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（２）新規就農者の育成・確保
　一方で、本県においては新規就農者も一定数確保
できている状況にある。花きにおいてもわずかに新
規就農者が生まれているが、他の作物と比較すると
圧倒的に少ない状況にある（表２）。

２　新規就農者に対する施策
　本県においては、新規就農者に対する支援体制が
整備されている（図１）。
　こうしたしくみがあるにも関わらず、花きに関し
ては新規就農者が確保できていないという現状か
ら、花きの新規就農者確保・育成の問題は、従来の
支援体制とは別のところにあるのではないかと推測
した。
　そこで、本県花きの新規就農者の確保・育成に足
りない要素が何かを掴み、対策を講じるため、全国
の新規就農の優良事例を調査した。調査結果につい
ては考察するとともに改善の行動に移すための対策

１　兵庫県花き生産の現状
（１）農家数の減少
　兵庫県の花き生産は、高冷地から暖地まで幅広い
栽培環境と消費地や生花市場に近い立地を活かし、
各地で多彩な品目が栽培されている。なかでも淡路
地域を中心とするカーネーションと播磨地域を中心
とする花壇用苗物（以下、花壇苗）については全国
５位の出荷量を誇っている。（2）

　しかしながら、高齢化に伴いすべての作物におい
て農家数は減少しており、なかでも、花きについて
は他の作物と比較してその減少率が際立っており、
近い将来の産地消滅が危惧される（表１）。

　本県の農業は、高齢化に伴い農家数が減少する
中、新規就農者も生まれている。しかしながら、花
きにおいては新規就農者の増加が野菜や果樹など他
の作目に比べて著しく低い。その要因の究明と新規
就農者確保・育成に向けた対策を検討するため、県
外の優良事例を調査した。調査は、指導農家（親方
農家）、新規就農者、部会組織等の支援機関に対し
実施した。
　調査結果は、①就農希望者の募集方法、②新規就
農者受入の考え方、③新規就農者定着のポイントの
３つの視点で大きく整理することができたので、そ
れぞれの結果について考察した。
　今後の課題として、①市町との連携、②農家（産
地）への呼びかけ、③農業改良普及センターの役割
と３つのテーマで整理した。特に地域をコーディ
ネートする農業改良普及センターの果たす役割が大
きく、産地や農家、市町やJAと連携して課題解決
にあたることが大切である。

【優秀発表者論文】

加西農業改良普及センター　福田　憲志

花き産地の継続性確保のための新規栽培者の
募集・育成方法に関する調査研究（1）

水稲 野菜類 果樹類 花き ･ 花木
2015 年 38,016 11,050 2,320 1,306
2010 年 45,917 12,427 2,373 1,822

2015/2010 82.8％ 88.9％ 97.8％ 71.7％

単位：戸

出典）農林業センサス

H26 H27 H28 H29 H30
野菜 184 181 153 186 144
花き 11 9 4 10 4
果樹 32 23 20 10 16
水稲 44 59 72 37 58
畜産 29 34 40 29 30
その他 3 5 8 7 4

単位：人 / 年度

出典）ひょうご就農支援センター
「新しく農業を始めたいあなたに」

 表１　農家数の変化（兵庫県）

 表２　新規就農者育成・確保状況
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をまとめた。

３　優良事例の調査
（１）調査先候補の選定
　調査先の事前の情報収集および調査内容の検討、
調査先への視察受入の打診については、生花卸売市
場の協力を得た。商品入荷日や展示商談会等の機会
を活用し、市場担当者や買参人から調査先候補の照
会を行った。（3）

①（株）姫路生花卸売市場（姫路市御国野町）
②（株）JF兵庫県生花（神戸市東灘区深江浜町）
③豊明花き（株）（愛知県豊明市阿野町）

（２）調査日と調査先、調査対象
①平成30年9月26日　長野県
 （ア）JA上伊那本所（伊那市狐島）
　JA上伊那園芸販売課　織田和洋係長
　　　　生産部会事務局
 （イ）（株）フロムシード（伊予市東春近）
　代表取締役　伊藤茂男氏、雅之氏（後継者）
　　　　トルコギキョウ生産農家（親方農家）
②平成30年9月27日　群馬県
 （ア）フラワーガーデン泉（前橋市今井町）
　代表取締役　六本木俊之氏
　　　　ガーデンセンター（農家との連携）
 （イ）Amamori Flower（高崎市箕郷町）
　雨森雄一郎氏

　　　　花壇苗生産農家（新規就農者）
 （ウ）サトウ園芸（高崎市中居町）
　佐藤勲氏
　　　　花壇苗生産農家（親方農家）

③平成30年11月26日　岡山県
 （ア）JA阿新本所（新見市西方）
　JA阿新営農経済部園芸課　太枝駿営農指導員
　JA阿新花卉部会リンドウ生産部
　　部会長　奥山亮氏
　　　　リンドウ生産農家（親方農家）
　　池川博泰氏　リンドウ生産農家（新規就農者）
　岡山県備北広域農業普及指導センター
　　革新農業推進班　向正宏副参事
　　　　行政支援機関
 （イ）YSガーデン（美作市山城）
　永谷竜一氏　　花壇苗生産農家（新規就農者）

図１　就農から経営発展に向けた支援施策体系（作成：県農政企画局農業経営課）

写真 1　新規就農者の調査（Amamori Flower）
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 （ウ）（株）永谷園芸（美作市赤田）
　（株）永谷園芸　代表取締役　永谷昭頼氏
　　　　花壇苗生産農家（親方農家）
　（株）洲崎園芸　代表取締役　洲崎幸夫氏
　　　　花壇苗生産農家（親方農家）
　岡山県美作広域農業普及指導センター
　　　　革新農業推進班　金田小百合副参事
　　　　行政支援機関
④平成31年1月11日　島根県
 （ア）島根県農業技術センター（出雲市西新町）
　技術普及部花き技術普及課　石井満彦課長
　　　　行政支援機関
 （イ）平田園芸場（出雲市西郷町）
　勝部寿真氏、和志氏（後継者）
　　　　シクラメン生産農家（親方農家）
⑤令和元年8月21日　長野県
 （ア） JA長野八ヶ岳小海営農センター（南佐久郡

小海町）　販売指導課　菊原稔之課長代理
　　　　生産部会事務局
 （イ）諸井氏（南佐久郡北相木村）
　　　　キク生産農家（新規就農者）
　本調査における調査先を親方農家、新規就農者、
部会組織等に分類整理すると表３のとおりである。

４　調査結果と考察
（１）就農希望者の募集方法
　就農フェア（写真３）等のイベントを活用して就
農希望者を募ることが多いが、来場者を自分たちの
ブースへ誘導する術が必要である。推進品目が明確
なほど来場者にメッセージが伝わりやすい。

　就農フェア等のイベントに出展するにあたり、限
られた時間で就農希望者に説明し、理解させるため
のシステマチックな面談方法を確立することが求め
られる。また、具体的な検討をする際には、以下の
視点なども踏まえておくことが望ましい。
①出展ブースの壁面での紹介などで、どのような

メッセージを発するか
②相談者に「花」という選択肢があることをどう

やって知ってもらうか
③就農までのイメージ（研修、栽培計画、資金計画

等）をいかにわかりやすく伝えるか
④就農準備段階で起こりうるトラブル（人、モノ、

カネ）をどう理解させるか

（２）新規就農者受入の考え方
　「花き産地を維持発展させるためにどうすればよ
いか」というビジョンを、農家と関係機関が共有し
ていることが推進の前提条件となる。その上で、募
集で伝えた地域からのメッセージを新規就農者に実
現させるために、研修から経営開始までのサポート
体制を充実する。そこで、以下のような準備を進め
ておくことが大切である。
①独立までの研修期間の設定や、受入農家の指導体

制づくり
②就農者の栽培技術についての理解度の把握
③やる気とプロ意識の醸成およびそれらの判断基準

写真２　関係機関の調査（JA 阿新）

調査先 指導農家 新規就農者 部会組織等
長野県 （株）フロムシ

ード
JA上伊那

群馬県 サトウ園芸 Amamori 
Flower

フラワーガー
デン泉

岡山県 奥山亮部会長 池川博泰 JA阿新
（株）永谷園芸
（株）洲崎園芸

YSガーデン 美作広域農業
普及指導セン
ター

島根県 平田園芸場 島根県農業技
術センター

長野県 諸井 JA長野八ヶ岳

 表３　調査先の整理

写真３　就農フェア
（伊那市新規就農支援公式サイト「農家になろう」より）
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の設定
④研修期間中に関係機関による研修生と親方農家双

