion. 

For this reason, in this study, we expanded on DDI and 

focused on how this model commences and becomes effective 

within an industrial cluster, verifying its effectiveness in 

innovation occurrence. 

2. Review of previous studies 
2-1. Definition of DDI and its occurrence process 

The concept of DDI was defined by Verganti based on an 

analysis of about 50 innovation cases. Innovation in products 

and services are born from both Technology and Meaning, but 

DDI is a management method market dominance is achieved by 

radically changing the Meaning that a product has.  

DDI is based on the user-oriented MPI, but not only does it 

propose the What (what people want to use now), it also focuses 

on the TPI's Why (why people want it in their lives) in order to 

create an innovation of Meaning.  

Let us now explain the occurrence process for DDI. Verganti 

shows the process from multiple cases that lead to DDI 

occurrence (see Figure 1).  
Figure 1: The process of Design-Driven Innovation 

 

Source: Author, adapted from Design driven innovation: changing the 

rules of competition by radically innovating what things mean,2003 

 

It is shown within that these characteristics, which is to say that 

a new meaning has been interpreted not independently by the 

designer alone but through "connection with the surrounding 

people", can be confirmed. 

 
2-2. Knowledge-Based Theory of spatial clustering from the 

Innovative Milieu theory 

Malmberg, A., & Maskell, P. (1999) stated that 

knowledge-based theory of spatial clustering was important for 

innovation formation. The problem solving process employed 

by enterprises and regions include elements that are 

strengthened by the spatial and cultural clustering of participants. 

The theory is that in case related industries concentrate in a 

specific space, build an Industrial Milieu and succeed to apply, it 

is then sustainable. 

In this study, based on the preceding research mentioned above, 

we shall use Sumida Ward, Tokyo as an example. As a region, 

Sumida Ward has the highest concentration of business 
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locations in Japan, and its spatial clustering is high. As industries 

continued to cluster for over 100 years, factory owners began 

using collaborative design out of fear that they may not survive 

if they couldn't break away from the subcontracts focused solely 

on technological superiority which had been imposed on 

Japanese SMEs.  

3. Case study 

3-1. Outline of Sumida Ward 

3-1-1. From the reconstruction of Tokyo's largest afflicted 

area to the projected forecast of business losses  

Let us first take a look at the regional characteristics of Sumida 

Ward. Sumida Ward is a region that is representative of the 

common people's culture from the Edo period (1603-1867), 

with the development of various traditional crafts being the 

driving force behind modern light manufacturing industries  

And then, in 1923, the Great Kanto Earthquake occurred 

causing a lot of damage. About 90% of the ward's area was 

burnt and destroyed, the fires causing 48,000 deaths reaching 

more than 80% of the total for Tokyo. In addition, World War II 

turned 70% of the area into ruin, causing 63,000 casualties and 

nearly 300,000 sufferers all told.  

3-1-2. Collaboration between diverse stakeholders and 

Sumida Ward SMEs 

As stated in 3-1-1., as Tokyo's largest affected area, Sumida 

Ward was pressed for the necessity of creating industries from 

the ground up. As a result, various stakeholders and SMEs in 

Sumida Ward cooperated to launch a number of advanced 

projects.  

i.Edokko No.1 Project 

The "Edokko No.1" is a compact, unmanned deep sea research 

vehicle capable of diving to the depth of 8,000m, collect mud 

and life forms from the sea bed, and use its 3D video cameras to 

capture 3D imagery. With SMEs from Sumida Ward, 

Katsushika Ward and Ota Ward at its center, it was developed in 

2013 by Shibaura Institute of Technology, Tokyo University of 

Marine Science and Technology, Japan Agency for 

Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 

Shin-Enoshima Aquarium, volunteers from Sony Corporation, 

Tokyo Higashi Shinkin Bank, and others.  

ii.48-hour commercialization design marathon project. 

Within a time-limit of 48 hours, designers, engineers and 

marketers from large corporations ventured into town with 

disabled people, coming up with new findings through repetitive 

observation and experience, and incorporating these into the 

production process of "experience, discover, design, verify". 

Held by the International Association for Universal Design 

(IAUD), with the backing and support of the Tokyo Higashi 

Shinkin Bank, SMEs centered around Sumida Ward were 

introduced to this approach and SMEs who expressed their will 

to participate in the project were supported. Participating SMEs 

can gain from this by learning the product development process 

and theories of major manufacturers.  

iii.Shitamachi canoe 

A project to develop competition standard canoes for the 2020 

Tokyo Olympics. The production of the canoe is handled by 

Hamano Products Co., Ltd., a metal processing firm from 

Sumida Ward. The same company is credited with having lead 

the structural design of the deep sea research vehicle Edokko 

No.1 in 2013. In 2016, the Tokyo Higashi Shinkin Bank and 

Toyo University agreed to an industry-academic collaboration 

agreement in order to advance joint research between the 

university and the city's SMEs. 

v.Garage Sumida 

Opened in 2014 and renewed in 2017, a facility run by Hamano 

Products Co., Ltd that supports entrepreneurship in 

manufacturing. Digital machine tools such as 3D printers and 

laser cutters are available. Also, it is possible to use the office, 

and one can even use it as a registry office. Events and 

workshops are held regularly, and, with a freespace where 

visitors can read or relax at the bar, it is also a place for exchange 

where anyone with an interest in manufacturing can visit freely.  
v.Sumifa 
Having first taken place in 2000, Sumifa is an event where 

visitors get to walk around the manufacturing factories of 

Sumida Ward, discussing with craftspeople and touching on 

technology, experiencing the process of how products are 

manufactured. In 2017, 19 SMEs from Sumida Ward 

participated. 13 original tours were also organized.  

4. Survey method 

4-1. Outline of survey 

4-1-1. Purpose of survey 

The purpose of this survey is to define the conditions that 

generate DDI in order to develop regional industries. For this 

purpose, a semistructured interview survey was conducted with 
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four owners of SMEs in Sumida Ward, two local government 

officials, one chairman of a financial institution, and three 

facility personnel. 

4-1-2. Target attributes 

The interview was conducted on 10 people from the 5 project 

stakeholders evoked in 3-1-2. (some are involved in all aspects 

whilst others are only involved selectively), from the 22nd of 

December 2017 to the 12th of April 2018.The attributes of the 

targets are as follows (Fig.2). 
Figure2: Attributes of the targets 

 

source: Author  

4-1-3. Question items 

The question items take into account the objectives of the 

survey and are categorised as can be seen in figure3: I Regional 

characteristics, II Involvement in project, III Effect of project, 

and IV Future prospects.  
Figure 3: Question items 

 
source: Author  

4-1-4. Method of analysis 

In this study, text mining (KH Corder1)) was used in 

conducting the analysis. This involves automatically extracting 

words from text data and analyzing them quantitatively. The 

analyst's analytical skills often have an influence on the analysis' 

point of view and how its interpretation, concept and philosophy 

are generated. However, KH Corder can exclude as much as 

possible the analyst's predictions when digging through data and 

presenting results. It was used for this very study for that reason.  

4-1-5. Results of analysis of Frequent words 

i.Frequent words 

To begin, words that were frequently used during the survey 

interviews were extracted (Fig.7). As a result, the following 

words ranked highly: "Factory" (33), "Make" (29), "Think" (23), 

"Company" (21), "People" (18), "Now" (17), "Myself" (16), 

"Town" (16), "Design" (15), and "Work" (14).  

ii.Co-occurrence network 

Next, we will check the co-occurrence network, a network 

diagram of extracted words that share a similar appearance 

pattern (Fig.4). The co-occurrence network is a diagram where 

words with similar appearance patterns are joined by lines. The 

more frequently a word is used the larger it is, and the stronger 

the appearance similarity the thicker the lines.  
Figure 4: Co-occurrence network 

source: Author 
iii.Self-organizing map 

We then studied a self-organizing map where the clustering of 

the words is relevant to the similarity of their meaning (Figure 

5). 

