


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

分科会は、会員等が日頃の研究成果を発表し、議論を交わすことによって、自主的・主体的な

政策形成活動を支援し、また、会員相互、学識者等との交流を深めていただくために開催します。 

          

○実りある分科会にするための４つのお願い○ 

   自由な立場で大いに議論し、お互いを高め合う実りのある分科会にするため、 

  次の約束を守りましょう。 

   １ 積極的に質問や意見交換をしましょう。 

   ２ 立場や職制に関わらず、一参加者という対等の立場で発言しましょう。 

   ３ 分科会での発言に対して、発言者の立場や職責は問わないことにしましょう。 

   ４ 分科会での発言は簡潔に行い、できるだけ多くの方が発言できるようにしましょう。 

 

 

 

 

 

平成２７年度 兵庫自治学会研究発表大会 
 

日 時：平成２７年１０月１７日（土）10：00～18:00 

場 所：兵庫県立大学・神戸商科キャンパス 

 分科会に参加される皆様へ 



平成２７年度 兵庫自治学会研究発表大会 

 

～自立的で持続的な地域社会の創造について～ 

 

 人口減少の克服や東京圏一極集中の是正など地方創生の動きが本格化する中で、各地域

において自立した活力ある社会の構築が求められています。 

 そこで、自立的で持続的な地域社会の創造に向けて、地域の元気づくりをどのように進

めていくか、その課題と解決策について考えます。 
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【総 会】10：00～10：35（三木記念講堂） 

 

【全体会】10：45～12：30（三木記念講堂） 

基調講演 テーマ：コミュニティデザインによる地域の元気づくり 

講 師：山崎 亮（studio-L 代表、東北芸術工科大学教授（コミュニティ

デザイン学科長）、慶応義塾大学特別招聘教授） 

 

【分科会】13：30～16：40（教育棟Ⅰ） 

第１分科会 「地域づくり」 

第２分科会 「教育・福祉」 

第３分科会 「産業」 

第４分科会 「防災」 

第５分科会 「保健・環境」 

 

【交流会】17：00～18：00（大学会館食堂） 
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【第１分科会】

「地域づくり」
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据えた際に、不安を抱く者も少なくない。 

本事業が前進した要因の一つに、「奥山観光ほ

たるの郷」の組成が挙げられる。この推進母体は、

現住民だけでなく、集落出身者（出石市街に在住

等）の積極的な参画がある。この出身者の中には、

地元建設会社の経営幹部等の所謂パトロンが含ま

れ、彼らの貢献度が非常に大きい。地元負担25％

の貸付も彼らによる（勿論、推進母体には返済債

務があるが、この回収も実質彼らが担当）。さらに、

滞在型拠点施設の土地は、この建設会社の所有地

で、無償貸与していることも大きい。また、筆者

のネットワークを活かし、県立大学ゼミの定期的

な受け入れ等、ハード、ソフトともに推進する上

での好条件が重なった希有な例とも捉えられる。 

勿論、区長をはじめ、数は少なくとも熱意があ

り、協力的である住民が多いことも見逃せない。 

このような条件の下、数種のソフト事業で継続

のメドが立ち、また、新たな入居者が企画するク

ラフト教室等の新事業も芽生え始めている。 

さらに、30数年もの間、当地で継続開催されて

いる「ほたる祭り」では、地区公民館や小学校の

協力が得られていることも要因として挙げられる。 

このように、大きな事業を導入したことによっ

て、一気に活性化への道が開けたことは多大な功

績と言える。しかしその一方で、事業を進める中

で幾つかの課題にも直面している。その一つが、

人的資源の不足である。Webサイトの運営は現在、

集落（50代住民1名が中心）で行っているが、イ

ンターネットに不慣れなため、更新が滞ったり、

上手く情報配信ができなかったり、人材が育って

いないという課題が見られる。そして、やはり経

済的な面での不安である。5 年程度の見込みはあ

っても、10年、20年先のメドは立っていないとい

う現実がある。莫大な事業費で複数の施設が生み

出されたが、これが所謂“お荷物”になるのでは

ないかという不安である。これらの不安要素が、

集落内、地域内での軋轢を生む恐れもあり得る。 

 

 

 

 

田植え事業・ほたる祭り・県大ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸの様子 

 

４．“小規模高齢化集落”への今後の支援のあり方

に関する提言 

従来の集落支援のように、集落側のヤル気を評

価して支援を導入することに異論はないが、事業

の事前評価については、やや見通しが甘い部分も

あり、支援の程度にはコントロールが必要である。 

まず、集落規模要件の厳格性である。奥山区は

出身者も巻き込んだ体制が辛うじて採れたが、単

独集落で実施する場合には、実行体制を適正に評

価する必要がある。これは、根拠もなく強気に走

る住民の要望を一定抑止する上で特に重要である。 

そして、事業費や規模の評価には、より一層の

厳格性が求められる。①量をこなす事業なのか、

金額は大きいが質を高める事業なのか。②集落で

できる内容なのか、他者の支援も必要な内容なの

か。③短期的な視野なのか、中長期的な視野なの

か等の評価指標が考えられる。例えば、量をこな

す事業であれば、一定のマーケット分析がなされ、

適正規模（Payできる、さらに収益が見込める量）

であるのかを確認することも重要である。 

さらに、ハード事業を行う場合には、その導入

部分でのソフト事業に十分な時間を与える必要が

ある。兵庫県では 3 カ年事業が多いが、5 カ年程

度の事業期間設定が望ましい。種々の事業が呼び

水となって次の一手（二巡目）を打つための確固

たる仕組みづくり、マーケット確保も含めた期間

である。本事業のように大学等との連携を図る際

には、直接集落と大学等が正式な連携協定を結ぶ

などの方法に繋げる工夫も求められる。 

その上で、運営推進段階においても、一定期間

の継続支援策を確立することが求められる。但し、

集落の再生と自立が目的であるため、人材育成や

広報PR等、内容や分野を限る必要はある。例えば、

近しい人材を集落支援員として配置するための各

市町への補助金導入など（地域おこし協力隊や京

都府の里の仕事人もその一つ）、間接補助や一部補

助とするといった支援への依存度を下げる工夫は

不可欠である。また、施設の管理運営については、

専門的ノウハウを有する地域団体やNPOに、農地

や里山等を含めた地域全体の管理を一括委託（民

間版指定管理）するなどの方法も考えられる。さ

らに、内容によっては施設の売却や転用も容認す

るなど、従来の補助金では困難であった柔軟性を

持つことも期待される。例えば、適化法の処分制

限期間中であっても、相当な効果と目的達成に至

った場合には、繰り上げて譲渡や売却を認めたり、

“むらづくり”という広義の目的で転用を許可し

たり、時代に合った新たな制度設計である。 

どのような集落を対象に、どの程度の期間と事

業量を支援するのか、地域創生の時代にあって、

より一層、政策立案段階での精査が重要となって

おり、十分に練られた戦略的効果的な制度設計が

なされ、支援策が講じられることが望まれる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．豊岡市出石町奥山区の地域再生大作戦 

奥山区では平成 22 年に区長ほか有志が、定住

者増の方策として「別荘整備」の方向性を打ち出

し、行政機関への働きかけを始めた。翌23年に各

種補助事業の導入を模索する中で、県庁及び市役

所から地域再生大作戦への参画が提案され、「小規

模集落元気作戦」（筆者がアドバイザーに着任）の

実施に至った。これは、同年に新規事業化された

「地域再生拠点等プロジェクト支援事業」への移

行を念頭に置いた事業着手であった。 

そして、平成23年度末に「奥山集落活性化ビジ

ョン」をとりまとめるとともに、類い希な地域資

源である金山跡の再生に乗り出した。これと並行 

して「地域再生拠点等プロジェ

クト支援事業」への着手を要請

し、平成 24 年 6 月からこのプ

ロジェクトを実施した。 

図.奥山区の位置 

２．奥山区における地域再生 

拠点等プロジェクト支援事業の内容とその経過 

地域再生拠点等プロジェクト支援事業は、3 カ

年事業で、初年度は計画の策定、2、3年目がハー

ド、ソフトの一体事業となっている。 

奥山区では、初年度200万円（100%県負担）の

補助を受け、拠点施設整備計画及び活性化計画を

策定し、2、3年目の希望補助額として総額1億円

（上限額満額）を要求した。内容は、U・J・I タ

ーン者を最終的な対象とした滞在型拠点新設3棟

の整備と空き家改修による交流拠点施設及び農家

民泊用施設の整備であった。地元負担（約 2,500

万円）が可能なことと、推進母体として地元住民

と出身者で構成された「奥山観光ほたるの郷（任

意団体）」が設立されたこと等が決め手となって補

助採択を得ることができた（事業は後に、新設 4

棟と空き家改修1棟に変更）。そして、平成25年

8 月に各施設整備が着工され、これと並行して、

地域としての収益源確保を目指した新たなソフト

事業も展開し、地域のＰＲ及び利用者獲得を進め

た。また、活動の持続性確保を目標に、地域外の

応援者を募る「奥山観光ほたるの郷ファン倶楽部」

を結成し、人的支援を得られる仕組みを創った（現

在会員数約 350名）。2年目の平成26年度末に、

新設滞在型拠点施設「奥山ほたるビレッジ（用途

は住居）」第1期2棟、及び交流拠点施設「一輪亭

(用途は集会所)」が完成し、竣工式及び内覧会が

開催された。この時点で入居希望者が複数名あり、

最終的には4月に入って入居者が確定した。 

「一輪亭」では、本来の活性化の目的に合致す

る様々なイベントの開催を企画運営するとともに、

希望者へ1棟貸する貸館事業にも着手し、利用者

を増やしつつある。また、推進母体では、地域Ｐ

Ｒ、情報受発信を目的とした公式Ｗｅｂサイトも

立ち上げ、運用を開始した。さらに、滞在型拠点

施設の2期分2棟については、永続的な定住希望

者（1者は大阪、1者は神戸。但しリタイヤ組）の

入居があり、所期の目標を達成しつつある。 
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３．地域再生大作戦の成果と残された課題 

小規模高齢化集落にあって総額1億円超の事業

導入により、当初描いていた活性化への第1歩を

踏み出したが、その推進にあたっては様々な好条

件が重なったことがある。しかし、冷静に先を見
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研究概要 

豊岡市出石町奥山区は、9世帯17名、高齢化率

65％の“超”小規模高齢化集落であるが、住民が

一念発起し、兵庫県地域再生大作戦・地域再生拠

点等プロジェクト支援事業等の採択を受け、平成

23年度から約4年間、集落活性化事業に取り組ん

できた。このモデル事業終了までに、新たな交流

事業を事業化するとともに、空き家を改修した交

流拠点施設『一輪亭』及び新設滞在型施設『奥山

ほたるビレッジ（木造平屋建て4棟）』の整備開設

を実現した。一輪亭では地域外からの利用者確保

が進みつつあるほか、ほたるビレッジも全棟入居

者が決定し新たな居住者の流入がある等、一定の

成果が見られ始めているが、“超”小規模高齢化集

落としての活性化の限界にも直面している。 

本発表では、奥山区におけるモデル事業の成果

と残された課題を検証し、今後の小規模高齢化集

落に対する政策立案の留意点を提案する。 
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据えた際に、不安を抱く者も少なくない。 
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な受け入れ等、ハード、ソフトともに推進する上

での好条件が重なった希有な例とも捉えられる。 

勿論、区長をはじめ、数は少なくとも熱意があ

り、協力的である住民が多いことも見逃せない。 

このような条件の下、数種のソフト事業で継続

のメドが立ち、また、新たな入居者が企画するク

ラフト教室等の新事業も芽生え始めている。 
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このように、大きな事業を導入したことによっ
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集落（50代住民1名が中心）で行っているが、イ

ンターネットに不慣れなため、更新が滞ったり、

上手く情報配信ができなかったり、人材が育って

いないという課題が見られる。そして、やはり経

済的な面での不安である。5 年程度の見込みはあ
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う現実がある。莫大な事業費で複数の施設が生み

出されたが、これが所謂“お荷物”になるのでは

ないかという不安である。これらの不安要素が、

集落内、地域内での軋轢を生む恐れもあり得る。 
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４．“小規模高齢化集落”への今後の支援のあり方

に関する提言 
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あり、支援の程度にはコントロールが必要である。 
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意団体）」が設立されたこと等が決め手となって補

助採択を得ることができた（事業は後に、新設 4

棟と空き家改修1棟に変更）。そして、平成25年

8 月に各施設整備が着工され、これと並行して、

地域としての収益源確保を目指した新たなソフト
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を結成し、人的支援を得られる仕組みを創った（現

在会員数約 350名）。2年目の平成26年度末に、

新設滞在型拠点施設「奥山ほたるビレッジ（用途

は住居）」第1期2棟、及び交流拠点施設「一輪亭

(用途は集会所)」が完成し、竣工式及び内覧会が

開催された。この時点で入居希望者が複数名あり、

最終的には4月に入って入居者が確定した。 

「一輪亭」では、本来の活性化の目的に合致す

る様々なイベントの開催を企画運営するとともに、

希望者へ1棟貸する貸館事業にも着手し、利用者

を増やしつつある。また、推進母体では、地域Ｐ

Ｒ、情報受発信を目的とした公式Ｗｅｂサイトも

立ち上げ、運用を開始した。さらに、滞在型拠点

施設の2期分2棟については、永続的な定住希望

者（1者は大阪、1者は神戸。但しリタイヤ組）の

入居があり、所期の目標を達成しつつある。 
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点等プロジェクト支援事業等の採択を受け、平成

23年度から約4年間、集落活性化事業に取り組ん

できた。このモデル事業終了までに、新たな交流

事業を事業化するとともに、空き家を改修した交

流拠点施設『一輪亭』及び新設滞在型施設『奥山

ほたるビレッジ（木造平屋建て4棟）』の整備開設

を実現した。一輪亭では地域外からの利用者確保

が進みつつあるほか、ほたるビレッジも全棟入居

者が決定し新たな居住者の流入がある等、一定の

成果が見られ始めているが、“超”小規模高齢化集

落としての活性化の限界にも直面している。 
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図２ 太子町の女性人口コーホート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 若年女性の定着をもたらすもの 

 新温泉町のパターンは人口減少率の大きい非都

市圏域の市町に典型的なタイプであり、太子町の

それは人口減少率の低い神戸市や阪神地域等にみ

られるタイプである。しかし、太子町は姫路市に

隣接するとはいえ大都市圏にあるわけではない。

それでは両町のコーホート・パターンの差異の要

因は何であろうか。 
 他の要因も考えねばならないが、一般に「働く」、

「産み、育てる」ことができなければ若年女性の

地域への定着、移入は難しい。しかし、表２に示

すように、20～30 代、20 代の女性の就業率（同

年齢世代の人口に対する就業者数の割合）は、若

年女性の減少が深刻な地域において比較的高い。

しかもそうした地域では20代の就業率と20～30
代のそれの差が小さく、結婚し、子育てもしてい

る年齢になっても就業を続けている女性の割合が

多いのである（一部では 30 代になって増えてい

る地域すらある）。実際、人口減少の深刻な新温泉

町でも若年女性就業率は 66.5％で全国平均の

62.0％、兵庫県下平均の 59.6％を上回っている。

他方、太子町のそれは全国平均を下回る60.7％で

ある（いずれも総務省「労働力調査」平成 24 年

値）。すなわち、新温泉町では働く女性が多いにも

かかわらず若年女性人口の減少が著しく、太子町

は必ずしも就業率がとくに高いわけではないが若

年女性人口の減少は比較的少ないのである。この

ことから単に働く場があっても、それが若年女性

をつなぎとめる十分条件とはなりえないことがわ

かる。 
 では「産み、育てやすい」という条件はどうで

あろうか。合計特殊出生率が高いということが「産

みやすい」ことの指標となると考えれば、新温泉

町の 1.76、新温泉町の1.79は希望出生率 1.80に

は及ばないものの全国平均 1.39、県下平均 1.41
を大きく上回っている（いずれも平成 22 年国勢

調査による）。しかし、ここでも新温泉町は産みや

すいはずであり、実際に出生率が高いにもかかわ

らず若年女性の流出を食い止められていない。 
表２　兵庫県下市町の若年女性就業率（平成22年国調） 　

　　単位：％、ポイント

1 佐用町 73.0 73.4 -0.4 27 相生市 61.3 62.8 -1.5
2 丹波市 72.1 72.8 -0.7 28 播磨町 61.1 65.0 -3.9
3 多可町 71.7 71.1 0.6 29 姫路市 60.9 63.4 -2.5
4 宍粟市 70.8 73.1 -2.3 30 太子町 60.7 65.5 -4.8
5 南あわじ市 70.7 69.0 1.7 31 加古川市 60.2 63.1 -2.9
6 福崎町 70.7 73.3 -2.6 32 三田市 60.0 66.3 -6.3
7 市川町 69.8 70.3 -0.5 33 赤穂市 59.9 62.4 -2.5
8 香美町 69.6 69.9 -0.3 34 尼崎市 59.7 63.1 -3.4
9 養父市 69.5 68.1 1.4  兵庫県 59.6 63.3 -3.7

10 神河町 69.5 69.9 -0.4 35 灘区 59.5 62.0 -2.5
11 豊岡市 68.5 70.6 -2.1 36 中央区 59.0 58.9 0.1
12 朝来市 68.3 67.6 0.7 37 須磨区 58.7 61.2 -2.5
13 西脇市 67.8 68.0 -0.2 38 北区 58.5 62.7 -4.2
14 加西市 67.0 67.1 -0.1  神戸市 58.2 61.4 -3.2
15 三木市 66.8 68.6 -1.8 39 猪名川町 58.0 68.7 -10.7
16 新温泉町 66.5 68.3 -1.8 40 西区 57.6 62.2 -4.6
17 淡路市 66.5 64.5 2.0 41 明石市 57.5 62.2 -4.7
18 小野市 65.7 67.7 -2.0 42 長田区 57.2 57.2 0.0
19 稲美町 65.6 68.5 -2.9 43 西宮市 56.8 63.0 -6.2
20 洲本市 65.5 67.7 -2.2 44 東灘区 56.6 60.6 -4.0
21 上郡町 65.2 65.5 -0.3 45 垂水区 56.6 61.7 -5.1
22 篠山市 65.0 67.7 -2.7 46 川西市 56.5 63.9 -7.4
23 加東市 64.5 64.5 0.0 47 伊丹市 55.7 61.4 -5.7
24 たつの市 63.1 63.1 0.0 48 芦屋市 54.7 60.8 -6.1
25 兵庫区 61.6 64.2 -2.6 49 宝塚市 54.4 62.3 -7.9

26 高砂市 61.3 63.7 -2.4 　　　資料：「平成22年国勢調査」より作成。
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図３は兵庫県下市町の若年女性就業率と合計

特殊出生率に強い正の相関があることを示してい

る。しかし、就業率と出生率がともに高い団体は

若年女性人口減少の甚だしいところでもある（詳

細な図は学会当日配布）。本当に「働きやすい」「産

み、育てやすい」ことは若年女性人口の流出を抑

える十分条件足りえないのであろうか。「働きやす

い」という条件については若年女性が本当に働き

たい職があるかどうか、ミスマッチが生じていな

いかも考慮せねばならない。 
また、合計特殊出生率の高い新温泉町や香美町

など多くの地域では三世代同居率が高い。しかし、

若年女性人口比率＝‐0.2136＊三世代同居率

+0.1359（R２＝0.635）であり、両者は負の相関関

係にあり、やはり「産み、育てやすい」条件もそ

の内容を精査する必要がある。 
「働きやすい」「産み、育てやすい」ことの質的内

容が重要であり、それを考慮しなければ有効な施

策とはなりえないのである。（回帰分析の結果を含

む詳細なレジュメは当日、配布させて頂きます。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 研究の目的と手法 

