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（投稿いただいた論文です。

）

【兵庫自治学会賞論文】

移動式屋台店舗による地域おこしの試み
― ふれあい屋台おくがなやでの実践をもとに ―
加藤

貴之（奥銀谷地域自治協議会）

２．奥銀谷地域自治協議会のこれまでの事業

【研究概要】
我々は朝来市奥銀谷地域の振興策の一つとして

市では2005年の合併発足以降、小学校区を基本

「ふれあい屋台おくがなや」を行った。これは地域

単位とした「地域自治協議会」によるまちづくり

の高齢者を対象に、買物支援と居場所づくりを目

を行っている。我々、奥銀谷地域自治協議会もその

的とした移動式屋台店舗である。地域内の２か所

一つである。地域課題である「買物支援」と「居場

を借りて毎週決まった時間にテントを立て、食卓

所づくり」について、我々の既存の事業を紹介する。

の一品となるようなお惣菜を調理販売し、近隣の
住民に来店頂いた。我々はこの店舗を２年間、計

⑴

三河屋さん

124回行った。その試行錯誤の中で、買物支援と居
場所づくりについて一定の成果を得ることができ
た。本稿ではこの事業について報告する。

図２

三河屋さんの買物支援

買物困難者を対象とした買い物代行サービスで
図１

鉱山町・奥銀谷

１．はじめに
兵庫県中央の山間部に位置する朝来市奥銀谷（お
くがなや）地域は人口919人（2016年）。８つの自
治会区から形成される。生野銀山によって戦国時
代から繁栄を極めた鉱山町であるが、1973年の閉
山以降、人口減少と過疎化が急速に進んでいる。
とりわけ店舗の撤退は深刻である。戦前には中
心地区の1.2kmの通りに39の店舗が軒を連ねていた
が、現在３店舗にまで減少した。その中で高齢化
率は44%（2016年）となり、車を持たない一人暮ら
しの高齢者を中心に、買物支援が必要となってい
る。
さらに、地域のシンボルであった奥銀谷小学校
が2009年に閉校し、地域の新たな居場所づくりも
課題となった。

ある。毎週月曜日、担当スタッフが顧客に電話で
注文を聞く。商品を地元のお店で購入し、翌日に
配達する。毎週電話で顧客と会話をすることで、
安否確認の機能も兼ねている。
車を運転しない高齢者を中心に、同事業は大き
な助けになっている。また一人暮らしの方にとっ
ては、配達時のスタッフとの会話が楽しみとなっ
ている。
とはいえ、三河屋さんの定期利用者は数名にと
どまっている。利用しない方への調査では、「買い
物は実際に見て買いたい」との声が上がった。お
店に足を運ぶということは消費者にとって一つの
日常の楽しみであり、その要素が買物支援には必
要だと我々は分析した 1）。
1） 磯野（2015）は中山間集落住民の買い物行動を分析し
た結果から、買物支援には必要なものを適切な価格で
手に入れるという要素だけでなく、それが適度な運動
や、社交の場、気晴らしの手段になるという「快楽的
側面」を設定することが重要であると指摘している。
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⑵

ふれあい喫茶だんらん

⑴

お惣菜による買物支援

自治協議会の拠点施設に設けられたコミュニ

世の中には無数の種類のお店がある。我々がま

ティ・カフェである。週２回営業し、飲み物と軽

ず注目したのは「食」である。食は生活の根幹に

食を提供販売している。喫茶だんらんは一定の常

かかわる部分であり、需要も高いと考えられる。

連客を獲得し、社交の場になっている。その一方

飲食店の中でも、「お惣菜屋」をしようと我々は

で利用者は限られている。利用しない方への調査

企画した。三河屋さんでの売上を見ると、菓子パ

では、
「家から歩くには遠すぎるが、車やバスを

ンや栄養ドリンクといった加工品が良く売れてい

使っていくほどでもない」「ツレ（同行者）がいな

た。お惣菜は生活に役立つ商品であり、お惣菜屋

いとつまらないがツレを誘うほどの理由がない」

は買物支援の一つの形になると我々は考えた。

という声が上がった。気軽さの要素が居場所づく
りには必要であると我々は分析した。

⑵

屋台による居場所づくり
我々は「居場所づくり」と「３年間での起業」

という観点から、「屋台」形式のお惣菜屋を構想し
た。ここでいう屋台とは、縁日でたこ焼きを買っ
たり、夜の繁華街でラーメンを食べたりする露店
である。屋台の特徴として以下の３つが挙げられ
る。
・移動性……屋台は任意の場所で営業できる。屋
台設備を営業場所へ運搬し、そ の場で組み立て
て営業する。終わったら再び設備は解体する。
図３

ふれあい喫茶だんらんに集う人々

・対面性……屋台ではカウンター越しに店主と客
が対面する。店主は客の目の前で調理し、でき

⑶

たてを提供する。

地域おこし協力隊の導入
我々は地域課題の解決を進めるため、総務省の

・簡易性……屋台は通常の飲食店と比べ土地代や
設備投資の費用が低い。また、提供する料理は

2）

制度である「地域おこし協力隊」 の導入を行った。
公募の結果、筆者が2014年４月に東京都板橋区か

通常一種類であり、技能習得の時間が少ない。

ら移住し、当自治協議会の職員として着任した。

商品価格も安く、購入の心理的障壁が低い。

我々は協力隊の使命を、既存事業の課題を解決
する新たな「お店作り」とした。目標は３年間の

⑶

お惣菜屋台での地域活性化

任期中にお店を具現化することおよび、任期後に

以上の分析から我々はお惣菜屋台で地域活性化

当地域内で自立できる収益性を確立することであ

が可能であるという仮説を立てた。屋台の移動性

る。

の特徴から、地域のあちこちに出向いていくこ
とで「気軽に足を運べる」お店となる。また、対

３．ふれあい屋台の構想
我々の立ち上げるお店の目的は地域課題である
「買物支援」と「居場所づくり」である。我々は前

面性の特徴から、屋台には交流が生まれる一つの
「場」が生まれ、そこに人が集まる。そこでお惣
菜という生活に役立つ商品を購入できる。さらに、

節の既存事業の分析を踏まえ、新しいお店を「地

表 1 ふれあい屋台の特徴

域住民が気軽に足を運べて、生活に役立つ商品を
購入でき、かつそこで楽しい交流が生まれるよう
な店」と定義した。その具体的な形として我々は
「お惣菜を売る屋台」を企画し、「ふれあい屋台」
と名付けた。
2） 都市部から過疎地域へ移住し地域活性化の活動に従事
する者に最大３年間生活費および活動費の支援を行い、
隊員の任期終了後の現地での自立定住を目指す制度。
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兵庫自治学