5. Results 

The purpose of this survey was to define the conditions that 

generate DDI in order to develop regional industries. Through 

analysis, we revealed the words "Factory", "Making", 

"Thinking", "Company", "People", "Now", "Myself", "Town", 

"Design", "Work" to rank highly in the list of frequent words. 

In the co-occurrence network, the word "Era" was linked to the 

words "People", "Design" and "Consider", and "Local", 

"Tourism" and "Brand" were bundled together.  
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According to the results from an analysis of the self-organizing 

map, "Change" and "People" appear in the same hierarchy as 

"Information" and "Cooperation", and "Design" and "Make" 

appear in the hierarchy close to "Management". 

Through these analyses, it is now possible to imagine a story 

where design is created and made from the interactions of 

people within the town's factories.  

On the DDI, thought by Sumida Ward as being created by 

groups of individual designers and designer-customer teams, 

this research has newly revealed the tendency for it to happen 

from collaborative design through the horizontal relationship 

between owners of factories in industrial clusters of high spatial 

clustering. 

Figure5: Self-organizing map 

 
source: Author 
6. Considerations 

From the above interviews and the results of the analysis, we 

can consider the following points. 

i. Collaborative design can happen from a horizontal 

relationship (as opposed to a vertical relationship as shared 

between a parent company and its subcontractor) between 

factory owners within an area. 

ii. Collaborative design coming from the horizontal 

relationship of factory owners occurs from factory owners 

living and interacting within the extreme geographical and 

emotional clustering called an "economies of scope". 

iii. The meaning of collaborative design, which is a major 

incentive for the occurrence of Innovation in 

Design-Driven Innovation, is neither an individual idea 

from an individual designer, nor a bilateral idea from a 

designer and a client, but a cooperative creation coming 

from exchanges between factory owners.  

iv. To foster this, collaboration between industry, academia, 

government and financial institution has been developed in 

the region.  

As a result of the considerations from i to iv, the DDI process 

that occurs in Sumida Ward is represented as in Fig.6.  

Figure 6:  Structure of DDI occurrence in Sumida Ward  

 
Source: Author, adapted from Design driven innovation: changing the 

rules of competition by radically innovating what things mean,2003 

As described above, it is important to clarify the source of 

innovation by dissecting the system inherent in the region's DDI, 

and the forthcoming challenges for this research would be to 

generalize this and lead on to solutions for an industrial 

revitalization in other regions. 

Notes 

1) Free software for content analysis (quantitatively text 

analysis) or text mining. Developed and produced by Kiichi 

Higuchi (Associate Professor at Ritsumeikan University, Japan) 

in order to quantitatively analyze various Japanese text data such 

as answers to open-ended questions in surveys, interview 

recordings, and newspaper articles. 
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Abstract 

The citizen / nonprofit sector has the function as 

"economic entity" together with "public interest 

entity", and has been creating new business in the area. 

In the region with serious problems, innovation is 

easy to create and new businesses are being created. 

Activation of local contribution activities by 

citizen / non-profit sectors and "businessization" 

will make local needs visible. 

In the fields of products and services where market 

mechanisms were hard to work until then, companies 

also started to do business, and new product and 

service fields will mature. Through such processes, 

new markets and industries are created. In the region, 

the citizen / non-profit sector fulfills the "seedbed 

function" of a new industry. 

In this paper, the author report case studies of IT 

business (internet related business) created by 

citizen / nonprofit sector. Also report the estimate 

of economic scale and ripple effect of civic / 

non-profit sectors. Then, as a role played by the 

citizen / nonprofit sector, the author will clarify 

"input resources" of regional innovation clusters and 

the creation process of new industries. 

 

1. "Businessization" of citizen / non-profit sectors 

and creation of new industries by that 

1-1. The seriousness of regional problems and 

"businessization" of citizen / non-profit sectors 

In Japan, since the 1980s, potential demand for 

activities such as welfare, nursing care, child 

rearing support, environmental conservation, 

informationization support, etc. became manifest as 

a social problem in the region. However, there was not 

much effort to supply so as to satisfy such demand. 

Because market mechanisms are hard to work, there have 

been few companies to commercialize. Despite being a 

field of high public nature and non-profit, 

administrative agencies have not made much policy 

because of low recognition of necessity and difficulty 

of handling. 

Under such circumstances, since around 1990, the 

social and economic environment in the region changed 

variously, and activities of the citizen / nonprofit 

sector have been active. In an effort to solve social 

problems in the region, citizen / nonprofit sectors 

that are working to supply against such "unsatisfied 

demand" have increased. 

The citizen / nonprofit sector has the function as 

"economic entity" as well as the function as "public 

interest entity". Citizen / nonprofit sectors such as 

private non-profit organizations and volunteer groups 

have high public benefit / non-profit, pioneering and 

do social experimental activities. The citizen / 

nonprofit sector is divided into two major types of 

activities in the process of activity development. One 

type of activity is an organization that continues to 

act as a grassroots type or volunteer type "citizen 

public benefit organization." Another type of 

activity is an organization that develops like a 

business as the organization and activities expand. 

It is an organization that "businessizes" nonprofit 

activities and volunteer activities. 

 

1-2. Creation of new industries by citizen / nonprofit 

sector 

In the region, citizen / nonprofit sectors have done 

civic public interest activities that solve social 

problems and revitalize the community in various ways. 

These civil public interest activities will be 

businessized as "community business". Citizen / 

nonprofit sectors that supply goods and services 

corresponding to "unsatisfied demand" began to appear. 

Thereafter, general corporations also began to do such 

new business, imitating the business of the citizen 

/ nonprofit sector. As they spread, they grew as new 

industries and began to form new markets. 

As a case example of a new industry created by such 

citizen / nonprofit sector, there are the following 

businesses. 

(1)IT business (Internet related business) that 

supports the introduction of personal computers and the 

Internet (2)Long-term care services for the elderly and 

disabled (3)Welfare · nursing-related business such 

as wheelchair and nursing care bed (4)Environmental 

business promoting renewable energy such as solar power 

generation and wind power generation (5)Educational 

support business for non-attending children 
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In this paper, as one of them, we will report on the 

results of the survey and analysis on the cases in the 

Kansai region where the citizen / nonprofit sector 

created the IT business (Internet related business) 

and created the opportunity to create a new industry. 

 

2. ＜Case Study＞ Citizen / Nonprofit Sector Creating 

IT Business (Internet related business) 

2-1. "Businessization" of the Internet created by NPO 

activities 

At the time of the Great Hanshin-Awaji Earthquake in 

January 1995, the Internet which was not used at all 

in Japan was used for the earthquake support 

activities of the citizen / nonprofit sector. As a 

result, the method of utilizing the Internet and its 

usefulness became clear, and the Internet spread 

rapidly afterwards. 

It has been demonstrated that the Internet can 

function as "communication means" in emergency 

situations and "means for sending and receiving 

information" and as a new activity tool for private 

nonprofit organizations (NPOs / NGOs). It showed 

possibility to dramatically increase NPO / NGO's 

activity ability by "informationization". It also 

showed that human networks spontaneously born on the 

Internet function organically. Regarding the Internet, 

the citizen / nonprofit sector has shown the 

possibility and direction afterwards. 