方への進捗確認
⑤具体的な研修生の指導育成方針決定

（３）就農者の定着のポイント
　部会組織をもつ切り花産地においては、JA担当
者の熱意と機動力が就農定着に大きく影響する。一
方で、JA担当者の過剰な関与は就農者の成長を妨
げることがあるので注意しなければならない。いか
に早く新規就農者の出荷実績を作り上げるかがその
後の新規就農者の経営安定に大きく影響するため、
品種と作付量を就農者向けに調整できる産地は強
い。初期投資を抑える工夫（省力品目の選定等）を
産地側が新規就農者に提示することも有効である。
現地指導も含め就農初期段階では必ず農業改良普及
センターが対応することになるが、異動の関係から
同じ担当者での長期サポートは難しい。そこで、地
域に根付き細やかな対応が可能なJA営農指導員が、
普及指導員と協力しながら就農者との信頼関係を構
築し、技術力・販売力を発揮できるようにしておく
ことが重要である。
　花壇苗においては、共選体制がないため部会等の
組織力を活かした育成・支援をすることは難しい。
新規就農者は、親方と同じ品目の栽培を通じて「親
方を真似る」ことで、自分の技術レベルを確認し改
善を図っていく。また、有志の生産・販売グループ
に参画し、グループメンバーとの繋がりの中で学び
を得ながら生産技術習得や生産量の確保に努めるこ
とも有効である。
　切り花、花壇苗を問わず、市場評価を常に意識し
た取組が必要である。そのため、生花市場の展示商
談会等には継続的に参加し、買参人とのコミュニ
ケーションを図るとともに、自分の商品の品質や商
品性について他産地と比較検討する機会を積極的に
作ることが望ましい。

（４）その他のコメント
①オリジナル品種の育種で産地の優位性を確保して

おく（フロムシード）。
②プロとして寝る間を惜しんで働くのは当たり前
（Amamori Flower）。

③プロとしての意識、感覚、責任がある人材でなけ
ればこれからはダメ（サトウ園芸）。

④研修生には定植から収穫だけではなく、片付けま
でを体験させる（JA阿新）。

⑤受入れ側にも覚悟が必要で、離農しても借主に対
する責任を追うつもりで取り組む（奥山亮リンド
ウ部会長）。

⑥隣で同じ作業をし、求められる作業スピードを体
で覚えさせる（奥山亮リンドウ部会長）。

⑦やる気の見極めは重要なので雇用の形からの受け
入れがよい（永谷園芸、洲崎園芸）。

⑧この農家の言うことを聞いた方が特になると感じ
てもらえるか（平田園芸場）。

⑦過去に「キクは儲からない」というイメージを既
存農家に植え付けてしまった（JA長野八ヶ岳）。

５　今後の課題
（１）市町との連携
①就農フェアへ戦略的参画
　出展するフェアを決めたら、逆算して準備スケ
ジュールを固める。市町が定例開催する三者会

（県、市、JA）等の中で関係機関の役割分担を明確
にしながら準備の進捗をチェックする。
　フェアでは就農候補者の相談件数がその後の対応
において最も重要な指標となるので、立ち寄りやす
くするブースの見せ方（ポスター、キャッチフレー
ズ等）を研究する。
②就農候補地、研修受け入れ先のリスト化
　相談者を就農に向けた次のステージへ速やかに移
すためには、就農の具体的なイメージを持たせる必
要があり、候補地となる農地や研修の受け入れ先に
ついてリストで整理しておき、条件に応じて臨機応
変に紹介等できるようにしておく。
③就農者の実情にあわせた支援制度活用
　新規就農者の就農条件（年齢、技術習熟度等）を
考慮し、最善の支援事業メニューを提案する。関係
機関で支援制度についての情報を共有し、申請事務
が滞りなく進められるよう配慮する。

（２）農家（産地）への呼びかけ
①産地の危機感を認識させる
　すでに高齢化している産地でさえ、農家自身は産
地の将来についての意識は高くないのが現状である

（総論としては賛成というレベル）。出荷量減少に伴
う産地としての価格交渉力低下ということ以外に
も、長年の経験の中で育まれた技術の継承、優良遺
伝資源の保存など、産地がなくなるとどれほど地域
の損失となるかということを農家にしっかりと認識
させる。
②可能な限り技術・情報を公開してもらう
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　産地において農家個人が秘密にしておかなければ
ならない技術というものはそれほど多くない。時代
の変化が加速する中で、産地内でお互いに情報を隠
し続け改善や成長を妨げることは、他産地との競争
において極めて不利な状況となる。産地のメンバー
間でオープンに技術や情報の交流を進め、新規就農
者にも触れさせる機会をつくる。

（３）農業改良普及センターの役割
　農業改良普及センターは、組織および個々の普及
指導員がもつコーディネート力を発揮し、地域（産
地）や個々の農家の状況に応じて関係機関と連携し
多様な支援をすることが可能である。
①産地リーダー（親方農家）の育成
　技術力、経営感覚、人望、地域との関係などの点
から親方候補の農家を見定め、産地のリーダーとし
て新規就農者の育成に主体的に取り組んでいただく
よう働きかけ、その活動をサポートする。
②きめ細やかな就農相談対応
　就農相談時や経営開始期は思い悩んだり勘違いし
たりすることにより作業のミスや遅れを誘発する。
担当の普及指導員は、こまめに対象者と連絡をとり
現地にも頻繁に足を運ぶことで、トラブルを未然に
防ぐとともに、対象者のモチベーションを維持向上
させていく。
　また、花壇苗においては主力品目のカテゴリーに
よって経営の舵取りが大きく変わる（表４）。特性
を十分に理解した上で必要な対策を講じていく。

　また、定期的な品目更新が必要となるため、計画
的な試作体系を習得させる必要がある。
③市町、JAとの就農者に関する情報共有
　新規就農者からの相談事や行動は、確認したらで
きるだけ速やかに関係機関で共有する。トラブル防
止効果はもちろんであるが、関係機関のどの担当者
が新規就農者と出会っても同じ情報をもとに接する
ことで、関係機関に対する信頼が高まる。
④現場指導の中での「産地ビジョン語り」
　産地指導（部会行事）やベテラン農家への個別巡
回において、産地の将来について常に話題にし、普
及指導員としての思いを伝え続ける。ビジョン語り
を継続する中で農家の思いも引き出しながら、産地
ビジョンとして位置づけられるまで根気強く農家に
語り続け意識づけをしていく。
⑤生花市場を中心とした情報網の整備・強化
　新規就農者が早期に経営を安定させるためには生
花市場からの評価獲得が重要である。日頃から生花
市場でこまめな情報収集を行い、新規就農者の頑張
りを生花市場担当者へ伝え、応援してもらえるよう
働きかけていく。花壇苗については、市場内に搬入
された他産地の商品をチェックしながら流行の変化
や高評価商品の強みを理解させる。
⑥他県産地で有効な支援策の応用
　継続的に調査研究を実施し、他県の支援策の優良
事例を本県施策に反映させ、支援体制を充実させて
いく。また、全国の市町において展開されている就
農支援施策の中には、花きにおいて就農者の確保に
つながった事例が出てくることも想定されるので、
情報収集を続け本県においても活用できそうな事業
等は応用していく。
⑦生花市場の展示商談会への参加誘導
　生花市場の展示商談会に参加することで、自分の
商品の客観的評価や他の出展者の工夫などが学べる
だけでなく、買参人との情報交換もでき、農家の技
術、経営感覚、コミュニケーション力などが成長す
ることが実証されているので、就農初期段階から継
続的に出展させていく（図２）。

６　結びに
　本調査が実施できた背景には、調査研究に賛同す
る普及指導員の仲間がいたこと、加えて生花市場関
係者の協力を得られたことが大きい。また、今回生
花市場から協力をいただけたのは、日頃から普及指
導員が生花市場へ足を運び、担当者とのコミュニ
ケーションを良好に保っていたからである。今後も

タイプ 価格帯 栽培期間 特色、注意点
実生 ～60円 3～4ヶ月 品種数、生産量増加。

予約相対取引が前提
宿根草 100～

300円
6ヶ月～ 親株管理場所が必要。

苗の増殖効率は悪い。
栄養系 100～

300円
3ヶ月～ パテント品種は種苗

費が高額となる。
ラベル苗 ～50円 ～3ヶ月 多品目で年中出荷。

ラベルの在庫が増加。
鉢物導入 200円～ 3ヶ月～ 包装が手間。鉢がポ

ットに比べて高額
育種導入 150円～ 3ヶ月～ 採種、種苗登録手続

きや権利保護の対策
が必要。

野菜苗 ～50円 1ヶ月～ 種苗費は増えるが売
上回収は早い。契約
生産が前提。

 表４　花壇苗経営のタイプと特色（福田 2017）
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継続的に市場関係者との情報交換を図り、現場の課
題解決に必要な情報を得られる信頼関係を構築、維
持していく。
　花き産地の農家減少の兆候は、以前から産地、関
係機関双方において十分認識していた。しかし、従
来から続く技術開発やブランド化推進等を優先し、
産地継続に向けた対策については優先順位が低かっ
たことは否めない。
　切り花産地については、価格形成を有利に進める
ためには組織的な出荷ロットの確保が重要であり、
また花壇苗においては、商品を全国へ分散出荷する
という経営の特性上、複数の生花市場への出荷を可
能とする集配センターの集荷配送システムの存続

（トラック便の確保）が最重要課題である。いずれ
の課題解決においても、農家数の確保が必須の取組
となる。
　高齢化の影響は今後も続き、産地の存続がより一
層厳しくなる状況ではあるが、幸い、産地には経験
年数の長い農家が多数存在し、彼らの指導力がまだ
活用できる。また、農業改良普及センターをはじめ
関係機関の新規就農者サポート体制は地域の差は
あっても高いレベルで存在するので、まずは就農希
望者を着実に受け入れる体制づくりを農家と関係機
関で総力をあげて作り上げていかなければならな
い。
　花きの新規就農者が確保・定着できるかどうか
は、産地（農家）が本気で新規就農者を受け入れる
と腹をくくれるかどうか、そして関係機関が全力で
サポートできるかにかかっている。本調査結果を踏
まえ、関係機関が協力しながら新規就農者確保に向
けた具体的なスケジュールを定め、すべての関係者
が危機感をもって速やかに行動に移すことを期待す
る。