Vol. 24 2018

縁日の屋台

ふれあい屋台

いつ

不定期

どこで

可変

不変

誰が

外部の人

地域内の人

誰に

一見さん

常連客

何を

軽食

お惣菜

どのように

非日常の楽しみを 「日常の中の非日常」を
提供
提供

定期的

次節以降で具体的な仕組みを示す。

屋台の簡易性の特徴から、３年間の任期中に起業
が可能である。
この屋台は従来の屋台とは全く異なる特徴を持
つ。我々はこの仕組みを「ふれあい屋台」と名付

④保健所の許可取得
「食品衛生責任者」および「飲食店営業許可」
⑤仕込み場所と運搬手段の確保
⑥営業場所の決定

けた。その特徴を表１にまとめる。

事業の公共性が強いのであれば、公民館の駐車
場等の公有地を借用できる可能性がある。難しけ

４．ふれあい屋台の仕組み
我々は、我々と同じ地域課題をもつ様々な地域
でふれあい屋台が行われることを前提に、その一

れば、自分の土地か個人の土地を借りることになる。
⑦オープン日、営業日時の決定
⑧近隣の住民への告知
方法として実施場所にポスターを貼る、近隣ポ

般的な仕組みを設計した。その仕組みを説明する。

ストへチラシを入れる、新聞へ折込チラシを入れ
⑴

概要
ふれあい屋台はお惣菜を売る屋台である。毎週

決まった時間に、決まった場所で開店する。開店

るといった方法がある。公共性が強いのであれば、
回覧板や広報誌といった公共媒体も使えるであろ
う。

すると、近隣の住民が、夕飯の一品を求めに来店
する。家の近くまで来てくれるので便利である。

⑶

営業方法

地元の新鮮な食材を使った手作り・できたてのお

ふれあい屋台の日常の業務は以下の通りである。

惣菜を一品販売している。店主は客の目の前で調

素材にこだわるのがふれあい屋台の特徴といえる。

理販売する。客と声の掛け合いと、調理の演出で

①素材決め

客を楽しませる。待っている時間、屋台に集まっ

屋台ではメニューに変化を持たせられないが、

た客同士で会話が弾むこともある。客はパック詰

同じメニューでも四季折々の旬の食材を使うこと

めした商品を購入し、家へ持ち帰る人もいれば、

で変化をつけることができる。

その場で食べる人もいる。客にとって、ふれあい

また、ふれあい屋台の目的は地域活性化である

屋台に行く時間は毎週のちょっとした楽しみにな

から、素材をできる限り地元で調達することで地

る。食べる人にとって、屋台のある日は食卓が少

域の一次産業の活性化にも貢献できる。

しにぎやかになって楽しい食事の時間となる。

②分量の見積もり
想定販売数に見合った食材の分量を計算する。

⑵

開業方法
ふれあい屋台の開店までの具体的な項目は以下

のとおりである。ふれあい屋台はいわゆるコミュ

材料費を見積もり、販売価格を設定する。
③仕入れ
鮮度が活きる食材であれば、できる限り仕込み

ニティ・ビジネスとして営利と非営利の中間的な

の直前に収穫をお願いする。

性格を持つため、地域や行政と連携しながら立ち

④仕込み

上げていくことになる。
①運営主体と実施スタッフ（店長）の決定
運営主体として、個人、地域団体、まちづくり
組織（NPO法人）、営利企業等の形態が考えられる。
店長については、料理技能よりむしろ、客と笑
顔で接し場を楽しませる資質が求められる。
②メニュー決め
屋台は物理面でも衛生面での制約から、提供商
品に制約がある。一般的に生ものは不可。種類も

野菜切りなどは、場合によっては近隣の方にお
願いして複数人で協力して行う。仕込んだ材料は
適切な温度で保管する。
⑤材料と備品の運搬
⑥屋台の設営
⑦調理・販売
調理をしながらも、客との会話を楽しむ。
⑧屋台の撤去
⑨調理器具の洗浄、経理清算

単一商品に限られる。また、主対象である高齢者
の舌に合う味付けが求められる。
③備品類の調達

５．ふれあい屋台おくがなや
我々は前章で設計したふれあい屋台の仕組みを、

備品：テント、調理台、調理器具等

奥銀谷地域で２年間に渡り実践した。本章ではそ

消耗品：使い捨て容器、消毒スプレー等

の内容を報告する。
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⑴

実践方式

さった。その後、隣の新町区から、同区での実施

我々の実践方式は以下表２のとおりである。２

を望む声が上がった。その声を受けて開店から１

年間で多くの試行錯誤があるため、最終的な形態

年後の2016年５月に新町店を開業した。場所は住

を以下に示す。

民の方が空いているガレージを提供くださった。

表２

ふれあい屋台おくがなや

店名

ふれあい屋台おくがなや

営業期間

2015年５月から2017年３月まで

準備期間

2014年４月から2015年５月

営業日

毎週火曜日

①奥銀谷店（奥銀谷区・奥銀谷コミュニ
ティセンター駐車場）11：00 ～ 12：00
営業場所・時間
②新町店（新町区・個人ガレージ内）
16：00 ～ 17：00
運営主体

奥銀谷地域自治協議会

店長

筆者

協力者

店長の妻、自治協議会事務局スタッフ、
地域の方

提供商品

地元の季節の野菜を使った揚げ物

価格

100円～ 150円/1個

仕入先

野菜…地域の農家約３軒が中心
その他…近隣の商店で購入

許可

食品衛生責任者…2014年11月、姫路市保
健所にて店長が受講
飲食店営業許可…2015年５月、兵庫県但
馬県民局朝来保健所にて取得

図５

協力体制

新町店

奥銀谷店は奥銀谷区の主婦の方に、新

町店は新町の主婦の方にそれぞれ仕込みやパック
詰め、会計等の協力をいただいた。その他、自治
協議会スタッフや地域の有志の方にもご協力いた
だいた。
営業日・営業時間

開業当初は火曜日16時が奥銀谷

店の開店時間であった。新町店オープンの際、同

備品類

地域おこし協力隊活動費で購入

店は水曜日16時の開店とした。その後、筆者都合

仕込み場所

店長自宅

により水曜日の営業ができなくなった。そのため

のぼりばたの設置（営業日）
区内放送で告知（営業日）
地域の回覧板での告知（月１回）

火曜日２回の実施とした。当初は15時から奥銀谷、

告知方法

運営主体

原則、自治協議会の事業として行うこ

16時30分から新町とした。しかし奥銀谷の客から
15時は夕飯のおかずを買うには早すぎるとの意見
があり、売上げが落ちたため、奥銀谷店を昼前に

ととした。従って筆者は地域おこし協力隊として

移動した。

の業務時間中に事業を行った。ただし、土曜日曜

メニュー

開業当初は焼きそばや野菜炒め等の鉄

等の業務時間外に地域のイベント等に出店する場

板料理を提供していた。しかしその夏、地域の夏

合は、個人の営利活動として実施をした。

祭りで「串揚げをしてほしい」という要望があり、

営業場所

研究して地元の野菜を使った串揚げを提供した。

筆者の住む奥銀谷区の公民館駐車場で

許可を取って行った。当初はまだ不慣れな点も多

それが好評であったため、揚げ物の営業許可を別

かったが、ご近所の方々が温かく見守ってくだ

に取得した。揚げ物は「面倒なので自宅では しな

図４
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図６

揚げ物メニューの例：夏野菜の天ぷら

いのでうれしい」という声が多くあり、揚げ物を

表３

ふれあい屋台おくがなや２年間の営業結果

合計

中心にするようになった。
告知方法

奥銀谷区は筆者の地元でもあり、みな

顔なじみであることから区内放送を利用させてい

上

割合

124回

実施回数
売

平均

783,150円

6,316円/回

た だ き、 毎 週 営 業15分 前 に 告 知 を 行 っ た。 図 ７

原 価（ 率 ）

393,632円

3,175円/回

50.3%

は告知の内容例である。一方の新町区は比較的大

粗 利（ 率 ）

389,518円

3,141円/回

49.7%

きな集落であり、区内全体の放送は適当でないと
判断し、店の前に告知看板を設けることにした

買上点数
来店客数

（図８）
。
また、各店とも営業日にはのぼりばたを立てて
実施を知らせた（図９）。

3）

5,796点
1,517人

46.7点/回
2.4点/人
19.7人/回

商品単価

135円/点

客 単 価

346円/人

ふれあい屋台からのお知らせです。本日、○月○日11時
からコミセン前にてふれあい屋台を行います。本日のメ
ニューは○○です。ご来店お待ちしております。

図７

奥銀谷店の告知内容

図10

ふれあい屋台おくがなや顧客属性（n=365）

（ア）食卓に一品が増えるのでありがたい
（イ）すぐ食べられるものなので嬉しい
（ウ）お年寄りには食事を作るということ自体が手
間なのでありがたい
（エ）油物は週に１回くらいは食べたいと思うが、
面倒なのでなかなかしなかった
（オ）普段食べるものとはちょっと違うものがある
のがうれしい
（カ）近くでしてくれるのがうれしい
（キ）外にでるきっかけになる
図８

新町店の看板

図９

のぼりばた

（ク）若い人の発想がうれしい
（ケ）屋台は目の前で揚げてくれるので楽しい

経理処理

各回の営業利益（売上から材料費を引

（コ）揚げ物以外もしてほしい

いた金額）を自治協議会の会計に入れ、協力隊の

（サ）購入後食べるまでに間があると冷めてしまう

活動費に充てるという運用を行った。

（シ）週に２，３回あってもよいと思う
（ス）日持ちするものも販売してほしい

⑵

結果

（セ）メニューが事前にわかるとうれしい

我々はふれあい屋台おくがなやの営業を、悪天
候時や体調不良による休業を除き、ほぼ毎週行っ
た。表３は同店の２年間の営業結果である。
次 に、 図10は 第 １ 回 か ら26回（2016年 １ 月22

また、両店とも客が出来上がりを待っている間
や、商品を受け取った後に、客同士やスタッフ・
店長と会話しふれあう様子が観察できた（図11、

日）の顧客のべ365人について、居住地をまとめた

図12）。ここでは、同じ区内で普段から親しい間柄

ものである。営業場所と同一区内からの客がのべ

から、地区・世代・性別を越えた間柄まで、多様

227人(62.7%)、区外で奥銀谷地域内の客がのべ85人

な関係でコミュニケーションが見られた。

（23.3%）
、奥銀谷地域外の客もしくは居住地不明の
客が53名（14.5％）であった。
続いて、2017年１月に常連客３名を対象に行っ
た聞き取り調査から意見を抜粋する。