In the industrial world, there were hardly any 

companies that introduced the Internet at that time 

in Japan. Nobody knew about the application and 

utilization of Internet technology and functions to 

business. Under such circumstances, the Internet was 

utilized for support activities by citizen / 

non-profit sectors in the Great Hanshin-Awaji 

Earthquake. By doing so, it was first empirically 

evident. "Which technology and function can be used", 

"Which application can be used", "How to use it", "How 

useful is it", and so on. 

 

2-2. Citizen / non-profit sector that fulfilled 

"seedbed function" of IT business (Internet 

related business) 

After that, the use of the Internet in support 

activities of the citizen / nonprofit sector in the 

Great Hanshin-Awaji Earthquake became the basis for 

its dissemination. In addition, the release of 

Microsoft's Windows 95 has also brought about a 

synergistic effect, and the use of the Internet has 

also spread rapidly to enterprises and administration. 

At the "Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

Osaka Conference" held in November 1995, the 

experiences, technologies, know-how, human networks, 

etc. of the citizen / nonprofit sector accumulated 

through activities of earthquake disaster support and 

information conversion support, It was utilized in the 

management of the meeting. 

Indeed, the activities of the civic / non-profit 

sectors for earthquake disaster support and 

information conversion support became one social 

experiment. That created the foundation for a new IT 

business (Internet related business) that supports 

the introduction of personal computers and the 

Internet. That fulfilled the "seedbed function" that 

creates the IT industry, and created the new market. 

If the citizen / non-profit sector did not have an 

active part in the Great Hanshin-Awaji Earthquake, the 

spread of the Internet in Japan would have been delayed 

for many years. 

 

3. Estimation of economic scale and ripple effect of 

citizen / non-profit sector as economic entity 

3-1. Development of "NPO / NGO built-in type 

input-output table" 

In 2000-2001, the author estimated the economic scale 

(production amount in the whole country and the Kansai 

region) and the economic ripple effect of the private 

non-profit organization (NPO / NGO) of the citizen / 

non-profit sector. The NPO /NGO covered “specified 

nonprofit corporations” and “association without 

rights” and “volunteer organizations”. No 

statistical data on NPO / NGO activities existed so 

far. Estimating it was an unprecedented attempt. Cases 

from around the world were not helpful. It was not easy 

to develop a quantitative estimation method (model). 

The author has developed a unique estimation method 

(model) utilizing the "Input-Output Tables (IOTs)" 

and the financial statements of NPOs / NGOs. In the 

industrial sector of the "Input-Output Table", the 

author was conceived to newly incorporate the NPO/NGO 

sector which had never been before. The author 

independently developed an NPO / NGO built-in model 

of "input-output table" which newly incorporates 

"input (vertical)" and "output (horizontal)" as NPO 

/ NGO sector. The author estimated the economic ripple 

effect of NPO by using this "NPO / NGO built-in type 

input-output table". 

 

3-2. Estimation of economic scale and ripple effect 

of NPO activities utilizing "input-output table" 

- Kansai region (Kobe · Osaka etc.) - 

In 2000, the author first estimated the NPO /NGO 
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activity in the Kansai region such as Kobe, Osaka. The 

economic scale (production amount) of NPO /NGO 

activities in the Kansai region was estimated to be 

about 150 billion yen. 

The magnitude of the production ripple effect of NPO 

activities given to all industries in the Kansai 

region was estimated to be 1.77 times. The figure shows 

that the production ripple effect is 1.77 times in the 

Kansai region due to the occurrence of one unit of 

NPO/NGO sector demand. It was 0.3 point larger than 

the average value of all industries 1.47 times. 

 

3-3. Estimation of economic scale and ripple effect 

of NPO activities utilizing "input-output table" 

- Nationwide - 

In 2001, the author estimated about NPO /NGO 

activities nationwide. The author conducted 

comparative verification of production scale and 

transaction type characteristics between NPO / NGO 

sector and each industry sector. By doing so, the 

author tried to simulate the future economic ripple 

effects of NPO /NGO activities. 

As a result of the estimation, the economic scale 

(domestic production amount) of NPO activities 

nationwide was estimated to be 694.1 billion yen on 

the basis of 2000. By the way, the economic scale of 

the motorcycle industry was 686.8 billion yen, the 

economic scale of NPO activities was beyond that. This 

amounted to 0.08% of the total production amount of 

all industries. 

In addition, as a result of trying simulation under 

a certain scenario, we estimated the economic scale 

of NPO /NGO 10 years later. Due to the expansion of 

domestic final demand, it was estimated to expand to 

1.7844 trillion yen as of 2010. 

 

3-4. Support of social experimental projects by 

administrative agencies 

Estimates based on these NPO / NPO financial 

statements and "NPO / NGO built-in type input-output 

table" were completely new experimental attempts. The 

success of this quantitative estimate proved that the 

economic scale and economic ripple effect of NPO/NGO 

activities are not small. Until then, in general, 

there were a lot of opinions that "private non-profit 

organization (NPO / NGO) activities are done with 

volunteers and hobbies, not related to the economy and 

no economic effect". 

However, this estimate showed that there is a 

rationale for the economic role of NPOs. The country 

(Ministry of Economy, Trade and Industry) positioned 

NPOs as subjects of economic and industrial policy, 

and began to address support policies. It also served 

as a basis for revising the "Act on Promotion of 

Specified Non-profit Activities" and establishing a 

preferential tax system. 

 

4. Citizen · Non-profit Sector as Regional Innovation 

Cluster 

4-1. Regional Innovation and New Industry Creation 

In the region, various management resources and 

regional resources are necessary to create innovation, 

create new business, and create new industries. With 

demand becoming obvious in the region, companies 

supply products and services, and new businesses are 

created. However, even if there is a potential demand, 

companies will not supply products and services unless 

a relationship between demand and supply is 

established. 

Even if there are management resources and regional 

resources, companies can not develop new business 

unless market mechanisms work. In other words, in the 

region, innovation is created, potential demand is 

found, it becomes obvious, and the market mechanism 

works. On top of that, companies have management 

resources and regional resources, utilize them, 

supply products and services, and create new 

businesses. 

Global innovation is triggered by regional innovation. 

The needs of products and services that people demand 

in the region will become the needs of products and 

services that people around the world want. Global 

business and global markets are born first from local 

businesses and regional markets. Products and 

services are created to meet the needs of people in 

some areas or to solve social and economic problems 

somewhere in the area. In some cases, they spread all 

over the world. 

 

4-2. "Input resources" of regional innovation 

clusters and the creation process of new 

industries  - Citizen / non-profit sector 

fulfilling "seedbed function" of new industry - 

Based on examples such as IT business (Internet 

related business), what kind of regional resources are 

being introduced into the region by regional 

innovation clusters? The author clarified the input 

resources and arranged the process by which new 

business and industry are created. It also summarizes 

the role that the citizen / nonprofit sector 

contributes there. 
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4-2-1. Revealing social and economic problems in the 

region - Factors of regional innovation creation - 

There are various social or economic problems in the 

region. Regional innovation is sought to solve 

regional problems, and it is created by the needs of 

residents, consumers, businesses, etc. who are 

members of the region. 

 

4-2-2. Citizen / nonprofit sector activities to solve 

regional problems - Revealing latent demand - 

The citizen / non-profit sector is the one that finds 

potential demand, become it obvious, and makes market 

mechanism work. Citizen / non-profit sectors are 

private nonprofit organizations (NPO / NGO), 

volunteer organizations, etc. who develop business 

and activities to solve regional problems. They have 

high public benefit / non-profitability, pioneering 

and do social experimental activities. 