【目的】地域の若年女性人口の減少を抑制し、増

やすための地域の「魅力」とは何なのか、自治体

が講ずるべき有効な施策は何かを明らかにしたい。 
【手法】①若年女性の定着に成功している地域の

事例研究、②若年女性人口増加に影響すると考え

られる指標のデータを用いた回帰分析を行う。 
２ 若年女性人口の社会増・減 

 昭和 60（1985）年から平成 22（2010）年にか

けて兵庫県の若年女性人口（20～39歳）は約 77.7
万人から約69.5万人に10.5％減少した。この間、

県総人口そのものは約６％程度増加しているので、

若年女性人口の減少がいかに激しいかがわかる。 
表１は国立社会保障・人口問題研究所の将来人

口推計による平成 22～52 年の県下市区町の総人

口変化率(①)と、同期間に人口移動が収束しないと

仮定した場合の推計（「日本創成会議」試算）の変

化率(②)、及びこれらの差(②―①)すなわち人口移

動要因による減少率への影響について、人口移動

要因の影響度の大きな順に団体を並べたものであ

る。人口移動の影響が大きい、したがって人口移

動の抑制がとくに急がれねばならない市町はその

大半が若年女性人口の減少が激しく「消滅可能性

都市」とされる団体である。逆に、神戸市や阪神

地域の市では一般に人口減少率も人口移動の影響

も小さい。 
 同表より人口移動（流出）の影響が最も深刻な 
新温泉町と、大都市圏外ではあるがその影響度の

小さい太子町という対象的な２団体をとりあげ、

両町の若年女性人口のコーホート（国勢調査人

口；平成 7～12年、12～17年、17～22年）を図

１、図２で示している。両町とも（他の多くの市

町もそうであるが）、10～14歳→15～19歳の期間

に女性の人口減が始まり（進学等のため）、15～
19歳→20～24歳の期間にそれが加速化し（進学、

就職等のため）、20～24歳→25～29歳の期間で減

少のピークに達する（就職、結婚等のため）。そし

て、25～29歳→30～34歳の期間に増加に転じた

後、年齢を重ねるとともに減少している。このパ

ターンは基本的に同じであるが、両町で異なるの

は、新温泉町の場合、平成７→12年、12→17年、

17→22年からのいずれの５年間においても10代

前半から後半、10代後半から 20代前半、20代前

半から後半へと減少のパターンがほとんど変わら

ず、落ち込みが深く、そして 20代後半から 30代

前半への回復が弱いのに対して、太子町では 20
代前半から後半にかけての減少が平成 17→22 年

の間には少なくなり、また、20 代後半～30 代前

半、30代前半～後半での回復力が平成 17→22年

に強まってきていることである。この差異は、太

子町にあって新温泉町にはない何かの要素が存す

ることを示唆している。 
 

表１　兵庫県市区町の人口減少率（2010－40年）
①社会保障人口問題研究所推計　②日本創成会議推計（人口移動が収束しないケース）

市区町 ①　％ ②　％ ②ー① 市区町 ①　％ ②　％ ②ー①
1 新温泉町 -47.8 -70.0 -22.2 26 三田市 -41.4 -45.4 -4.0
2 香美町 -43.5 -63.0 -19.5 27 神戸市須磨区 -47.5 -51.4 -3.9
3 養父市 -42.3 -58.3 -16.0 28 たつの市 -36.1 -39.9 -3.8
4 神河町 -46.1 -61.7 -15.6 29 播磨町 -41.6 -44.9 -3.3
5 佐用町 -52.9 -68.2 -15.3 30 神戸市西区 -36.0 -38.8 -2.8
6 朝来市 -48.6 -63.5 -14.9 31 小野市 -29.5 -32.0 -2.5
7 多可町 -44.6 -58.9 -14.3 32 神戸市北区 -35.6 -37.9 -2.3
8 豊岡市 -34.5 -48.8 -14.3 33 加古川市 -36.1 -38.3 -2.2
9 宍粟市 -41.9 -55.0 -13.1 34 川西市 -35.4 -37.3 -1.9

10 洲本市 -46.3 -58.5 -12.2 35 太子町 -18.7 -20.0 -1.3
11 丹波市 -38.2 -50.4 -12.2 36 明石市 -37.6 -38.6 -1.0
12 南あわじ市 -41.7 -53.6 -11.9 37 神戸市垂水区 -39.3 -40.3 -1.0
13 猪名川町 -26.3 -37.4 -11.1 38 姫路市 -32.6 -33.6 -1.0
14 上郡町 -54.1 -65.1 -11.0 39 尼崎市 -47.4 -48.3 -0.9
15 淡路市 -48.5 -58.7 -10.2 40 神戸市長田区 -43.4 -42.8 0.6
16 篠山市 -49.0 -58.7 -9.7 41 加東市 -28.1 -26.4 1.7
17 市川町 -45.6 -54.7 -9.1 42 宝塚市 -29.6 -27.4 2.2
18 西脇市 -36.1 -44.8 -8.7 43 伊丹市 -27.4 -25.0 2.4
19 福崎町 -42.6 -51.3 -8.7 44 神戸市東灘区 -32.3 -27.6 4.7
20 稲美町 -45.6 -53.7 -8.1 45 西宮市 -26.8 -21.5 5.3
21 加西市 -47.1 -54.7 -7.6 46 芦屋市 -26.0 -20.3 5.7
22 三木市 -48.6 -56.2 -7.6 47 神戸市兵庫区 -37.7 -30.2 7.5
23 相生市 -47.9 -55.4 -7.5 48 神戸市灘区 -30.6 -20.9 9.7
24 高砂市 -38.6 -43.2 -4.6 49 神戸市中央区 -36.8 -20.9 15.9
25 赤穂市 -40.2 -44.4 -4.2

資料；社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口」、日本創成会議資料より作成。  
 
図１ 新温泉町の女性人口コーホート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「国勢調査」各年版より作成。 
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研究概要  
 わが国全体で人口減少問題が深刻化するなか、

地域が生き残っていくためには、若年女性人口の

流出の抑制・増加と合計特殊出生率の引上げが重

要である。本研究では「日本の縮図」といわれる

兵庫県の市町を事例に、地域の若年女性人口の現

状と特徴をふまえたうえで、若年女性の定着を図

るために県と市町がどのような施策を講ずるべき

なのかを考察する。 
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図２ 太子町の女性人口コーホート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 若年女性の定着をもたらすもの 

 新温泉町のパターンは人口減少率の大きい非都

市圏域の市町に典型的なタイプであり、太子町の

それは人口減少率の低い神戸市や阪神地域等にみ

られるタイプである。しかし、太子町は姫路市に

隣接するとはいえ大都市圏にあるわけではない。

それでは両町のコーホート・パターンの差異の要

因は何であろうか。 
 他の要因も考えねばならないが、一般に「働く」、

「産み、育てる」ことができなければ若年女性の

地域への定着、移入は難しい。しかし、表２に示

すように、20～30 代、20 代の女性の就業率（同

年齢世代の人口に対する就業者数の割合）は、若

年女性の減少が深刻な地域において比較的高い。

しかもそうした地域では20代の就業率と20～30
代のそれの差が小さく、結婚し、子育てもしてい

る年齢になっても就業を続けている女性の割合が

多いのである（一部では 30 代になって増えてい

る地域すらある）。実際、人口減少の深刻な新温泉

町でも若年女性就業率は 66.5％で全国平均の

62.0％、兵庫県下平均の 59.6％を上回っている。

他方、太子町のそれは全国平均を下回る60.7％で

ある（いずれも総務省「労働力調査」平成 24 年

値）。すなわち、新温泉町では働く女性が多いにも

かかわらず若年女性人口の減少が著しく、太子町

は必ずしも就業率がとくに高いわけではないが若

年女性人口の減少は比較的少ないのである。この

ことから単に働く場があっても、それが若年女性

をつなぎとめる十分条件とはなりえないことがわ

かる。 
 では「産み、育てやすい」という条件はどうで

あろうか。合計特殊出生率が高いということが「産

みやすい」ことの指標となると考えれば、新温泉

町の 1.76、新温泉町の1.79は希望出生率 1.80に

は及ばないものの全国平均 1.39、県下平均 1.41
を大きく上回っている（いずれも平成 22 年国勢

調査による）。しかし、ここでも新温泉町は産みや

すいはずであり、実際に出生率が高いにもかかわ

らず若年女性の流出を食い止められていない。 
表２　兵庫県下市町の若年女性就業率（平成22年国調） 　

　　単位：％、ポイント

1 佐用町 73.0 73.4 -0.4 27 相生市 61.3 62.8 -1.5
2 丹波市 72.1 72.8 -0.7 28 播磨町 61.1 65.0 -3.9
3 多可町 71.7 71.1 0.6 29 姫路市 60.9 63.4 -2.5
4 宍粟市 70.8 73.1 -2.3 30 太子町 60.7 65.5 -4.8
5 南あわじ市 70.7 69.0 1.7 31 加古川市 60.2 63.1 -2.9
6 福崎町 70.7 73.3 -2.6 32 三田市 60.0 66.3 -6.3
7 市川町 69.8 70.3 -0.5 33 赤穂市 59.9 62.4 -2.5
8 香美町 69.6 69.9 -0.3 34 尼崎市 59.7 63.1 -3.4
9 養父市 69.5 68.1 1.4  兵庫県 59.6 63.3 -3.7

10 神河町 69.5 69.9 -0.4 35 灘区 59.5 62.0 -2.5
11 豊岡市 68.5 70.6 -2.1 36 中央区 59.0 58.9 0.1
12 朝来市 68.3 67.6 0.7 37 須磨区 58.7 61.2 -2.5
13 西脇市 67.8 68.0 -0.2 38 北区 58.5 62.7 -4.2
14 加西市 67.0 67.1 -0.1  神戸市 58.2 61.4 -3.2
15 三木市 66.8 68.6 -1.8 39 猪名川町 58.0 68.7 -10.7
16 新温泉町 66.5 68.3 -1.8 40 西区 57.6 62.2 -4.6
17 淡路市 66.5 64.5 2.0 41 明石市 57.5 62.2 -4.7
18 小野市 65.7 67.7 -2.0 42 長田区 57.2 57.2 0.0
19 稲美町 65.6 68.5 -2.9 43 西宮市 56.8 63.0 -6.2
20 洲本市 65.5 67.7 -2.2 44 東灘区 56.6 60.6 -4.0
21 上郡町 65.2 65.5 -0.3 45 垂水区 56.6 61.7 -5.1
22 篠山市 65.0 67.7 -2.7 46 川西市 56.5 63.9 -7.4
23 加東市 64.5 64.5 0.0 47 伊丹市 55.7 61.4 -5.7
24 たつの市 63.1 63.1 0.0 48 芦屋市 54.7 60.8 -6.1
25 兵庫区 61.6 64.2 -2.6 49 宝塚市 54.4 62.3 -7.9

26 高砂市 61.3 63.7 -2.4 　　　資料：「平成22年国勢調査」より作成。

②20～
２９歳

①ー②
①20～
39歳

②20～
２９歳

①ー②市　町
順
位

順
位

市　町
①20～
39歳

 
図３ 兵庫県市区町の若年女性就業率と合計特殊出生率 
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い」という条件については若年女性が本当に働き

たい職があるかどうか、ミスマッチが生じていな
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+0.1359（R２＝0.635）であり、両者は負の相関関

係にあり、やはり「産み、育てやすい」条件もそ

の内容を精査する必要がある。 
「働きやすい」「産み、育てやすい」ことの質的内

容が重要であり、それを考慮しなければ有効な施

策とはなりえないのである。（回帰分析の結果を含

む詳細なレジュメは当日、配布させて頂きます。） 
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県総人口そのものは約６％程度増加しているので、

若年女性人口の減少がいかに激しいかがわかる。 
表１は国立社会保障・人口問題研究所の将来人

口推計による平成 22～52 年の県下市区町の総人

口変化率(①)と、同期間に人口移動が収束しないと

仮定した場合の推計（「日本創成会議」試算）の変

化率(②)、及びこれらの差(②―①)すなわち人口移

動要因による減少率への影響について、人口移動

要因の影響度の大きな順に団体を並べたものであ

る。人口移動の影響が大きい、したがって人口移

動の抑制がとくに急がれねばならない市町はその

大半が若年女性人口の減少が激しく「消滅可能性

都市」とされる団体である。逆に、神戸市や阪神

地域の市では一般に人口減少率も人口移動の影響

も小さい。 
 同表より人口移動（流出）の影響が最も深刻な 
新温泉町と、大都市圏外ではあるがその影響度の

小さい太子町という対象的な２団体をとりあげ、

両町の若年女性人口のコーホート（国勢調査人

口；平成 7～12年、12～17年、17～22年）を図

１、図２で示している。両町とも（他の多くの市

町もそうであるが）、10～14歳→15～19歳の期間

に女性の人口減が始まり（進学等のため）、15～
19歳→20～24歳の期間にそれが加速化し（進学、

就職等のため）、20～24歳→25～29歳の期間で減

少のピークに達する（就職、結婚等のため）。そし

て、25～29歳→30～34歳の期間に増加に転じた

後、年齢を重ねるとともに減少している。このパ

ターンは基本的に同じであるが、両町で異なるの

は、新温泉町の場合、平成７→12年、12→17年、

17→22年からのいずれの５年間においても10代

前半から後半、10代後半から 20代前半、20代前

半から後半へと減少のパターンがほとんど変わら

ず、落ち込みが深く、そして 20代後半から 30代

前半への回復が弱いのに対して、太子町では 20
代前半から後半にかけての減少が平成 17→22 年

の間には少なくなり、また、20 代後半～30 代前

半、30代前半～後半での回復力が平成 17→22年

に強まってきていることである。この差異は、太

子町にあって新温泉町にはない何かの要素が存す

ることを示唆している。 
 

表１　兵庫県市区町の人口減少率（2010－40年）
①社会保障人口問題研究所推計　②日本創成会議推計（人口移動が収束しないケース）

市区町 ①　％ ②　％ ②ー① 市区町 ①　％ ②　％ ②ー①
1 新温泉町 -47.8 -70.0 -22.2 26 三田市 -41.4 -45.4 -4.0
2 香美町 -43.5 -63.0 -19.5 27 神戸市須磨区 -47.5 -51.4 -3.9
3 養父市 -42.3 -58.3 -16.0 28 たつの市 -36.1 -39.9 -3.8
4 神河町 -46.1 -61.7 -15.6 29 播磨町 -41.6 -44.9 -3.3
5 佐用町 -52.9 -68.2 -15.3 30 神戸市西区 -36.0 -38.8 -2.8
6 朝来市 -48.6 -63.5 -14.9 31 小野市 -29.5 -32.0 -2.5
7 多可町 -44.6 -58.9 -14.3 32 神戸市北区 -35.6 -37.9 -2.3
8 豊岡市 -34.5 -48.8 -14.3 33 加古川市 -36.1 -38.3 -2.2
9 宍粟市 -41.9 -55.0 -13.1 34 川西市 -35.4 -37.3 -1.9

10 洲本市 -46.3 -58.5 -12.2 35 太子町 -18.7 -20.0 -1.3
11 丹波市 -38.2 -50.4 -12.2 36 明石市 -37.6 -38.6 -1.0
12 南あわじ市 -41.7 -53.6 -11.9 37 神戸市垂水区 -39.3 -40.3 -1.0
13 猪名川町 -26.3 -37.4 -11.1 38 姫路市 -32.6 -33.6 -1.0
14 上郡町 -54.1 -65.1 -11.0 39 尼崎市 -47.4 -48.3 -0.9
15 淡路市 -48.5 -58.7 -10.2 40 神戸市長田区 -43.4 -42.8 0.6
16 篠山市 -49.0 -58.7 -9.7 41 加東市 -28.1 -26.4 1.7
17 市川町 -45.6 -54.7 -9.1 42 宝塚市 -29.6 -27.4 2.2
18 西脇市 -36.1 -44.8 -8.7 43 伊丹市 -27.4 -25.0 2.4
19 福崎町 -42.6 -51.3 -8.7 44 神戸市東灘区 -32.3 -27.6 4.7
20 稲美町 -45.6 -53.7 -8.1 45 西宮市 -26.8 -21.5 5.3
21 加西市 -47.1 -54.7 -7.6 46 芦屋市 -26.0 -20.3 5.7
22 三木市 -48.6 -56.2 -7.6 47 神戸市兵庫区 -37.7 -30.2 7.5
23 相生市 -47.9 -55.4 -7.5 48 神戸市灘区 -30.6 -20.9 9.7
24 高砂市 -38.6 -43.2 -4.6 49 神戸市中央区 -36.8 -20.9 15.9
25 赤穂市 -40.2 -44.4 -4.2

資料；社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口」、日本創成会議資料より作成。  
 
図１ 新温泉町の女性人口コーホート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「国勢調査」各年版より作成。 

テーマ：「どうすれば若年女性人口を増加できるか：

兵庫県市町を事例として」 

所 属：関西学院大学経済学部前田ゼミ 

氏 名：三角友惟・梅木恵里子・唐口あずさ・高岡

佐衣・村山知奈美 

研究概要  
 わが国全体で人口減少問題が深刻化するなか、

地域が生き残っていくためには、若年女性人口の

流出の抑制・増加と合計特殊出生率の引上げが重

要である。本研究では「日本の縮図」といわれる

兵庫県の市町を事例に、地域の若年女性人口の現

状と特徴をふまえたうえで、若年女性の定着を図

るために県と市町がどのような施策を講ずるべき

なのかを考察する。 
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図２：自治体YouTubeサイトの動画数と総視聴回数 
 