3） 来店客数は集計上の都合により、1回から77回までのみ
である。買上点数の一人当たり平均および客単価は77
回までの売上合計（525,180円）および買上点数（3,683点）
をもとに計算している。
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て利用される様子が観察できた（図11、図12）。奥
銀谷地域全体を対象とした喫茶だんらんとは異な
り、自治会区単位での居場所という役割を果たし
た。気軽に歩いて来られるお店として、同一区内
の方を中心に活用された。
以上から、本実践は我々の地域の既存の事業を
補完する役割を果たすことが分かる。すなわち本
実践は三河屋さんに対しては便利さという点では
欠けるが、楽しさという点を補うと言える。また、
喫茶だんらんに対しては公共性という点では欠け
るが、親密性という点を補うと言える（図13）。

図11

奥銀谷店でのふれあいの様子

a, bは奥銀谷区内のボランティアスタッフ。cは地域外の市
内の方。dは隣の区の方。eは区内の方。fは区内の小学生。c,
dは買物が終わってベンチで一息ついて会話をしている。

図13

既存の２事業を補完するふれあい屋台

収益性に関しては、一定の利益が得られること
は確認できた。しかし、１回当たりの粗利が約
図12

新町店でのふれあいの様子

g, h, lは新町区内のボランティアスタッフ。i, j, kは区内の方。

本実践研究は、地域住民のための買物支援と居
場所づくり、および地域おこし協力隊の自立とい
う３つの目的のために行われたものであった。
まず、買物支援に関しては、「週１回の食卓の１
品」という限られた形であるが、買い物に不便を
感じている地域の方に便益を提供することができ
た（前節ア、イ、ウ、エ、カ）。それに加えて本実
践では、出歩くこと（キ）や、近所の方とのコミュ
ニケーション（ク）、未知の商品と出会うわくわく
感（オ、ク）、商品が目の前で出来上がるのを見る
刺激（ケ）、といった付随する要素がある。これに
より三河屋さんでは実現が難しかった買い物の「楽
しみ」の側面を作り出せることが分かった。
また、居場所づくりに関しては、ふれあい屋台
を単に買物の手段としてとらえず、会話の場とし
兵庫自治学

自立して生活するには難しい水準である。１回当
たりの粗利額を上げるために、商品数を増やして
客単価を上げることや、商品開発により地域のよ

６．考察
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3,000円。１日２回営業しても約6,000円と、それで
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り多くの層に来店いただくことが必要であると考
えられる。

７．先行事例
屋台によって地域課題を解決しようとする全国
の事業を２つ紹介する。一つは「北の屋台」（坂本
（2005））。これは北海道帯広市中心街の一角に約20
軒の居酒屋屋台が連なっている屋台村である。中
では屋台ならではの狭い空間で会話を楽しみなが
ら、十勝地方の旬の味覚を味わうことができる。
北の屋台の背景となった課題は「中心街の衰退」
である。大型店舗の郊外移転により、郊外に移っ
た人の流れをもう一度中心街に取り戻す試みであ
る。

もう一つは「ネオ屋台村®」4）。これは首都圏のオ

＜参考文献＞

フィス街で、お昼時になるとオフィスビル地上の

磯野 誠（2015）「中山間集落住民にとっての買い

空地に複数の屋台（キッチンカー）が並び、周囲

物の意義―買い物行動の快楽的側面を含めた

の会社員に昼食を販売する事業である。ここでの

検 討 ―」 鳥 取 環 境 大 学 紀 要 第13号（2015.3）

地域課題は「昼食難民」である。オフィス街では

pp.129-138.

昼時に周辺飲食店がどこも満員になり、昼食に困
る人が多くいた。「ネオ屋台村®」はこの問題を解

坂本和昭 (2005)『北の屋台繁盛記 北海道十勝の元
気プロジェクト』メタ・ブレーン

決し、多くの人に楽しく美味しい昼食を提供する
試みである。
ふれあい屋台はこの二つの事例と同様、地域固
有の課題を、屋台という手段によって解決しよう
とする事業である。ふれあい屋台は過疎地域にお
ける店舗の撤退という課題に対して、お惣菜屋台
が集落を巡るという手法で解決を図るものである。

８．おわりに
本研究において我々は過疎の問題を移動式屋台
店舗で解決する「ふれあい屋台」の仕組みを開発し、
実践を行った。その結果、買物支援と居場所づく
りの課題に対して限定的であるが一定の成果を確
認することができた。
今後の課題として第一に、奥銀谷地域での実践
をさらに発展させたい。我々は地域おこし協力隊
の最終年度に当たる2017年２月に総務省の起業支
援制度5） を活用し、軽トラックを改造したキッチ
ンカーを制作し、ふれあい屋台の営業を移管した。
これにより省力化と品質向上に取り組んでいる。
また、既存の三河屋さんや喫茶だんらんとも連携
して地域の福祉を支えていきたい。
第二に、ふれあい屋台の仕組みを他地域に展開
し、我が国全体の地域活性化に貢献したい。高齢
化が進む中、都市部・過疎地に限らず買物支援と
居場所づくりという２つの課題は深刻化すると考
えられる。ふれあい屋台は誰にでも、短時間に、
安価に始められる仕組みである。この利点を活か
して、ふれあい屋台での地域課題解決を支援して
いきたい。

4） http://www.w-tokyodo.com/neostall/
5） http://www.soumu.go.jp/main_content/000331901.pdf
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優秀発表者論文

（研究発表大会分科会における優秀発表者から投稿いただいた論文です。
）

【優秀発表者論文】

地域社会の明日を担う高校生へのシティズンシップ教育に関する研究
― A高校の未来志向型教育の実践より ―
神戸市立六甲アイランド高等学校
吉田

【研究概要】
近年、高等学校が公教育としてなすべきことと

高子

方策ではないかと考えている。
本稿では、教科「福祉」の概要をふまえ、実際に、

して、学校現場に様々な社会的要請が寄せられて

教養として教育課程に教科「福祉」を置いているA

いる。中でも、有権者年齢が18歳に引き下げられ

高校の生徒を対象とした授業アンケート調査をも

たことにより、高校生に社会の形成者としての自

とに、シティズンシップ教育における教科「福祉」

覚と公共心を培う「主権者教育（以降、シティズ

の教育効果について検討する。以って、未来の地

ンシップ教育と称す）」が喫緊の教育的課題として

域社会を担う高校生への公教育のあり方について

学校現場に求められている。高校生は未来の地域

追究する。

社会を形成する主体であり、さらに国際社会の一
員としての活躍が期待される人財である。高校生

２．調査研究の概要

が備えておくべき資質と能力を培う教育方法なら

① 研究対象

びに方策が模索されている今、「福祉」をシティズ
ンシップ教育の一翼を担う教科として、すべての
高等学校の教育課程に導入することを提案する。

公立A高校（教養校）において、教科「福祉」を
履修した３年生 （総計

92名）

2011年度卒業（12期生） 32名
2012年度卒業（13期生） 60名

１．はじめに
今日のグローバル化、超少子高齢社会の到来と
知識基盤社会に向けた高大接続、大学入試・大学
改革の推進に向けて、わが国の未来を担う高校生
に公教育として何を学ばせるのかということが、
今、問われている。そのような議論を受けて、多

② 研究方法と調査時期・実施場所
・授業アンケートの分析
・卒業年（３年生）の最後の授業内で調査
③ 調査内容と分析方法
（ア）定量分析（４件法による数値データ）
生徒の教科「福祉」に対する意識調査

岐にわたる教育内容を盛り込むことが、高等学校

（イ）定性分析（自由記述）

の教育現場に社会から要請されている。しかしな

〈分析の手順〉

がら学校現場は、要となる教員の多忙化が社会問

・生徒が記述した「語」「表現」に着目

題となっており、新たな要請に応えられるだけの

・「顕出頻度」等をもとに、キーワードを教科「福

余裕を失っているのが実情である。

祉」の関係者による協議で抽出

筆者は、日々の教科指導ならびに生徒と向き合
う中で、『国民的教養としての教科』として文部科
学省が高等学校に新設した「福祉」を教育課程に
盛り込むことが、高校生への「シティズンシップ
教育」における新たな教育方法の一翼となり得る
のではないか、と推察している。余裕を失ってい
る学校現場において、既存の教科による指導で対
応するということは現実的であり、厳しい財政・
要員状況下にある教育行政下においても、妥当な