 

4-2-3. Innovation by social experimental activities 

of citizen / non-profit sectors 

The citizen / nonprofit sector has the function as 

"economic entity" as well as the function as "public 

interest entity". Citizen / nonprofit sectors create 

innovation and develop businesses and activities in 

the region against potential demand that market 

mechanism does not work. The citizen / non-profit 

sector develops business and activities pioneeringly 

and socially experimentally, taking advantage of 

non-profit characteristics and volunteer power. 

 

4-2-4. Progress of "businessization" of citizen / 

non-profit sectors and creation of market mechanism 

As its business and activities expand, the 

organization expands, "businessization" progresses. 

Potential demand that the market mechanism did not 

work become obvious, and supply to it will expand. 

 

4-2-5. Collaboration between companies and citizen / 

non-profit sectors 

Citizen / non-profit sectors conduct various 

pioneering activities and projects to solve regional 

problems. On the other hand, companies will cooperate 

as part of social contribution activities and social 

responsibility. In addition, there are cases where 

such a business can also benefit the company's 

commercial business (main business). In such a case, 

the company develops social experimental business in 

collaboration with the citizen / nonprofit sector. 

 

4-2-6. Support of social experimental projects by 

citizen / nonprofit sector by administrative agencies 

Administrative bodies develop various support 

policies for social experimental projects for solving 

regional problems by citizen / nonprofit sector. For 

example, it is the following support policy. 

(1)Provide subsidies from administrative agencies to 

private nonprofit organizations (NPOs / NGOs) and 

others. (2)Outsourcing of administrative services to 

NPOs /NGOs. (3)Development of collaborative project 

between NPO and administrative agency. 

 

4-2-7. Companies entering new businesses and creating 

new industries 

Through such processes, companies will enter the 

business field. By increasing the number of companies 

engaged in the business, new industries and new 

markets will be created. 

 

5. Conclusion 

In this way, the citizen / nonprofit sector has the 

function as "economic entity" together with "public 

benefit agent", and has created new business in the 

region. Social experimental projects by citizen / 

non-profit sectors are initially very small as 

individual projects. However, they have the power to 

create new business models in the region. They possess 

the possibility of creating new industries and markets 

by accumulating and collaborating many in the region. 

In other words, due to the activation of citizen / 

non-profit sector activities and "businessization", 

the supply-demand relationship of potential products 

and services becomes obvious and expands. Along with 

that, in the products and services fields where market 

mechanisms were hard to work until then, an 

environment where companies can enter easily is 

created. And as companies start to do business one 

after another, such new products and service fields 

will mature. Through such processes, new markets and 

industries are created. 

In this way, the citizen / non-profit sector has a very 

high pioneering ability and can be said to be a 

"venture" that exceeds the company as an entrepreneur. 

In the region, the citizen / non-profit sector 

fulfills the "seedbed function" of a new industry. 
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Creation of sustainable innovation in company town clusters 
A case of Sumitomo Corporation Group in Niihama city, Ehime Prefecture, Japan. 
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Review of previous studies 
A previous study based on the History of Regional 
Industrial Development of Ehime Prefecture’. 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-Splashed pattern(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. 

In this book, it is not written in the case of 
Niihama. It is, industry in Niihama is presumed to 
be because was a key industry in Japan.However, 
the cluster in Niihama city occupies an important 
position in Ehime prefecture. In this paper I would 
like to analyze based on Dr. Kagawa's theory. 
 
The history of The House of Sumitomo and Besshi 

copper mine 
Ehime Prefecture Niihama city is an industrial city 
located in the Eastern part of Ehime prefecture. 
Faced the Seto Inland Sea, the Shikoku mountain 
ranges beside. Climate is a temperate area. 

The house of Sumitomo founded in 1590 in 
the refining of copper in Kyoto city. They 
introduced advanced refining technology from 
overseas that separates copper and silver called 
"Nanban refining（Western Style refining）". 

Until Sumitomo refined it with new 
technology, Japan was exporting copper containing 
valuable silver due to technical shortage. As a result, 
Japan suffered a great loss. With the new technology, 
Japan no longer needs to export copper mixed with 
silver and gained a great economic interest. 

The House of Sumitomo moved from Kyoto 
to Osaka in 1630, expanded the business contents 
with copper trade, importing business, money 
changer. In the era of Tomonobu Sumitomo, the 
third generation, they began managing Yoshioka 
Copper Mine in Okayama. Yoshioka Copper Mine 
was a copper mine with a history, but the resource 
was exhausted and the mined amount was 
decreasing. After Sumitomo took over the 
management, they carried out drainage work on the 
tunnel. As a result, it was possible to mining from 
deeper points, and the production volume improved 
greatly. Due to the achievements of the copper mine 
reform, they were able to gain trust from the 
government. 

Copper mine deep in the mountains of Besshi 
of Ehime Prefecture Niihama in 1690 has been 
discovered. The House of Sumitomo was allowed 
the management of copper mine from the 
government, with the competition being confirmed 
by the government. Besshi copper mine produced 
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1521 tons of copper in 1698. In that year, the 
amount of copper exported in Japan was 5,400 tons, 
the country producing the largest amount of copper 
in the world. At the time, Besshi Copper Mountain 
was the largest copper mine in Japan. 

In Japan, there was Meiji Restoration in 1968, 
the samurai regime collapsed and became a 
centralized state. Besshi copper mine faced a crisis 
of confiscation from the new government. However, 
with the recognition of their past experience of 
copper mine management, the Sumitomo family 
continued to manage. 

Saihei Hirose (1828–1914), then the mine's 
General Manager, modernized mine operations by 
adopting Western technologies and succeeded in 
increasing output. 
 
New industries related to Besshi copper mine 
Since the Meiji era, Sumitomo formed a 
conglomerate. Currently the Sumitomo Group is a 
group of companies with hundreds of companies 
including banks, trading companies and others, but 
many projects started in connection with the Besshi 
copper mine in Niihama.  

The Besshi copper mine business has become 
an independent company as Sumitomo Metal 
Mining (SMM) in 1950. 

 
Sumitomo Heavy Industries,Ltd. 
Sumitomo Heavy Industries began its 
independence in 1934 as a department for repairing 
mining machines in Besshi Copper Mine and 
developing in-house machines for refining. 
 
Sumitomo forestry Co.LTD 
Sumitomo Forestry is a Sumitomo Group company 
known as a housing maker and timber 
manufacturer. Sumitomo Forestry began 
establishing the forestry division in Besshi copper 
mine in 1989. The Besshi copper mine was huge as 
a timber timber and due to the smoke damage 
discharged in the refining process, forests around 
Besshi copper mound became in a state where no 

trees were growing at all. We carried out 
afforestation project to restore forest to original 
nature. Based on forest management, we have 
commercialized the construction of wooden houses. 
 