＜参考文献＞
兵庫県（2020）「ひょうごの農2020」

（一社）兵庫県農業会議ひょうご就農支援センター
（2020）「ガイドブック　ひょうごde就農　あたら
しく農業を始めたいあなたに」。
福田憲志（2014）「花壇苗のブラン化における価格
決定手法に関する調査研究」兵庫自治学会研究発表
要旨集2014。
福田憲志（2017）「兵庫県の花壇苗生産振興におけ
る農業改良普及指導員の経営指導能力向上に資する
経営実態調査」兵庫自治学会研究発表要旨集2017。
福田憲志（2019）「生花市場の展示商談会を活用し
た花壇苗農家の経営改善」兵庫自治学会研究発表要
旨集2019。

＜注＞
（１） 本調査は、県下の花き担当農業改良普及指導

員有志４名で「ひょうごの花産地育成を考え
る会（代表：福田憲志、メンバー：村上義勝、
尾田顕子、山盛典子）を立ち上げ、一般財団
法人地域政策研究会の助成事業を活用し実施
した。

（２） 出典は、農林水産省「平成30年産花き生産出
荷統計」（2020）。

（３） 本調査を実施するにあたり、(株)姫路生花卸売
市場の石原裕史様、(株)JF兵庫県生花の野上
佳伸様、豊明花き(株)の近藤克美様には視察
先の紹介と調整について多大なご尽力をいた
だいた。

図２　農家の経営発展段階別の展示商談会活用案
　　　　（福田 2019）
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む情報受信手段となっていない可能性がある。この
ような情報を発信する自治体と情報を受信する住民
との間に、情報の伝達・共有の手段や内容理解に関
する認識の乖離（以下、ギャップと述べる）や共通
した課題があると考えられる。
　以上の課題を考察するために、養父市を対象とし
て住民と自治体職員の双方に対して、アンケート調
査を実施した。アンケート調査では、情報伝達・共
有の手段と内容に関する現状、地域の魅力の理解
や自治体職員と住民間の対話の状況などを尋ねた。
その結果、両者の間での情報伝達に関する認識の
ギャップと共通課題が明らかになった。ここでは、
それらのギャップと共通課題を紹介し、ギャップを
埋め、共通課題を解決するために市役所や住民向け
に提案したことや実施した取り組みについて報告す
る。

２　住民及び養父市職員へのアンケートの目的
　実施したアンケートの概要と回答者の年齢層は以
下の通りであった。このアンケートを通して一番知
りたいと考えたことは、実のところ自治体職員のや
る気、地域住民に対する思いや仕事をする上での熱
意、つまり「職員の意識」についてであり、これら
を知ることで、成功する素地のある自治体なのか、
そうでないかを見極めることであった。また、情報
伝達に関する自治体や地域住民の実情を知ることで
課題と解決策が発見でき、改善が図れるだろう。そ
の改善策をトップダウンで自治体の政策に盛り込
み、実行につなげたいと考えた。

【アンケートの概要】

１　研究の背景
　現在、新型コロナウィルス感染症が流行し、政府
による緊急事態宣言が発令されている（令和３年２
月時点）。それに伴って、さまざまな分野において
人々の生活スタイルが変容しつつある。そのような
中で、情報発信手段の多様性を踏まえ、これからの
地域づくりにおいて、自治体は適切なコミュニケー
ション・チャネル（情報伝達メディア）の選択とそ
れに基づく住民と双方向のコミュニケーションに重
視することが不可欠と考える。特に、平時から地域
特性と住民ニーズを正しく把握し、自治体が牽引役
となって何らかの複数の情報伝達メディアを介して
積極的に地域情報を住民に発信すべきであると考え
る。
　しかし、現在行われている自治体から住民への情
報伝達は十分に機能しているとは言いがたい。すな
わち、自治体が想定しているほど満足で必要な情報
が住民には届けられていないと考えられる。また、
自治体が普段行っている情報発信の手段が住民の好

住民の参画と協働による行政の推進には、適切で的
確な情報提供が重要な鍵となる。その場合、自治体
からの一方的な情報提供ではなく、住民との双方向
のコミュニケーションの実現が求められる。情報発
信においてはその多様化を踏まえ、適切なコミュニ
ケーション・チャネルの選択と的確な伝達を重視す
ることが不可欠である。筆者は、国家戦略特区で中
山間地の地方創生モデルを目指す養父市を対象に、
従来の広報誌の有効性の検討、ケーブルテレビを活
用した市役所や市長の積極的な情報発信や住民の情
報読解力（情報リテラシー）醸成を目指したサロン
の開催など、試行的取組を実践してきた。それらの
成果と課題を報告し、多様なコミュニケーション・
チャネルを活用した住民参画と職員と住民との協働
を生み出す戦略的な自治体広報のあり方を提案す
る。

【優秀発表者論文】

兵庫県立大学大学院経済学研究科　井上あい子

多様なコミュニケーション・チャンネルを活用した
戦略的自治体広報の確立に向けて

対象：養父市職員　　対象数：300人

有効回答数：214人　（回収率：73％）

調査期間：平成30年12月７日～12月14日

質問項目：情報伝達に関する手法や発信側の認識の現状

把握・地域の魅力・職員の意識・情報リテラシー　等
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　筆者は、広報のありかたとして、現在、自治体が
主に行なっている紙をベースとした情報伝達からス
マートフォンやテレビなどのデジタル技術を利活用
した情報伝達へシフトした方が良いと考えている。
なぜなら、長い目で自治体運営を見た場合、高齢化
率の増や人口減に伴い財政力指数の悪化が見込まれ
る。そこで、自治体運営において事務処理の効率化
が計られ、必要でない作業を削減できれば、その空
いた時間と人材で自治体職員が地域に出向き住民と
対話することが可能となる。その結果、自治体職員
と住民との間に信用・信頼関係が育まれ、さらに両
者が一緒になって地域課題を見いだし、その課題解
決がスムーズに進められると考えるからである。

３　アンケートの結果
　アンケートにより、自治体職員と住民との間に、
市役所が考える情報伝達・共有が住民の希望するも
のとなっていないなどの意識のギャップや両者が同
様に考える課題を見い出すことができた（図２，３，
４）。
　図２は、現存する情報伝達手段の中で工夫が必要
と考えるものに対する回答である。このように、職
員と住民間では市公式ホームページやケーブルテレ
ビに関して認識が異なっている。この結果は、それ
ぞれが何をよく利活用しているかといったことの反
映であると捉えることができる。

　図３は平時と災害時にどのメディアで情報が伝わ
りやすいかという問いに対する職員及び住民の回答
である。職員･住民共に、平時には市広報誌やケー
ブルテレビが、災害時にはケーブルテレビや音声告
知放送がより有効な情報伝達メディアであると考え
ている。
　図４は職員と住民間の対話がどの程度行われて
いるかとの質問に対する回答である。この結果は、
まったく両者の対話に対する認識が食い違っている
ことを示している。多数の住民が「職員と対話する
ことがない」と回答しているが、職員は「毎日、も

対象：養父市住民　　対象数：200人

有効回答数：62人　（回収率：31％）

調査期間：平成30年８月10日～８月31日

抽出方法::住民基本台帳よりランダム抽出

質問項目：情報伝達に関する手法や受信側の認識の現状

把握・地域の魅力・情報リテラシー　等

図１　アンケート回答者の年齢層

図２　現行の情報伝達メディアで工夫が必要なもの

図３　 平時と災害時に最も情報が伝わりやすいと思っ
ているメディア



しくは週１回の対話がある」と回答している。職員
は窓口業務などを通して住民と接することで対話が
できていると認識しているようであるが、サービス
を受ける側の住民からは職員との対話がほとんどな
い様子が浮かび上がっている。
　また、図に示していないが、アンケートの自由記
述であった「市役所の広報力を向上するための意見
や提案」について職員と住民それぞれの有効回答者
の約20％から意見が寄せられた。意見をカテゴリに
分けてみると、職員からの意見数が住民のそれを上
回ったカテゴリは「SNSの利活用」、「広報に対する
要望」、「情報の効果的な発信方法を考える」、「住民
の声を聞く」、「政策について」、「職員の意識改革・
スキルアップ」と「その他」であり、職員の正直な
意見を拾い上げることができている。このように、
養父市職員が自ら市役所内の課題を理解しているこ
とは、今後の改革推進の際の強みと考えることがで
きる。情報発信の強化を全庁的な課題として捉え、
是正や改善を行い、全国の自治体が養父市の情報化
戦略を真似たいと思うような取り組みをして欲しい
と考える。一方、住民の意見数が職員のそれを上
回ったカテゴリは、「若者に向けた情報発信」だけ
であったが、これも極めて重要な意見である。 
　以上のように、養父市職員が考える情報伝達手法
が住民の希望するものとなっていないこと、また住
民の情報受信・共有に関する要望が職員側には十分
理解されていないことが明らかになった。これらの
結果に基づいて、市役所向けに、情報伝達･共有に
関するギャップを埋めるためにケーブルテレビの利
活用も含めた戦略的な広報に関する方策について提
案を行った。一方、住民向けにはサロンを開催し、
対話の中で地元愛を醸成し、自らが自治体の政策
に主体的･積極的に関与しようとする気持ちを育む
きっかけを作り、自治体施策への参画や情報リテラ
シーの向上を目指した。