A高校福祉科関係者による検討会

↓
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・絞り込んだ「キーワード」をカテゴリー別に

⑵

教科「福祉」の各科目の設置状況
教科「福祉」は産業教育領域の専門科目として

統合・整理
・生徒に「培われた力」として体系化

創設され、高等学校の卒業要件として教科・科目
の履修が求められることはない。すなわち、学校

↓
・シティズンシップ教育の骨子と比較検討
④ 倫理的配慮

の教育方針と生徒の実態に応じて、教科・科目の
設置と単位数を配置することが許されている。

生徒への調査の目的・個人情報の取扱について
十分な説明と質疑応答の機会を持った。

A高校においては、主に、人間科学系生活福祉
コース（以降、生福コースと称す）に所属する生
徒が履修する教科として教育課程に設置されて

３．教科「福祉」の概要
・創設年

いる。生福コースの生徒は、下記に示す通り、系

1999年（2003年度より実施）

コースの特色ある科目として、２・３年生で「指

・高等学校における産業教育領域の専門教科

定科目」として福祉科目の履修が課されている。

・教科創設の目的

それ以外の科目については、生徒の興味・関心と

−３つの柱−

卒業後の上級学校との接続等の必要に応じて選択

① 国民的教養としての福祉

履修する。よって、生福コースの生徒が履修する

（国民の福祉に対する意識の形成）
② 進路選択の一つとしての福祉

福祉科目は、生徒の選択によって２科目（4単位）

③ 福祉人材の養成としての福祉

から８科目（16単位）となる。

・教科「福祉」科目の履修者数

約10,000名

※教科書発行数を元に文部科学省で推計（2014年度末
時点）

・介護福祉士等の介護人材の養成が可能

・教科「福祉」を教育課程に設置する学校の
呼称 ※教科設置の目的別に分類（2種に大別）
- 養成校：介護人材の養成を主とする学校
目的③ 福祉人材の養成としての福祉
- 教養校：以下の目的を柱とする学校
※介護福祉士養成 不可

また、生福コース以外の生徒については自由に
福祉科目を選択履修することが可能であるが、所
属する系コースの指定する科目履修があり時間割
に無理が生じるため、実際のところは、ほとんど
選択履修する生徒は見られない。
〈２年生向けの科目〉
・指定科目

社会福祉基礎１（２単位）
・選択科目
社会福祉基礎２（２単位）

目的① 国民的教養としての福祉

介護福祉基礎 （２単位）

（国民の福祉に対する意識の形成）
目的② 進路選択の一つとしての福祉
・設置学校数（2014年度末時点全国福祉高等学
校長会資料）
加盟校

養成校

207校／教養校

12校

社会福祉実践 （２単位）
〈３年生向けの科目〉
・指定科目 ※人間科学系生活福祉コース生は必履修
コミュニケーション技術論（２単位）
・選択科目
社会福祉基礎３（２単位）

４．教養校・A高校での教科「福祉」の展開状況
⑴

社会福祉研究（２単位）

A高校の概要
・全校生徒数
・教育課程
１年目

コミュニケーション技術演習（２単位）

1,200名（調査当時1,080名）

社会福祉実践（２単位）※重複履修不可

40名×10クラス

１学年

普通科単位制
一般的な普通科と同様の教育内容

（卒業要件となる必履修科目主体で編成）
２年目以降
学習者の興味・関心に応じた系・コース（計
９種）に所属し、各分野を深く学ぶ

※人間科学系生活福祉コース生は必履修

⑶

教養校・A高校の教育課程の特色と独自性

「福祉」という教科がわが国に創設された当初の
ねらいは、福祉社会の未来の担い手として、高校
生に「国民の教養」として「福祉」を学ばせるこ
とにあった。しかしながら、介護福祉士を養成す
ることもできる教科として位置づけられることに
なったため、今日、教科「福祉」は
ための教科
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介護を学ぶ

と誤認されることがある。

A高校では、未来の福祉社会の創造と人びとの

会の実態といった「ほんもの」にふれる機会を多

幸福実現を視野に入れ、社会福祉全般に関して幅

く設けている。さらには、文学・評論等を通じて

広く教養として学ぶための教育課程が設けられて

感性と表現を磨くことも授業に盛り込まれている。

いる。現在、授業展開されている教科の各科目の
ねらいと概要は、次項⑷で示す通りである。
⑷

主な福祉科目の教育目標・学習内容等

① 科目「社会福祉基礎」
社会福祉基礎は、教科「福祉」のすべての科目
の基盤となる科目である。学習指導要領において、
教科として必ず生徒に学ばせなければならない科
目として位置づけられている。
A高校では、履修単位を学習指導要領で指定さ
れている上限の６単位を設置している。生徒への
履修の配当状況と習得内容は下記の通りである。
・社会福祉基礎１ （２年・指定科目・２単位）
現在の福祉社会の形成の歴史〈過去〉
教科書：第１・２編を中心に学習

・社会福祉基礎２（２年・選択科目・２単位）
社会福祉の法制度の現状

〈現在〉

教科書：第３編を中心に学習

地域住民と手話コーラスを楽しむ

③ 科目「社会福祉研究」（３年・選択科目・２単位）
社会の課題に対して調査を主体的に推し進め、
解決策を提言する課題解決・プロジェクト型学習
として位置づけされている科目である。他教科で
学んだことも活用し、課題解決のための理論形成、
根拠を示した上で持論を相手に説明するための表
現方法、試行錯誤による自己の内省等を繰り返し
行う探究型学習として位置づけられている。

・社会福祉基礎３（３年・選択科目・２単位）
未来の福祉社会の創造

〈未来〉

教科書：第４・５編を中心に学習

第１編

社会福祉の理念と意義
・福祉の理念
・人間の尊厳と福祉社会の創造

第２編

社会福祉の歴史と福祉社会の課題
・国内外における社会福祉の状況と歴史的背景

第３編

第４編

生活を支える社会福祉・社会保障制度
・各領域別の福祉施策と制度
・国民生活を支える社会保障制度

④ 科目「介護福祉基礎」（２年・選択科目・２単位）

人間関係とコミュニケーション

を目指していない。在宅あるいは地域での日常生

・コミュニケーションの基礎
・人間関係の形成

第５編

課題解決のための調査結果を持ち寄り検討

A高校では、仕事に就くための介護技術の習得
活の中で、介助・介護を必要とする対象者及び自

地域福祉の進展

分自身に対して活用できる、誰もが一般常識とし

・福祉社会の創造と未来の展望
（教科書：実教出版・目次より一部抜粋）

て身につけておくべきだと考えられる程度の基礎

② 科目「コミュニケーション技術論」
（３年・指定科目・２単位）

単なる表層的な伝える技術ではなく、双方向の

的な介助・支援技術と心がまえを学ぶ科目と位置
づけている。
また、共生社会を視野に入れた社会参加支援の
ためのスキル習得と資格取得のプログラムとして、

コミュニケーション、言語・非言語コミュニケー

県知事認定のガイドヘルパー養成研修（知的障害

ション、様々な手段を利用したコミュニケーショ

課程）を授業で学校事業として実施している。

ンの多様性等、コミュニケーションの「本質と限

⑤ 科目「社会福祉実践」

界」について学ぶ。さらに、対人関係での信頼を
構築するために、人間の心理に関する基礎的な専
門知識やカウンセリング技術の習得も目指す。
また、視聴覚教材による当事者の状況や現代社

（２又は３年・選択科目・２単位）

施設での現場体験を通じた学びを求める生徒の
ために設置。高齢者・障害者福祉や特別支援教育
等の領域での活動を目指す上で、自身の適性等を
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見極めることに役立てられるよう多彩な施設・組

座学で学んだことをもとに夏期休業期間中に中

織で実習する。施設スタッフ・団体職員が直接指

間レポート（800字）、最終的に論文としてまとめ

導にあたる。履修にあたっては、科目「介護福祉

る（1600字）。高校生にとって、卒業後を視野に入

基礎」の併行履修または既習を前提としている。

れたアカデミックスキルの基礎を培っておくこと
は重要である。よって、「学び方」を学ぶ機会とし

⑸

教養としての教科「福祉」
― A高校での授業実践の具体例 ―

て、上級学校との接続を視野に入れた「論文作成」
の方法を学ぶことを目的としている。

① 科目：社会福祉基礎１
「初学時の土台づくりとしての歴史教育」

⑹

総合的な学習・課外活動

生徒は、社会福祉という学問領域に初めてふれ

教科での学びをさらに広範かつ深化させるため

る。初学者であるため、今日の福祉社会が築かれ

に、総合的な学習の時間や課外活動と連関させた

るまでの過程を日本史・世界史・地政学から一年

プログラムを展開している。特に、「学校の外」を

間をかけてじっくりと学ぶ。先人と自らの時空間

意識した連携や協働プログラムを展開することに

を超えた「いのちのつながり」を感知し、歴史の

より、生徒がより地域社会に根差した一人の生活

中で生きる自己の存在を認識し、未来を創り上げ

者であり、社会に属す人としての感性や行動力を

て行くための基盤とする。

身につけることを目指している。

② 科目：社会福祉基礎３
テーマ「科学技術と生命倫理」（ジグソー法）
出生前診断・ゲノム編集について世界各国の状

○総合的な学習

…

地域学（探究活動）

○地域交流・ボランティア活動
○NGO/NPOならびに高大連携プログラム
・東北復興支援スタディツアー（神戸大学連携

況を比較し、グループでの討論を通じて検討。先
端科学技術の現状にふれて、自らが生きる社会が

プログラム）

・国連及びNGO連携プログラム実施の模様

どのようなものであることが望ましいのか、未来
の共生社会のあり方を考察する。成人として将来、
社会の形成を担う一員として問われる議論に参画
できるよう、論理的思考力と判断力、倫理的な側
面からも問題を吟味し討議できる力の素地を育む。