Sumitomo Chemical Company, Limited 
The Besshi copper mine was mined in the Edo 
period, and the mined copper was carried to Osaka 
and refined in Osaka, so pollution did not occur in 
Niihama. In the Meiji era, copper mined from 
Besshi copper mine started refining at Niihama. 
Also, since the law of Japan was amended at the 
end of the 19th century, refining of copper mined at 
other copper mines was permitted, refining amount 
at Niihama dramatically increased. 
As smelting amount of Besshi copper mine 
increased, smoke damage occurred. The mountains 
around the Besshi copper mine have become a state 
where no trees are growing. In order to cope with 
smoke damage, Sumitomo relocated the smelter to 
the Smino area at the foot of the mountain. In 
addition, in order to spread the smoke, a high 
chimney was built on the mountain. As a result, 
damage to the field in Niihama city occurred. 
Therefore, Sumitomo General Director Iba Teigo 
relocated the smelter to Shisaka Island, 20 km off 
the coast of Niihama City in 1905.（Figure3） 
 It cost huge expenses. It seemed to me that the 
problem was solved. However, the smoke spread to 
a wider area and seriously affected the fields. The 
copper factory around the world was suffering from 
the same problem. 
As a result of the research, Sumitomo succeeded in 
practical application of technology to make chemical 
fertilizer from sulfurous gas, which was the cause of 
smoke damage in 1939, and smoke damage was 
completely solved. The division that increases and 
sells chemical fertilizer even has become a spin off 
and is now Sumitomo Chemical. Sumitomo 
Chemical is growing not only in fertilizer 
manufacturing but also in Japan as one of the 
leading chemical manufacturers. 
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Business transformation and innovation of mine 
Someday, the mine is destined to come when the 
day the resource runs out. The mining company 
conducts the following solutions so that resources 
are not exhausted. 
1. Even if its content is low, it is mined without 
discarding. 
2. Increase refining technology and select useful 
minerals from mined ore. 

However, these measures have 
limitations.For this reason, the mining company 
prepares for the next generation's main business for 
a long time in preparation for the closing of the 
mountain. 

After the closure, that to continue the 
industry in the region, is a very difficult problem. In 
Japan there are also cases where the industrial 
conversion succeeded and cases where it failed.  
 
Industrial structure transformation of post-closure in 
Niihama 
 
Besshi Copper Mine closed down in 1973, but if the 
employee wished it could be transferred to the 
refining department or Sumitomo group companies. 
It is, related companies such as Sumitomo Chemical 
and Sumitomo machinery, was because the besshi 
copper mine as a new business has been 
commercialized in without independent accounting 
relationship. 

The mining industry has few division of 
labor and subcontracts among companies like the 
automobile industry and the electrical industry. In 
Niihama city, there are very few input-output 
relationships among companies other than the 
Sumitomo group. 

It is a SME in Niihama city, and transactions 
with the Sumitomo group are limited to the iron Iron 
factory and the transportation industry. 

SMM worked on various new businesses 
following the closure of Besshi Copper Mountain. 
The proportion of work to import and refine copper 
ore was the largest. The refining business is the 

equipment industry and can not be included easily. 
Importing raw materials and refining them was the 
most rational choice. Next, I also focused on the 
refining of nickel and aluminum. We also worked 
on the manufacture and sale of building materials 
and sliding doors, but many things failed. 
 
Entry into nuclear fuel manufacture and withdrawal 
due to accident 
SMM aimed at a leading company of nonferrous 
metals. Among them, the nuclear energy related 
project was the one that they tackled as a national 
policy. 

JCO was a company contracting an intermediate 
process in nuclear fuel manufacturing. There was a 
factory in Tokai village, Ibaraki prefecture. 

During the processing of nuclear fuel in the 
nuclear fuel processing facility of the JCO Tokai 
Operation Center in 1999, the uranium solution 
reached the critical state and the nuclear fission 
chain reaction occurred because the worker did not 
work according to the procedure. As a result, two of 
the three workers died. Neighborhood residents also 
evacuated and became the first criticality accident in 
Japan. 

This accident became a major problem in Japan 
at that time, and SMM was forced to withdraw from 
nuclear fuel business. Moreover, it was chased by 
correspondence such as compensation for local 
residents. 

Until the accident of the Fukushima No 1 
nuclear power plant occurred, SMM received a 
major social condemnation as the most serious 
nuclear accident in Japan. 

 
SMM's strategy from present to future 

 
Currently, SMM concentrates on three projects. 
1. Mine resources business,  
2. smelting and smelting business,  
3. Materials business.  
There are few companies in the world that can make 
three businesses independently by one company. 
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SMM supplies nickel for smartphones to 
electric manufacturers. SMM also develops 
materials for batteries used in electric vehicles and 
hybrid cars in cooperation with Toyota Motor 
Corporation. These developments require very 
advanced technology and research and development 
capabilities. 

Mining projects can not easily relocate 
locations. Therefore, it has strong sense of 
responsibility to the area. That has been a cause of 
continuing business at Niihama for 400 years. 

This attitude also appears in Sumitomo family 
philosophy. 
 

Sumitomo's Business Spirit(Corporate 
Philosophy) 

Article 1 
Sumitomo shall achieve strength and prosperity 
by placing prime importance on integrity and 
sound management in the conduct of its 
business. 
Article 2 
Sumitomo shall manage its activities with 
foresight and flexibility in order to cope 
effectively with the changing times.Under no 
circumstances,however,shall it pursue easy gains 
or act imprudently. 
(Quoted from the Sumitomo Goshi Kaisha 
Administrative Regulations, named “Summary 
of Business Operations”, formulated in 1928) 

 
SMM and other Sumitomo group companies are 
cautious in dealings with companies outside the 
group, although they are firm in the group, they can 
be said to be "closed innovation". 
 
Conclusion 
 
1.From Closed innovation to Open innovation 
The 21st century is a period of intense and complex 
era. With closed innovation of only one corporate 
group, it is difficult to create innovative industries 
and business. There is a limit to closed innovation. 

Shikoku Island is a large island composed of 
four prefectures of Ehime, Kagawa, Tokushima, 
Kochi.Although the four prefectures did not have 
much connection due to historical reasons, the three 
bridges connecting the mainland Japan and Shikoku 
were opened, and the relationship between the two 
countries was strengthened by the maintenance of 
the expressway. 

The Ministry of Economy, Trade and Industry 
of Japan will establish a support foundation through 
collaboration between industry, academia and 
government, to quickly gather issues and needs of 
growing markets by connecting with other regions 
and overseas, contribute to strengthening the 
competitiveness of domestic industries by mastering 
high-performance materials We are conceiving the 
formation of "SHIKOKU Next Generation Material 
Cluster" as a base for creating companies in 
Shikoku. 

This is a very big opportunity and I think that 
for both Niihama City and the Sumitomo Group, we 
should actively use it. 

I reported at the previous symposium about 
the innovation of the paper industry and the towel 
industry. I hope that new collaboration between 
different cultures will create new innovation. 
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 韓国型地域おこし協力隊の展望と課題 

金智薫（大邱慶北研究院） 

Keyword：韓国の地方消滅、地域おこし協力隊、都市青年田舎派遣制 

 

【研究背景と目的】 
最近、韓国は人口減少と高齢化により地域経済が低迷

な状況である。合計出生率が1970 年度は4.53 人、1980

年度は2.82人、2016年度1.17人となり、今後の人口減

少がさらに明確になる可能性がある。平均寿命は1970年

度の58.8歳から2015年度81.4歳まで延び、期待寿命や

高齢者の人口が増えている。こうした中、少子高齢化等

により、地方都市の消滅の危機が台頭している。 2016

年度の韓国雇用情報院の研究によると、今後30年以内に

総280の基礎自治体（韓国の市町村）のうち84の基礎自

治体が消滅すると予想されている。  

地方消滅のもうひとつの理由で、首都圏への人口集中

現象が挙げられる。 2016年現在、ソウルの人口が9,931

千人、仁川(インチョン)市が2,926千人、京畿道が12,717

千人で、首都圏地域に総人口の半分程度が居住している。 

全体人口のうち、首都圏の人口が占める割合は 2000 年

46.3％、2005年48.2％、2005年48.2％、2010年49.2％、

2016年49.4％に徐々に高まってきた。 

また、若年層（15～34歳）の失業率が大幅に増加して

いる。 2008年度のグローバル金融危機の時は8.1％だっ

たが、2011～2013 年までは約 7％を維持した。しかし、

2014 年度 9％と急激に増加した後、2016 年度には9.8％

を記録した。 

若年層の失業問題は若者の個人問題でもあるが、社会

的、国家的な問題にもなっておる。特に人口の減少と高

齢化の進行が顕著な地方では、地域活力を持続的に維

持・強化するために若者の雇用に注目している。 

このような問題を解決するため、新たな戦略を樹立し

た地域が慶尚北道（ キョンサンブクト ）である。 大都

市で失業に残留中である青年層（15～39歳）を地方に呼

び入れ、ヨソモノの視点から地域資源を活用した商品を

開発するなど、地域に活力を吹き込む政策が慶尚北道の

「都市青年田舎派遣制」であり、2017年7月から始まっ

た。  

本研究では慶尚北道の青年層の現況や都市青年田舎派

遣制の状況を明らかにするのが目的である。 

 