４　「戦略的自治体広報」の重要性
　アンケート結果の多くは、市役所の職員が自身の
情報発信力の拙さに気付き、それらについて職員間
で真剣に話し合い、真摯に改善していく必要性を示
していた。この一連の取り組みはPDCA（Plan-Do-
Check-Action）サイクルで行われなければならない。
その過程の中では、特に住民との普段の対話・コ
ミュ二ケーションが最も大切である。このことを
通して住民の思いを職員がくみ取りながら職員と
住民間の信頼関係を築いておくことが重要である。
また、この対話・コミュニケーションの牽引役は、
サービスを受ける住民側ではなく「公助」側の職員
であるべきと考える。その基本として重要なのは、
職員が地域の魅力や住民を好きになり、住民の豊か
で安全・安心な生活を思う気持ちであろう。職員に
は、住民の声を聞いて、できる限り住民ニーズを政
策に取り入れていく懐の深さと柔軟さ、つまり職員
自身の意識改革が求められる。
　また、養父市において、職員と住民の間で大きな
ギャップは情報通信技術（ICT）の知識や利活用、
いわゆる情報リテラシーに関することであった。情
報リテラシーとは、インターネットを中心としたデ
ジタル情報や通信とそれらを受信するパソコンやス
マートフォンなどの機器やアプリケーションに関す
る知識を持ち、利活用する能力のことを指す。養父
市の情報化政策では、市域の情報通信基盤の整備を
行い、インターネットが使える環境を構築し、保守
運用については民営化を行なっている。また、告知
端末の配備、防災行政無線の設置、携帯電話の受信
カバーエリアの拡充、テレビ電波難視聴対策やケー
ブルテレビの番組制作にも注力し、放送事業者との
協業も行なっている。そして、職員と住民両者の情
報リテラシーの向上のために市域全体で推進してき
た、している一連の取り組みを「戦略的自治体広
報」と呼ぶことにしたい。
　さらに、養父市で戦略的自治体広報を推進する上
で重要な要素となっているのは「地域の魅力」であ
ると考える。「地域の魅力」、すなわち地域の伝承、
地史や災害史、観光資源、特産物やある分野の達人
などは、住民が地元（ふるさと）を好きになる極め
て重要な要素であり、行政と住民をつなぐ重要な要
素でもある。職員はさまざまな地域活動の際に住民
と対話し、地域の魅力について語り合い、相互理解
を深めることが重要である。地域の魅力に基づいて
生まれる郷土愛を醸成しておくことが住民間や住民
･自治体間で災害時などに助け合う際、また早期に

図４　職員と住民間の対話の現状
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住民とまちが復興する（平時に戻る）ために重要と
なる。

５　住民向けサロンの開催
　戦略的自治体広報の推進の一環として住民向けの
サロンを開催した。サロンは、住民参加者の体験や
経験を皆で共有しながら、以下の４点を目指して開
催された；①情報リテラシーの学び②自治体政策へ
の住民の積極的参加（ケーブルテレビ等のメディア
への出演など）③情報を主体的に取りに行く姿勢④
地域コミュニティの活性化。
　ちょうど、第１回サロン開催当日は、台風が接近
していた。視察した市長から、サロン参加者に対し
て台風到来への備えと発災後の自治体への情報共有
について具体的な依頼を行った。平成30年11月、こ
のサロンの様子がケーブルテレビで市内全域に放送
されたことにより、他地域でもサロン開催を希望す
る声が寄せられて、回を重ねている。（参考、令和
２年３月には、「市長に聞くシリーズ（全３回）」で
市長自らが養父市の情報政策に関する説明を行い、
ケーブルテレビで市内全域に放送された。筆者が対
談を行った。）
　サロンの開催には以下のような成果があると考え

る。①住民･職員間の双方向のコミュニケーション
による議論や合意形成を通じて団結力や連帯感を育
む。②地域の魅力などの共有によって、地元愛が育
つ。③過去の災害の体験や教訓を共有することで、

「我がこと意識」が芽生え、災害への備えができる。
④住民の学びの場や多様なメディア（ケーブルテレ
ビなど）を活用して、市長をはじめとする自治体職
員が種々の情報を住民に提供することができる。

６　戦略的自治体広報を成功させるには
　筆者が考える戦略的自治体広報推進の取り組みを
以下にまとめてみたい。①自治体職員が住民と直接
的に関わる機会をより多く創出していく。②住民が
主体的な活動をできるように自治体が支援してい
く。③より深い情報リテラシーの学びの場を提供し
ていく。④アナログとデジタルの情報媒体をうま
く使い分ける。⑤ケーブルテレビの番組編成のあ
り方や住民フレンドリーな番組制作を考える。⑥
Youtube等を使ったインターネット配信をリアルタ
イムで行い、双方向の情報発信・受信を模索してい
く。⑦住民が積極的に自治体広報へ参画ができるよ
うな仕組みを構築していく。⑧魅力的な情報伝達の
ために、内容がわかりやすい動画や写真を利活用し
ていく。以上を踏まえて、以下のことを提案する。

⑴住民と職員の協働により、住民が期待する広報誌
の内容を職員が理解して作成する。

⑵住民と職員の協働により、ケーブルテレビ放送番
組（動画）の内容を充実させる。

⑶職員向け情報戦略に関する研修を実施する。ま
た、住民の情報リテラシー向上に向けての講座や
ケーブルテレビ等での番組制作を行う。併せて、
若者が高齢者をフォローできる取り組みについて
も検討する。

⑷自治体の発信情報は、全住民に対して公平に提供
されることが必須である。平時から不公平な環境
･状況を是正する。 

⑸災害時の情報は命に関わる場合があるので、必ず
届く伝達手段を確保する。そのためには、住民
個々への情報伝達の実態調査と「回覧板」などで
住民の声を吸い上げられる広聴機能を構築する。

⑹職員は住民に対して、100％の情報伝達を目指し、
住民が情報内容について理解できるよう、職員が
牽引する。

⑺観光振興や移住者対策などを推進する上で、住民
の理解と協力が必須である。そのために重要なの

図５　レジリエントな地域を構築するためのサイクル

図６　第１回サロン開催の出席者の満足度
　　養父市宿南地区（平成30年９月）
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は「地元愛」であり、その育成に必要なのはまち
の魅力や魅力のある住民である。これらを市内外
に伝えることの重要性を職員と住民が共に学べる
機会を創出する。

７　まとめ
　現在の新型コロナウィルス感染症の流行は災害と
捉えるべきであり、南海トラフ巨大地震災害の前哨
戦と認識する必要があると考えている。自治体が住
民の命と暮らしを守るために、また住民自身が、自
らが考え活動するために、住民・自治体間の情報伝
達・共有の手法とそれぞれが必要と考える情報内容
などのギャップを解消すべきある。そのギャップ
を埋める方策としては、住民･自治体間の双方向コ
ミュニケーションをサロン開催などで経て活発化さ
せ、自治体は住民のICTの利活用を積極的に促すた
めに学びの場を提供し、ICTが不慣れな住民にはデ
ジタルとアナログそれぞれのメディアを組み合わせ
た情報発信を行う必要がある。本研究で示した養父
市の取り組みを一考していただき、住民･自治体職
員間の交流促進のためには、戦略的自治体広報が重
要な役割を担うと理解していただきたい。そして、
この戦略的自治体広報の取り組みの様子（地域の魅
力）を外部に向けて発信していけば、他地域からの
定住者や交流人口を増やすきっかけとなるだろう。
今こそ、阪神淡路大震災の復興に尽力した、兵庫県
の多くの自治体の手腕に大いに期待する。
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の活用が期待されるが、地方部での導入事例はほと
んどない。
　数少ない導入事例の１つに、京都府京丹後市丹後
町で運行している「ささえ合い交通」がある。同事
例では、地元住民が有償でドライバーを担い、IT
を活用した配車システムであるウーバー（Uber）
のアプリを基に、スマートフォンを使って配車し、
自家用車を用いた送迎サービスを提供している。取
組は、丹後町内を拠点に活動するNPOが主体とな
り、公的資金に依存することなくドアツードア、即
時配車、年中無休の運行を可能にしている。
　同様にUberのアプリを用いて、住民がドライ
バーを担い送迎サービスを運営する事例に、北海
道中頓別町の「なかとんべつライドシェア」があ
る。ささえ合い交通と同様に、地元住民が主体とな
り運行しており、公的資金に依存することなくドア
ツードア、即時配車、年中無休の運行を可能にして
いる。農村部において、こうした利便性の高い送迎
サービスを公的資金に頼らず提供する事例は全国的
にも稀有であるといえ、地方交通を取り巻く現状に
鑑みれば、事例調査に基づきIT導入による省力化
の可能性を検証することは意義がある。

（２）目的
　そこで本研究では、農村（山間）部でITを活用
した配車システムを用いて送迎サービスに取組む２
事例（ささえ合い交通、なかとんべつライドシェ
ア）を対象に、導入プロセスや技術上の課題と対応
等について明らかにした上で、導入に適する地域条
件と運営課題について考察する。
　本稿で対象とする２事例の他に、ITを活用した
類似の国内事例として、北海道天塩町での「相乗り