３ 地域PR映像の内容分析 

 地域 PR 映像は表３のように主題（地域）と発

信意図（PR）で定義されるものであるが、PRと

報告の間に両方の性格をもつ特集報告ともいえる

領域があり、両者の境界は必ずしも明確ではない。

また、地域内の個々の要素を主題としたものは、

地域が主題なのか要素それ自体が主題なのか明確

でないものが多い。本研究ではこのような定義づ

けの厳密な議論は避け、2府2県内を対象として、

地域 PR 映像と考えられるものを幅広く収集し、

それらについて量的分析ではなく、質的分析（タ

イプ分け）を行うこととした。 
表３：地域PR映像の定義 

主題  

地域 地域要素 非地域 

PR     

特集報告    
発信 

意図 
報告    

 まず、2府2県内を対象とする地域PR映像を、

自治体のチャンネルに限定せず収集したところ、

府県レベルでは 154 本、市町村レベルで 112 本、

計 266本把握することができた（上述のようにこ

の数値に関しては議論の余地が大いにある）。これ

らを視聴し、その構成や演出方法などの観点から

整理、分類した結果、図３のようなタイプを抽出

することができた。 
 まず、映像としての演出の有無で大きく二つに

分けることができた。このうち演出がほとんどな

いものを「説明型」とした。このタイプの特徴と

しては、概略的な説明から具体的な説明に進む構

成で、印象付けよりも情報提供が重視され、ナレ

ーションやテロップといった言語による説明が多

用され、逆に、映像性と音楽性は軽視される。 
 演出があるものについてはさらに「MC

（Master of Ceremonies）型」「CM（Commercial 
Message）型」「ドキュメンタリー型」「ドラマ型」

に分けることができた。「MC型」はケーブルTV
の番組を転載したものが多く、情報提供を主な狙

いとしつつも、男女ペアの MC（司会者）が視聴

者の関心を惹きつけるトークや豊かな感情表現を

行いながら地域を紹介していくというものである。

ここではストーリー性、映像性、音楽性はあまり

重視されない。「CM型」は 30秒程度の短い映像

で、地域の特定の対象や側面に焦点をあてて、そ

れをインパクトの映像とフレーズ、時にはロゴを

活用して表現し、印象付けることを狙うものであ

る。ここでは情報提供は重視されない。「ドキュメ

ンタリー型」は、具体的な事象を積み重ねること

によって対象の本質的特徴を浮き彫りにしていく

構成をとり、情報提供よりも印象づけが重視され、

映像性と音楽性が重視され、ナレーションとテロ

ップは映像の邪魔にならないように最低限のもの

に限られる。「ドラマ型」は、「ドキュメンタリー

型」と類似する点が多いが、主人公等の配役を設

定した起承転結の物語となっているところが大き

な特徴である。 
 量的には、映像としての演出性の程度が低い説

明型、ローカルTV制作によるMC型が多く、演

出の程度が高いCM型やドキュメンタリー型、ド

ラマ型が少ないという特徴が見いだせた。 

地域PR映像

演出なし

演出あり

２）MC型（10分程度）

１）説明型（5分程度）

３）CM型（30秒程度）

４）ドキュメンタリー型（10分程度）

５）ドラマ型（5分程度）  
 図３：地域PR映像のタイプわけ（（ ）は作品の時間） 

４ まとめ 

 自治体による地域映像の発信実態の分析から、

高視聴レベルの群と低視聴レベルの群があること

が分かった。この差が生まれる原因については神

戸市と兵庫県の比較からいくつかの仮説を導いた

が、さらなる調査が必要である。他方、地域 PR
映像の内容分析から、5 つのタイプが抽出され、

映像メディアとしての特性を生かした演出性の高

い映像が必ずしも多くないという現状が把握され

た。演出性の高い映像が少ない理由については、

チャンネルの運営方針上のものか、コストや技術

の問題なのか、今後、分析していく必要がある。 
 
＜その他の研究メンバー＞ 
 倉田麻未 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに 

 動画投稿サイトの進化やスマートフォンの普及

など、動画視聴環境が大きく変化したことを背景

に、映像による地域情報発信の取り組みが急速に

広がっている。特に、YouTubeは無料かつ機能的

で、繰り返しの視聴や他サイト・SNSとのリンク

が可能なことから、地域づくりを担う様々な主体

が地域の PR や情報共有を目的として映像を制作

し、YouTubeに投稿するようになっている。本研

究では、近畿 2府 2県を対象として、域内自治体

によるYouTubeを活用した地域映像の発信・視聴

実態を分析した上で、特に地域 PR 映像に焦点を

絞り、その内容分析を行った。 
 
２ 自治体による地域映像の発信・視聴実態 

 Youtubeによる映像配信は映像制作コストを除

けば費用がかからない。ゆえに十分に考慮される

ことなく映像が撮影、編集され、アップロードさ

れやすい。しかし、映像が視聴者に見られ、広報

効果を発揮するためには、広報戦略における適切

な位置づけ、他のメディアとの連携、分かりやす

く興味を引く映像チャンネルの整備、映像という

性質を活かしたコンテンツづくりなどを同時に展

開する必要がある。このような取り組みをする自

治体はより多くの視聴回数を獲得するはずである。 
 地域映像の発信・視聴実態を把握するために、

近畿 2 府 2 県を対象として、域内自治体の

YouTubeチャンネルの保有、発信、視聴の実態を

把握した。2 府 2 県についてはすべて保有してい

たが、それぞれの域内の市町村については、2015
年7月現在、65自治体43％にとどまった（表１）。

現在のチャンネルで最も登録が古いのは兵庫県新

温泉町の 2007 年で、その後、多くの自治体がチ

ャンネルを開設していった（図１）。 

さらに府県別に各自治体のチャンネルのアッ

プロード動画数と視聴回数をみると、いずれも兵

庫県内が最も多かった（表２）。なお、大阪市は映

像チャンネルサイトを有しているが、視聴のため

にプラグインソフトのインストールを要求してお

り、YouTubeにチャンネルを有していなかったの

でここでは除外した。また、同市区部のチャンネ

ルも除外した。 
表１：YouTubeチャンネル保有市町村数と割合 

都道府県
市町村数
(A)

Youtubeチャンネル
保有市町村数(B)

保有率(%)
(B/A*100)

兵庫県 42 23 55
大阪府 43 18 42
京都府 26 9 35
奈良県 39 15 38

合計 150 65 43  
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図１：近畿2府2県内YouTubeチャンネル保有自治体数推移 

 
表２：2府 2県内自治体による動画数と視聴回数 

動画数 構成比(%) 視聴回数
動画あたり
視聴回数

兵庫県内 4,184 47.2 4,842,341 1,157
大阪府内 1,935 21.8 1,523,163 787

京都府内 2,086 23.5 2,192,059 1,051
奈良県内 1,019 11.5 850,589 835

合計 9224 100 9,408,152 1,020  
 次に、動画数と視聴回数の二軸で散布図を作成

した（図２）。これをみると神戸市や京都府、大阪

府は一動画あたり平均 1800 程度の視聴回数であ

り高視聴レベルと言え、宮津市、三田市、兵庫県、

宝塚市等は一動画あたり約 300と少なく、低視聴

レベルといえる。 
両レベルの差が生じる理由を明らかにするた

めに兵庫県と神戸市を比較すると、両者とも映像

チャンネルサイトを有しているが、兵庫県は市政

や地域、イベントの紹介にとどまるのに対して、

神戸市は神戸出身の著名人からメッセージや、神

戸で活躍する市民の紹介など、一般の人がより関

心をもちやすい映像が多く登録されている。また、

地域の魅力紹介映像に関しても一つ一つの動画の

質が高い。また、映像チャンネルサイトと

YouTubeチャンネルがうまく連携されている。こ

れらが視聴回数に影響しているものと考えられる。 

テーマ：地域 PR 映像の発信と内容に関する研究

～近畿２府２県を事例として～ 

所 属：兵庫県立大学環境人間学部 

氏 名：井関 崇博 

研究概要 

 本研究では動画視聴環境の変化を背景に進む

YouTubeを利用した地域映像発信に着目し、その

現状を明らかにするために、近畿 2府 2県の自治

体による YouTube を活用した地域映像発信実態

を把握した。また、地域の魅力を紹介する地域PR
映像の内容を分析し、タイプ分けを行った。 
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図２：自治体YouTubeサイトの動画数と総視聴回数 
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開する必要がある。このような取り組みをする自

治体はより多くの視聴回数を獲得するはずである。 
 地域映像の発信・視聴実態を把握するために、

近畿 2 府 2 県を対象として、域内自治体の

YouTubeチャンネルの保有、発信、視聴の実態を
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表１：YouTubeチャンネル保有市町村数と割合 
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Youtubeチャンネル
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合計 150 65 43  
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図１：近畿2府2県内YouTubeチャンネル保有自治体数推移 

 
表２：2府 2県内自治体による動画数と視聴回数 

動画数 構成比(%) 視聴回数
動画あたり
視聴回数

兵庫県内 4,184 47.2 4,842,341 1,157
大阪府内 1,935 21.8 1,523,163 787

京都府内 2,086 23.5 2,192,059 1,051
奈良県内 1,019 11.5 850,589 835

合計 9224 100 9,408,152 1,020  
 次に、動画数と視聴回数の二軸で散布図を作成
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宝塚市等は一動画あたり約 300と少なく、低視聴

レベルといえる。 
両レベルの差が生じる理由を明らかにするた
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チャンネルサイトを有しているが、兵庫県は市政

や地域、イベントの紹介にとどまるのに対して、

神戸市は神戸出身の著名人からメッセージや、神

戸で活躍する市民の紹介など、一般の人がより関

心をもちやすい映像が多く登録されている。また、

地域の魅力紹介映像に関しても一つ一つの動画の

質が高い。また、映像チャンネルサイトと

YouTubeチャンネルがうまく連携されている。こ

れらが視聴回数に影響しているものと考えられる。 

テーマ：地域 PR 映像の発信と内容に関する研究

～近畿２府２県を事例として～ 

所 属：兵庫県立大学環境人間学部 

氏 名：井関 崇博 

研究概要 

 本研究では動画視聴環境の変化を背景に進む

YouTubeを利用した地域映像発信に着目し、その

現状を明らかにするために、近畿 2府 2県の自治

体による YouTube を活用した地域映像発信実態

を把握した。また、地域の魅力を紹介する地域PR
映像の内容を分析し、タイプ分けを行った。 
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①生活の特性 
生活の特性は主に駅から比較的近い地域、駅か

ら徒歩圏内の地域、駅までバスを利用する地域が

持つとされる。図中にも示すように、最寄りの駅

へのアクセス、公共施設などの利便性により異な

った３地域に分けられ、「生活しやすさ・住みやす

さ」によるブランド化を図るための課題がそれぞ

れ異なることがわかる。とくに清和台やけやき坂

のような西部の住宅地域は、住環境が良く、子育

ての環境が整っているのにもかかわらず、アクセ

スが悪いため定住資源を活かしきれていない。 
 

②歴史・自然の特性 
 ２つ目の特性については、川西市北部に近畿圏

の保全区域である一庫公園、「日本一の里山」と呼

ばれる黒川地区、日本のダム湖100選の一つであ

る知明湖など優れた自然資源に恵まれている。ま

た、加茂遺跡や、多田神社などの歴史的資源も多

く存在している。このうち、北部の地域は来訪資

源があるのに公共交通機関によるアクセスに問題

があり、それをいかしきれていない。 
③発展の特性 
この特性にあてはまるのは主に川西市南部の

地域で、神戸、大阪、京都まで一時間圏内と大都

市へのアクセスが良い。また、伊丹、関西、神戸

空港へも一時間圏内と非常に便利である。駅周辺

には、アステ川西、パルティ川西などの商業施設

が充実しているが、他方で商店街に活気がないと

いう問題も抱えている。 
４ 特性・地域別の都市ブランド化 

上記の３つの特性を２で用いた暮らしブラン

ドと賑わいブランドに分類したところ、暮らしブ

ランドには①②③すべての特性が当てはまり、賑

わいブランドには②③が当てはまる。さらに下図

に示すようにそれぞれの特性を有する地域を対応

させると地域による都市ブランド化の方向がみえ

てくることになる。このように、一つのイメージ、

方向による都市ブランドの構築ではなく、川西市

の特性に応じた地域別のブランド化が必要である

と考える。 

 

 

※当日、詳細なレジュメを配布させて頂きます。 
 
【参考資料】 
川西市「川西市の都市ブランドについて」（平成

25年 7月）、「川西市「川西市都市計画マスタープ

ラン」（平成 25年 3月）、「川西市シティプロモー

ション戦略ビジョン かわにしブランディング・

ガイドブック」平成 26年３月、ほか。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ なぜ都市ブランドなのか 

大都市圏のベッドタウンとして発展してきた

住宅都市の多くが少子高齢化と人口減少に直面し

ている。そこでは「老いる都市」「縮小する都市」

を再活性化するためには若年層を中心に流出する

人口をくい止め、流出から定着・域外からの移入・

流入への転換を実現するための新たな戦略が求め

られ、その中で都市の地域ブランド＝都市ブラン

ドが重要な役割を果たすことになる。従来、地域

ブランドとはその地域の農林水産資源や観光資源、

歴史・文化資源などのブランド性を高め、地域の

活性化につなげるというものであったが、そうし

た地域資源のブランド化を通じて地域そのものの

ブランド化も実現できる。例えば古い事例である

が大分県の湯布院は温泉や文化イベントにより地

域そのものの価値を高めることに成功した。都市

のブランド化も地域資源を活用して都市のブラン

ド化を図るものであるが、ここでの地域資源は産

品や観光だけではなく（無論、それらも含むが）

さらに包括的な地域の魅力、可能性である。住宅

都市の場合であれば、それはこれまで築き上げら

れてきた都市基盤や街並みなど住環境、市民文化

など幅広く地域の強みとなるものをベースとして

都市ブランドを築き、高めることである。それに

よって、人や企業をその都市にひきつけ（「そこに

住みたい」、「そこで仕事がしたい」「訪れてみた

い」）、人口減少や少子高齢化の進行を食い止める

効果が期待できるし、また住民が地域の魅力をあ

らためて認識し、誇りを持つことができれば人口

の流出を防ぐことにもつながる。 
２ 川西市における都市ブランドの必要性 

周知の通り、川西市は高度経済成長期に民間デ

ィベロッパーによる大規模開発が進み、大阪大都

市圏のベッドタウンとして発展したが、近年は人

口の伸び悩み、直近では人口の社会減が（小規模

ながら自然減も）生じている。国立社会保障・人

口問題研究所の将来人口推計では 2040 年人口は

2010年値比で 32,290人、20.6％の減が予測され

る。こうした状況の一方で、例えば川西市シティ

プロモーション検討委員会も指摘するように、川

西市は県外での知名度が低いだけでなく、西宮や

宝塚、箕面など近隣市の中でも市としての特徴に

欠け、埋没している感も否めない。その結果、「川

西でなければ」「川西ならでは」といった、域外か

ら人や企業等を呼び込む際の選択対象になりにく

いのが現状である。 
都市ブランドとは、市内外の人や企業などから

の好感・期待感・信頼などを恒常的に獲得できる、

他都市と差異化できる独自の魅力やイメージであ

る。都市ブランドを確立し、機能させることで他

都市との差別化、都市間競争にも優位を確保する

ことが可能となる。すなわち、川西市のような都

市にとってこそ都市ブランドにとくに大きな役割

が期待できるし、活性化に向けての必須の条件と

なるのである。 
３ 川西市の地域特性とブランド化の可能性 

川西市ではシティプロモーションのための検

討委員会を設け、暮らしブランド（定住促進）と

賑わいブランド（来訪促進）の二つの要素からな

る都市ブランド（まち全体のイメージ）を確立す

ることとしている。特定の施策と結び付けて都市

ブランドを構築する都市もあるが（例えば枚方市

の「健康医療都市」「教育文化都市」）、川西市では

市の魅力、地域資源を、①生活の特性、②歴史・

自然の特性、③発展の特性、の三つの特性に分類

し、これらに基づくブランド化を考えている。こ

れらの特性を市内の各地域にあてはめたのが以下

の図である。すなわち、特性によるブランディン

グ化とは、特性の異なった地域ごとに地域別のブ

ランドを確立すべきことを示唆している。 

 

テーマ：「地域ブランドによる住宅都市の地域活性化

の可能性と課題：兵庫県川西市のケースス

タディ」 

所 属：関西学院大学経済学部前田ゼミ 

氏 名：宇都宮優大・佐向健太・中村如月・亀田幸

加子・山本紗耶加・坂本綾美・田仲遼太郎

研究概要 

 人口減少に直面する都市の活性化において都市

ブランド戦略をとる自治体が増えてきている。典

型的な大都市近郊の住宅都市である川西市を事例

に、都市ブランドの確立と活用が地域活性化にお

いて効果的に機能する条件は何か、その条件整備

に何が必要であるのかについて考察する。 
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氏 名：宇都宮優大・佐向健太・中村如月・亀田幸

加子・山本紗耶加・坂本綾美・田仲遼太郎

研究概要 

 人口減少に直面する都市の活性化において都市

ブランド戦略をとる自治体が増えてきている。典

型的な大都市近郊の住宅都市である川西市を事例

に、都市ブランドの確立と活用が地域活性化にお

いて効果的に機能する条件は何か、その条件整備

に何が必要であるのかについて考察する。 

－8－ －9－



 また、市条例に基づき歴史的景観を有する計14

地区が景観形成地区に位置付けられている。 

 国の重要伝統的建造物群保存地区は、神戸市北

野・山本地区以降、篠山市篠山地区（平成16年）、

豊岡市出石町（平成18年）、篠山市福住地区（平成

24年）と４地区が選定され、平成27年９月には養

父市が同市大杉地区の重伝建選定に向けた申請手

続に着手することを表明※9した。 

県の景観形成地区に位置付けられた場合、県の 
景観基金の運用果実を財源とする景観形成支援事

業として、①修景助成事業②修景支援事業（景観ま

ちづくりアドバイザー等専門家派遣）③景観形成等

活動助成事業などの支援・助成を、ひょうごまちづ

くり技術センターを通じて得ることが出来る。※10 
 また、国の重要伝統的建造物群保存地区は、文

化庁による建物外観や工作物の修景等に対して、

国庫事業が手当てをされている。 
 景観形成の条例を有する各市については内容の

差はあるが、おおむね景観形成地区内で景観形成

に係る活動を行う認定団体に対する活動費助成や 
景観形成の修景等に対し助成を行っている。 

４  町並み保存の一方の要素～住民活動～ 

ほとんどの景観形成地区は、一般に景観や環境

の維持を目的とした住民や企業の組織・団体が活

動している。龍野地区や出石地区など、永年、町

並み保存運動の主体となっている団体もある。※11 
 各団体の活動は会報の発行、美化清掃活動から

イベントの運営、また地区内の（公有を含む）歴

史的建造物を活用した公開施設の運営を担ってい

る場合もある。地域の住民や企業による景観形成

に向けた活動と行政の施策の位置づけが相俟って、

景観形成地区等の町並みの維持が図られている。 
 構成員は、企業が主体の地区、自治体が事務局

を担っている地区と、住民で事務局機能を担って

いる場合とがあり、一般的に後者の場合は、活動

の中心メンバーの後継者育成と世代交代を課題に

掲げる団体もある。※12 

５  今後の景観形成地区の課題～空き家問題～ 

 行政の施策支援がある景観形成地区だが、主に

近世～戦前期の木造家屋の比率が高い景観形成地

区の家屋は、必然的に低利用、または空き家の状

態にある割合が相対的に高くなる傾向にあり、そ

の利活用は大きな課題となっている。 
 景観形成地区では、地区外で居住している所有

者でも、定期的に家の手入れを行って環境の維持

に努めている区画の割合が比較的高いが、一部で

は手入れが行き届かず荒廃し、解体され更地に至

る所も出現している。特に沿道で解体除却に至る

家屋が続出すれば、景観形成地区の所以たる「町

並み」の存続の危機となる。 
 一部自治体での空き家バンク等の施策の外、ま

ちづくり公社が重伝建地区内の所有者の意向を把

握できた空き家から、店子の募集を行い、外観の

町並み景観に合わせた修景と耐震・設備改修工事

を行ってリースし、成果を挙げている地域が、県

内で現れている。※13  
一方、町家・古民家等の活用方法も課題である。

京都を中心に町家を外食産業や雑貨等の物販店舗

に利用する事例が多数ある他、近年の県内での景

観形成地区内で、富裕層を対象に設定した宿泊施

設による町家や古民家の活用を、規制改革の特区

認定の下で進めている事例もある。※14しかし、例

えば戦前期の都市住宅の典型である長屋建形式の

住宅や大型の町家・邸宅は、シャアハウスやグル

ープホーム等住居系の利活用の検討も必要だろう。 

 景観形成地区の活動団体等が従来の美観維持や

イベント開催運営に加え、空き家の町家・古民家

の利活用などタウンマネージメントの領域に踏み

出すことも、今後必要になると考えられる。こう

した際に、県内の都市計画・建築系学科のある大

学（院）や高等工業学校の研究室の助力も得なが

ら、地域の歴史文化遺産活用推進員（ヘリテージ

マネージャー）資格のある建築士や伝統工法の技

能のある工務店、不動産業者、活動を応援する地

域外の住民を結びつける、住民等の活動団体の支

援の仕組みが求められると考えられる。（了） 

＜参考文献＞ 
※１兵庫県リカレント学習システム調査研究会編(2003) 
「高度なリカレント学習システムに関する調査研究」 
※２前掲書p58 
※３前掲書p59 
※４兵庫県教育委員会事務局文化課編（1975） 
  「兵庫の町並み 篠山 室津 平福」 
※５神戸市教育委員会事務局文化財課編（2001） 
 「異人館のある町並み 北野・山本」p35 
※６兵庫県公式ＨＰ景観形成の項参照 
※７関係各市公式ＨＰ景観条例関連の項参照 
※８兵庫県公式ＨＰ「景観形成条例」サイト 
 「景観形成地区等の指定状況」（H26.8.1現在） 
※９平成27年９月３日神戸新聞但馬版記事 
※10（公社）兵庫県まちづくり技術センターＨＰ 
※11（公社）兵庫県まちづくり技術センター編 
「ひょうごの景観まちづくり2014」 