貧困撲滅のために立ち上がる Stand Up Take Action ！

○サービスラーニング・社会貢献活動

グループディスカッションの様子

③ 科目：社会福祉研究
グループおよび個別での社会問題の探究学習
・座学による調査研究の手法の学び
・グループワークによる課題解決型学習
テーマ 「買い物難民」問題について
東日本大震災復興支援 かもめの玉子Project

・卒業制作
個別に設定した課題について調査研究し、課
題の解決策またはプロジェクトの提案を発表
④ 科目：コミュニケーション技術論
卒業論文
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５．教養校・A高校 授業アンケート調査結果
⑴

定量分析（4件法）※質問項目全６問中の一部抜粋

高等学校の卒業要件にも課されておらず、さら

には大学入試の受験科目にも設定されていない教

表３

科「福祉」の学びに対して、卒業を目前とした時

 高校「教養としての教科福祉」が
A
生徒に培った12の力

点で生徒がどのようにとらえているのか把握する
ために、質問票によるアンケート調査を実施した。
本稿では紙幅の点から、特に重要と考える生徒
の教科「福祉」の学びに対する「重要度」と「有用性」
に関する調査結果のみを以下に記載する。
表１
回

生徒にとっての重要度 （％）
答

12期生

13期生

とても重要

87.0

94.0

重

13.0

6.0

あまり重要でない

0.0

0.0

まったく重要でない

0.0

0.0

要

表２
回

①創造力
②コミュニケーションスキル
③リーダーシップ ④公共心 ⑤規範意識
⑥他者を尊重する ⑦意欲 ⑧忍耐力
⑨切磋琢磨しながらお互いを高めあう力
⑩自分らしい生き方や成功を追求する力
⑪社会を構成し運営する力
⑫自立した一人の人間として力強く生きて
いくための総合的な力

答

12期生
81.0

役に立つ

に提示されている「社会人基礎力」（経済産業省）、
「生きる力」（文部科学省）、
「人間力」（内閣府）、
「社
会力」（門脇厚司 2010）について、その定義から
それぞれの「力」間の相関関係を整理し、下表４
の通り体系化した。

生徒にとっての有用性 （％）

とても役に立つ

また、現在、
「若者に備えて欲しい力」として個々

13期生
94.0

16.0

6.0

あまり役に立たない

3.0

0.0

まったく役に立たない

0.0

0.0

上記の結果は、教科「福祉」が主たる履修とな

表４

若者に備えて欲しい力の体系図

生きる力
人間力
知的能力・

運用力

社会人基礎力

社会力（狭義）

る生福コースに所属することを目的に入学してき
た生徒については当然の帰結と言えよう。しかし
ながら、そのような生徒ばかりではないことが帰
属時の調査で把握されている。さらには、当アン
ケート調査時に生徒は大学入試の真っただ中にあ
り、受験科目に設定されていない教科の学びを
日々の授業で受けることは、受験対策としては不
利な状況下に置かれている。にもかかわらず、表
１ならびに表２の通り、教科「福祉」の学びに対
する評価は高い。
その要因は、生徒の教科「福祉」での学びに対
する評価が目先の「受験」ではなく、自己の人間
的な成長や人生という長期的目標を視野に入れた
指標の下になされたということが推論される。多
数の卒業生から、そのような 評価が、調査当時、
生徒の内面で既になされていたという話を聴き及
んでおり、さらに個別インタビュー等で聴き取り、
実証に向けた調査等を実施したいと考えている。
⑵

定性分析（自由記述）

表３は、教科指導に関わる教職員で回答の自由

以上をふまえて、表３中の12の力を、表4の体系
図をもとに照らし合わせて検討した結果、教科「福
祉」を教養として学ぶことを通して、「知的能力・
運用力」「社会人基礎力」「社会力」の各要の力を
基盤として身につけた上で、さらに「生きる力」
ならびに「人間力」として発展した力を培うこと
につながっている様相が認められた。

６．シティズンシップ教育における教科「福祉」
シティズンシップ教育は、2002年にイギリスの
中等教育において必修となり、今日に至っている。
その導入の背景には、
「市民委員会報告書（通称「ク
リックレポート」）」の存在がある。同報告書の骨
子は、以下の表５にまとめた通りである。
表５ イ
 ギリス中等教育における
シティズンシップ教育の骨子
① 社会的・道徳的責任
② 社会参加
③ 政治的教養

記述部分から抽出したキーワードをもとに、生徒
に培われた力について、KJ法を援用して集約した
ものである。

今日、わが国の有権者年齢が18歳に引き下げら
れたことにより、教科教育での「主権者教育」の
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導入が要請されている。文部科学省は、教科「地

れる点から、生徒は政治的な問題に対して思考プ

歴公民」を中心に改編し、教科「公民」に新科目「公

ロセスの素養を有してはいるが、さらに広範な政

共」を創設した。そのような動向の中、イギリス

治経済に関する知識を補足する上で、公民科と横

の先進事例は参考になるものである。

断的な教科指導をすることでより豊かな教育プロ

以上の点をふまえて、改めて、授業アンケート

グラムの開発につながると期待される。

中の自由記述について、表５中の骨子と照らし合
わせ、骨子と相関関係があると推察される部分を
抜き出してまとめたものが下表６である。

７．まとめ
総務省が主唱している「主権者教育」という言
葉は、「全世代の政治的リテラシーを高めようとす

表６

クリックレポート骨子との関連性

る教育をいう」と解説されている（圷 2016）。確

― A高校・授業アンケート（自由記述）より集約（1/2）―

かに、現在、高等学校で実施が推進されている主

▼福祉は全ての人が幸せになる方法を考える教科▼福祉は
困っている人だけのためのものではない▼困っている人
がいれば、手を差しのべることなんて当たり前．けれど
も、中学生の頃の自分ではわからなかった▼福祉という教
科は、本当に 人との繋がりの大切さ を実感できるとて
も良い教科．受身だけで終わらない▼福祉の勉強ではいい
事も悪い事も事実を知り、その事実に対して自分はどう考
えるか、ということが多かった▼助け合うという気持ちが
大きくなった▼助ける側も助けられる側もみんな対等▼手
助けする優しさは大切だけれど、待つことも優しさ▼自分
の心が豊かになった▼人としてのあり方を学べる▼福祉を
学んで、偶然接する人も大切にすることを学んだ．人とコ
ミュニケーションを図ることが以前よりできるようになっ
た．自分を受け入れて、否定することがなくなった▼授業
でこんなに自分のことを見つめなおせるのは「福祉」だけ
▼皆、価値観が違うということを学んでから、自分が考え
たこと、思ったことを大切にできるようになりました▼福
祉すべてに共通することは一方的にはならないというこ
と．そして、話すだけがコミュニケーションではないと知
りました▼福祉の授業は、（他の）教科の勉強では学ぶこ
とのできない、社会や自分のあり方、人生について自問自
答するきっかけとなった▼自分の考えを見つめ直し、深く
考えることができた▼「自分は必要でない」と命を自ら立
つ若者が増える中で、福祉を学ぶことで人の役に立った
り、生きている幸せを感じられる▼いじめをしている人・
されている人、悩んでいる人の気持ちを変えさせてくれる
▼より人間らしく、自分らしく生きるために欠かせないも
の▼生きていることへの感謝の気持ちを持つことが出来る
▼障害者への偏見がなくなった。偏見は良くないと思って
いたことにすでに壁があった▼福祉を学ぶ前と価値観が変
わった▼高校で「福祉」について学んで自分の考えの幅や
視野が広くなった．一つの物事を様々な目線で見ることが
できるし、何通りもの方法を考える事ができるようになっ
た▼様々なことに挑戦する勇気を与えてくれた▼人のため
に力を尽くせる生き方をしていこうと思えた▼高校生のう
ちから「福祉」について学ぶことができると人間性を高め
られると思う▼福祉はただ教科書を見ているだけでなく、人
生そのものから学ぶ▼全ての人間に福祉の心は必要▼心に
大切な芽が植えつけられた▼「福祉」は世界に通じるもの