（ライドシェア）交通」や、熊本県荒尾市での「相
乗りタクシー」等があるが、前者は、利用者にとっ
て日常的な移動ニーズに即して利用できるサービス
ではないことから、また後者はタクシー事業者の営
業エリア内での稼働が前提となることから本論では
議論の対象としない注1）。

１　はじめに
（１）研究の背景
　地方部における公共交通や高齢者等を取り巻く移
動環境の厳しさを背景に、ボランティア団体の活動
や地域の助け合いの中で、住民のための移動手段を
確保していく必要があるという認識から、独自の送
迎サービスに取組む事例が各地で出てきている。
　事例の多くは地元住民団体やNPO等が運行主体
となっており（以後、こうしたサービスを住民主体
交通と総称する）、公共交通を補完する役割を担っ
ているものの、送迎サービス単独で採算の合う運用
事例はほとんどなく、また運行管理や受付対応等の
事務作業の集中を理由に、担当者の引退や死亡とと
もに立ち消えとなる事例も多い。
　そのため、配車の手配や運行管理といった業務を
省力化するツールとして情報通信技術（以下、IT）

　本稿では、スマートフォンを使った配車システム
を導入し、住民が自家用車を用いてドライバーを担
いながら、送迎サービスを実施する「ささえ合い交
通」、「なかとんべつライドシェア」の２事例への聞
き取りに基づき、住民主体交通へのIT導入による
省力化の可能性を検証した。結果として、両事例と
も公的資金に依らない利便性の高い送迎サービスの
運営を実現しているものの、アプリやクレジット
カードが使えないという利用者のニーズに対して電
話対応や現金収受といった対応を組み合わせてお
り、運営はITよりもむしろボランタリーな協力に
支えられていることが明らかとなった。導入は、①
即時配車へのニーズが高い場合、②同時に複数台の
配車がかかる場合、③距離料金制を採用したい場合
で望ましいといえるが、IT導入によるさらなる省
力化に向けては、現場課題に対応した省力化のため
のツールを模索する姿勢と合わせて、農村部におけ
る利便性向上に寄与するという視点での技術やサー
ビスの開発姿勢が求められる。

【優秀発表者論文】

兵庫県立人と自然の博物館　衛藤　彬史

配車システムを用いた住民主体交通の導入に適する
地域条件と運営課題
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２　本研究の位置づけ
（１）住民主体交通に関する既往研究
　これまで地域交通については政策的観点からも多
く議論されているが、主に鉄道やバス、タクシーと
いった事業者主体の運送を中心としたものが多く、
住民主体交通に関する考究は2006年の法改正注2）以
降に限られている。
　そうした中で、運営面に関して、福本・加藤

（2012）は、住民による運営・運行について組織化
過程に存在する障壁と、それを解消し組織化を促し
得る方策について、また、若菜・広田（2016）は、
岩手県内にて住民主体で運営する事例を対象に分析
し、実施に向けたステップを示した上で課題に言及
している。あわせて衛藤（2018）は、事例調査に基
づき運営体制の構築過程における要点を明らかにし
た上で、その限界性を指摘している注3）。
　また、地方公共交通分野における先進事例や優良
モデルの他自治体への展開に関して、コミュニティ
バスを事例に導入プロセスと自治体間波及について
考察した研究（横山・片岡、2003）はあるものの、
展開を促すための政策的手法や住民主体交通に関す
る研究はこれまでみられなかったが、衛藤（2020）
は、成果連動型民間委託契約に基づくSIBに注目
し、質の高い交通サービスの水平展開を促すための
政策手法について論じている。

（２）交通分野へのIT導入に関する既往研究
　また、交通分野へのIT導入に関して、紙幅の都
合から詳述は避けるが、既存交通事業へのIT導入
による効率化・省力化に関する研究、Maasや自動
運転技術に関連した研究は近年特に多くみられる
が、住民主体交通への導入を対象とした研究は限ら
れており、事例調査に基づきIT導入による運営面
における省力化の可能性を検証した研究はない。

３　方法
（１）分析視角
　本研究における、より上位の目的は、住民が主体
となった相互扶助の交通サービスを「いかに持続的
に運営するか」である。その目的達成に際して、省
力化・効率化の１つの可能性として、ITを活用し
た配車システムに注目している。その上で、本論で
は大きく下記２つをリサーチクエスチョンとして設
定する。

RQ1． 配車システムを用いた住民主体交通の導入に
適する地域条件は何か

RQ2． 配車システムを用いた住民主体交通の運営課
題は何か

　このリサーチクエスチョンに答えるための分析視
角として、本研究では社会情報学的観点に立ち、住
民主体交通へのIT導入による省力化の検証を事例
調査に基づき実証的に進めていく。

（２）対象
①丹後町「ささえ合い交通」
ア）京都府京丹後市
　京丹後市は、京都府の最北部に位置する人口約
５万人の市である。2004年４月に、峰山町、大宮町、
網野町、丹後町、弥栄町および久美浜町の６町が合
併しており、丹後町は市内でも北端に位置する。夏
の気温が高く、冬の降雪量が多い日本海側気候に属
している。
イ）市内における公共交通と運行の経緯
　京丹後市内では、運行形態や種別の異なる３つの
バス交通として、①民間路線バス、②路線バスが対
応していないエリアを定期便・ダイヤ型の市営バ
ス、③予約運行型の市営バスとしてデマンドバスが
運行している。2007年10月からは市営バスも含めて
市内全域を上限200円で運行している。
　京丹後市丹後町で運行している「ささえ合い交
通」は、日本初のスマートフォンを使って配車し、
自家用車を用いて運行している事例として注目を集
めた。このささえ合い交通とあわせて、デマンドバ
スの運行を担うNPOの代表であるA氏によれば、デ
マンドバス運行を担う中で、デマンドバスの利用に
は事前予約が必須であり、乗車できる曜日や地域が
限られている等、ドアツードアで即時配車の交通を
望む声を受け対応策を考えていた折に、京丹後市お
よびウーバージャパンから連携の要請があったとい
う。ウーバー（Uber）とは、アメリカ合衆国の企
業であるウーバー・テクノロジーズが運営する、自
動車配車システムおよび配車アプリで、個人が空き
時間と自家用車を使って他人を運ぶ仕組みを提供し
ている。この仕組みに基づき丹後町内から京丹後市
内のどこにでも、移動したいときにいつでも移動で
きるサービスを目指すのが「ささえ合い交通」であ
る。
　2016年５月の運行開始から、人口約５千人の丹後
町内において月に60組以上が利用している。利用者
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は丹後町住民の他に外国人観光客などで、利用割合
は８：２程度である。
ウ）仕組みと特徴
　ささえ合い交通は、公共交通空白地有償運送とし
て、地元NPOが主体となり運行している。
　運行区域は、降車は京丹後市全体だが、乗車は丹
後町のみとなっている。午前８時から午後８時まで
年中無休で運行しており、車輌は自家用車を用い、
即時配車に対応している。ドライバーは有償ボラン
ティアとして地元住民の有志18名が担い、運行距離
に応じて賃金を得る仕組みである。利用料は最初の
1.5kmまで480円、以遠は120円/kmを加算していく
方式で、おおむねタクシー料金の半額程度で利用で
きる。
②中頓別町「なかとんべつライドシェア」
ア）北海道中頓別町
　中頓別町は、北海道の道北最北部にある宗谷地方
の東南部に位置する人口約1,600人の町である。内
陸部に位置し、宗谷地方内で唯一海に面さない。冬
の冷え込みは非常に厳しく、全国一の冷え込みを記
録する日も多い寒冷地である。
イ）市内における公共交通と運行の経緯
　中頓別町を含む天北線沿線地域では、1989年に
JRが廃止となって以降、代替輸送手段として路線
バスの運行が開始した。その後、路線の見直し等を
進めた結果、2016年時点で同町を走る路線バスは１
日３往復の運行となっていた。そこで、地域交通を
確保するための取組として、2016年度より「なかと
んべつライドシェア実証実験」を開始している。
　2016年度から2018年度の３年間は、実証実験とし
て運用し、開始当初はドライバーへの運送に対する

謝礼はなく、ガソリン代もドライバー負担、利用者
にとって利用料がかからない仕様であったが、無料
では利用しにくいという声を受け、2017年４月から
はガソリン代とシステム利用料を利用者が負担する
仕様に移行した。実証実験の開始より年平均で400
件程度の利用があり、2019年度ではのべ444回の利
用がある。2019年３月末に「実証実験」の名称を除
き、継続して町の交通体系の一部に位置づけられ
た。
ウ）仕組みと特徴
　なかとんべつライドシェアは、道路運送法におけ
る登録又は許可を要しない運送（共助交通）注4）とし
て運行している。
　丹後町のささえ合い交通と同様に、利用者は町民
に限らず誰でも利用でき、公的資金に依存すること
なくドアツードア、即時配車、年中無休の運行を可
能にしている。ドライバーとのマッチングはUber
アプリを活用しており、受付可能時間帯は原則午前
8時から午後12時までとなっている注5）。運行エリア
は発地・着地のいずれかが中頓別町であればどこで
も利用できる。車輌は自家用車を用い、地元住民の
有志15名がドライバーを担い、運行距離に応じて利
用者が実費を負担する仕組みで運行している。利用
料は基本料として1回156円に加えて距離料金42円/
kmを加算していく方式で、実費相当程度の料金で
利用できる。
　２事例の特徴を改めて整理したものを表１に示
す。両事例は、配車システムにUberアプリを活用
している点で共通するが、ささえ合い交通が交通空
白地注6）における特例としてNPO法人等が有償で運
送の対価を得る運送であるのに対して、なかとんべ