 

【研究方法】 

（１） 統計を基にした慶尚北道の青年層人口分析 

慶尚北道の青年層の人口動向、壮年層（40～64歳）及

び高齢層（65歳以上）の人口動向、将来の青年層人口展

望などを明らかにする。 

 

（２） 事例の概要と調査方法 

 都市青年田舎派遣制は40歳以下の青年が、慶尚北道地

域に移住して創業をした（しようとする）場合、選び抜

いた人へ一人当たり約3百万円(チーム当たり最大5人、

1,500万円)を3年間支援する制度である。 同制度は2017

年度に作られており、3ヵ月間の広報期間を経て、同年6

月の総10人の青年(3チーム)が選ばれた。  

本研究は都市青年田舎派遣制の現状及び課題を調査す

るために7人の青年と4回のインタビューを進め、この

制度の課題と今後の方向性を明らかにした。また、同制

度の母体である日本の地域おこし協力隊のために文献調

査と現地調査を実施した。 文献調査は日本の地域おこし

協力隊に関する総務省資料、インターネットブログ記事、

論文、書籍などを調べた。これらを通じ、同制度の概要、

現状、特徴などを把握した。聞き取り調査は日本と韓国

で行った。2018年4月、日本の福岡県柳川市と佐賀県を

訪ね、地域別の地域おこし協力隊の特徴を分析した。ま

た、柳川市の隊員 2 名とのインタビューを通じて同制度

の長所と短所をより深く分析した。最後に、文献調査と

インタビューに基づき、両制度の特性を比較した。  

 

【研究結果】 

（１） 統計を基にした慶尚北道の青年層人口分析の

結果 

  慶尚北道の青年層人口は2000 年度 1,073,712 人だっ

たが、2005年度は920,709人になり14.2％減少した。ま

た2010年度には846,414人になり、5年前より8.1％減

少した。2015年度には798,519人で2010年度より5.7％

減少し、去る15年間の減少率は鈍化されておる。しかし、

減少率は全国平均を大きく上回っている。 
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図1.  慶尚北道の青年層人口変化推移 

 

 

 一方、慶尚北道の青年層と将来世帯（0～14歳）の人口

は減少しつつあるが、40歳以上の壮年層や高齢層の人口

は増加してきた。 

 

 

 

図2.  慶尚北道の人口構造変化推移 

 

 

こうした結果、 慶尚北道の青年層人口の将来は明るく

ない。 2020年度の青年層人口は約75万人と予想され、

2045年度には約45万人になり、この25年間約46.1％減

少すると予測される。 これは、全国平均である-38.6％

よりさらに急激な減少である。 

 

 

 

図3.  慶尚北道の青年層人口の将来推移 

 

（２） 事例調査の結果 

1） 地域おこし協力隊との比較 

日本の地域おこし協力隊の特徴は地方公共機関や地域

企業で 3 年間働きながら安定的に給与を受けることであ

る。この期間中、地域の情勢と風土について把握し、任

期終了後の起業や就職のための時間的、経済的準備をす

ることである。このように隊員の所得確保や安定的な定

着を誘導する地域として福岡県柳川市と佐賀県を挙げら

れる。  

柳川市の地域おこし協力隊の特徴はマルチプレーヤー

である。 柳川市の観光資源である船遊びの船頭として７

時間/日、１７日/月勤め、約１６万円を設けている。こ

れとともに「+α」活動で自分の力量を発揮できる業種に

従事する。インタビューに応じた２人の隊員はしの笛演

奏と農業に従事し、「+α」の所得を創出した。これは３

年間の隊員活動終了後、地域に定着できる資金になると

考えられる。 

佐賀県の「さが地域ッズサポーター」（地域おこし協力

隊）は地域と子育て世代がつながる場を創出するための

活動を行っている。特に子育て世代のところへ直接足を

運び、地域活動への参加を呼びかけるほか、ニーズを探

りながら地域つくり団体の活動に子育て世代が参加しや

すいようにコーディネートをする。 

しかし、韓国の都市青年田舎派遣制は創業に限って支

援し、移住者が地域について把握する時間が不足する。 
聞き取り調査によると去る1年間は創業の準備に専念し

ており、この期間は所得がなかったことをわかった。 
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一方、日本はふるさと回帰支援センターやJOINなどを

通じて、地域に関する情報を簡単に得ることができる。 
この情報をもとに移住希望地域を選定し、当該地域への

視察が可能である。 

しかし、韓国は移住地域情報を提供するホームページ

等が非常に劣悪な状況である。この結果都市青年田舎派

遣の制隊員たちは各自定着地域を調べたのをわかった。 

最後に日本は地域おこし協力隊のOBが当該地域に定着

し、新しい隊員の定着を助けている。このような中間支

援組織は移住者と既存地域住民との架け橋になっており

利害当事者間のトラブルを仲裁したりもする。 

一方、韓国では、自生的に生まれた民間支援組織が存

在しないため、移住青年が定着に困難を経験する際、相

談窓口が存在しない。また、地域住民との対立が浮き彫

りになるとこれを円満に解決できる仲裁者が存在しない。 

2） 都市青年田舎派遣制のSWOT分析 

① 強み 

個人ではなくチームを構成するため比較的に大きな金

額の支援を受けることができる。また、チーム員が業務

を分業化して効率性が高い。  

慶尚北道が全国で初めて試みた政策でおり自治団体長

の意志が非常に高く、自治体による広報、宣伝が多い。 

② 弱み 

事前に地域情報を得られる窓口が少ないため地域の把

握が難しい。  

青年の定住を支援するNPOなどが存在しない。 

③ 機会 

自治体の積極的な広報で地域内の有名人になっており、

地域住民との関係が円滑である。  

地域内の青年移住を助ける組織がないため、彼らが該

当組織を設立し、先駆者になりかねない。 

④ 脅威 

同制度のロードマップが存在しなくて時期別行政の支

援の役割が明確ではない。 

創業支援を受けれない地域内の住民との差別が存在す

る。   

創業が失敗すると定着が困難なため地元に帰るおそれ

がある。  

 

【考察・今後の展開】 

  韓国型地域おこし協力隊である都市青年田舎派遣制

が定着するためには青年たちが安定的に所得を創出する

システムが必要がある。また、雇用政策にのみならず住

居環境の改善、地域コミュニティの造成などのような多

方面の支援政策が必要である。 

 しかし、都市青年田舎派遣制の隊員たちは地域の人材

に成長できる機会が十分である。また、自治体の積極的

な支援で地域で活発に活動している。これからも多くの

試行錯誤があるだろうが、今後の発展可能性は非常に多

いと考えられる。  

同制度の発展のために自治体、研究院、地域大学、隊

員らの体系的な対話の場が必要だと考えられる。 
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 ローカルベンチャーを支える地域おこし協力隊 ―岡山県西粟倉村の事例からー 