権者教育は、政治的リテラシーの中でも投票行動
の促進に力点を置いたものに偏っている感が否め
ない。果たして、今日の社会をより良いものにし、
そして、未来のあるべき姿を問い、試行錯誤しな
がら創造していく18歳への中等教育がそれだけに
傾注する「シティズンシップ教育」でよいのであ
ろうか。
一人の人間として社会と関わり、様々な立場・
状況下にある人びとと協働して世界を創造し、多
様性を超えて共存していくためには、「本質的な問
い」をもち、その人間性の根底に、真・善・美に
根差した「根源的な価値」を構築するための哲学
的な学びが必要である。しかしながら、わが国の
高等学校での教育が「哲 学的な学び」を高校生に
提供しているかというと、現場に身を置く一教員
として、残念ながら十分に満たしているとは言い
難い。そのような現状をよい方向へ差し向けるた
めに、「自ら考え」「活用し」「探究する」に表され
る今日の高校改革、ならびに、大学入試改革が推
し進められているのであろう。
福祉教育はこれまで、総合的な学習や一部の教
科指導の中で、車イス・白杖での移動による障害
者体験や高齢者擬似体験を一例として、様々な活
動が行われている。しかしながら近年の学術研究
では、そのような福祉体験や学習が、
「助ける」「助
けられる」立場の固定化や「支えることは大変で
つらい」という意識の形成・固着、「高齢・障害が
ある対象者」と「無くて良かった自分」という関
係性の分断につながる一面があると報告されてい
る。さらに、これまでの福祉教育には、社会科学

より詳細な分析が待たれるが、骨子①「社会的・
道徳的責任」ならびに骨子②「社会参加」には、
比較的強い相関があると推察される。また、骨子

からの学びの視点が少ないという指摘もある。
福祉教育のあり方を改めて問い直し、これま で
のステレオタイプ的な福祉観からの脱却をはかる

③「政治的教養」については、福祉科の教科指導

努力が今日、学校教育にも求められているところ

では社会保障全体から思索することが常に求めら

である。人口減少社会において、特に介護職の人
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材不足が懸念されている。しかし、その様な憂い
に対する解決策として、すべての高校生が「ある
一定レベルの介護を含むケアができる人」として
成長し対応する、そして、高度な専門知識と技術
を要するケアは専門職に任せるという地域社会の
体制づくりを提案したい。視点や発想の転換に、
今後の超高齢・人口減少社会をうまく営んでいく
ための課題解決の糸口があるのではないか。
本研究では、教科「福祉」は、一人のヒトを人
間として教育することに有用であり、クリックレ
ポートの骨子に基づくシティズンシップ教育及び
哲学的な学びの一翼を担える可能性について、簡
易ではあるが、学習当事者の声を定量・定性分析
をもとに見出すことができた。しかしながら、教
養校・A高校の生徒の声のみの調査研究結果でそ
れを実証したということには至らない。まずは本
研究が新たな見知を見出す鍵、すなわち、教科「福
祉」が高校生へのシティズンシップ教育に おける
新たな教育方法の一つとなり得るということを、
改めて投げかけることができたと言えよう。
超少子高齢社会として人口減少社会到来で先陣
を切るわが国が、新たな世界をリードする未来志
向型の教育モデルを提示すること、そして、それ
が呼び水となって、今後の公教育として高等学校
での教育のあるべき姿について議論のきっかけに
なることを期して本稿を結ぶ。
［付記］
本研究は、国立教育政策研究所・教育研究助成事業報告
書「共に生きるコミュニティの創造と支え合い意識の涵養
と醸成に果たす公教育の役割 ― 普通科高等学校における
教科「福祉」の実践を通して」（2013）吉田高子他. を基に
したものである。
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【優秀発表者論文】

田園回帰のプロセスにおける
移住者支援組織の役割に関する研究
兵庫県立大学環境人間学部
岑田 安沙美

【研究概要】

ているのは、田園回帰のハードルの１つ（筒井

本論文では、「田園回帰」の議論において、移住

2016）と言われている「移住者と地域コミュニティ

者と地域住人とが共に地域づくりに取り組む「地

との関係づくり 」にある。本論文では、こうした

域づくり論的田園回帰」の実現にむけた検討を行

日頃から地域づくりを行いながらつなぎづくりの

う。ここでは、日頃から地域づくりを行いながら

サポートをし、その後も移住者が総合的な地域づ

移住者と地域コミュニティとのつなぎづくりのサ

くりに参加する可能性（佐久間・筒井 2016）を高

ポートを行う組織を「移住者支援組織」と呼ぶこ

めうる組織を「移住者支援組織」と呼ぶこととする。

ととする。「地域づくり論的田園回帰」の道筋とし

そのうえで問題となりうるのは、次の２点にある。

て、移住者と地域住人との学び合いのプロセスと、

一つは、「地域づくり論的田園回帰」を実現させる

前者におけるあるべき移住者支援組織の役割を明

ための移住者と地域住人との学びあいやそのプロ

らかにしていきたい。

セスがそれほど明らかにされていないこと、もう
一つは、前者におけるあるべき移住者支援組織の

１．はじめに

役割である。当該２点の議論を深耕させていくこ

近年、都市住人の農山村への関心が高まってお

とが、「地域づくり論的田園回帰」の道筋をつけ

り、
国民のなかでも「田園回帰」の注目傾向が強まっ

ていくうえで重要となりうるのではないだろうか。

ている（松永 2015：小田切 2016：嵩 2016：佐久間・

そこで本論文は、「地域づくり論的田園回帰」を実

筒井 2016：山崎・佐久間 2017）。田園回帰には内

現させるプロセスと移住者支援組織の役割をめぐ

容と広がりを表す３つの局面があるという（小田

る学術的な一般化の一端を示すことを目的とする。

切 2016）。田園回帰の３つの局面とは、第１に、移
住そのものを指す「人口移動論的田園回帰」、第２

２．方法論的枠組み

に、田園回帰と地域づくりの相互関係が議論とな

「地域づくり論的田園回帰」の局面において、小

る「地域づくり論的田園回帰」、第３に、都市と農

田切（2016）は「ネオ内発的発展論」が田園回帰

山村との双方向に人口が流動化することでその関

の対象地域に必要な理念であることを示している。

係自体が変化するという視点から検討を行う「都

ネオ内発的発展論は英国のニューカッスル大学の

市農村関係論的田園回帰」である。移住による持

ウォードらによって提唱された農村発展に関する

続可能な地域の実現のためにはこれらを重層的に

理論である。「内発的発展」という地域内資源を重

論じる必要があるとされている。しかし、「人口移

視する地域発展の考え方に対して、外来的な力の

動論的田園回帰」と「都市農村関係論的田園回帰」

必要性も唱え、内発的な力と外来的な力の双方が

の研究が先行しており、
「地域づくり論的田園回帰」

重要であることを示している（嶋田 2017）。つまり、

の局面を軽視する傾向にある。地域づくりに課題

地域づくり論的田園回帰の局面では、移住者の持

を抱える地域が少なくないにもかかわらず、「地域

つ外来的な力と、地域が持つ内発的な力が相互に

づくり論的田園回帰」を顧みないことは、現在の

関係し合うことで農村が発展すると捉えることが

課題点ではないだろうか。

できる。ネオ内発的発展における重要なポイント

本論文ではむしろ、「地域づくり論的田園回帰」

は、地域内部の力のみではなく地域外部の作用力

を重視した議論を展開していくこととなる。特に、

を認識し、利用することであり、同時に両者の力

先行研究を踏まえるのならば、その重要な鍵を握っ

を主体的に取り扱うことができる内発的能力が必
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要 で あ る と 論 じ ら れ て い る（ 安 藤・ ロ ウ 2012）。

と地域との相互理解を大切にしている。そのため

こ の 理 論 は「 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ」（Wenger,1998;