※12前掲書p3、p5 
※13㈱出石まちづく公社ホームページ、出石城下町

を活かす会役員からの聞き取りによる。 
※14例で一般社団法人ノオト(篠山市)の、篠山、竹

田(朝来市)、大杉（養父市）の宿泊施設事業。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 町並み保存運動の概要 

 我が国の、町家や民家など建築物・工作物の群

から構成される「町並み」を保存活用しようとす

る運動は、1960年代以降に長野県木曽郡南木曽町

の「妻籠宿」、岐阜県高山市三之町地区、岡山県倉

敷市「美観地区」、滋賀県近江八幡市の掘割の保全、

運河の埋立と都市計画道路整備に反対する北海道

小樽市など各地域で取り組まれた。 

兵庫県では、昭和35年（1960）以降の神戸市北

野・山本地区での明治～大正期の外国人住宅「異

人館」、昭和46年（1971）の芦屋市の「旧山邑太左

衛門邸」（現「ヨドコウ迎賓館」）、昭和56年（1981）

以降は旧県庁舎（現県公館）や神戸地方裁判所、

出石町（現豊岡市）の芝居小屋「永楽館」などの

保存運動が展開した。※１ 

２ 町並み保存のための施策の経過 

 一方、我が国で明確に建造物が保護の対象とし

て法律に位置づけられたのは明治30年（1897）制

定の古社寺保護法であったが、奈良などの古社寺

の保護が主眼であり、戦争期をはさみ、高度成長

期の古都保存法制定（昭和39年(1964)）を経て、

昭和50年（1975）の文化財保護法の一部改正で、

従来の建造物単体の文化財指定による保護の枠組

みを踏み出し、建造物群という概念で町並みを維

持・修復する「重要伝統的建造物群保存地区」（以

下「重伝建地区」という。）の制度が創設された。 

 また、平成８年（1996）には、県等の指定も含

めて保護すべき建造物等の把握を進める趣旨で文

化財保護法の一部改正により「登録文化財制度」

が創設された。※２ 

３ 歴史的景観形成地区の指定状況と支援策 

本県では 昭和40年（1965）、兵庫県教育委員

会は神戸大学工学部の研究者らの協力も得て、県

内の古民家の緊急調査を実施。※３昭和50年
（1975）には、篠山、室津（たつの市）、平福（佐

用町）の町並みの調査報告書をまとめた。※４ 
 昭和55年(1980)、県内で初めて神戸市中央区の

「異人館」の町並みが残る北野・山本地区が重伝

建地区に選定された。※５ 
昭和60年(1985)３月、県は都市景観の形成等に

関する条例（以下、「県条例」という。）を制定し

た。魅力あるまちづくりと文化的な県民生活の確

保に寄与することを目的に、新築の大規模な建築

物等に関する景観基準の制定等と共に、景観形成

地区等の指定を柱とするものであった。※６ 

また神戸（昭和53年（1978））、伊丹（昭和59年(1984)）、

尼崎（昭和60年(1985)）、姫路（昭和62年(1987)）、

宝塚（昭和63年(1988)）、赤穂(平成元年(1989))､明

石（平成４年（1992））、川西（平成５年(1993)）芦

屋（平成21年(2009)）、篠山（平成22年（2010））、豊

岡（平成24年（2012））、朝来（平成25年(2013)の県

内12市は、独自の景観形成条例を制定している。※７ 

 昭和62年（1987）、県条例に基づく初の景観形成

地区として出石町（現豊岡市）が指定された。※８

平成27年９月現在、４市５町11地区が歴史的景観

形成地区として指定されている。 

表 県内の歴史的な景観形成地区の状況 
市町名 地区名 ジャンル 活動団体 

北野・山本○ 近代住宅地 有 神戸市 
旧居留地 オフィス街 有 

尼崎市 寺町 門前町 無 
小浜 在郷町 有 宝塚市 
雲雀丘 近代住宅地 有 

高砂市 高砂  港町 有 
加西市 北条  在郷町 有 
多可町 岩座神  農 村 有 
神河町 中村・粟賀  在郷町 有 

龍野町  城下町 有 たつの市
御津町室津  港 町 有 

太子町 斑鳩地区 門前町 有 
佐用町 平福地区 在郷町 有 

坂越  港 町 有 赤穂市 
 お城通り 城下町 有 

出石町○ 城下町 有 豊岡市 
 城崎町 温泉街 有 

大杉 農 村 有 養父市 
 八鹿 在郷町 有 

和田山町竹田 在郷町 有 朝来市 
 生野町生野 鉱山町 有 
新温泉町 浜坂味原川 在郷町 有 

篠山城下町○ 城下町 有 
福住○ 在郷町 有 

篠山市 
 

上立杭 農 村 有 
注1 ひょうごまちづくり技術センターホームページ等を基に作成 
注2 ○印は国選定重要伝統的建造物群保存地区 
注3 生野地区は口銀谷・奥銀谷・太盛の3地区から構成。 

テーマ：兵庫県における町並みの保存活用の取組

    について 

所 属：兵庫県農政環境部農政企画局農業経営課

氏 名：中尾嘉孝 

研究概要 

 平成27年（2015）は、文化財保護法に基づく重

要的建造物群保存地区が制度化(1975年)されて40

周年にあたる。本論では主に1960年代以降の県内

での歴史的建造物・町並みの保存運動等の主な取

組を俯瞰するとともに、近年の空き家・過疎の問

題等地域のまちづくりの課題との関連を考える。
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 「景観形成地区等の指定状況」（H26.8.1現在） 
※９平成27年９月３日神戸新聞但馬版記事 
※10（公社）兵庫県まちづくり技術センターＨＰ 
※11（公社）兵庫県まちづくり技術センター編 
「ひょうごの景観まちづくり2014」 

※12前掲書p3、p5 
※13㈱出石まちづく公社ホームページ、出石城下町

を活かす会役員からの聞き取りによる。 
※14例で一般社団法人ノオト(篠山市)の、篠山、竹

田(朝来市)、大杉（養父市）の宿泊施設事業。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 町並み保存運動の概要 

 我が国の、町家や民家など建築物・工作物の群

から構成される「町並み」を保存活用しようとす

る運動は、1960年代以降に長野県木曽郡南木曽町

の「妻籠宿」、岐阜県高山市三之町地区、岡山県倉

敷市「美観地区」、滋賀県近江八幡市の掘割の保全、

運河の埋立と都市計画道路整備に反対する北海道

小樽市など各地域で取り組まれた。 

兵庫県では、昭和35年（1960）以降の神戸市北

野・山本地区での明治～大正期の外国人住宅「異

人館」、昭和46年（1971）の芦屋市の「旧山邑太左

衛門邸」（現「ヨドコウ迎賓館」）、昭和56年（1981）

以降は旧県庁舎（現県公館）や神戸地方裁判所、

出石町（現豊岡市）の芝居小屋「永楽館」などの

保存運動が展開した。※１ 

２ 町並み保存のための施策の経過 

 一方、我が国で明確に建造物が保護の対象とし

て法律に位置づけられたのは明治30年（1897）制

定の古社寺保護法であったが、奈良などの古社寺

の保護が主眼であり、戦争期をはさみ、高度成長

期の古都保存法制定（昭和39年(1964)）を経て、

昭和50年（1975）の文化財保護法の一部改正で、

従来の建造物単体の文化財指定による保護の枠組

みを踏み出し、建造物群という概念で町並みを維

持・修復する「重要伝統的建造物群保存地区」（以

下「重伝建地区」という。）の制度が創設された。 

 また、平成８年（1996）には、県等の指定も含

めて保護すべき建造物等の把握を進める趣旨で文

化財保護法の一部改正により「登録文化財制度」

が創設された。※２ 

３ 歴史的景観形成地区の指定状況と支援策 

本県では 昭和40年（1965）、兵庫県教育委員

会は神戸大学工学部の研究者らの協力も得て、県

内の古民家の緊急調査を実施。※３昭和50年
（1975）には、篠山、室津（たつの市）、平福（佐

用町）の町並みの調査報告書をまとめた。※４ 
 昭和55年(1980)、県内で初めて神戸市中央区の

「異人館」の町並みが残る北野・山本地区が重伝

建地区に選定された。※５ 
昭和60年(1985)３月、県は都市景観の形成等に

関する条例（以下、「県条例」という。）を制定し

た。魅力あるまちづくりと文化的な県民生活の確

保に寄与することを目的に、新築の大規模な建築

物等に関する景観基準の制定等と共に、景観形成

地区等の指定を柱とするものであった。※６ 

また神戸（昭和53年（1978））、伊丹（昭和59年(1984)）、

尼崎（昭和60年(1985)）、姫路（昭和62年(1987)）、

宝塚（昭和63年(1988)）、赤穂(平成元年(1989))､明

石（平成４年（1992））、川西（平成５年(1993)）芦

屋（平成21年(2009)）、篠山（平成22年（2010））、豊

岡（平成24年（2012））、朝来（平成25年(2013)の県

内12市は、独自の景観形成条例を制定している。※７ 

 昭和62年（1987）、県条例に基づく初の景観形成

地区として出石町（現豊岡市）が指定された。※８

平成27年９月現在、４市５町11地区が歴史的景観

形成地区として指定されている。 

表 県内の歴史的な景観形成地区の状況 
市町名 地区名 ジャンル 活動団体 

北野・山本○ 近代住宅地 有 神戸市 
旧居留地 オフィス街 有 

尼崎市 寺町 門前町 無 
小浜 在郷町 有 宝塚市 
雲雀丘 近代住宅地 有 

高砂市 高砂  港町 有 
加西市 北条  在郷町 有 
多可町 岩座神  農 村 有 
神河町 中村・粟賀  在郷町 有 

龍野町  城下町 有 たつの市
御津町室津  港 町 有 

太子町 斑鳩地区 門前町 有 
佐用町 平福地区 在郷町 有 

坂越  港 町 有 赤穂市 
 お城通り 城下町 有 

出石町○ 城下町 有 豊岡市 
 城崎町 温泉街 有 

大杉 農 村 有 養父市 
 八鹿 在郷町 有 

和田山町竹田 在郷町 有 朝来市 
 生野町生野 鉱山町 有 
新温泉町 浜坂味原川 在郷町 有 

篠山城下町○ 城下町 有 
福住○ 在郷町 有 

篠山市 
 

上立杭 農 村 有 
注1 ひょうごまちづくり技術センターホームページ等を基に作成 
注2 ○印は国選定重要伝統的建造物群保存地区 
注3 生野地区は口銀谷・奥銀谷・太盛の3地区から構成。 

テーマ：兵庫県における町並みの保存活用の取組

    について 

所 属：兵庫県農政環境部農政企画局農業経営課

氏 名：中尾嘉孝 

研究概要 

 平成27年（2015）は、文化財保護法に基づく重

要的建造物群保存地区が制度化(1975年)されて40

周年にあたる。本論では主に1960年代以降の県内

での歴史的建造物・町並みの保存運動等の主な取

組を俯瞰するとともに、近年の空き家・過疎の問

題等地域のまちづくりの課題との関連を考える。
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《Ｍｅｍｏ》 【第２分科会】

「教育・福祉」

学識コーディネーター：成清　美治（神戸親和女子大学客員教授）
行政アドバイザー：小橋　浩一（兵庫県教育次長）

【１】行動する博物館
～ひとはくのアウトリーチ事業の実態と今後の展開
藤本真里（兵庫県立人と自然の博物館）

【２】子どもの貧困について考える
～支援者のネットワークづくり～
近藤直樹（県経営商業課）

【３】命の根っこを輝かせるために
～今何が必要か～
山村雅代（笑顔をつなごう会）

【４】買い物困難解消に向けて
小嶋　明（生涯学習まちづくりひょうごネット）

【５】加西に残る戦争遺跡「鶉野飛行場の邂逅」
上谷昭夫（鶉野平和祈念の碑苑保存会）
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を目的としたアウトリーチ事業の一部，外部資金

を活用した事業は無料実施としている。 
 事業の実績の特徴として，件数では，「01 博物

館等」が 19件と最も多く，ビジター数では，「08
商業施設」が 156,491 人と最も多かった。「04小

学校」「07 公園」「05 幼稚園」「08 商業施設」で

ゆめはく利用の割合が特に高かった。 
5．特徴的なアウトリーチ事業 

(1) 「小さな学校キャラバン」 

 県内でへき地指定を受けている小中学校を対象

に公募する形で，新たに「小さな学校キャラバン」

を2014年度から開始した。香美町立余部小学校，

宍粟市立道谷小学校，丹波市立神楽小学校，姫路

市立家島小学校など 7 校で実施した。「地域の自

然を感じさせてほしい」「本物の魅力を」「廃校に

なる前に」など様々な動機で応募があった。担当

の先生との打ち合わせは，原則，ひとはくと現地

で行い内容をつめている。小学校は地域の拠点で

もあり，近郊の幼稚園，地域住民に開放すること

も可能な範囲でお願いしている。いずれも，ゆめ

はく内の展示に留まらず校内にも展示し，レクチ

ャーや各種プログラムもセットで実施した。学校

側では，キャラバンやゆめはくでどんなことがで

きるのか，十分に把握できていないため，ひとは

くで実際に展示を見たり，担当研究員と内容につ

いて打ち合わせをするというプロセスは重要であ

った。 
(2) 商業施設 

 商業施設からの依頼では，瀬戸内海を周遊する

フェリーさんふらわあと東条湖おもちゃ王国をと

りあげる。周遊するフェリーさんふらわあでは，

駐車場にゆめはくが乗り込み，展示やプログラム

を展開した。東条湖おもちゃ王国では，イベント

「働く車大集合」に出動し，消防車や救急車，自

衛隊車両，クレーン車などとともに多くの子ども

たちを楽しませた。これら施設では，ひとはくに

は無関心な人々が多いことが予想され，新規顧客

にアピールできる貴重な場といえる。 
 上記以外に，特筆すべき事例として，神戸市に

ある小規模なデイサービスセンターからの要請が

あった。目や耳が多少不自由な高齢者が楽しめる

展示という希望で，触って楽しめる大型昆虫模型

や毛皮，大きな種などを展示した。このような場

面で対応できるコンテンツを開発する必要性も高

いといえる。 
6. アウトリーチ事業の効果と今後の展開 

(1) アウトリーチ事業の効果 

① ひとはく研究員と地域の信頼関係づくり 

 研究員が出かけ，企画・調整して展示やプログ

ラムを実施することで地域の住民グループや行政

関係者と深く知り合い，信頼関係を構築できたこ

とがその後の地域展開に活用できている。 

② 新人職員の研修 

 キャラバン事業は，展示やセミナーがセットに

なったコンパクトな事業であるが，地域住民との

調整，ニーズの掘り起こし，展示やセミナーの企

画，展示技術など多様な能力が求められ，職員研

修としても有効であったといえる。また，研究員

だけでなく，事務系の職員にとっても，ひとはく

が取り組む事業を知り，地域の子どもたちと接す

ることでその意義を実感することにもつながって

いる。今後も研修という側面を意識して実施する

ことが重要である。 
③ 「ゆめはく」による顧客拡大 

 ゆめはくを導入したことで商業施設等，これま

でにない施設から要請があり，ひとはくを知らな

い客層にアピールすることにつながっている。 

④ 収蔵資料の有効活用 

 アウトリーチ事業が活性化し，多くの施設で展

示をすることは，ひとはくの収蔵資料の活用にも

つながっている。原則，資料貸し出しは無料であ

るが，先方の希望から展示内容を企画・配置する

技術等について有料化することを検討し，事業の

活性化につなげることも必要である。 

 (2) 今後の展開 

 今年度は，県をはじめ県内市町で「地域創生戦

略」が策定されつつある。国は，「地方創生がめざ

す方向」のひとつとして，「自らの地域資源を活用

した多様な地域社会の形成をめざす」としており，

地方自らが地域資源を掘り起こし活用することに

より多様な地域社会が形成できるとしている。キ

ャラバン事業の目的は，まさしく地域の資源を見

つめ直し，地域愛を育むことにある。ゆめはくは，

展示だけでなく，地域資源調査の出発場所，成果

の展示場所，それらの巡回，人々が集う場として

演出することなども考えられ，行政関係者や地域

の担い手たちとともに住民に地域資源について働

きかける道具として活用することが求められる。 
                                                   
＜参考文献＞ 
i 八木剛・田原直樹（２００１）「共生博物学をめざす

「人と自然の博物館」の新展開とは」，ミュゼ、

vol.48:16-21. 
＜その他の研究者＞ 
兵庫県立人と自然の博物館主任研究員 八木剛・

同研究員 上田萌子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．はじめに 

 兵庫県立人と自然の博物館（以下，ひとはくと

略す）では， 2000年度、新たな経営方針「人と

自然の博物館の新展開」i を策定している。社会

的要請の変化や、公的機関としての地域貢献、県

政課題対応の必要性などを受けた大改革で、自己

評価のシステムを確立し、セミナー等事業量を大

幅に増やした。地域との有機的な連携にも重点を

おき、ひとはくから各地域に出かけていくアウト

リーチ事業がスタートした。ひとはくでは，成果

を示す適切な数値目標として，入館者数だけでは

なく，アウトリーチ利用者も含む「総利用者数（ビ

ジター数）」を採用している。ひとはくでは 2011
年度からアウトリーチ利用者が本館利用者を上回

っている。2014年度，ビジター数は，818,961人

で，内アウトリーチ利用者は 424,379 人である。 
 そこで，本研究では，2002年からスタートした

キャラバン事業，2012年に導入した移動博物館車

「ゆめはく」を活用した事業の実績や効果を示し，

今後の展開について提案することを目的とする。

著者は，ひとはくで 2011 年から地域展開を担当

しており，調整作業等を通じた見解，記録等をも

とに分析・考察した。 
2．キャラバン事業の経緯（2002〜2006年） 

 2001 年に試行的に佐用町でキャラバン事業を

実施した。若い研究者を中心に地元住民や行政関

係者で実行委員会をつくり，展示やセミナーなど

の企画・運営を担った。そのノウハウを活用し，

「地域を愛する心を育み、地域の自然・環境・文

化を未来の子どもたちへ！」を目的として，2002
年，県民局がある 10 地域を対象に本格的にキャ

ラバン事業を開始した。2002〜2003 年には，有

識者による「ひとはくキャラバン全県実行委員会

（委員長 宮崎 秀紀（元兵庫県教育委員会教育

長））から指導・助言を受ける体制を固めた。当初

2 年間で，実行委員会を通じてキャラバン事業に

参画した団体は，地元住民グループ，行政関係団

体等 238団体に及ぶ。これらを通じて，ひとはく

研究員の人となりを地域に知ってもらうことにも

なり，その後の様々なアウトリーチ事業の展開に

つながっている。 
3．移動博物館車「ゆめはく」の導入 

 県内 10 地域で実行委員会を形成し実施すると

いう形のキャラバン事業は2006年度で終了した。

以降も外部からの展示やセミナー等の依頼は多く

寄せられていた。2011年度には，世界ジオパーク

となった山陰海岸ジオパーク内７カ所にキャラバ

ン（外部資金活用）を実施した他，東北支援（外

部資金活用），幼稚園等へのキャラバンも含む「ひ

とはくキッズプロジェクト」（外部資金活用）など

が始動し，アウトリーチ事業の需要は高まってい

た。そんな中， 2012 年開館 20 周年を機に，約

1,000 万円の予算で移動博物館車「ゆめはく（2t
ロングのトラック）」を導入した。トラックさえ入

れば，どのような場所でも展示が可能になった。

2013 年度から本格導入し，ゆめはく稼働日数は

2013年度 69日，2014年度 34日であった。 
4．2014年度の実績 

 2014年度におけるアウトリーチ事業の実績を

表１に示す。総件数 72件，総ビジター数424,379
人，72件中 34件でゆめはくによる展示等を行っ

ており，72件中 53件は先方から要請を受けて実

施している。ゆめはくの運用に関しては，受益者

負担として有料実施しているが，戦略的に実施す

る「小さな学校キャラバン」のような事業，広報 
 

表１ 2014年度アウトリーチ事業の実績 

 