井筒耕平（(株)sonraku） 

Keyword： ローカルベンチャー、地域おこし協力隊、西粟倉、起業、研修 

 

【問題・目的・背景】 
岡山県西粟倉村は、岡山県北東部に位置しており、人口

1500人弱、面積57km2である。林野率95％（人工林率80%）

と森林が村の大半を占めており、2008年に「百年の森林構

想」というマスタープランを掲げ、森林・林業ビジネス創

出に向けて、官民あわせて力を注いできた。その結果、現

在、素材生産を行う企業は5社を超え、木材加工、バイオ

マスなど需要側の企業も6社増え、こうした事業に関する

雇用数は合わせて110名を超えている。 

2014年、西粟倉村は協力隊制度をこうした動きに活用す

べく、起業型、企業研修型、行政連携型という３つのタイ

プに分類し、ミッションを明確化した。起業型とは村で起

業する存在になってもらうこと、企業研修型とは既存企業

によって協力隊員を研修してもらうこと、行政連携型とは

行政が直営で企画していることに従事してもらうことであ
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スタートさせ、村での起業を促す学びの場を創設した。 

これら一連の制度づくりによって、森林・林業という第
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のが地域おこし協力隊制度である。他の自治体ではあまり
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り、内訳においては企業研修型が最も多いことがわかっ

た。たとえば当社においては、2014 年に４人の企業研修
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として、バイオマス地域熱供給事業を行う中で当社はそ
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という当社の方針とも合致して受け入れている。当該隊
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を目的としており、協力隊制度を手段として活用してい
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どがあるが、こうした姿勢はそれほど多くは見られない。

今後、他の自治体に広がることを期待したい。 

 また、すべての人が「起業」でなければ地域に入れな

いのではなく、まずは研修しながらその地に慣れ、ビジ

ネスを通して成長し、村に新しい価値を提供できるよう
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【引用・参考文献】 

 牧大介「ローカルベンチャー」木楽舎,2018 
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ミュージアム・シティ構想について 

ミュージアム・シティ構想研究部会 

 

Keyword：まち全体を「ミュージアム」として運営・ ヒトが廻る・経済を回す持続可能な仕組みづくり 

 

【問題・目的・背景】 
近年、全国の自治体で、人口減少、地域経済の停滞が大

きな問題になっており、いかにして地域経済の好循環を実

現していくかという課題に直面しています。 

各地でさまざまな取り組みが講じられ、一部に成功事例

も見られますが、決め手をなかなか見いだせないのが現状

です。 

 ミュージアム・シティ構想研究部会は、現状の解決策の

ひとつとして、マトリックス思考が創造する新しい価値と

それが生み出すプロジェクトにより、新たな地域の価値資

源を生み出すことを目的としています。 

 新たな価値資源の創出し、それをまちの魅力として発信

し「まち」全体をミュージアムのように展開し、運営する

ことで、都市部などの他地域から人を惹きつけ、呼び込み、

またミュージアム・シティ間の連携を図ることで更なる地

域の魅力を発信することを推進します。 

 

【研究方法・研究内容】 

 博物館・美術館・資料館などのミュージアムは、その

施設ならではの貴重な資料・史料の収集・展示を通じて、

取り扱うテーマを興味深く学べる施設です。「ミュージア

ム・シティ」とは、このようなミュージアムの特性を 

まちおこしに援用する試みです。 

 どの地域にもそこにしかない固有の魅力があり、地域

の人たちが誇りに思い、大切にしている有形・無形の「価

値資源」がありますが、地域を活性化させるためには、

一時資源としての価値資源にとどまっていては次のステ

ップがありません。ミュージアム・シティ構想では、「価

値創造テーマ」をタテ軸に、「価値創造のための仕組み」

をヨコ軸として、価値資源にいろいろな角度から光をあ

て、新しい価値観を創造すること研究テーマとします。 

タテ軸とヨコ軸で構成されるマトリックスから、新しい

事業、プロジェクトを考案し、それが「展示物」として

ヒト、モノ、資金を集め、地域経済の好循環を生み出す

ことを研究内容とします。 

                                             

 

 

【研究例】 

 試みにおいて千葉県Ｓ市において想定される本構想の

展開を例示します。 

例 千葉県Ｓ市におけるミュージアム・シティ構想 

 

（１）市民による協議会の設置 

 価値創造プロジェクトに取り組むための協議会を設置。 

 市民が集まり、価値資源を荒い出し、新たな価値を生 

 み出す作業を推進します。 

（２）マトリックス思考が創造するプロジェクト 

①価値創造テーマ（タテ軸）「健康なまち」と価値創造 

 のための仕組み（ヨコ軸）「遊ぶ・学ぶ」を掛け合わせ、

「医療費最小都市宣言」「アグリツーリズム学芸員制度」 

 など。 

②価値創造テーマ（タテ軸）「美しいまち」と価値創造の

ための仕組み（ヨコ軸）を掛け合わせ、「水辺の景観整備

と屋形船による周遊」「刀剣文化と○○忍者村」など。 

③価値創造テーマ（タテ軸）「おいしいまち」と価値創造

のための仕組み（ヨコ軸）「モノ・コトを結びつける」を

掛け合わせ、「地産食材で作る日本一のロケ弁」「箪笥魚

料理コンテスト」「水辺の緑陰オープンカフェ広場の整

備」など。 

 

【代表者・構成メンバー】 

 代表 福留 強 

（ＮＰＯ法人 全国生涯まちづくり協会 理事長 

 ／聖徳大学名誉教授） 

 構成メンバー 

 理事 宇津井 輝史（元・東京商工会議所・常務理事） 

 理事 小野寺 健（日本文化教育推進機構 理事） 

 理事 山中靖裕（ユニバーサル・アドワークス 代表取締役） 

 理事 斉川 満（サイモンズ 代表取締役社長） 

 事務局 田代 綾（日本文化教育推進機構） 

 事務局 松本 多喜子（日本文化教育推進機構） 
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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）

： 地域振興、若者支援、 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 年 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、社会への意識を

“ から 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 万あると言われる 、

、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

若者、特に大学生をターゲットに「マイコミュニティフ

ォーラム」を全国で開催した。

●（第 回 宮城開催） 年 月 日（土）

テーマ：若者の地域参加とスポーツを通じた地域活性

●（第 回 東京開催） 年 月 日（土）

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 回 愛知開催） 年 月 日（土）

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 回 大阪開催） 年 月 日（土）場所：

テーマ：全ての学生に贈る幸せな働き方のアドバイス

●（第 回 福岡開催） 年 月 日（土）

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 回 宮城開催） 年 月 日（土）

テーマ：未来をつくる 学生会議

～地域活性って何だ？～

●（第 回 東京開催） 年 月 日（土）

テーマ：～未来をつくる～ 学生会議

「集え！ 君の 今 には価値がある！」

●（第 回 愛知開催） 年 月 日（土）

テーマ：わかもの活動 何でも相談所

●（第 回 広島開催） 年 月 日（土）

テーマ：私たちの行動【興動】でひらく明るい未来

●（第 回 大阪開催） 年 月 日（土）

テーマ：豊かな未来を創るソーシャルグッドな活動を。

●（第 回 宮城開催） 年 月 日（土）

テーマ：働き方の未来

一人ひとりが輝くために ― 働き方を考えるフォーラム。

●（第 回 東京開催） 年 月 日（土）

テーマ： 学生会議

若者の影響力に価値がある！！
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若者の影響力に価値がある！！