に移住相談員が移住希望者に親身になって相談に

Wenger et al., 2002）の概念を含有しており、移住

乗ったり、住人同士でも対話を大切にしたりする

者と地域住人が従弟関係ではなく共に学べる環境

など、じっくりとコミュニケーションを図ること

が重要とされる（ウォードら 2005）。学びの環境を

が重要であると考えられる。

如何にして育んでいくかがネオ内発的発展論の論

地域づくり論的田園回帰の実現に関しては、特

点となりうる。本論文においても、実践コミュニ

に、丹波「株式会社みんなの家」で移住者が地域

ティの形成とネオ内発的発展の観点から考察を行

課題の解決に取り組む様子を伺えた。「住人が満足

うものとする。

する地域を作り上げていくことで地域の魅力が高

また、最近の田園回帰の特徴として、若い世代

まり、その結果として移住者が増加する」という

のローカル志向が高まり、この世代の移住者が増

考えから「移住」と「地域づくり」の相互関係に

加傾向にある。日本の地方において、地域の課題

は「循環する」という「地域づくり論的田 園回帰」

解決のために若者世代の移住者と地域住人とが交

の実現プロセスの片鱗が見えてきた。

わり、地域発で新たな仕事が生み出される状況に
至っている。このような若者世代は、
「クリエイティ

４．移住者支援組織の事例検討

ブ・クラス」と呼ばれ、アメリカでは新たな社会

ひょうご地域再生塾での傾聴結果をもとに、移

階層として注目が集まっている（松永 2015）。地域

住者と地域住人がともに地域づくりに取り組むプ

貢献の意欲 が高く新たな価値をつくり出すといわ

ロセスをより詳しくみるために、移住者の支援、

れているクリエイティブ・クラスの人々は、地域

地域づくりの先進地と言われている地域の３つの

づくり論的田園回帰の実現プロセスにおいて鍵を

組織に聞き取り調査を行った。１つ目は島根県雲

握る可能性がある。しかし、地域住人とクリエイ

南市「NPO 法人おっちラボ」、２つ目は徳島県三

ティブ・クラスの移住者との間に良好な関係性が

好市「NPO 法人マチトソラ」、３つ目は兵庫県篠

構築されていない場合は両者の衝突が懸念される。

山市「合同会社里山工房くもべ」である。

この点においても、先述した実践コミュニティの
形成が重要となる。互いを理解、承認していくこ
とにより、ネオ内発的発展が実現できると考えら
れる。

⑴

島根県雲南市「NPO法人おっちラボ」
島根県雲南市は、子ども、若者、大人すべての

世代において様々な課題にチャレンジし、そのチャ
レンジを連鎖させることにより持続可能なまちづ

３．兵庫県における移住者支援の状況

くりを目指している。若者世代の地域づくりへの

⑴

参加が少ないということで若者の人材育成を目的

ひょうご地域再生塾での事例
移住者に対する地域側の受け入れ体制の現状を

とした「幸雲南塾」が始まった。おっちラボは、

みるために 2016 年度に開催された「ひょうご地域

この「幸雲南塾」の運営を継続していくために塾

再生塾」を傾聴した。これは兵庫県企画県民部地

の卒業生により設立された組織である。幸雲南塾

域振興課が主催し、西播磨、但馬、淡路、丹波の

の塾生は、雲南市外や都市住人も多くおり、おっ

４地域で移住者に対する支援を行っている団体が

ちラボのメンバーも移住者を含んでいる。

「移住者の受け入れについて」活動報告を行うもの

おっちラボの活動を好意的に思う住人は確かに

である。なお、傾聴の許可は 2016 年６月、当時兵

存在しているが、一方で地域住人の中にはおっち

庫県地域振興課に許可を得ている。論文への掲載

ラボの取り組みをなかなか受け入れることができ

については、現在の、兵庫県地域交流室に 2018 年

ない層が存在していることも事実である。おっち

２月 20 日に許可を得ている。

ラボではそういった人たちを如何に味方につける

ひょうご地域再生塾での傾聴により、移住者の

かが課題と認識され取り組みがなされている。例

受け入れに関して共通点がみえてきた。第一に移

えば、他の地域住人からの理解を得るためにも、

住支援員は、移住希望者また移住者に寄り添う姿

地域の中でキーマンとなる住人を積極的に活動に

勢で接している点が共通してみてとれた。しかし

巻き込むことが意識されている。地域に住む全て

それは、過度に地域がもてなそうとする姿勢で構

の人に活動に対して理解を得ることを目標とはし

えるのではない。あくまでも対等な立場で移住者

ていないが、幸雲南塾で生まれるプロジェクトの
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中にそういった地域住人が活躍できる場を作ろう

さらに、巷の噂を聞きつけた都市部からのお客も

としている。住人自らが若者のプロジェクトに協

少なくない。かつて雲部小学校が雲部の教育、文

力や応援することで地域が良くなっていくことが

化の中心であったように、里山工房くもべは多様

実感できれば、活動が良いことであると体験を通

な人々が集まる地域の拠点になっている。

して理解できる。最近ではフィールドワーク等の

また小学校の空き教室を仕事場として利用して

活動をきっかけに、移住してきた若者に対しても

いる移住者もいる。移住者に対しては過度な干渉

受け入れる地域側は理解を示すようになったと一

を避け、日常的な会話はするものの仕事に差し障

部の地域において変化を実感しているという。

りがないようにと発言に注意が払われていた。し
かし、それは移住者たちに対して無関心である訳

⑵

徳島県三好市「NPO法人マチトソラ」

ではない。里山工房くもべでは、移住者の声を聞

NPO 法人マチトソラは、三好市地域おこし協力

くために「移住者の方たちの雲部観を知る」ワー

隊と地元住人により設立された。空き家や伝統文

クショップが開催された。移住者ならではの視点

化を活用したまちづくりに取り組んでいる。なか

で雲部を語ることで、地域住人にとっても新たな

でも、空き家を活用したコミュニティスペース「ス

発見となり、また、移 住者と地域住人との相互理

ペースきせる」の運営は移住者と地域住人に大き

解が深まる機会にもなっている。上述したワーク

な波及効果をもたらされている。コミュニティス

ショップに参加した移住者らを中心として、雲部

ペース「スペースきせる」は、昼はシェアカフェ、

地区に新たな移住者を呼び込むことを目的とした

イベントスペース、夜はバーとして営業されてい

ホームページを制作しようという動きも見られて

る。地域の住人はもちろん、移住者の交流場所と

いる。移住者の発案から始まったプロジェクトが、

しても機能しており、「スペース きせる」に来れば

地域全体での取り組みへと広がりつつある。

自然とコミュニケーションが始まり、知り合いが
増え、交流が深まるという。
さらに、ここでの出会いをきっかけに地域で新
たな活動も生まれている。例えば「やぎう坐」と
いう映画館が誕生した。もともと池田町には２つ
の映画館があったが、現在は全て閉館してしまっ
ている。池田町＝映画館という町のイメージを再
び作りながら、たくさんの人が池田を訪れて欲し
いという思いが込められている。
「スペースきせる」を中心とする地域では、移住
者が暖かく受け入れられている様子が伺えた。一
方で、一部の山間部の集落では、閉鎖的な部分が

図１

あり、受け入れが難しいところもあると言われて

島根県雲南市NPO法人おっちラボ
（出所）筆者作成

いる。マチトソラはこれに対し、移住者の受け入
れには慣れが必要とした上で、移住者も地域住人
もお互いに気を使うべきと考えられている。
⑶

兵庫県篠山市「合同会社里山工房くもべ」
合同会社里山工房くもべは、閉校した旧雲部小

学校を拠点とし、雲部地区の自立と持続的な発展
を目的に地域づくりに取り組んで いる。雲部まち
づくり協議会の一組織である。
主な活動は、地場の食材を使用したカフェと農
産品直売所の経営である。カフェを目的に、近隣
住人はもちろん、地元の子どもたちや家族連れが
集まっており、地域での交流の場となっている。
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図２

徳島県三好市NPO法人マチトソラ
（出所）筆者作成

係性が構築されることは、その後の実践コミュニ
ティがスムーズに形成される要素と捉えられる。
② 実践コミュニティの形成段階
まず、雲南市では、全国から多種多様な若い人
材が集まり、地域住人との交流や地域づくりがな
され、幸雲南塾を中心としたコミュニティが形成
されている。また、幸雲南塾のプロジェクトに地
域住人も参加することが契機となり、実践コミ ュ
ニティも一部で形成されつつある。
次に、マチトソラが運営しているコミュニティ
図３