テーマ：行動する博物館  〜 ひとはくのアウ

トリーチ事業の実態と今後の展開 

所 属：兵庫県立人と自然の博物館 

氏 名：藤本 真里 

研究概要 

兵庫県立人と自然の博物館では，2002 年からキャ

ラバン事業を開始している。2012年からは，移動

博物館車「ゆめはく」を導入し，さまざまな依頼

に応える他，2014年から県内のへきち学校を対象

に「小さな学校キャラバン」を実施している。本

発表では，これらアウトリーチ事業の目的や経緯，

2014年度の具体的な内容，およびそれらの効果を

示し，地域創生における資源発掘の道具としての

活用等，今後のあり方について提案する。 
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を目的としたアウトリーチ事業の一部，外部資金

を活用した事業は無料実施としている。 
 事業の実績の特徴として，件数では，「01 博物

館等」が 19件と最も多く，ビジター数では，「08
商業施設」が 156,491 人と最も多かった。「04小

学校」「07 公園」「05 幼稚園」「08 商業施設」で

ゆめはく利用の割合が特に高かった。 
5．特徴的なアウトリーチ事業 

(1) 「小さな学校キャラバン」 

 県内でへき地指定を受けている小中学校を対象

に公募する形で，新たに「小さな学校キャラバン」

を2014年度から開始した。香美町立余部小学校，

宍粟市立道谷小学校，丹波市立神楽小学校，姫路

市立家島小学校など 7 校で実施した。「地域の自

然を感じさせてほしい」「本物の魅力を」「廃校に

なる前に」など様々な動機で応募があった。担当

の先生との打ち合わせは，原則，ひとはくと現地

で行い内容をつめている。小学校は地域の拠点で

もあり，近郊の幼稚園，地域住民に開放すること

も可能な範囲でお願いしている。いずれも，ゆめ

はく内の展示に留まらず校内にも展示し，レクチ

ャーや各種プログラムもセットで実施した。学校

側では，キャラバンやゆめはくでどんなことがで

きるのか，十分に把握できていないため，ひとは

くで実際に展示を見たり，担当研究員と内容につ

いて打ち合わせをするというプロセスは重要であ

った。 
(2) 商業施設 

 商業施設からの依頼では，瀬戸内海を周遊する

フェリーさんふらわあと東条湖おもちゃ王国をと

りあげる。周遊するフェリーさんふらわあでは，

駐車場にゆめはくが乗り込み，展示やプログラム

を展開した。東条湖おもちゃ王国では，イベント

「働く車大集合」に出動し，消防車や救急車，自

衛隊車両，クレーン車などとともに多くの子ども

たちを楽しませた。これら施設では，ひとはくに

は無関心な人々が多いことが予想され，新規顧客

にアピールできる貴重な場といえる。 
 上記以外に，特筆すべき事例として，神戸市に

ある小規模なデイサービスセンターからの要請が

あった。目や耳が多少不自由な高齢者が楽しめる

展示という希望で，触って楽しめる大型昆虫模型

や毛皮，大きな種などを展示した。このような場

面で対応できるコンテンツを開発する必要性も高

いといえる。 
6. アウトリーチ事業の効果と今後の展開 

(1) アウトリーチ事業の効果 

① ひとはく研究員と地域の信頼関係づくり 

 研究員が出かけ，企画・調整して展示やプログ

ラムを実施することで地域の住民グループや行政

関係者と深く知り合い，信頼関係を構築できたこ

とがその後の地域展開に活用できている。 

② 新人職員の研修 

 キャラバン事業は，展示やセミナーがセットに

なったコンパクトな事業であるが，地域住民との

調整，ニーズの掘り起こし，展示やセミナーの企

画，展示技術など多様な能力が求められ，職員研

修としても有効であったといえる。また，研究員

だけでなく，事務系の職員にとっても，ひとはく

が取り組む事業を知り，地域の子どもたちと接す

ることでその意義を実感することにもつながって

いる。今後も研修という側面を意識して実施する

ことが重要である。 
③ 「ゆめはく」による顧客拡大 

 ゆめはくを導入したことで商業施設等，これま

でにない施設から要請があり，ひとはくを知らな

い客層にアピールすることにつながっている。 

④ 収蔵資料の有効活用 

 アウトリーチ事業が活性化し，多くの施設で展

示をすることは，ひとはくの収蔵資料の活用にも

つながっている。原則，資料貸し出しは無料であ

るが，先方の希望から展示内容を企画・配置する

技術等について有料化することを検討し，事業の

活性化につなげることも必要である。 

 (2) 今後の展開 

 今年度は，県をはじめ県内市町で「地域創生戦

略」が策定されつつある。国は，「地方創生がめざ

す方向」のひとつとして，「自らの地域資源を活用

した多様な地域社会の形成をめざす」としており，

地方自らが地域資源を掘り起こし活用することに

より多様な地域社会が形成できるとしている。キ

ャラバン事業の目的は，まさしく地域の資源を見

つめ直し，地域愛を育むことにある。ゆめはくは，

展示だけでなく，地域資源調査の出発場所，成果

の展示場所，それらの巡回，人々が集う場として

演出することなども考えられ，行政関係者や地域

の担い手たちとともに住民に地域資源について働

きかける道具として活用することが求められる。 
                                                   
＜参考文献＞ 
i 八木剛・田原直樹（２００１）「共生博物学をめざす

「人と自然の博物館」の新展開とは」，ミュゼ、

vol.48:16-21. 
＜その他の研究者＞ 
兵庫県立人と自然の博物館主任研究員 八木剛・

同研究員 上田萌子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．はじめに 

 兵庫県立人と自然の博物館（以下，ひとはくと

略す）では， 2000年度、新たな経営方針「人と

自然の博物館の新展開」i を策定している。社会

的要請の変化や、公的機関としての地域貢献、県

政課題対応の必要性などを受けた大改革で、自己

評価のシステムを確立し、セミナー等事業量を大

幅に増やした。地域との有機的な連携にも重点を

おき、ひとはくから各地域に出かけていくアウト

リーチ事業がスタートした。ひとはくでは，成果

を示す適切な数値目標として，入館者数だけでは

なく，アウトリーチ利用者も含む「総利用者数（ビ

ジター数）」を採用している。ひとはくでは 2011
年度からアウトリーチ利用者が本館利用者を上回

っている。2014年度，ビジター数は，818,961人

で，内アウトリーチ利用者は 424,379 人である。 
 そこで，本研究では，2002年からスタートした

キャラバン事業，2012年に導入した移動博物館車

「ゆめはく」を活用した事業の実績や効果を示し，

今後の展開について提案することを目的とする。

著者は，ひとはくで 2011 年から地域展開を担当

しており，調整作業等を通じた見解，記録等をも

とに分析・考察した。 
2．キャラバン事業の経緯（2002〜2006年） 

 2001 年に試行的に佐用町でキャラバン事業を

実施した。若い研究者を中心に地元住民や行政関

係者で実行委員会をつくり，展示やセミナーなど

の企画・運営を担った。そのノウハウを活用し，

「地域を愛する心を育み、地域の自然・環境・文

化を未来の子どもたちへ！」を目的として，2002
年，県民局がある 10 地域を対象に本格的にキャ

ラバン事業を開始した。2002〜2003 年には，有

識者による「ひとはくキャラバン全県実行委員会

（委員長 宮崎 秀紀（元兵庫県教育委員会教育

長））から指導・助言を受ける体制を固めた。当初

2 年間で，実行委員会を通じてキャラバン事業に

参画した団体は，地元住民グループ，行政関係団

体等 238団体に及ぶ。これらを通じて，ひとはく

研究員の人となりを地域に知ってもらうことにも

なり，その後の様々なアウトリーチ事業の展開に

つながっている。 
3．移動博物館車「ゆめはく」の導入 

 県内 10 地域で実行委員会を形成し実施すると

いう形のキャラバン事業は2006年度で終了した。

以降も外部からの展示やセミナー等の依頼は多く

寄せられていた。2011年度には，世界ジオパーク

となった山陰海岸ジオパーク内７カ所にキャラバ

ン（外部資金活用）を実施した他，東北支援（外

部資金活用），幼稚園等へのキャラバンも含む「ひ

とはくキッズプロジェクト」（外部資金活用）など

が始動し，アウトリーチ事業の需要は高まってい

た。そんな中， 2012 年開館 20 周年を機に，約

1,000 万円の予算で移動博物館車「ゆめはく（2t
ロングのトラック）」を導入した。トラックさえ入

れば，どのような場所でも展示が可能になった。

2013 年度から本格導入し，ゆめはく稼働日数は

2013年度 69日，2014年度 34日であった。 
4．2014年度の実績 

 2014年度におけるアウトリーチ事業の実績を

表１に示す。総件数 72件，総ビジター数424,379
人，72件中 34件でゆめはくによる展示等を行っ

ており，72件中 53件は先方から要請を受けて実

施している。ゆめはくの運用に関しては，受益者

負担として有料実施しているが，戦略的に実施す

る「小さな学校キャラバン」のような事業，広報 
 

表１ 2014年度アウトリーチ事業の実績 

 

テーマ：行動する博物館  〜 ひとはくのアウ

トリーチ事業の実態と今後の展開 

所 属：兵庫県立人と自然の博物館 

氏 名：藤本 真里 

研究概要 

兵庫県立人と自然の博物館では，2002 年からキャ

ラバン事業を開始している。2012年からは，移動

博物館車「ゆめはく」を導入し，さまざまな依頼

に応える他，2014年から県内のへきち学校を対象

に「小さな学校キャラバン」を実施している。本

発表では，これらアウトリーチ事業の目的や経緯，

2014年度の具体的な内容，およびそれらの効果を

示し，地域創生における資源発掘の道具としての

活用等，今後のあり方について提案する。 
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○親に対する支援が必要 

  貧困世帯の親には余裕がなく、「子どもどころ

ではない」という状況かもしれない。そんな親

が一息ついて休める場所づくりが求められる。 
○支援者に対する支援が必要 

  支援する側も、心が折れる時がある。支援者

側がつながり、支え合い、チームとして支援す

ることが必要である。 
○社会として、次の世代を育てる 

  「家庭で育てる」という考え方から、「社会全

体で育てる」という価値観へのシフトが必要。

特に幼児期は、行政サービスとして標準化し、

親への「給付」ではなく「無償化」にすべき。 
 
２ 支援者のネットワークづくり 

  セミナーで指摘された「支援者による連携」

を図るため、冒頭で述べた通り、多様な関係者

が参加する「子どもの貧困支援者ネットワー

ク(仮称)」を設立し、これまでに２回会合を

実施した。以下、その概要を述べるとともに、

子どもの貧困の支援における多様な関係者

によるネットワークの有効性を考察する。 
 
ア ネットワークの目的と活動内容（予定） 

目的１ 本ネットワークへの参加を通して得た

知見や人的ネットワークを活用して、それぞ

れの現場における支援の質的向上を図る。 
＜そのための活動＞ 

メンバーが信頼関係を築きながら、立場を超

えた本音の対話や情報交換を実施（後述） 
 
目的２ 子どもの貧困に対する社会の認知度を

高め、社会全体で解決に向け取り組むべき重

要課題であるという気運の醸成を図る。 
＜そのための活動＞ 

多くの人が子どもの貧困について知る機会

を創るため、オープン参加のセミナーを開催 
 
目的３ 将来的には、本ネットワークによる具

体的な実践の展開も視野に入れる。 
＜そのための活動＞ 
今後検討（会合で出たアイデアを後述） 

 

イ ネットワークの会合における主な意見 

これまでに実施した２回の会合は、上記の目

的１に対応するものとして、①各メンバーの現

場の状況や問題意識等の意見交換、②事例検討

（父子家庭及び学校のケース）を実施した。 
(1) 専門職だけでは視野が狭くなり、違う支援の

あり方がわからなくなりがちなので、このネ

ットワークで様々な分野の方がもつスキルや

経験を共有できることは大きな資源になる。 
(2) 支援者は孤独。うまくいって当たり前、うま

くいかなければ叩かれる。支援者同士が互い

に知恵を出し励まし合える場にしていきたい。 
(3) ①少年院では「やり直し」に意欲を見せたが、

そこから出てきて、社会の厳しさや孤立感な

どに直面し、また荒んだ状態に後戻りしたと

いう事例、②児童養護施設の中では貧困を意

識せずに済むが 18 歳で出所する瞬間から経

済的基盤をほとんど失うという現状から、制

度の切れ目や隙間における課題が見えてきた。 
(4) 教員は子どもの問題をキャッチできる立場に

いるが多忙な中どこまで関わっていけるの

か。現場の教員を支援する仕組みを創りたい。 
(5) 子どもの貧困に関する支援の情報が教員に十

分に伝わっていない現状を改善するため、学

校関係者向けに、参加メンバーが有する専門

知識や情報をもとに、様々な支援制度や講演

会などの情報をメルマガで配信できないか。 
(6) 授業や部活動に必要な物品が購入できずに退

部や不登校に至るケースがあるという事例報

告を受け、余っている人から不足している人

への物資移動システムを構築している NPO
の代表者から、困窮状況にある子どもへの物

資提供を協力できるという申し出があった。 
 
ウ 支援者によるネットワークの有効性 
  上記の通り、多様な関係者によるネットワー

クを通して、①支援者への支援（上記(1)・(2)）、
②具体的な課題の発見（上記(3)・(4)）、③メン

バーの得意分野を組み合わせた実現可能性の

あるアイデアの創出（上記(5)・(6)）に結びつい

ている。これらは、専門領域が異なる多様な関

係者で構成されているからこそ成し得るもの

である。本ネットワークは端緒についたばかり

であるが、熱意あるメンバーが連携して、出来

ることを考え、行動していきたい。 
                                                   
i 兵庫県職員が中心に企画・運営する自主勉強会。

H23年2月に開始し、これまでに52回実施（H27.9
時点）。県職員のほか、市町職員、会社員、NPO
職員、大学生等が参加。 

ii H27年3月7日13～ 17時。56人(県、市町、NPO、民

間企業の職員等)が参加 
iii 立教大学教授、なくそう！子どもの貧困全国ﾈｯﾄﾜ

ｰｸ共同代表 
iv 兵庫県弁護士会子どもの権利委員会委員長 
v (公社)チャンス・フォー・チルドレン代表理事 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 「子どもの貧困について考える」セミナー 

  元町カフェiでは、様々な社会課題をテーマに、

実践者等をゲストに招いた勉強会を実施して

きた。その中で、相対的貧困率等のデータや現

場の実態等を知り、「子どもの貧困について考

える」セミナーiiを実施した。概要は以下の通り。 
 
ア 基調講演「日本における子どもの貧困問題の

現状と求められる支援」 湯澤 直美氏iii 

○「貧困は変えられない」との考えに至る当事者 

福祉施設での若者の会話。男性が女性に「女

はいいよな。金に困ったらキャバクラで働ける

から。」と言い、女性は「男はいいよね。ホー

ムレスができるじゃない。」と返した。家族に

も進学の機会にも恵まれず、「自分の運命は変

えられる」という考え方を持てなくなっている

当事者の意識がこの会話に表れている。 
○貧困の性質の変化～二極化と長期化 

以前は、中間層が分厚い「気球型社会」で、

給付型奨学金など貧困の連鎖から脱却する道

筋もあり、貧困層もなんとかやってこられた。

今は、「砂時計型社会」といわれる。中間層が

薄くなって、富裕層と貧困層の二極分化が進ん

でいる。また、一度下に落ちたら上がっていく

ことが難しい（貧困期間の長期化と連鎖）。 
○低所得者に重くのしかかる教育費の負担 

大学の学費、とりわけ国立大学の学費が上昇

する一方で、給付型の奨学金が廃止されるなど、

低所得者層の教育費負担が増大している。 
○子どもに対する早期の支援が重要 

日本では、他国と比べて、政府の教育関連支

出、子ども家庭への支出が少ないが、教育、保

育の支援は早いうちに行わなければならない。

早いうちに介入すれば、チャンスが広がる。 
○「重要な他者」との関わりが大切 

雪だるま式に積み重なっていく不利な状況

に対して、家族だけの対応には限界があるため、

いかに「重要な他者」が関わるかが大切である。 
○「排除、孤立」から「包摂」へ 

貧困が、当事者の自己肯定感を奪い、「正当

な怒り」の声を奪う。声を上げると「甘えてい

る」と叩かれ、社会から排除され孤立する。地

域の中で子どもを包摂する取組が必要である。 
 
イ 事例報告「非行、児童虐待、その背景にある

貧困」 曽我 智史氏 iv 

○貧困から虐待・非行への負の連鎖 

非行を起こす少年の背景に、貧困や親からの

虐待があることが多い。虐待を受けた子どもは、

「不安感・不信感」や「低い自己評価」を持ち

やすく、内に向かう（引きこもり、抑うつ状態

等）、あるいは外への攻撃性を示す傾向がある。 
○初期対応の重要性 

万引きはＳＯＳのサインだと思っている。い

かにしてＳＯＳのサインをキャッチして、初期

の対応を行うのか、ということが重要である。 
 
ウ 事例報告「“学べない子どもたち”への学習支

援」 奥野 慧氏 v 

○学校外教育バウチャーの仕組み 

企業や市民等からの寄付金を原資として、貧

困世帯の子どもにクーポン券を配布。民間の教

育事業者（学習塾、文化・スポーツ教室等）の

中から希望するサービスを利用できる。使途を

教育サービスに限定できる点、多様な選択肢の

中から幅広いサービスを利用できる点が特徴。 
○意欲の壁 

意欲の格差が、問題の根深いところにある。

支援が届いていない「親・子の両方が意欲の低

い層」へのアプローチが今後の課題である。 
 

エ 参加者による対話での主な意見 

○必要としている人に支援を届けることの難しさ 

  当事者が声をあげづらいことや、家庭内の問

題に踏み込む難しさ等から、子どもの貧困は見

えてきにくい。支援が必要な親ほど介入を拒む

傾向がありアプローチのきっかけが必要。学校、

地域、各種行政サービス等において、親や子と

多層的に関わる中で、支援が必要な人を把握し、

様々な支援に繋ぐ仕組みを考えられないか。 

テーマ：子どもの貧困をなくすために 
～支援者のネットワークづくり～  

所 属：県経営商業課 
氏 名：近藤直樹 

研究概要 

 元町カフェが平成 27 年 3 月に開催した「子ど

もの貧困について考える」セミナーでは、子ど

もの貧困の深刻な現状が語られた。その中で

様々な関係者の連携による多層的な支援の必要

性が指摘されたことを受け、多様な領域の行政

職員、弁護士、大学教授、団体職員等による「子

どもの貧困支援者ネットワーク(仮称)」を同年

6 月に設立した。本稿では、はじめにセミナー

の概要を報告する。次に、ネットワークの実践

から、子どもの貧困の改善に向け、多様な関係

者が連携することの有効性を考察する。 
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○親に対する支援が必要 