ささえ合い交通 なかとんべつライドシェア
配車システム Uber Uber

実施主体 NPO 中頓別町
ドライバー 地域住民 地域住民

利用料 最初の1.5kmまで480円　以遠は120円/km加算
（タクシーの半額程度）

156円（基本料）+距離料金42円/km
+時間料金５円/分（10km/h未満時）

形態 公共交通空白地有償運送 共助交通（運送法上の運送事業に該当しない）
しくみ ドアツードア、即時配車 ドアツードア、即時配車

公的補助 なし なし
運行区域 乗車は丹後町のみ、降車は京丹後市全体 中頓別町全域
運行時間 8：00～20：00（年中無休） 8：00～24：00（年中無休）

車輌 自家用車 自家用車
利用者 丹後町住民、観光客等来訪者 中頓別町住民、観光客等来訪者

表 1　対象となる配車システムを用いた住民主体交通の概要
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つライドシェアは運送法上の運送に当たらない点で
運用形態が異なる。

（３）調査方法
　調査は、実務を担う担当者への聞き取りにより実
施した。調査項目は、①運用上の課題と工夫、②技
術利用上の課題等についてである。聞き取りの他、
関連する文献資料も補助的に用いた。
　「ささえ合い交通」では、運行を担う「NPO法人 
気張る！ふるさと丹後町」の代表であるA氏への聞
き取り（2017年９月）および京丹後市役所担当課

（2019年１月）への聞き取り、「なかとんべつライド
シェア」では、中頓別町役場担当課への聞き取り

（2020年８月）を実施した。

４　結果
（１）技術的なハードルへのアナログ的対応
　まず、両事例ともスマートフォンや配車アプリを
使えない利用者への対応として、利用を支える仕組
みを構築している点が共通している。
　ささえ合い交通では、配車手配を代行する仕組み
として、サポーター制度がある。サポーターには２
種類あり、端末等の操作が苦手な利用者の代わりに
配車手配を代行する「代理サポーター」と、端末を
操作するスキルはないが、代理サポーターに取り次
ぐ役割を担う「取次サポーター」が存在する。近隣
住民や区長、民生委員、議員等、利用者にとって身
近な人が取次サポーターを担うことで、利用のハー
ドルが下がっており、こうした仕組みは取組を進め
る中で構築されていった。サポーターは合わせて40
名程度おり、地域内の高齢者の大半は、このサポー
ター制度を活用している。
　なかとんべつライドシェアでは、病院やスーパー
といった町内主要７か所に代理配車用のタブレット
を設置するだけでなく、電話受付にも対応してい
る。電話対応は役場職員が担っており、休日・夜間
等役場の時間外における電話対応が、一部の施設・
ドライバーの負担となっている。受付件数はアプリ
と電話で半々程度ということだった。

（２）現金併用制の導入
　次に、利用料決済に関する課題と対応として、現
金併用制の導入が共通している。Uberアプリの使
用上、クレジットカードの利用が前提であり、トラ
ブル防止の観点から車内での現金の受け渡しは禁止
されているが、クレジットカードを持っていない利

用者が多いため、両事例とも途中から現金での決済
に対応している。

（３）協力的なドライバーの確保
　最後に、常に配車可能な状態を維持するための対
応として、ドライバーの協力姿勢が挙げられる。さ
さえ合い交通では、18名の登録ドライバーがおり、
対応時間を午前８時から午後８時までのあいだ年中
無休としているが、固定シフトを組んでいない。し
かしながら、運行開始以来、ほとんど常に利用可能
な状態が保たれているという。
　そのための工夫として、配車可能な状態を維持す
るよう心がけるという姿勢がドライバー間で共有さ
れている。そのため、たとえば、配車可能を示す
マークがアプリの地図上で消えれば、配車がかかっ
たことがわかるため、配車可能と表示していないド
ライバーが「対応可能台数が少ないので対応しよ
う」と意思決定できる。登録ドライバーには可能な
限り状況をチェックしながら、配車がかかれば待機
に回ることを心がけておく姿勢が求められる。
　なかとんべつライドシェアでも同様に、シフト制
はとっておらず、15名のドライバーがいてもオフラ
インになっている時間があるため、役場から電話で
オンラインを促す場合もあるという。
　このように、両事例とも、サービス利便性の高さ
はドライバーのボランタリーな協力に支えられてい
る。

（４）その他
　その他の事業推進上の課題として、なかとんべつ
ライドシェアでは、予約制へのニーズがある。アプ
リの仕様上では予約できないため、利用の確実性、
安心感のためにも予約ニーズは高いという。また、
ささえ合い交通では、電話対応・事務作業の偏りが
ある。前述したサポーター制度はあるものの、実質
的には代表番号への電話がほとんどのため、配車手
配は一か所に集中している。

５　考察
（１）導入が望ましい地域条件
　結果より、住民主体交通への配車システムの導入
に適する地域条件として、以下の３点が挙げられ
る。
①即時配車へのニーズが高い地域
　まず、即時配車へのニーズが一定程度あることが
挙げられる。丹後町では、デマンドバスとあわせて
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時間指定のない即時配車への需要が一定程度あった
が、中頓別町では利用者から予約のニーズが高いこ
とが分かっている。これは、丹後町ではすでに予約
制で対応するデマンドバスの運行があるのに対し
て、中頓別町では即時配車に対応するなかとんべつ
ライドシェアのみであることを反映しており、予約
制は即時配車とともに両地域で一定のニーズがある
ことが窺える。
②同時に複数台の配車がかかる状況
　アプリでの配車管理は、ドライバーと利用者の
マッチングが複数同時に発生する場合に特に有用で
ある。ささえ合い交通では、複数台同時に配車がか
かる場面で、ドライバーと利用者のマッチングは手
作業ではとてもできず、助かったという話があっ
た。
③距離料金制を採用したい地域
　距離ごとの利用料設定を毎回手動で算出するのは
面倒なため、一律料金を検討する例もあるが、距離
料金制を採用したい地域ではアプリによる配車が有
用となる。

（２）運営上の課題とテクノロジー
　続いて、送迎サービスの運営上の課題と、テクノ
ロジーによる省力化への寄与という観点から、課題
について考察する。
①運営を支えるボランタリーな協力
　両事例とも、公的資金に依らない利便性の高い送
迎サービスの運営を実現している一方で、円滑な運
営はテクノロジーよりもむしろ関係者のボランタ
リーな協力に支えられている。距離に基づく利用料
算出という点で事務作業の一部は省力化されている
ものの、オペレーターによる電話対応や代理配車は
依然として残るため、大幅な省力化とはなっていな
い。
②求められる現場課題に対応したテクノロジー
　Uberアプリが備える利用者とドライバーのマッ
チング機能や、クレジットカードの利用登録と相互
評価による信用担保システムは、不特定多数の利用
が同時かつ多量に発生する場合に適しており、１日
の利用者数が限定的であり、かつ顔の見える人間関
係の比較的濃密なエリア内での利用にはオーバース
ペックであるといえる。
　こうした不特定多数の利用を前提とした仕様は、
都市的（人口密集エリア）課題や、都市的生活にお
ける利便性向上に寄与する技術であり、住民主体
交通へのIT導入による省力化に向けては、農村的

（分散居住エリア）課題や、農村的生活における利
便性向上に寄与するという視点でのIT製品やサー
ビスの開発が求められる。

６　おわりに
　本稿では、スマートフォンを使った配車システム
を導入し、自家用車で送迎サービスを実施する２事
例への聞き取りに基づき、住民主体交通へのIT導
入による省力化の可能性についてみてきた。
　結果より、両事例とも、公的資金に依らない利
便性の高い送迎サービスの運営を実現しているが、
IT導入により一部作業は省力化されているものの、
運営はむしろアナログ的かつボランタリーな協力に
支えられていることが明らかになった。
　今ある情報端末やITサービスは、都市的課題の
解決や利便性向上に向けて開発された技術が主であ
り、農村部における住民主体交通の持続的な運営に
向けては、現場課題に対応した省力化のためのツー
ルを模索する姿勢と合わせて、農村（分散居住エリ
ア）的生活における利便性向上に寄与するという視
点での技術やサービスの開発姿勢が求められる。こ
うしたテーマについては今後の課題としたい。

謝　辞
調査の実施にあたり、NPO法人 気張る！ふるさと
丹後町および京丹後市役所、中頓別町役場には多大
な協力を得た。記して御礼申し上げる。

＜注釈＞
注１）類似事例との比較については、衛藤（2019）

に詳しい。
注２）2006年の道路運送法の改正を機に、住民が有

償でドライバーを担うことが条件を満たす一
部地域で可能となった。

注３）運営面における要点と限界性に関しては、衛
藤（2018）に詳しい。

注４）2018年３月の道路運送法における許可又は登
録を要しない運送に関する通達改正により、
互助による送迎のルールが明確化され、営利
を目的としない送迎サービスであれば、道路
運送法上の登録や許可の届出なしで、ガソリ
ン代等の他に一定の金額を収受することが可
能（無償の範囲）となった。すなわち、従来
から無償で送迎する行為（ボランティア輸
送）は道路運送法上の運送行為に該当しない
ため法律上問題ないが、この枠組みで、実費
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相当を利用者から収受することは “無償” の
範囲であるため適法という解釈変更に基づく
整理がされた。