各地域の経営者や学生、 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

が採用されることも増えてきた。

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、本フォーラム

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 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 名

（第 ～ 回まで）

・有効回答数 通（有効回答率 ％）

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 年 月 日～ 年 月 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

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

フォーラムについて、 点満点で評価してください。

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

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

次回、このようなイベントがあれば参加しますか？

その他、フォーラムの感想・会場についてのご意見

などがあれば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

代、 代の若者がおよそ ％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、 代・ 代も 割ほどいる。（

一部、年齢について設問しなかった開催は除外している。）

代 代 代 代 代 代 代

人 人 人 人 人 人 人

男女比については特筆すべき点はない。（ ）

男性 女性

人 人

イベントを知ったきっかけは、知人、学校・会社、

関係者で 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 等、若者にリーチするためのツー

ルを見つけていく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。 ）

知人 家族 学校・

会社

チラシ ネット

系 関係者

その他

人 人 人 人 人 人 人

【研究・調査･分析結果】

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 ％で最も多

い。次いで「出演者に興味」が ％、「誘われたから」

が ％と つの目的が拮抗している。
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フォーラムの評価

参加者にフォーラム全体について 点満点で評価して

もらった結果、最高評価である 点が ％で最多とな

った。 点以上が全体の 割を占めており、かつ 点以下

の低評価が 名となっており、フォーラムへの高い満足度

が確認できる。

全体の得点を平均すると 点。最も平均得点が高かっ

たのは、宮城で開催した第 回の 点。高い得点を獲得

した開催の傾向としては、来場者参加型のワークショップ

を採り入れているパターンが当てはまる。前半の講演を聞

くことで自分と地域・社会との関係性について気付きを得

られたこと。さらに、その得た気付きについてワークショ

ップで発言し、参加者同士が共有できる場を提供すること

が、高い評価につながっていると推察する。

一番印象に残っている話

フォーラムの中で一番印象に残っている話を聞いた。“一

番”と言いながらも複数回答者が多かったこと、また各回

で構成が異なるため、まずは開催回別に支持率を算出し、

それを開催回数で割った平均値を支持割合とした。

一番印象に残っている話として支持されたのは、パネル

ディスカッション。地域のゲストパネラーを招き、開催テ

ーマに合わせたディスカッションを行っている。例えば『働

き方の未来 』と題した第 回の宮城では、「働き方改

革」について先進的な取り組みを行っている地元企業を招

き、各社の取り組みについて発表してもらい、世話人を交

えて議論した。学生が未来に向けた働き方改革の事例に触

れることで、これからの働き方を選択する上でのひとつの

指針を示すと同時に、地元に就職して生き生きと働くこと

も可能であることを伝え、自分が地域の為に何ができるか

を考察する機会を与える場とした。

また、パネルディスカッションで一方的に話を聞くだけ

の形式よりも、来場者もディスカッションに参加できるワ

ークショップを採り入れたものが、より高い評価を得る傾

向にあることがアンケート結果から分かった。

 
 

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。

回答を確認したところ「気付きを得ることができた」

％、「自分も何かに挑戦したいと思った」 ％、「もっ

と社会のことを考えようと思った」 ％、が拮抗してい

る。 年前の調査と比べると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ことと捉えられ

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“ から へ”の第一歩として、着実に前へ進

めていきたい。

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 ％。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、 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

しない」も用意したが、回答者は にも満たなかった。
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フォーラムの評価

参加者にフォーラム全体について 点満点で評価して

もらった結果、最高評価である 点が ％で最多とな

った。 点以上が全体の 割を占めており、かつ 点以下

の低評価が 名となっており、フォーラムへの高い満足度

が確認できる。

全体の得点を平均すると 点。最も平均得点が高かっ

たのは、宮城で開催した第 回の 点。高い得点を獲得

した開催の傾向としては、来場者参加型のワークショップ

を採り入れているパターンが当てはまる。前半の講演を聞

くことで自分と地域・社会との関係性について気付きを得

られたこと。さらに、その得た気付きについてワークショ

ップで発言し、参加者同士が共有できる場を提供すること

が、高い評価につながっていると推察する。

一番印象に残っている話

フォーラムの中で一番印象に残っている話を聞いた。“一

番”と言いながらも複数回答者が多かったこと、また各回

で構成が異なるため、まずは開催回別に支持率を算出し、

それを開催回数で割った平均値を支持割合とした。

一番印象に残っている話として支持されたのは、パネル

ディスカッション。地域のゲストパネラーを招き、開催テ

ーマに合わせたディスカッションを行っている。例えば『働

き方の未来 』と題した第 回の宮城では、「働き方改

革」について先進的な取り組みを行っている地元企業を招

き、各社の取り組みについて発表してもらい、世話人を交

えて議論した。学生が未来に向けた働き方改革の事例に触

れることで、これからの働き方を選択する上でのひとつの

指針を示すと同時に、地元に就職して生き生きと働くこと

も可能であることを伝え、自分が地域の為に何ができるか

を考察する機会を与える場とした。

また、パネルディスカッションで一方的に話を聞くだけ

の形式よりも、来場者もディスカッションに参加できるワ

ークショップを採り入れたものが、より高い評価を得る傾

向にあることがアンケート結果から分かった。

 
 

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。

回答を確認したところ「気付きを得ることができた」

％、「自分も何かに挑戦したいと思った」 ％、「もっ

と社会のことを考えようと思った」 ％、が拮抗してい

る。 年前の調査と比べると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ことと捉えられ

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“ から へ”の第一歩として、着実に前へ進

めていきたい。

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 ％。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、 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

しない」も用意したが、回答者は 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“

から へ”変えていきたい」という想いだけで、何もない

ところから始めて 年が経過しようとしている。初年度の

施行錯誤を経て、 年目以降は大学生をメインターゲット

に、彼らの社会への関わり方や就職意識に気付きを与えて

いくことを全国共通のテーマとして取り組んでいる。もと

もと 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」「社会への貢献」

を題材としたフォーラムを通じ、一人でも多くの学生が社

会活動に参画したり、納得感を持って職業選択したりでき

るようになる場づくりに取り組んでいくことを考えた。

各地域の経営者が集まり、それぞれのネットワークを活

用しながら、関わりのできた学生や社会団体等の興味に応

じ、地域ごとに様々なテーマでフォーラムを開催してきた。

アンケートや来場者の反応を見る限りでは、内容につい

ては概ね合格点をもらえ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、この

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。

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。単純に情報交換や交流関係の広がりにつながるだけ

でなく、団体同士の運営に好影響を及ぼしたケースもある。

例えば同じ途上国に対し、同じアプローチで支援活動に

取り組んでいる団体が多数存在している。活動エリアが同

じ場合は他団体について把握できているが、そうでない場

合は存在すら認識していないケースも珍しくない。そうい

う団体同士がこのフォーラムを通じて知り合い、相互のイ

ベント集客等に協力するようになった事例がある。

また学生団体の場合、卒業・入学によって所属メンバー

の入れ替えが避けられないため、年度によっては活動する

人員が足りなくなり、場合によっては活動休止に陥ること

もある。フォーラムに参加した複数の団体がこのような状

態にあったため、人形劇や影絵、パネルシアター等、活動

目的の近い複数団体が参加し、児童文化を中心に活動する

新団体が生まれたケースも出てきた。

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、 ・ 、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、

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】
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原丈人、 年 月 日、『「公益」資本主義 英米型
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大久保秀夫、 年 月 日、『みんなを幸せにする
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