  貧困世帯の親には余裕がなく、「子どもどころ

ではない」という状況かもしれない。そんな親

が一息ついて休める場所づくりが求められる。 
○支援者に対する支援が必要 

  支援する側も、心が折れる時がある。支援者

側がつながり、支え合い、チームとして支援す

ることが必要である。 
○社会として、次の世代を育てる 

  「家庭で育てる」という考え方から、「社会全

体で育てる」という価値観へのシフトが必要。

特に幼児期は、行政サービスとして標準化し、

親への「給付」ではなく「無償化」にすべき。 
 
２ 支援者のネットワークづくり 

  セミナーで指摘された「支援者による連携」

を図るため、冒頭で述べた通り、多様な関係者

が参加する「子どもの貧困支援者ネットワー

ク(仮称)」を設立し、これまでに２回会合を

実施した。以下、その概要を述べるとともに、

子どもの貧困の支援における多様な関係者

によるネットワークの有効性を考察する。 
 
ア ネットワークの目的と活動内容（予定） 

目的１ 本ネットワークへの参加を通して得た

知見や人的ネットワークを活用して、それぞ

れの現場における支援の質的向上を図る。 
＜そのための活動＞ 

メンバーが信頼関係を築きながら、立場を超

えた本音の対話や情報交換を実施（後述） 
 
目的２ 子どもの貧困に対する社会の認知度を

高め、社会全体で解決に向け取り組むべき重

要課題であるという気運の醸成を図る。 
＜そのための活動＞ 

多くの人が子どもの貧困について知る機会

を創るため、オープン参加のセミナーを開催 
 
目的３ 将来的には、本ネットワークによる具

体的な実践の展開も視野に入れる。 
＜そのための活動＞ 
今後検討（会合で出たアイデアを後述） 

 

イ ネットワークの会合における主な意見 

これまでに実施した２回の会合は、上記の目

的１に対応するものとして、①各メンバーの現

場の状況や問題意識等の意見交換、②事例検討

（父子家庭及び学校のケース）を実施した。 
(1) 専門職だけでは視野が狭くなり、違う支援の

あり方がわからなくなりがちなので、このネ

ットワークで様々な分野の方がもつスキルや

経験を共有できることは大きな資源になる。 
(2) 支援者は孤独。うまくいって当たり前、うま

くいかなければ叩かれる。支援者同士が互い

に知恵を出し励まし合える場にしていきたい。 
(3) ①少年院では「やり直し」に意欲を見せたが、

そこから出てきて、社会の厳しさや孤立感な

どに直面し、また荒んだ状態に後戻りしたと

いう事例、②児童養護施設の中では貧困を意

識せずに済むが 18 歳で出所する瞬間から経

済的基盤をほとんど失うという現状から、制

度の切れ目や隙間における課題が見えてきた。 
(4) 教員は子どもの問題をキャッチできる立場に

いるが多忙な中どこまで関わっていけるの

か。現場の教員を支援する仕組みを創りたい。 
(5) 子どもの貧困に関する支援の情報が教員に十

分に伝わっていない現状を改善するため、学

校関係者向けに、参加メンバーが有する専門

知識や情報をもとに、様々な支援制度や講演

会などの情報をメルマガで配信できないか。 
(6) 授業や部活動に必要な物品が購入できずに退

部や不登校に至るケースがあるという事例報

告を受け、余っている人から不足している人

への物資移動システムを構築している NPO
の代表者から、困窮状況にある子どもへの物

資提供を協力できるという申し出があった。 
 
ウ 支援者によるネットワークの有効性 
  上記の通り、多様な関係者によるネットワー

クを通して、①支援者への支援（上記(1)・(2)）、
②具体的な課題の発見（上記(3)・(4)）、③メン

バーの得意分野を組み合わせた実現可能性の

あるアイデアの創出（上記(5)・(6)）に結びつい

ている。これらは、専門領域が異なる多様な関

係者で構成されているからこそ成し得るもの

である。本ネットワークは端緒についたばかり

であるが、熱意あるメンバーが連携して、出来

ることを考え、行動していきたい。 
                                                   
i 兵庫県職員が中心に企画・運営する自主勉強会。

H23年2月に開始し、これまでに52回実施（H27.9
時点）。県職員のほか、市町職員、会社員、NPO
職員、大学生等が参加。 

ii H27年3月7日13～ 17時。56人(県、市町、NPO、民

間企業の職員等)が参加 
iii 立教大学教授、なくそう！子どもの貧困全国ﾈｯﾄﾜ

ｰｸ共同代表 
iv 兵庫県弁護士会子どもの権利委員会委員長 
v (公社)チャンス・フォー・チルドレン代表理事 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 「子どもの貧困について考える」セミナー 

  元町カフェiでは、様々な社会課題をテーマに、

実践者等をゲストに招いた勉強会を実施して

きた。その中で、相対的貧困率等のデータや現

場の実態等を知り、「子どもの貧困について考

える」セミナーiiを実施した。概要は以下の通り。 
 
ア 基調講演「日本における子どもの貧困問題の

現状と求められる支援」 湯澤 直美氏iii 

○「貧困は変えられない」との考えに至る当事者 

福祉施設での若者の会話。男性が女性に「女

はいいよな。金に困ったらキャバクラで働ける

から。」と言い、女性は「男はいいよね。ホー

ムレスができるじゃない。」と返した。家族に

も進学の機会にも恵まれず、「自分の運命は変

えられる」という考え方を持てなくなっている

当事者の意識がこの会話に表れている。 
○貧困の性質の変化～二極化と長期化 

以前は、中間層が分厚い「気球型社会」で、

給付型奨学金など貧困の連鎖から脱却する道

筋もあり、貧困層もなんとかやってこられた。

今は、「砂時計型社会」といわれる。中間層が

薄くなって、富裕層と貧困層の二極分化が進ん

でいる。また、一度下に落ちたら上がっていく

ことが難しい（貧困期間の長期化と連鎖）。 
○低所得者に重くのしかかる教育費の負担 

大学の学費、とりわけ国立大学の学費が上昇

する一方で、給付型の奨学金が廃止されるなど、

低所得者層の教育費負担が増大している。 
○子どもに対する早期の支援が重要 

日本では、他国と比べて、政府の教育関連支

出、子ども家庭への支出が少ないが、教育、保

育の支援は早いうちに行わなければならない。

早いうちに介入すれば、チャンスが広がる。 
○「重要な他者」との関わりが大切 

雪だるま式に積み重なっていく不利な状況

に対して、家族だけの対応には限界があるため、

いかに「重要な他者」が関わるかが大切である。 
○「排除、孤立」から「包摂」へ 

貧困が、当事者の自己肯定感を奪い、「正当

な怒り」の声を奪う。声を上げると「甘えてい

る」と叩かれ、社会から排除され孤立する。地

域の中で子どもを包摂する取組が必要である。 
 
イ 事例報告「非行、児童虐待、その背景にある

貧困」 曽我 智史氏 iv 

○貧困から虐待・非行への負の連鎖 

非行を起こす少年の背景に、貧困や親からの

虐待があることが多い。虐待を受けた子どもは、

「不安感・不信感」や「低い自己評価」を持ち

やすく、内に向かう（引きこもり、抑うつ状態

等）、あるいは外への攻撃性を示す傾向がある。 
○初期対応の重要性 

万引きはＳＯＳのサインだと思っている。い

かにしてＳＯＳのサインをキャッチして、初期

の対応を行うのか、ということが重要である。 
 
ウ 事例報告「“学べない子どもたち”への学習支

援」 奥野 慧氏 v 

○学校外教育バウチャーの仕組み 

企業や市民等からの寄付金を原資として、貧

困世帯の子どもにクーポン券を配布。民間の教

育事業者（学習塾、文化・スポーツ教室等）の

中から希望するサービスを利用できる。使途を

教育サービスに限定できる点、多様な選択肢の

中から幅広いサービスを利用できる点が特徴。 
○意欲の壁 

意欲の格差が、問題の根深いところにある。

支援が届いていない「親・子の両方が意欲の低

い層」へのアプローチが今後の課題である。 
 

エ 参加者による対話での主な意見 

○必要としている人に支援を届けることの難しさ 

  当事者が声をあげづらいことや、家庭内の問

題に踏み込む難しさ等から、子どもの貧困は見

えてきにくい。支援が必要な親ほど介入を拒む

傾向がありアプローチのきっかけが必要。学校、

地域、各種行政サービス等において、親や子と

多層的に関わる中で、支援が必要な人を把握し、

様々な支援に繋ぐ仕組みを考えられないか。 

テーマ：子どもの貧困をなくすために 
～支援者のネットワークづくり～  

所 属：県経営商業課 
氏 名：近藤直樹 

研究概要 

 元町カフェが平成 27 年 3 月に開催した「子ど

もの貧困について考える」セミナーでは、子ど

もの貧困の深刻な現状が語られた。その中で

様々な関係者の連携による多層的な支援の必要

性が指摘されたことを受け、多様な領域の行政

職員、弁護士、大学教授、団体職員等による「子

どもの貧困支援者ネットワーク(仮称)」を同年

6 月に設立した。本稿では、はじめにセミナー

の概要を報告する。次に、ネットワークの実践

から、子どもの貧困の改善に向け、多様な関係

者が連携することの有効性を考察する。 
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（５）「森のようちえん」をめぐる動き 

「森のようちえん」とは、北欧発祥の自然の中

で幼児教育や保育を行う団体や活動をさす。日本

においても、平成２０年全国ネットワークが組織

され、平成２６年度には初の実態調査が行われて

いる。兵庫県内でも、同ネットワーク登録の１０

団体（※１）をはじめ、様々な子育て主体がこう

した自然保育の手法を取り入れて精力的に活動し

ている。長野県では平成２６年度、信州型自然保

育事業として県独自の認定制度を創設。平成２７

年度から団体の公募を開始。あわせて「信州型自

然保育ガイド」の作成普及に努めている。鳥取県

でも、平成２６年度から、県独自の認証制度の創

設を検討するため、森のようちえん等の運営費を

助成するモデル事業を実施している。 
（６）参加者の声 

子どもの力を信じて待つことの大切さがよく

わかり感動した、実践に取り入れたい、という回

答が多数。船坂地区に魅力を感じた方も多かった。 

３ 研究② 事例研究 「信じて待つ保育」 

 「信じて待つ」を保育・子育てに取り入れるた

めの手法について、実践している実例を研究した。 

（１）「森のようちえん」せた♪森のようちえん

（現場保育者より) （※２） 

信じて待つを実践するために必要なことは子

ども達との信頼関係が築けていること。子ども達

のことをよく知っていること。木登りをしていて

もその子の力量を知っているからここまでは安全

と見守ることができる。成功体験が自尊心を生む。 
 

（２）「プレーパーク」 

プレーパークはデンマーク発祥といわれ、兵庫

県では｢自分の責任で自由に遊ぶ」を原則に好奇心

やエネルギーを発散させのびのびと生きていく力

を養う場『子どもの冒険ひろば』を開設。地域の

子育てグループやNPO等が運営している。（※３） 
国有地ﾌﾟﾚｰパーク(西宮)（リーダーからの一言） 

遊びの最高に楽しい瞬間は子どもが自分の手

で「できたっ」って味わえたときです。それには

失敗をしてでも自分自身の手でやりきることが大

切です。子どもが試行錯誤している姿を一緒に見

守ってみませんか？（※４） 
（３）保育の現場から 

 「りんごの木子どもクラブ」は1982年からの設

立主旨『子どもが主役の、子どもの心に添った保

育』を実践している。 
～りんごの木子どもクラブ代表 柴田愛子氏 

私は｢子どもの心に添う｣ということをあちらこち

らで話しています。子どもの気持ちに寄り添って

みようよ。子どもの気持ちがみえてくる。子ども

は案外ちゃんと感じ、考えている。子ども自身が

育つ力を持っていると言い続けています。(※５) 
（４）「なんくる」の子育て  

～沖縄「みどり保育園」園長のことば 

沖縄では育て方の意識が全然違うんですよ。親

や保母がいろいろしなくても子どもは育つと心か

ら思っているんです。自然の恩恵を受けているか

らかしら、見守っていれば十分という気持ち。見

守るというのは「放任」ではなく「信じる」とい

うこと。沖縄の言葉で「なんくる」とは自然のま

まにという意味。（※６） 
４ 考察・課題 

 子ども本来の力を信じて待つ姿勢が子どもの生

きる力を育むために重要であることは、事例や講

演内容、アンケート結果からも確信できた。「森の

ようちえん」や「プレーパーク」には、根底にそ

うした価値観があり、実践できる仕組みとなって

いる。また、沖縄の子育て事例から、地域性とい

う側面があることもわかった。一方で、日常の子

育てにおいては、親・保育者の心がけという枠を

出ていないのも現実である。既存の施設やシステ

ムに加え、家庭、地域、社会の具体的な取り組み

方法を模索する機会の必要性を痛感した。 
５ おわりに 

 2014年「しあわせ風土調査」において、女性が

幸せだと感じる地域第一位は「沖縄県」、また女性

の幸福度が高い地域ほど出生率も高いという結果

がでた。（※６）沖縄では「ゆいまーる」と呼ばれ

る習慣が残っている。「ゆい」「結」（共同、協働）

であり、「まーる」は「回る」の訛りで順番。相互

扶助を順番にかつ平等に行っていくことを意味す

る。ここにひとつの子育ての秘訣はないか。 
 今回の実践研究では会場として豊かな自然の

中、家庭・地域がこぞって子どもを育てていた風

景が残る西宮市山口町船坂地区を切望、地域の

方々の温かなお力添えのもとで子育てについて考

える場ができた。こうした取り組みを重ねること

で閉塞となりがちな現代の子育てを、個人だけで

なく地域や社会がサポートし喜びと余裕を持ち

「子どもの本来の力を信じ見守る子育て」ができ

る社会に一歩でも近づくことを願い 結びたい。 
――――――――――――――――――――――――――――― 
※１団体数は森のようちえんHPより（2015.9時点）※２滋賀県大
津市瀬田の森で行われている森のようちえん※３(公財)兵庫県青
少年本部HPより※４にしのみや遊び場つくろう会HPより抜粋※５ 
2015・6・22「こどもみらいフェスティバル」講演会後寄稿より抜
粋 ※６ 『母の友』2003 年 1 月号より 抜粋 ※７博報堂、慶応
義塾大学前野隆司教授との共同研究。「ローカルハッピネス No.4」
より 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１ 研究の目的・背景 

 近年、グローバル化、情報化、経済情勢の変化

など子どもを取り巻く環境はますます多様かつ複

雑になっている。一方で、都市化や核家族化など

に起因する家庭や地域の養育力の低下、体験機会

の減少など、子育ての質に係る課題もクローズア

ップされている。子どもたちの生きる力を育むた

めに今必要なことは何か。保護者や保育者だけで

なく、行政職員も含め分野を超えた様々な主体が、

いきいきとした実例に触れ、共に考え、実践へと

つなげる機会があれば、そして、有機的につなが

ることができれば、子どもを取り巻く環境をより

よいものとするための第一歩となるのでは、と願

い、西宮船坂地区において、講演・上映会を企画・

実践した。※兵庫自治学会コラボレーションプロジェクトとして実施  
また、そこから見えた「子どもを信じて待つ」

というキーワードをもとに、事例研究を行った。 
２ 研究① 実践研究 

 里山を舞台に、アプローチのひとつとして注目

されている「森のようちえん」や特色ある保育の

実例を映像と講演を通じ学び、参加者の声を聴く。 
（１）実施概要 

名 称：命の根っこを輝かせるこどもたち！！ 
～森のようちえんの現場より～ 

日 時：平成２７年４月５日（日）１３時～ 
会 場：旧船坂小学校(西宮市立船坂小学校跡施施設) 
参加者：保護者、保育者、行政職員、地域関係者 
内 容： 
・長編ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画『こどもこそミライ』の上映

（監督：筒井勝彦 企画：小学館「新幼児と保育」編集部）  

・映画に登場する「森のようちえん ピッコロ」

代表の中島久美子氏による講演 

・ワークショップ、参加者全員での「笑顔サクラ」

タペストリーの作成 
（２）船坂地区の沿革と研究への関わり 

 船坂地区は、明治から昭和にかけ寒天、高原野

菜の産地として栄えたが、その後流通機構の変化

等により農業が衰退、後継者の流出という課題を

抱えることとなった。そんな中、明治５年に開校

した歴史ある船坂小学校の平成 22 年３月閉校が

決定。平成20年、情報の共有によるまちづくりを

目指そうと、船坂新聞（地域新聞）を発行。この

新聞をインターネットで見た美術家がきっかけと

なり、平成21年「船坂ビエンナーレ」地域主体の

芸術祭を開催。平成26年度は、船坂小学校跡施設

をはじめ船坂地区全体を会場とし、国内外の作家

による28作品の展示が行われ大盛況となった。そ

の他、行政と地域が協働し農業体験や手芸ワーク

ショップなど様々な企画に取り組むほか、ランチ

ルームでのカフェやランチメニューの提供、加工

品の販売なども実施。本年6月西宮市議会におい

て船坂小学校跡施設の設置条例が可決。平成 28

年度からの指定管理制度の導入に向け地域の組織

が受け皿となる予定で取り組んでいる。 

 今回、従来から同地区の活性化に取り組んでき

た「西宮流（スタイル）」が地区の方々とのマッチ

ング役を担い、様々な方々のお力添えにより、同

地区での開催が実現。会場設営、駐車場の案内な

どの人的協力、手作りのカフェメニューの提供や、

会場近くの季節の花を添えて下さるなど、里山な

らではのおもてなしを加えて頂けた。また参加者

全員で完成させた「笑顔サクラ」タペストリーは

事業終了後も施設に掲示頂き、携わった方々の一

体感の醸成と施設へのリピーター獲得への想いを

重ねてくださった。 

（３）長編ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画『こどもこそミライ』 

自然環境を利用した野外保育「森のようちえ

ん」、インクルーシブ保育、子どもたち同士が真剣

に気持ちを話し合うミーティングの時間を設ける

保育、と、こどもの主体性を伸ばす特徴的な保育

現場を紹介。そこにはこどもを尊重し信じ寄り添

う保育者の姿と、自ら社会性や生きる力を獲得し

ていく子どもたちの姿があった。 
（４）中島 久美子氏 講演 

森の中で日々動き移り変わる命を感じながら

過ごす子どもたちとのエピソードを通じ「子ども

を信じて待つ保育」の必要性を提示頂いた。「大人

の覚悟」「気持ちは裁かれない」「命がそばにある

ということ」教育の効果を信念をもって遠くに見

据える大切さを強調し講演は締めくくられた。 

テーマ：命の根っこを輝かせるために 

～今何が必要か～ 

所 属：笑顔をつなごう会 

氏 名：山村 雅代 

研究概要 

子どもを取り巻く環境は近年一段と厳しさを増し

ている。こうした状況の中で子どもたちはどのよ

うな環境で何を身に着けなくてはならないのか、

どのように大人たちがつながり子どもたちと関わ

っていく必要があるのか、様々な事例を学び、つ

ながり、その中から新しい一歩を踏み出すことが

できれば。そんな想いで発足した「笑顔をつなご

う会」初回の実践（春の講演・上映会）を軸に、

子育てについて、また子育て支援と地域活性化の

関係について考察した。            
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（５）「森のようちえん」をめぐる動き 