注５）電話での配車の受付は平日（月～金）の９：
00～17：00となっている。

注６）行政、交通事業者、住民代表等で構成される
法定協議会において「バスやタクシー事業者
から十分な輸送サービスが提供されず、地域
の交通や移動制約者の輸送が確保されていな
い」と認められたときに、交通空白地と指定
される。
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指針を前提に各地域が美しい自然景観等の地域資源
を最大限活用しながら、都市や農山漁村の相互補完
能力を高め自立・分散型の社会の形成や地域の持続
可能な発展を目指す考え方である9）（図１）。重藤ら

（2018）1）は、従来型の人口減少の食い止め、移住者
増加、経済活性化、地域の再エネや資源の最大限活
用などの議論は個別分野ごとでされる傾向にあると
批判し、地域循環共生圏のような環境・経済・人口
が一体的に示されたビジョンこそが地域にとって重
要だと述べている。もっとも、地域循環共生圏の推
進に向けた「主体」が存在していない自治体が多い
ことも同時に指摘しており、今後「主体」の形成を
実現することが課題だと指摘している。

1−2．既往研究のレビュー
　協力隊員の起業に関わる研究は既にみられ、例え
ば、筒井ら（2015）2）は協力隊員の地域のなりわい
への関わり方を明らかにし、移住に至るまでのプロ
セスを起業・継業した協力隊員の事例を示してい
る。また、桑原ら（2016）3）をみると、各自治体の
協力隊員への支援内容の分析は既に行われていると
理解できる。しかし、図司（2013）4）に基づく限り、
農山村での協力隊員の起業に関する調査研究は不十
分と指摘している。
　一方で、地域循環共生圏の既往研究の多くは、自
然環境面から農山村の取り組みに着目しており、協

第１章　はじめに
1−1．研究の背景
　近年、他自然地域では高齢化や人口減少による担
い手不足が深刻化し、人材の確保が重要な課題と
なっている。一方大都市圏では、若者を中心に自然
環境への関心が高まり、地方へ移住・定住意向に加
えて地方での起業の流れも強まっている。例えば、
2018年に全国の地域おこし協力隊員（以下、協力隊
員）2,085名への調査8）によると、任期終了後に定
住意向を示した協力隊員のうち、およそ半数が過去
５年連続で「起業（継業）したい」と回答してお
り、多自然地域での起業（2）ニーズは高いといえる。
もっとも、多自然地域での起業が一過性のブームに
終わらず、当該地域の持続可能な発展につなげるた
めには、中長期的展望を持ちいかに地域全体で起業
を包括的に支援するとともに、都市部と相互補完関
係を構築するかが重要といえる。
　こうした中で、本研究では環境省が2018年４月に
閣議決定した第５次環境基本計画の中で提唱した

「地域循環共生圏」に注目したい。これは、地域資
源の活用における考え方として、「持続可能な開発
目標（SDGs）」や「パリ協定」といった世界規模の

　近年、地方における人口減少による人手不足、都
市部における田園回帰の流れといった双方の状況を
鑑みて、2009年に施行された地域おこし協力隊制度
を導入する自治体が増えている。任期後の隊員意向
として起業のニーズは高いが、地域おこし協力隊に
関する既往研究である筒井ら(2015)、桑原ら(2016)
では起業に関する具体的なプロセスや派生した問題
点、自治体以外の支援制度等、起業に特化した記述
はない。そこで本研究では、全国に先駆けた取り組
みによって、移住者の創出に成功した岡山県西粟倉
村を例に挙げ、地域循環という観点から事例評価
し、西粟倉村の今後の持続可能な発展に向けた展望
について論じることを目的とする。

【優秀発表者論文】

兵庫県立大学環境人間学部都市計画研究室４年　永瀬　紗織

地域循環共生圏から見た起業支援に関する考察
～岡山県西粟倉村を事例として～

図 1　地域循環共生圏の概念図
（出典：環境省HP）
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力隊員などが行う起業と結びつけた研究は見られな
い。その中でも岡野（2020）5）は地方創生の観点か
ら、地域循環共生圏構想の意義を考察しており、地
域経済や社会活動を考える上で、なりわいや地場産
業を持続可能性の観点から捉え直すことの重要性を
示唆している。
　つまり、過疎地域に代表される地方部での貴重な
起業の担い手ともいえる協力隊員への自治体以外の
起業支援に関する具体的な調査研究はなく、地域循
環共生圏の考えに基づいて協力隊員の起業を考察し
た研究も同様に見当たらない。

1−3．研究の目的
　そこで、本研究では全国に先駆けて、民間企業が

「ローカルベンチャースクール」等の起業支援制度
を設立し、協力隊員や起業希望者の支援と、移住者
の創出に成功した岡山県西粟倉村を事例に調査・分
析を行う。その上で、協力隊員制度を活用した自治
体以外の起業支援体制を調査し、地域循環という観
点から事例評価し、西粟倉村を事例として今後の持
続可能な発展に向けた展望について論じることを目
的とする。

1−4．研究対象地としての西粟倉村の選定理由
　１点目として、西粟倉村の協力隊員数の多さであ
る。平成30年度の総務省の調査によると、全国で活
躍する協力隊員は5,359名、参加自治体は1,061自治
体にのぼる8）。これは各自治体に平均で５名の協力
隊員が配属されている計算になるが、西粟倉村は25
人と平均の５倍多い。この値は1,061自治体中８位
であり、全国的にも多いと言える10）。さらに岡山県
内で比較すると、協力隊員の活動状況11）（令和２年
６月１日現在）では西粟倉村は県内で最小人口の自
治体であるにも関わらず、配属された延協力隊員
数、現在活動中の協力隊員数ともに県内で最も多
い。つまり、西粟倉村は全国的にも岡山県内でも協
力隊員数が多く、協力隊員制度を積極的に活用して
いることがわかる。同時に配属協力隊員が多いこと
は、移住希望の若者が多いことの反映とも理解で
き、人口約1,500人の小規模自治体である西粟倉村
が選ばれる真相を課題とともに調査することは意義
があると言える。
　２点目として、岡山県西粟倉村の起業率が高いこ
とである。西粟倉村の起業率の高さを裏付けるた
め、人口、面積等の項目にて値が類似する熊本県産
山村と青森県風間浦村をRESAS12）の創業比率（4）に

より比較を行った（表１）。２村と比較すると、転
出入などの人口動態は近似していたが、創業比率で
は2014年から西粟倉村が急増している。これは全国
平均にも反する傾向であり、人口規模からみても西
粟倉村の起業率は高いと言える（図２）。

　３点目の理由として、SDGs未来都市への選定で
ある。これは、SDGsの理念に沿って社会・経済・
環境の三側面における新しい価値創出を通して持続
可能な開発を実現する可能性を秘めている都市を
指す13）。西粟倉村は2008年から取り組む「百年の森
林構想」（4）に基づき2019年にSDGs未来都市に指定
された。森林面積が多い西粟倉村では、豊かな森
林を絶やさず100年後も持続させるビジョンを掲げ
森林保全に力を入れている。さらに人づくりに目を
向け、村内での起業家誘致と育成にも力を入れてい
る。これらはSDGs未来都市に選定された自治体の
中でも先進的な取り組みであり、こういった観点で
も西粟倉村は注目すべき事例と言える。

第２章　岡山県西粟倉村の特徴とエーゼロ
2−1．地理的特徴
　西粟倉村は岡山県の最東北端に位置し、鳥取県智
頭町と兵庫県宍粟市の県境の村である。総面積の約
95％は森林で、そのうち人工林は約85％を占める。

岡山県
西粟倉村

熊本県
産山村

青森県
風間浦村

人口（人） 1,452 1,512 1,855
面積（㎢） 57.97 60.72 69.60

人口密（人 / ㎢） 25.05 24.90 26.65
世帯数 611 650 921

 （出典：住民基本台帳2020年をもとに作成）

図２　創業比率
（出典：RESASをもとに作成）

表１　西粟倉村と類似自治体との比較
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この豊かな森林は村の貴重な資源であり、最北端に
広がる「若杉天然林」は、中国山地を代表する森林
として特別保護地区に指定されている（4）。他方、市
街地は西粟倉ICの南側に集積しており、西粟倉村
役場一帯に主な公共施設が立地している（図３）。

2−2．エーゼロ株式会社の取り組みと先進性
　西粟倉村では役場からの委託支援事業として、

「エーゼロ株式会社」が起業支援の事業を行ってい
る。複数ある支援の中で特筆すべきは「ローカルベ
ンチャースクール」、「ローカルライフラボ」という
村独自の取り組みである。これはエーゼロが中間支
援組織として、行政と協力隊員を仲介し、起業のノ
ウハウを学べる一体型プログラムであり、これに
よって協力隊員の育成の仕組みが構築されている。
任期前から始まるプログラムへの参加が協力隊員と
しての配属の前提条件となっているため、任期後の
地域と協力隊員との間で起こるミスマッチの防止に
つながっている。またプログラム期間を通して、長
時間をかけて自身の起業内容を練ることができるた
め、事業としての失敗リスクも小さくなる。なお、
エーゼロの本部は西粟倉村内の旧小学校校舎を活用
したものであり、ここに新規事業所も複数入居して
いる（図４）。
　このように西粟倉村は、小規模自治体であるにも
関わらず、民間企業と共同で起業者誘致政策を積極
的に行い、さらに協力隊員制度を戦略的に導入して
いる点において他の自治体には見られない。加え