兵庫県篠山市 合同会社里山工房くもべ
（出所）筆者作成

スペース「スペースきせる」には立場関係なく気
軽に集うことができ、自然と会話が生まれ交流が
深まる場となっている。コミュニティスペースを

５．考察

中心として、マチトソラのメンバー、集落支援員

⑴

を介して実践コミュニティが形成されている。

聞き取り調査の考察
考察を行うにあたり、聞き取り調査で明らかに

続いて、旧雲部小学校は多様な人々が集まる地

なった組織の取り組みの様子や、人と人との関係

域の拠点となっており、相互理解のためのワーク

性などを以下の図１、図２、図３で示した。これ

ショップなどが開かれている。里山工房くもべを

らの図を参考にしながら考察を進めてみよう。

中心に、移住者、地域住人、地域おこし協力隊や
大学を介しながら、実践コミュニティが形成され

① 移住者の受け入れ段階
ここでは移住者の受け入れに関する考察を進め

ている。
③ ネオ内発的発展の形成段階

てみたい。まず、おっちラボからみていく。おっ

まず、雲南市では、子ども、若者、大人の各世

ちラボを中心とする周辺地域において、移住者と

代でやや独立している印象を受けた。したがって

地域住人が互いに歩み寄ろうとする姿勢やコミュ

地域全体としてはネオ内発的発展が起きていると

ニケーションがやや不足してみられた。しかし、

は言えない。今後は、先述した一部でできている

幸雲南塾でのプロジェクトを通して移住者と地域

実践コミュニティを、どのようにして地域全体と

住人が共通の目的を掲げ取り組むことが相互理解

してネオ内発的発展へと内包していくかが課題と

や移住者に対する理解につながっていると言える。

考えられる。

次に、マチトソラでは温かみのある受け入れが

次に、三好市では、マチトソラを中心として、

なされている様子が確認された。移住者に対する

移住者と地域住人とが交わり地域づくりがなされ、

「寛容さ」は移住者支援組織としての役割を果たす

周辺地域においてネオ内発的発展が起きている。

重要な要素と捉えられる。一方で、移住者の受け

前項で述べた、実践コミュニティをきっかけに生

入れには地域差があり、地域住人、移住者の意識

まれた「新たな取り組み」を総合的な地域づくり

を変えることや相互理解の必要性を認識していた。

の取り組みへとつなげ、より大きな面として取り

慣れることで自然と両者間の壁が低くなることを

組むことが重要と考えられる。

期待していたがもう少し積極的に両者の意識を変
えていく取り組みを行う余地があるといえる。

続いて、兵庫県篠山市雲部について、図３では、
ネオ内発的発展の円が大きく形成され、里山工房

次に里山工房くもべの移住者の受け入れ状況を

くもべを中心に、移住者、地域住人、地域おこし

みていく。移住者は地域の受け入れに満足感を得

協力隊や大学を介しながら形成された実践コミュ

ており、さらに移住者も集落の行事や役に積極的

ニティ全体を包み込むような形でネオ内発的発展

に参加しようという姿勢がみられた。里山工房く

が起きている。今後は、さらに地域としての目標

もべと移住者コミュニティは距離感が近く、ゆる

を設定し、経済的な面でも地域の自立に向けてよ

やかな親交が継続されている。その一方で移住者

り一層活動が活発になっていくことが期待される。

に対して過度な干渉をしないように心がけられて
いた。互いに程よい距離感を保ちながら良好な関
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⑵

移住者支援組織の役割について
本節では、これまでの議論を踏まえて、地域づ

くり論的田園回帰の実現に向けた移住者支援組織
の役割について考察していきたい。
① 移住者と地域コミュニティとをつなぐ支援
１つ目は、移住相談者に寄り添う姿勢である。

環境整備において大事な点が２点ある。
① 移住者との親交を継続し、必要に応じて人と
人とをつなぐこと
② 以下の要素を有する「拠点」を持つこと１）
移住者支援組織の本拠地、２）開放的な環境、
３）地域内外出身に関わらず、気軽に輪のな

ひょうご地域再生塾での NPO 法人あわじ FAN ク

かに入ることができる雰囲気、４）多様な形

ラブの報告をはじめとして、地域側の利害を重視

態での学習が実行できる設備。

するのではなく、移住相談者の幸せを第一に考え

以上のように、実践コミュニティの形成、ネオ

る姿勢が多くの支援において共通していた。それ

内発的発展を促す支援を直接的また間接的に行っ

に付随して、西播磨県民局でのサポートや NPO 法

ていくことが移住者支援組織の第２の役割となる。

人マチトソラで見られるように、何度もコミュニ
ケーションを図ることで信頼関係を築いていく姿
がみられた。２つ目は、移住者を寛容に受け入れ
る地域の土壌づくりである。西播磨県民局では、

⑶ 「地域づくり論的田園回帰」の循環構造
前節での考察をうけ、
「地域づくり論的田園回帰」
を実現するには、以下の図に示す過程が存在する。

地域住人の良好な人間関係づくりにより地域住民
全員が納得した上での移住者の受け入れを実現し
ようとしている様子が伺えた。また、移住者側と
地域側の双方が互いに歩み寄ることが重要であり、
そのために多くの移住者支援組織が、移住者 の受
け入れに対して、住人の意識を変える必要性を感
じていた。但馬の田舎暮らし倶楽部では、若者世
代が持つ新しい価値観を学び、地域に伝えること
で住民の「意識改革」を促し、受け入れの際に生
じるギャップを埋めようとする様子もみられた。

図４ 「地域づくり論的田園回帰」の循環構造

② 実践コミュニティの形成、ネオ内発的発展を促

（出所）筆者作成

す支援
１つ目は、移住者支援組織が中心として行う地

「地域づくり論的田園回帰」は、４つの段階が循

域づくりに移住者と地域住人を巻き込むことによ

環することにより実現される。このなかで、前節

り実践コミュニティが形成されるパターンである。

で示した移住者支援組織が行う支援は上図の第１

相互学習のきっかけとなる、地域内外の人々が交

段階と第３段階において実行される。第１段階で

わりプロジェクトを実行する仕組みづくりを移住

は「移住者と地域コミュニティとをつなぐ支援」が、

者支援組織が行っている。これは NPO 法人おっ

第３段階では「実践コミュニティの形成、ネオ内

ちラボや合同会社里山工房くもべの取り組みで顕

発的発展を促す支援」がなされる。「地域づくり論

著にみられる。地域内外の人々が共にプロジェク

的田園回帰」の実現のためには移住者支援組織が

トを実行していく過程では、実践コミュニティを

これらの支援を行うことが重要となろう。

伴う地域のネオ内発的発展が起こる。したがって、
移住者支援組織がその仕組みづくりを行い、自ら

６．おわりに

が中心となり周囲を巻き込みながらネオ内発的発

考察では、地域運営組織が移住者と地域コミュ

展の渦を地域全体へと広げていくことが有効と い

ニティとをつなぐ支援を行い、良好な受け入れを

える。２つ目は、移住者支援組織が間接的に実践

実現することが、移住者がその後の地域づくりに

コミュニティの形成に係るパターンである。NPO

参加する第一歩となることを示した。移住者支援

法人マチトソラが運営しているコミュニティス

組織は日々の地域活動の中で移住者が地域づくり

ペース「スペースきせる」でみられるように、実

に参加するようなきっかけづくりもおこなってい

践コミュニティが形成される場づくりを行うこと

た。それが実践コミュニティの形成、ネオ内発的

でネオ内発的発展を誘発する環境を整備していく。

発展を促す支援である。組織が中心となり実施す
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るプロジェクトに移住者や住人を巻き込んでいく
パターンと、間接的に実践コミュニティの形成に

Economyの軌跡―』農林統計出版
小田切徳美（2016）「「田園回帰」の概況と論点」

係る、場づくりを行うパターンがみられた。移住

小田切徳美，筒井一伸編『田園回帰の過去・現

者が地域とつながり、コミュニティへ定着する。

在・未来―移住者と創る新しい農山村―』農

そして両者が一緒に地域づくりを行うことで地域

文協：pp.10-22

の魅力が高まり、さらなる移住者の増加にもつな

嵩和雄（2016）
「農山村への移住の歴史」小田切徳美・

がるという「地域づくり論的田園回帰」の実現に

筒井一伸編『田園回帰の過去・現在・未来―

向けたプロセスが明らかになった。このプロセス

移住者と創る新しい農山村―』農文協：pp.86-

を実現できる組織こそが移住者支援組織であると

97

言える。したがって、「地域づくり論的田園回帰」

佐久間康富，筒井一伸（2016）「田園回帰のハード

の実現プロセスには、移住者支援組織による、移

ルを下げる」小田切徳美，筒井一伸編『田園

住者と地域コミュニティとをつなぐ支援と、実践

回帰の過去・現在・未来―移住者と創る新し

コミュニティの形成、ネオ内発的発展を促す支援

い農山村―』農文協：pp.150-173

が必要であると結論付けられる。ここ数年の田園

嶋田健太（2017）「ネオ内発的発展に向けた最適な

回帰をめぐる先行研究では、「地域づくり論的田

組織形態〜生起と定着をめぐるプロセスの検

園回帰」の局面を軽視する傾向にあったが、これ

討〜」兵庫県立大学環境人間学部卒業論文

を今実現していくことこそが、移住による持続可

筒井一伸（2016）「「田園回帰」の実態とその展望」

能な地域の実現を可能にするのではないだろうか。

2016年度日本地理学会春季学術大会発表要旨

すなわち、移住者と地域住人が共に地域づくりに

松永桂子（2015）『ローカル指向の時代―働き方，

取り組めるような支援と、その努力こそが地域の

産業，経済を考えるヒント―』光文社新書

未来につながっていく道程となる。

リチャード・フロリダ著，井口典夫訳（2014）『新
クリエイティブ資本論』ダイヤモンド社
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