「森のようちえん」とは、北欧発祥の自然の中

で幼児教育や保育を行う団体や活動をさす。日本

においても、平成２０年全国ネットワークが組織

され、平成２６年度には初の実態調査が行われて

いる。兵庫県内でも、同ネットワーク登録の１０

団体（※１）をはじめ、様々な子育て主体がこう

した自然保育の手法を取り入れて精力的に活動し

ている。長野県では平成２６年度、信州型自然保

育事業として県独自の認定制度を創設。平成２７

年度から団体の公募を開始。あわせて「信州型自

然保育ガイド」の作成普及に努めている。鳥取県

でも、平成２６年度から、県独自の認証制度の創

設を検討するため、森のようちえん等の運営費を

助成するモデル事業を実施している。 
（６）参加者の声 

子どもの力を信じて待つことの大切さがよく

わかり感動した、実践に取り入れたい、という回

答が多数。船坂地区に魅力を感じた方も多かった。 

３ 研究② 事例研究 「信じて待つ保育」 

 「信じて待つ」を保育・子育てに取り入れるた

めの手法について、実践している実例を研究した。 

（１）「森のようちえん」せた♪森のようちえん

（現場保育者より) （※２） 

信じて待つを実践するために必要なことは子

ども達との信頼関係が築けていること。子ども達

のことをよく知っていること。木登りをしていて

もその子の力量を知っているからここまでは安全

と見守ることができる。成功体験が自尊心を生む。 
 

（２）「プレーパーク」 

プレーパークはデンマーク発祥といわれ、兵庫

県では｢自分の責任で自由に遊ぶ」を原則に好奇心

やエネルギーを発散させのびのびと生きていく力

を養う場『子どもの冒険ひろば』を開設。地域の

子育てグループやNPO等が運営している。（※３） 
国有地ﾌﾟﾚｰパーク(西宮)（リーダーからの一言） 

遊びの最高に楽しい瞬間は子どもが自分の手

で「できたっ」って味わえたときです。それには

失敗をしてでも自分自身の手でやりきることが大

切です。子どもが試行錯誤している姿を一緒に見

守ってみませんか？（※４） 
（３）保育の現場から 

 「りんごの木子どもクラブ」は1982年からの設

立主旨『子どもが主役の、子どもの心に添った保

育』を実践している。 
～りんごの木子どもクラブ代表 柴田愛子氏 

私は｢子どもの心に添う｣ということをあちらこち

らで話しています。子どもの気持ちに寄り添って

みようよ。子どもの気持ちがみえてくる。子ども

は案外ちゃんと感じ、考えている。子ども自身が

育つ力を持っていると言い続けています。(※５) 
（４）「なんくる」の子育て  

～沖縄「みどり保育園」園長のことば 

沖縄では育て方の意識が全然違うんですよ。親

や保母がいろいろしなくても子どもは育つと心か

ら思っているんです。自然の恩恵を受けているか

らかしら、見守っていれば十分という気持ち。見

守るというのは「放任」ではなく「信じる」とい

うこと。沖縄の言葉で「なんくる」とは自然のま

まにという意味。（※６） 
４ 考察・課題 

 子ども本来の力を信じて待つ姿勢が子どもの生

きる力を育むために重要であることは、事例や講

演内容、アンケート結果からも確信できた。「森の

ようちえん」や「プレーパーク」には、根底にそ

うした価値観があり、実践できる仕組みとなって

いる。また、沖縄の子育て事例から、地域性とい

う側面があることもわかった。一方で、日常の子

育てにおいては、親・保育者の心がけという枠を

出ていないのも現実である。既存の施設やシステ

ムに加え、家庭、地域、社会の具体的な取り組み

方法を模索する機会の必要性を痛感した。 
５ おわりに 

 2014年「しあわせ風土調査」において、女性が

幸せだと感じる地域第一位は「沖縄県」、また女性

の幸福度が高い地域ほど出生率も高いという結果

がでた。（※６）沖縄では「ゆいまーる」と呼ばれ

る習慣が残っている。「ゆい」「結」（共同、協働）

であり、「まーる」は「回る」の訛りで順番。相互

扶助を順番にかつ平等に行っていくことを意味す

る。ここにひとつの子育ての秘訣はないか。 
 今回の実践研究では会場として豊かな自然の

中、家庭・地域がこぞって子どもを育てていた風

景が残る西宮市山口町船坂地区を切望、地域の

方々の温かなお力添えのもとで子育てについて考

える場ができた。こうした取り組みを重ねること

で閉塞となりがちな現代の子育てを、個人だけで

なく地域や社会がサポートし喜びと余裕を持ち

「子どもの本来の力を信じ見守る子育て」ができ

る社会に一歩でも近づくことを願い 結びたい。 
――――――――――――――――――――――――――――― 
※１団体数は森のようちえんHPより（2015.9時点）※２滋賀県大
津市瀬田の森で行われている森のようちえん※３(公財)兵庫県青
少年本部HPより※４にしのみや遊び場つくろう会HPより抜粋※５ 
2015・6・22「こどもみらいフェスティバル」講演会後寄稿より抜
粋 ※６ 『母の友』2003 年 1 月号より 抜粋 ※７博報堂、慶応
義塾大学前野隆司教授との共同研究。「ローカルハッピネス No.4」
より 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１ 研究の目的・背景 

 近年、グローバル化、情報化、経済情勢の変化

など子どもを取り巻く環境はますます多様かつ複

雑になっている。一方で、都市化や核家族化など

に起因する家庭や地域の養育力の低下、体験機会

の減少など、子育ての質に係る課題もクローズア

ップされている。子どもたちの生きる力を育むた

めに今必要なことは何か。保護者や保育者だけで

なく、行政職員も含め分野を超えた様々な主体が、

いきいきとした実例に触れ、共に考え、実践へと

つなげる機会があれば、そして、有機的につなが

ることができれば、子どもを取り巻く環境をより

よいものとするための第一歩となるのでは、と願

い、西宮船坂地区において、講演・上映会を企画・

実践した。※兵庫自治学会コラボレーションプロジェクトとして実施  
また、そこから見えた「子どもを信じて待つ」

というキーワードをもとに、事例研究を行った。 
２ 研究① 実践研究 

 里山を舞台に、アプローチのひとつとして注目

されている「森のようちえん」や特色ある保育の

実例を映像と講演を通じ学び、参加者の声を聴く。 
（１）実施概要 

名 称：命の根っこを輝かせるこどもたち！！ 
～森のようちえんの現場より～ 

日 時：平成２７年４月５日（日）１３時～ 
会 場：旧船坂小学校(西宮市立船坂小学校跡施施設) 
参加者：保護者、保育者、行政職員、地域関係者 
内 容： 
・長編ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画『こどもこそミライ』の上映

（監督：筒井勝彦 企画：小学館「新幼児と保育」編集部）  

・映画に登場する「森のようちえん ピッコロ」

代表の中島久美子氏による講演 

・ワークショップ、参加者全員での「笑顔サクラ」

タペストリーの作成 
（２）船坂地区の沿革と研究への関わり 

 船坂地区は、明治から昭和にかけ寒天、高原野

菜の産地として栄えたが、その後流通機構の変化

等により農業が衰退、後継者の流出という課題を

抱えることとなった。そんな中、明治５年に開校

した歴史ある船坂小学校の平成 22 年３月閉校が

決定。平成20年、情報の共有によるまちづくりを

目指そうと、船坂新聞（地域新聞）を発行。この

新聞をインターネットで見た美術家がきっかけと

なり、平成21年「船坂ビエンナーレ」地域主体の

芸術祭を開催。平成26年度は、船坂小学校跡施設

をはじめ船坂地区全体を会場とし、国内外の作家

による28作品の展示が行われ大盛況となった。そ

の他、行政と地域が協働し農業体験や手芸ワーク

ショップなど様々な企画に取り組むほか、ランチ

ルームでのカフェやランチメニューの提供、加工

品の販売なども実施。本年6月西宮市議会におい

て船坂小学校跡施設の設置条例が可決。平成 28

年度からの指定管理制度の導入に向け地域の組織

が受け皿となる予定で取り組んでいる。 

 今回、従来から同地区の活性化に取り組んでき

た「西宮流（スタイル）」が地区の方々とのマッチ

ング役を担い、様々な方々のお力添えにより、同

地区での開催が実現。会場設営、駐車場の案内な

どの人的協力、手作りのカフェメニューの提供や、

会場近くの季節の花を添えて下さるなど、里山な

らではのおもてなしを加えて頂けた。また参加者

全員で完成させた「笑顔サクラ」タペストリーは

事業終了後も施設に掲示頂き、携わった方々の一

体感の醸成と施設へのリピーター獲得への想いを

重ねてくださった。 

（３）長編ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画『こどもこそミライ』 

自然環境を利用した野外保育「森のようちえ

ん」、インクルーシブ保育、子どもたち同士が真剣

に気持ちを話し合うミーティングの時間を設ける

保育、と、こどもの主体性を伸ばす特徴的な保育

現場を紹介。そこにはこどもを尊重し信じ寄り添

う保育者の姿と、自ら社会性や生きる力を獲得し

ていく子どもたちの姿があった。 
（４）中島 久美子氏 講演 

森の中で日々動き移り変わる命を感じながら

過ごす子どもたちとのエピソードを通じ「子ども

を信じて待つ保育」の必要性を提示頂いた。「大人

の覚悟」「気持ちは裁かれない」「命がそばにある

ということ」教育の効果を信念をもって遠くに見

据える大切さを強調し講演は締めくくられた。 

テーマ：命の根っこを輝かせるために 

～今何が必要か～ 

所 属：笑顔をつなごう会 

氏 名：山村 雅代 

研究概要 

子どもを取り巻く環境は近年一段と厳しさを増し

ている。こうした状況の中で子どもたちはどのよ

うな環境で何を身に着けなくてはならないのか、

どのように大人たちがつながり子どもたちと関わ

っていく必要があるのか、様々な事例を学び、つ

ながり、その中から新しい一歩を踏み出すことが

できれば。そんな想いで発足した「笑顔をつなご

う会」初回の実践（春の講演・上映会）を軸に、

子育てについて、また子育て支援と地域活性化の

関係について考察した。            
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近所から店が消えたことは、この上もなく不便

なのです。他の要素も加わって、いま辺地の小

規模集落の地域力は急速に低下しています。 

 佐用町では 09 年の大水害の後、国交省の補助

で移動販売の社会実験を実施、終了後は地域要

望で継続されています。しかし採算割れになれ

ばそのルートは撤収されかねません。その地区

にとっては不安と背中合わせといえます。 

３ 都市部でも深刻 

調査を続ける内に、在阪のテレビ局がニュー

ス特番で買い物困難は都市部においても深刻で

あることを伝えだしました。その一つの事例が

川西市大和自治会（人口＝約１，１万人・世帯

＝約４，７千）で、地域通貨「大和カード」の

発行です。さっそく現地に飛び、自治会長らに

聴き取りしました。 

 

 ６０年代に開発された住宅地は住民自らが自

治会を結成、生活環境を整え、「自らでできる

ことは自らで」を原理にした自治を確立してい

きました。高齢化率が４０％台と、高齢者のみ

世帯が増加する中で、出歩くことが困難になり、

その解消策としての地域通貨です。送迎、庭木

の剪定、ゴミ出し、認知症の散歩同伴など現在

利用者は１３７人です。 

 うちで自慢できることは自前の図書館をもっ

ていることと、自治会長さんが最後に言われた

のです。さっそく訪ねてみると、小規模ながら

図書館サービスが充実していました。 

 都会といえども暮らしに息づくセイフティネ

ットを目の当たりにしました。 

４ 課題解決には包括的な取り組みを 

 高齢者が買物困難となる要因②の健康上の問

題については、外へ出られる健康状態の維持と

いう個人的なことにみえますが、間接的には地

域ケアシステムの構築でもあります。たとえば

移動販売の場所まで行けなくならないように地

域が普段からセルフケアに心がけることです。 

しかし在宅介護で外へ出られない場合もありま

す。車に乗れなくなってはじめて、車を持たな

いと移動しづらい社会を実感するのです。 

 最近は商業者が宅配やネット販売などで解消

を図ろうとしていますが、それに対応できる世

帯ばかりでありません。言い換えますと平均寿

命と健康寿命の１０年前後のギャップが買い物

困難層を生み出しています。 

 地域において買い物困難世帯の存在が地域内

に情報共有され、地域内でその解消システムの

確立が急がれます。地域主導の地域ケアの推進

です。 

 何か所かの調査から、自治体の対応には違い

のあることがわかりました。養父市では移動販

売業者の連絡組織を作り、移動販売を資金的に

も支援制度を作っています。 

生野町奧銀谷地区では、地域おこし協力隊員

が買い物困難解消の業務にあたっており、その

中から新たな試みを模索しています。 

 フォーラムでは、移動販売者が高齢者の見守

りを担う協定を結ぶなど、販売だけでなく福祉

の面から捉えることで、行政支援が可能とまと

めました。すでに養父市では制度化され、移動

販売への支援は高年福祉室が所管しています。 

  これらの事例からも地域事情はあるにしても

包括的な対策が必要と感じました。 

 また地域内においても、買い物が困難でない

方々がこの問題を自身のことと理解することで

す。困難さを共有することで自治意識が育まれ

ます。 

５ おわりに：生涯学習まちづくり 

 地域のことは地域で解決しようとの自治の確

立はまちづくりの目指すところですが、個人の

生活観の差異を超えてつながるには、やはりい

つの時代も学びと気づきそして実践といった生

涯学習をベースにした取り組みが不可欠です。 

 佐用町では、自宅を地産地消の総菜をつくる

加工施設に改造して、高齢者向けに宅配する小

さな動きが始まっています。 

 過疎集落の移動販売の現場に行ってみます

と、様々なやりとりがなされ、まさにいのちづ

なになっていることが実感できます。議論を深

めるにはまずはこの現場の一見からです。 

テーマ：「買い物困難解消に向けて」 

所 属：生涯学習まちづくりひょうごネット 

名 前：小嶋  明 

 

研究概要 

 中山間地域で辺地にある集落には日々の買い

物が困難な世帯があり、そのほとんどは車を運

転しない高齢者です。集落にあった商店が、商

業環境の変化などからなくなりました。ところ

が都市部でもこの問題が深刻化してます。移動

販売車に同行、絵本にまとめ、行き止まりの小

さな集落の集会場で、今日的課題のフォーラム

を開き、さらに県内数か所を調査して考察しま

した。 

 

１ はじめに：研究の目的 

 ことのはじまりは、佐用町まちづくり推進会

議での議論でした。同町が進める協働のまちづ

くりの観点から政策提言してきましたが、13 年

度あたりから小規模集落の機能低下から自治会

の合併再編を含めたあり方が課題になり、買い

物困難も提起されました。移動販売に頼る高齢

者には、お天気とか体調とかで販売地点まで行

けないときもあることが報告され、その対策を

検討しました。しかし民間の商業行為に公的機

関が援助することに抵抗のある意見が出された

ことから、まとめることが難しくなりました。

しかし、買い物困難問題を放置することはでき

ず、アドバイザーの立場から調査しました。 

 同町には 140 余の集落があって、幹線道路か

らはずれた小規模集落が多く立地しています。

そこに移動販売車が回るときに同行しました。

現場に入ってわかったことは、移動販売車が地

域のいのちづなになっていることでした。その

雰囲気を絵本にして伝えることとし、その上で

生涯学習まちづくりひょうごネットに報告、生

涯学習でいう今日的課題として取り上げ、グル

ープ研究事業で組み込むことになりました。 

同ネットは生涯学習の理念をベースにまちづ

くりに取り組む市民、自治体職員とが集い、情

報交流の場をつくろうと、97 年 12 月設立の団

体です。以来、年１回泊を原則にして県内各地

を回わり泊のセミナーを開いています。 

また例会以外に時々のテーマによるフォーラ

ム、フィールドワークを実施しています。 

 08 年 10 月に全県レベルの「なにくそ！限界」

まちづくりフォーラム」を朝来市生野町で開催、

今回このテーマで 14 年 10 月に「フォーラムい

のちづな in 海内」を佐用町で開催しました。 

２ 今日的課題としての「買い物困難」 

 高齢者が買物困難となる要因として＜①商店

街・スーパーまで遠い②健康上の問題があって

遠くまで移動できない③自家用車を運転できな

い＞の３点が考えられます。 

 

 幹線道路から深く入った佐用町大日山集落に

行きました。同地区は実質 10 戸の小規模集落で

週１回の移動販売はまさにいのちづなでした。 

 大日山周辺はかつて皆田和紙、繭、木炭の産

地でした。中国山地の東端にあたる同町には、

その昔山あいの深い谷スジに里山の資源を生か

した生業集団が集落を形成しました。しかし高

度成長期にそれらは衰退、若者は外へ出て高齢

者のみとなり空洞化現象をみせています。 

 移動販売車の周りでは、単に買い物だけでな

く他地域や暮らしの情報が行き交え、久しぶり

の会話を楽しんでいます。買い物にみえない方

にはもしやと、交番に連絡して家に入ることも

あって、安全の見守りの役目をはたしています。

移動販売がいのちづなといわれるのは、食糧の

確保だけでなく、見守りや井戸端会議機能、も

はたしているからです。 

佐用町の辺地の小規模集落のみが抱える課題

ではなく、中山間地域共通の課題として聴き取

りとフォーラム開催に臨むことになりました。 

  「近所のお年寄りが、冷蔵庫が空っぽ、なん

か食べ物ほしいと来られてびっくり」と、北は

りま定住自立圏共生ビジョン懇談会で、西脇市

委員から高齢者のみ世帯の実態が報告され、過

疎地でない地域でもそのようなことがあるのか

と驚きました。車に乗れないお年寄りにとって
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近所から店が消えたことは、この上もなく不便
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飛行場用地買収面積 

地  目 単  位 数  量 

田  地 坪  241,099 

畑  地 〃  16,390 

宅  地 〃  18,711 

山  林 〃  447,667 

池  沼 〃  99,187 

墓  地 〃   1,676 

井  溝 〃   5,846 

合  計 〃  830,576 

 
 軍の内部の事は役場には無かった。用地面積、

立ち退き戸数、用地買収の経緯、建設工事の人

員配置、空襲記録等が克明に残されている。 
これには驚いた。また、多くの部隊と操縦練習

生たちの記録も各戦友会にあった。 
 

体験者の記録（戦友会の資料）  
     操縦練習を受けた部隊 

出身部隊名 入隊日 人数 

第 12 期逓信省乗員所長崎・愛媛 18・10 120 名 

第 13 期逓信省乗員所長崎・愛媛 19・ 2 120 名 

第 14 期逓信所乗員所長崎 19・ 5 120 名 

第 37 期飛行術練習生  （19・7～19・10） 139 名 

第１期飛行専修予備生徒 19・ 9  39 名 

      計  538 名

 特に心を打つ特別攻撃隊で戦没した彼らの

絶筆となった遺書も残されていた。 
 この部隊の他に、川西航空機工場の存在があ

る。飛行生産に携わった工員たちが書き残した

製造記録まであるのに驚いた。ここで判った

500 余機の戦闘機『紫電』の生産数の詳細等は、

製造した川西航空機（現新明和工業）でも見つ

からなかった。 
戦闘機 『紫電・紫電改』生産数 
紫 電 446 機 姫路工場 

紫電改 44 機 姫路工場 

合 計 510 機  

この調査の結果、戦争に負けた国は資料を残

さず戦後全てが焼却された。戦勝国は戦果、経

緯を記録して国立公文書館に残している。 
 アメリカの公文書館には撮影した偵察記録、

行動表と綿密な資料が多々見受けられる。 
 この戦争は情報の戦いであった。これが勝敗

を決めたとも言えるほど。相手を知ることの欠

如が敗戦の結果となった。 
 戦いの中で、戦争を避け終わらせることに、

一念を捧げながら。戦いの先頭に立った和平論

者も居たことも事実であった。 
 一つの飛行場の調査でこの戦争の真実を知

る事も出来た。戦争とは始めることは簡単だが、

終わらすことの難しさも知った。 
 今も世界の各地では戦いが絶えない、現在必

死で軍備の増強、領土の拡張、核兵器の生産を

行う国が、日本の周りに存在するこの現状は、 
戦争 70 年戦争を行わない我が国を取り巻いて

いることも現実である。平和は我々の誇りでも

あるが、世界の現状は予断を許さない。われわ

れは国を守る気概も忘れてはならない。 
  
４．今後の課題 

今も飛行場には戦争を伝える多くの遺構が

残されている。今年は特に多くの人々が訪れて

くる。平和教育が叫ばれている今日。あの戦争

を知る人は日本人口の 15％にも充たない。語

りべとして案内活動をしてきた。大空に散った

青年達が最後に離れた前庭跡を案内し、戦争の

悲惨さを伝え続ける。いま、加西市では戦争遺

跡の保存と平和会館の建設に取り組んでいる。 
展示物の充実を図るため失われつつある資

料の収集を加西市とともにおこなって行き全

国に知れ渡る史料館を目指したい。 
    平和を祈念して建立された碑 

参考文献 「警察沿革史」      北条警察署 
     「戦友会資料」     第 37 期飛練  
     「今に残る姫路基地」  上谷 昭夫著 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１．研究目的（はじめに） 