て、「ローカルベンチャー」という言葉を提唱した
牧氏はエーゼロの創設者であり、地域資源を活用し
て地方でビジネスを行う流れそのものが西粟倉村を
中心に広まって行ったと言える。

第３章　岡山県西粟倉村の起業の実態把握
3−1．調査概要
　文献調査では明らかになっていない村の内部の実
情や関係性を知るため、オンライン形式のヒアリン
グ調査で起業情報と起業のプロセスの把握を行っ
た。このヒアリング調査は2020年４月～９月にかけ
て、４名の方に計５回行った。対象者は紹介制で芋
づる式に抽出した（表２）。加えて、村の実態を把
握するための現地調査を2020年９月27日に行った。

図３　西粟倉村の中心地と主な公共施設
（出典：国土数値情報のデータをもとに作成）

図４　西粟倉村の新規事業所と施設の位置関係
　　　　　（2016～2020年の起業に限る）
　（出典：エーゼロ株式会社、

国土数値情報のデータをもとに作成）

日付 氏名 役職 仕事（起業）内容

４月24日 A氏
地域起こし協力
隊サポートデス
ク相談員

協力隊や、行政
からの相談に乗
る

７月１日 B氏 西粟倉村現役隊
員①

村内モビリティ
の運用

８月28日 C氏 エーゼロ職員 協力隊員のサポ
ート

９月３日 D氏 西粟倉村現役隊
員②

鞄屋を営む鞄職
人

表２　ヒアリング調査概要
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3−2．調査結果
　ヒアリング調査では、村で起業に関わる人々の関
係性と起業支援の流れが明らかになった。約20年前
から村へ人を誘致する流れがあった西粟倉村では、
ヨソモノを受け入れる体制が根付いており、住民側
も協力隊員に対する抵抗感が少ないと考えられる。
また、小規模自治体ならではの密接なコミュニケー
ションが協力隊員と地域、サポート側とのミスマッ
チを防いでおり、さらには地域にマッチした事業内
容につながっている。さらに、エーゼロが主体的に
活動を進めている背景には、積極的に民間事業と連
携して事業の下支えをしている行政の役割が大きい
と考えられる。関わる人員が少なく、風通しがいい
という要因は大きいかもしれないが、行政職員が前
向きに事業に関わる姿勢が西粟倉村の発展に貢献し
ていると思われる。
　現地調査では施設や村の雰囲気を含めて “普通の
村” といった印象が強く、エーゼロや村全体として
ブランディングとPRが成功していると考えられる。
一方で人通りの少なさや施設の老朽化、交通機関の
弱体化は目立ち、観光地としての機能はあまり果た
せていないように感じた。ヒアリング調査のよう
に、交流・滞在の機会の少なさは顕著であり、外部
からきた人が村で1日過ごし、村民と交流できる場
所や機会を設けることが課題だと感じた。
　いずれにしても西粟倉村では、住民・協力隊員・
行政の三本柱の中間で、エーゼロがハブとしての役
割を担うことで一体型の起業支援の構図ができてい
ることがわかった（図５）。

第４章　考察
4−1．西粟倉村と地域循環共生圏
　西粟倉村で行われている起業を見ると、その多く

は地域資源をうまく活用しているものである。例と
して、ヒアリング調査を行ったD氏は、猟友会の方
が狩猟した鹿革を無償で提供してもらい、それを使
用して製品の制作・販売を行っている。しかし革だ
けにとどまらず、鹿肉はジビエとして食肉加工さ
れ、特産品として流通されている。別の例では、森
林保全のために間伐された木材を加工して家具や割
り箸などの製造が行われており、加工の際に出た木
くずを、バイオマス燃料としてボイラーで利用し、
うなぎ養殖の水温維持に使用されている。
　このように、地域資源を余すことなく最大限に活
用して商品化された加工品は、村外の顧客によって
購入され、ここで資金循環が起きている。また商品
購入がきっかけで村のファンになることも考えら
れ、関係人口の増加や村への移住のきっかけにな
ることも予想される。さらには、一連の背景には、

「百年の森林構想」に準ずる生態系の維持や森林保
全の考えがあり、村の中での自然循環がなされてい
る（図６）。

　一方で、今回の調査では西粟倉村の循環型の社会
が構築された背景には「地域循環共生圏の創出」と
いう目標が掲げられていたことは確認できていな
い。村では「百年の森林構想」というビジョンを掲
げているが、これはあくまで森林保全を主の目的と
したものである。つまり図６で示すような地域資源
の流れは、百年の森林構想や、起業家誘致などの取
り組みが相互に作用した結果、自然にできていった
ものと考えられる。地域循環共生圏という概念は、
それの構築を目指して作っていくのではなく、様々
な要素が複合的に絡み合って、自治体で年月をかけ
て自然と作り上げられていくもののではないだろう
か。

図５　西粟倉村の起業者育成メカニズム
（ヒアリング調査等に基づいて筆者作成）

図６　西粟倉村における循環型社会の例
（文献調査・ヒアリング調査をもとに作成）
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　そして西粟倉村が移住起業者の増加に成功した要
因として、起業者が単に協力隊として村に来るので
はなく、エーゼロの起業プログラムに参加すること
で、少しずつ村と関わっていく流れを作り出したこ
とが挙げられる。起業までの段階をプログラム化
し、村一体で包括的に支援することで、より密接な
コミュニケーションの創出と、地域資源を活用した
起業内容につながっているのではないだろうか。

4−2．西粟倉村の持続可能な発展に向けて
　これまでの調査で、西粟倉村は「起業者」では
なく、「起業できる素質を持った人材」を誘致し、
エーゼロと行政、その他の要素を含む村内全体で育
成していることがわかった。そして「村への魅力」
よりも、「村で行われるビジネスプログラムへの魅
力」を強く感じて移住を決める人が多い傾向にあ
る。
　これを平井（2020）6）の関係人口の「関りの階段」
から見ると、西粟倉村での起業者は、ローカルベン
チャースクールなどのプログラム参加によって、関
わりの階段を大きく飛ばしていきなり移住に至って
いることがわかる。まずは移住してみて、その後村
のことを知るという階段の降下によって地域との関
わりを深めているため地域との関与は強いが、関心
も同様に高いとは一概には言えない。つまりプログ
ラム終了後、地域からでて行ってしまうことも大い
に考えられるのである。移住起業者は一定数増加傾
向にある中で、今後は起業者がプログラム終了後も
地域で持続的に起業をしていくための発想の転換が
求められていくだろう。
　その一つとして、これまで移住が先立っていた外
部人材の誘致について、これからは階段を上昇し、
地域への関心の深い関係人口の創出に力を入れてい
くことが求められると考える。新型コロナウイルス感
染拡大により人口密集する都市部から地方へ関心の
高まりが見られ、新たな価値観や時代の変化への対
応が求められていくだろう。平井・曽我（2020）7）で
もポストコロナの社会に向けた関係人口の掘り起こ
しは急務だと述べている。オンラインで都市農村間
の距離がある意味近くなったことを前向きとらえ、
これまでとは異なる切り口での関係人口を創出する
ことが西粟倉村のさらなる発展につながるだろう。

4−3．今後の研究課題
　本研究では新型コロナウイルスの影響でヒアリン
グ調査の規模を縮小せざるを得なかったため、事例

の偏りが考えられる。さらに他自治体との比較によ
る西粟倉村での位置づけの提示まで至らなかった。
　ヒアリング調査の拡充によって、本研究で提示し
た西粟倉村の枠組みの妥当性の検討と、マクロ調査
による全国における西粟倉村の位置づけの提言が今
後の研究課題である。

＜注＞
（１） 本研究を進めるにあたって岡山県西粟倉村の

関係者の方々をはじめヒアリング調査にご協
力して頂いた方々にこの場を借りてお礼を申
し上げます。また、本研究は兵庫県立大学環
境人間学部の太田尚孝准教授のご指導に加え、
兵庫自治学会の分科会コーディネーターの方
からのアドバイスをもとに、適切に進めるこ
とができました。どうもありがとうございま
した。

（２） 牧（2018）ではローカルベンチャーを「自分
の視点を持ち、地域に埋もれている地域資源
や、地域の特性をうまく活用して新規生のビ
ジネスを成り立たせること」としており、本
研究で取り扱う「起業」の概念に一致してい
ることから、これを引用し、本研究において

「起業」≒「ローカルベンチャー」という定義
のもと進める。

（３） 総務省「事業所・企業統計調査」、「経済セン
サス－基礎調査」、総務省・経済産業省「経済
センサス」に基づく。「平成21年経済センサス
－基礎調査」及び「平成24年経済センサス－
活動調査」では、新設事業所の定義が異なる
ため、「2006-2009年」及び「2009-2012年」の
創業比率は、前後の数字と単純に比較できな
い。

（４） 西粟倉村 百年の森林構想 まち・ひと・しご
と創生総合戦略より
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