 この研究は今から７０年前の大東亜戦争

中に、兵庫県の片田舎に存在した一つに飛行場

が辿った歴史は、一般の人々に知られていない。 
特攻隊で命を落とした若人達の存在や、鶉野

飛行場の史実、今後加西市が戦争遺産として保

存する取り組みに係ることになった。 
この研究において、一つの飛行場が辿った史

実を調べたものである。 
  
２．研究方法 

 戦争に負けた国は、

軍備に関する資料、

写真に至るまで、残

さなかった。仕事の

関係で現存する滑走

路脇の事業所に赴任

した。 
 平成 5 年（1993）
の夏、現飛行場に関係した兵士との出会いから

始まった。滑走路跡に立った彼らは、司令部跡、

格納庫跡等の場所を探しながら、私の勤務先に

尋ねて来た。 
 対応した私には飛行場の事を知る由もない。

皆さんの所在地を聞き、後日の再会を約束した。 
良く年１月に加西市では、今に残る滑走路跡で

空のスポーツ、航空ショーを行こうと新聞が発

表。この行事に先の彼らを始め、多くの人々が

訪れた。皆さんから飛行場に関するいろいろな

話を聞くことが出来た。 
 鶉野飛行場に興味が湧いて来た。そして、戦

争体験者より聞き取りが出来るのは今しかな

いこれが私を駆り立てた。まず調査の方法とし

て、加西市史編纂室で調べることにしたが、資

料は無かった。まず地元の人々や当事者からの

聞き取りと、正確な戦争の資料が保管されてい

る、東京の防衛省戦史図書館や靖国神社にも記

録があると聞き何度か足を運んだ。軍隊の様子

は戦友会が詳しい、人探しとなった。芋づる式

とはよく言ったもので、調査を始めてから次々

と情報が入って来る。 
 戦友会資料は貴重な戦争記録でもあった。 
悲惨な事実、神風特別攻撃隊白鷺隊の編成が行

われた資料も見つかった。 
     

神風特別攻撃隊の出撃記録 
年月日 部隊名 戦死者数 喪失機数

20.4.6 第 1 護皇白鷺隊 39 名 13 機 
4.12 第 2 護皇白鷺隊 12 名 4 機 
4.16 第 3 護皇白鷺隊 ６名 2 機 
4.28 白 鷺 赤忠隊 3 名 1 機 
5. 4 白 鷺 揚武隊 3 名 1 機 
6.11 白 鷺 誠忠隊 途中引き返す 
計  63 名 21 機 

 
 資料や写真も見つかり、調査に一層拍車がか

かった。 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 特攻に使用された艦上攻撃機（天山）（筆者所有）  
 
３．調査の結果 

  先ず飛行場建設の経緯からは、用地買収と

建設工事に携わった人たちのことは加西市に

は残された記録もない。驚いたことに地元警察

署に建設から終戦後までの記録が残された。 

テーマ：加西に残る戦争遺跡 

    「鶉野飛行場の邂逅」 

所 属：鶉野平和祈念の碑苑保存会 

    庶務 戦史担当 

氏 名：上谷 昭夫 

研究概要 

 戦史に埋もれた地方の戦争遺跡を調査の

対象として鶉野飛行場の事を調べ始めた。

大東亜戦争に関する史実は発表され多くの

人々に知られている。しかし地方に存在し

た飛行場の事など戦史には残されていな

い。 
 今も残る広大な飛行場跡、勤務先がこの

地にあったことが、調査のきっかけとなっ

た。 
 いま各地の自治体は、戦争遺跡を残すた

め国からの資金によりまちの活性化に力を

注いでいる。研究を始めた経緯から、今後

の研究について纏めたものである。 
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飛行場用地買収面積 

地  目 単  位 数  量 
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悲惨さを伝え続ける。いま、加西市では戦争遺

跡の保存と平和会館の建設に取り組んでいる。 
展示物の充実を図るため失われつつある資
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《Ｍｅｍｏ》 【第３分科会】

「産業」

学識コーディネーター：加藤　恵正（兵庫県立大学政策科学研究所長・教授）
行政アドバイザー：田中　基康（兵庫県農政環境部農政企画局長）

【１】いつまでもいきいきとしたふるさとづくり
～行こう農村！はじめよう農業！～
森本恭康（神戸県民センター県民交流室）

【２】青年農業者育成における普及活動手法に関する一考察
福田憲志（神戸県民センター神戸農業改良普及センター）

【３】農業の６次産業化による地域活性化の調査研究
丹波県民局農商工連絡会
〔〈発表者〉土見誠輝（丹波県民局丹波農林振興事務所）〕

【４】次世代のバイオマス素材であるセルロースナノファイバーの実用化に向けた研
究開発による地域産業支援
長谷朝博（県立工業技術センター）

【５】大阪湾ベイエリアにおけるネットワークとイノベーション
大阪湾ベイエリア地域経済分析研究会
〔〈発表者〉下元祥子（県産業政策課）〕
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ク（岩手県遠野市）：グリーンツーリズムの取

組みや定住者支援策 

② 農事組合法人いさわ産直センターあじさい（岩

手県奥州市）：産地直売所の現状と課題や地域に

与える影響 

③ 岩手県農林水産部農業振興課（岩手県盛岡市） 

 
４ 政策提言 

 以上の現状と課題を踏まえ、「就農・定住」「に

ぎわいづくり」の観点から、政策提言を行った。 

【提言１】新規就農者を地域全体で支えていく仕

組みづくり 

新規就農者を地域一体としてサポートする体

制を確立することで、農業のスムーズなスタート

と、地域への溶け込み、定住を促進し、地域の農

業を後世代に続く持続的なものとする。 

(1) 農業コンシェルジュの設置  

(2) 農業レジェンド認定制度 

(3) 地域農業塾の開設 

(4) 農業を応援する「農援ファンド」～クラウド

ファンディングを活用した就農者支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【提言２】多種多様なグリーンツーリズムを提供

するまちづくり 

グリーンツーリズムには、参加者の動機、人数、

参加期間などにより多様な形態が想定される。参

加者側の多様なニーズに対応し、確実かつ柔軟に

受入れをする「グリーンツーリズムのまち」であ

ることを宣言し、事業展開の核となる組織を支援

するとともに、来訪者の様々なニーズに対応でき

る体制の整備を行う。 
(1) グリーンツーリズム中間支援機構「ＧＴナビ」

の設立・支援 

(2) 地域資源の結びつけによるパッケージ化 

(3) 周辺観光地等とのタイアップによるライトユ

ーザーの取り込み（企画旅行の一環としてのグ

リーンツーリズム、農村地域への導入） 

(4) 廃校等を活用した大規模グリーンツーリズム

の受入れ（大規模・中長期の団体受入、移住希

望者の体験滞在等のための施設整備） 

(5) 農家民泊に関する指針「農家民泊安心基準」

の整備（農家民泊の安全やサービスの品質確保の

ための基準整備、研修等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ おわりに 

自治体は農業従事者の減少、高齢化に対する対

策をそれぞれの特性に応じた形で選択し、重点的

に講じていく必要がある。しかし、財源の制約が

ある中で、個々の自治体が個別に十分な対策を講

じることは困難であろう。さらに、新規就農者や

グリーンツーリズム参加者の確保に関しては、短

期的には自治体間の競合が生じさせるが、奪い合

いだけでは問題の解決にならない。 
したがって、農業施策に関する自治体間での連

携を進め、情報の共有や役割分担を図ることによ

り、個々の自治体がそれぞれの施策として集中で

きる環境を整えていく必要があろう。 
 
［付記］本研究は、自治大学校第１部課程第122期の「政

策立案」グループ研究として実施したものです。 
＜自治大学校第１部課程第122期第６班＞ 

町田匠（静岡県庁）、森本恭康（兵庫県庁）、貞利憲之（岡

山県警）、原田才子（山口県庁）、平山寿（鹿児島県庁） 

＜参考文献＞ 
生源寺真一(2011)「日本農業の真実」、金丸弘美(2009)「田

舎力」、藻谷浩介･NHK広島取材班(2013)「里山資本主義 日

本経済は『安心の原理』で動く」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 農村及び農業の現状 

  「平成25年度食料･農業･農村の動向」(農林

水産省)、「農業センサス」(同省)等によると、 

① 今後の日本は、人口減少、高齢化率は上昇。 
② 特に農林漁業従事者が多い農村等では、人口

減少が著しい。 
〔図１ 市区町村別人口指数の推移（農林漁業就業者割合別）〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
③ 農業従事者数は減少傾向で、平均年齢は上昇。 
・基幹的農業従事者数： 

H7 256万人→ H25：174万人 

・同平均年齢：H7  59.6歳 → H25：66.5歳 

④ 新規就農者は減少傾向にある中、若い世代の

新規就農は微増。 
〔図２ 新規就農者数の推移〕 

 
 
 
 
 
 
 
 

２ 取組の現状と課題 

就農人口を維持するためには新規就農者を増

加させるしかないが、新規就農者にとっては、耕

作地や農機具、住宅などの確保、生活費の工面な

ど、生活基盤に関する不安が多い。こうした新規

就農者の支援を行うため、国や自治体では、就農

準備支援金や技術習得支援、各種相談など、様々

な支援策を設けている。一方、就農希望者からす

ると、案件ごとに各関係機関への問合せや訪問を

要することとなり、窓口の一元化や各機関の連携

が課題といえる。 
  
 
 
 
 
 
 
次に、農村のにぎわいづくりのために全国各地

で取り組まれている手法として、グリーンツーリ

ズと産地直売所が挙げられる。 
グリーンツーリズム参加者は増加傾向にある

が、受け皿となる農家の高齢化により受入自体が

過重労働となり、農業体験の企画や宿泊者獲得の

ための営業活動が大きな負担になっている。また、

小中学生の参加促進に関する取組は多いが、大人

の参加に重点を置いた取組の充実が課題といえる。 
〔図３ グリーンツーリズム施設への宿泊者数の推移〕 

 
 
 
 
 

 就農支援制度 
○ グリーンツーリズム 
○ 産地直売所・農業の高付加価値化 
 

平成21年度における全国の産地直売所(16,816

箇所)の年間総販売額は8,767億円となっている。

小規模生産者が全体の売上高の約３割を占めてお

り、主体的な販売の場として機能しているが、ブ

ランド化（差別化）による販路拡大や加工機械等

のための資金調達が課題といえる。 

 

３ 事例研究 

取組の現状と課題、地域の与える影響などに

関する実地調査を行った。 

① ＮＰＯ法人遠野山・里・暮らしネットワー

テーマ：いつまでもいきいとしたふるさとづくり

    ～行こう農村！はじめよう農業！～ 

所 属：神戸県民センター県民交流室 

氏 名：森本 恭康 

研究概要 

 少子高齢化が進むわが国にあって、農村地域で

は特に人口減少が著しく、農業従事者の減少・高

齢化が進んでいる。 
地域社会の活力低下や、地域経済の停滞等によ

り、集落の維持そのものが危機を迎えている。 
このような状況の中で、「新規就農・定住の促進」

と「にぎわいづくり」 を２本柱に、「いつまでも

いきいきとしたふるさと」をつくるために何が必

要か検討した。 

 ＜各種相談窓口例示＞

内 容 窓口組織 
就農相談・情報収集 全国新規就農相談センター 
青年就農給付金（準備型） 各都道府県 
青年就農給付金（経営開始型） 各市町村 
機械・設備導入資金 各都道府県、市町村、(株)日本

政策金融公庫等 
農地借り受け 各都道府県農地中間管理機構 
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ク（岩手県遠野市）：グリーンツーリズムの取

組みや定住者支援策 

② 農事組合法人いさわ産直センターあじさい（岩

手県奥州市）：産地直売所の現状と課題や地域に

与える影響 

③ 岩手県農林水産部農業振興課（岩手県盛岡市） 

 
４ 政策提言 

 以上の現状と課題を踏まえ、「就農・定住」「に

ぎわいづくり」の観点から、政策提言を行った。 

【提言１】新規就農者を地域全体で支えていく仕
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新規就農者を地域一体としてサポートする体

制を確立することで、農業のスムーズなスタート

と、地域への溶け込み、定住を促進し、地域の農

業を後世代に続く持続的なものとする。 

(1) 農業コンシェルジュの設置  

(2) 農業レジェンド認定制度 

(3) 地域農業塾の開設 

(4) 農業を応援する「農援ファンド」～クラウド

ファンディングを活用した就農者支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【提言２】多種多様なグリーンツーリズムを提供

するまちづくり 

グリーンツーリズムには、参加者の動機、人数、

参加期間などにより多様な形態が想定される。参

加者側の多様なニーズに対応し、確実かつ柔軟に

受入れをする「グリーンツーリズムのまち」であ

ることを宣言し、事業展開の核となる組織を支援

するとともに、来訪者の様々なニーズに対応でき

る体制の整備を行う。 
(1) グリーンツーリズム中間支援機構「ＧＴナビ」

の設立・支援 

(2) 地域資源の結びつけによるパッケージ化 

(3) 周辺観光地等とのタイアップによるライトユ

ーザーの取り込み（企画旅行の一環としてのグ

リーンツーリズム、農村地域への導入） 

(4) 廃校等を活用した大規模グリーンツーリズム

の受入れ（大規模・中長期の団体受入、移住希

望者の体験滞在等のための施設整備） 

(5) 農家民泊に関する指針「農家民泊安心基準」

の整備（農家民泊の安全やサービスの品質確保の

ための基準整備、研修等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ おわりに 

自治体は農業従事者の減少、高齢化に対する対

策をそれぞれの特性に応じた形で選択し、重点的

に講じていく必要がある。しかし、財源の制約が

ある中で、個々の自治体が個別に十分な対策を講
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グリーンツーリズム参加者の確保に関しては、短

期的には自治体間の競合が生じさせるが、奪い合

いだけでは問題の解決にならない。 
したがって、農業施策に関する自治体間での連

携を進め、情報の共有や役割分担を図ることによ

り、個々の自治体がそれぞれの施策として集中で

きる環境を整えていく必要があろう。 
 
［付記］本研究は、自治大学校第１部課程第122期の「政

策立案」グループ研究として実施したものです。 
＜自治大学校第１部課程第122期第６班＞ 

町田匠（静岡県庁）、森本恭康（兵庫県庁）、貞利憲之（岡

山県警）、原田才子（山口県庁）、平山寿（鹿児島県庁） 

＜参考文献＞ 
生源寺真一(2011)「日本農業の真実」、金丸弘美(2009)「田

舎力」、藻谷浩介･NHK広島取材班(2013)「里山資本主義 日

本経済は『安心の原理』で動く」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 農村及び農業の現状 
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〔図１ 市区町村別人口指数の推移（農林漁業就業者割合別）〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
③ 農業従事者数は減少傾向で、平均年齢は上昇。 
・基幹的農業従事者数： 
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〔図２ 新規就農者数の推移〕 
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要することとなり、窓口の一元化や各機関の連携

が課題といえる。 
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ということに配慮した。青年農業者がＦＢを見て

担当の思いを確認し続けたことが、結果として研

修の出席率向上につながったものと考えられる。 

 
写真 スキルアップ研修とその実践（商談会） 

＜Web＞http://higashiharima-wakate.org/ 

＜facebook＞ttps://ja-jp.facebook.com/higashiharima 

３ 組織というツールを活かした個別農家支援 

 青年農業者育成の基本は個別支援であり、個別

支援を効果的に行うためのツールが組織活動であ

る。個別支援で最も効果が高いと思われる活動は

「働きかけの回数を増やす」ことである。ここで

いう「働きかけ」とは直接出会うだけでなく、メ

ールや電話等も含む。要するに一度にたくさんの

ことを対象農家に伝えるのではなく、何度も接点

を持つ中で少しずつ対象農家へ情報を提供し行動

を改善させていくということである。例えば、研

修を開催する場合の農家への働きかけは図２のと

おりである。研修という対象農家が集まる機会を

個別支援ツールとしてどう活かすかを意識すれば、

極めて効率的・効果的な普及活動が可能となる。 
ふるさとづくり推進事業とは別に、研究会とし

て取り組んできた活動に「展示商談会への出展」

がある。毎年２月中旬に開催される「アグリフー

ドＥＸＰＯ大阪」に研究会の名前で出展し、商談

の場を通じて研修で学んだ営業販売の実践と農家

の経営者意識向上を目的として取り組んできた。

この展示商談会参加は、次のとおり青年農業者に

とって絶好の成長機会となった。①目標達成のた

めの計画的活動の必要性理解、②試作の導入や加

工品開発促進、③商慣行の理解、④商談における

組織のメリットを体感、⑤販促ツールの効果的活

用方法の習得。⑥優良展示ブースからの学び、⑦

他の出展者との交流。 
展示会成功の鍵は、担当者の本気度と、農家に

商談の成功イメージを描かせることである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図２ 研修における農家への働きかけの方法 

また、研究会会員には農薬展示ほ、新肥料展示

ほ、新技術実証ほ等を割り振った。目的の理解、

計画作成、委託契約手続き、調査、成績とりまと

め、発表と一連の流れを体験することで、経営者

意識の向上を図った。 
４ 残された課題 

 青年農業者育成に研究会組織は支援ツールとし

て機能することがわかった。今後継続して対応す

べき内容は、①ＨＰでの情報発信機能の強化、②

ＦＢ投稿者の増加による交流促進、③青年農業者

の経営課題に直結した研修の企画運営と参加誘導、

④展示商談会への会員参加誘導などである。 
また、青年農業者育成に対する普及活動におい

て、「組織活動を通じた農家個々の経営改善効果」

の成果指標および評価方法をどうするか等につい

て、今後さらに関係者での検討が必要である。 
＜その他の研究メンバー＞ 

加古川農改青年農業者育成チーム 

＜H25,26＞岩本能昌(龍野農改)、福田佳苗(加古川農改) 

＜H25＞北本則子(神戸農改)、北田豪(北淡路農改)、 

初田源一郎(北淡路農改)、秋田真紀(姫路農林) 

＜H26>島田香、木村亨、岡島由香里(いずれも加古川農改) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 東播磨の青年農業者育成の現状と課題 

 東播磨地域では、トマト、軟弱野菜、いちごな

ど野菜専業農家を中心に後継者が順次就農してお

り、また優良農家で研修を終えた新規就農者も経

営を開始している。彼らへの支援は単に営農技術

だけでなく社会性の向上も含めたものであり、個

別対応が基本である。それを補完する機能として

地域組織（農業青年クラブやＪＡ青壮年部等）も

ある。しかし、これまで普及センターでは組織・

個別両面からの総合支援が十分にできていなかっ

た。特に研修については、これまで青年農業者の

参加率が低かった。これは、農家の農閑期にあわ

せた研修実施ができていないことや、対象年齢幅

が広すぎることなど運営側の問題もあるが、それ

以上に農家自身が研修に対する優先順位が低いこ

とも大きい。問題意識がない、日々の作業が忙し

くて参加できない、等々要因は様々である。 
そこで、平成 25 年度より東播磨県民局のふる

さとづくり推進事業（農業青年応援事業）を活用

し、地域の 45歳未満の青年農業者 58名で構成す

る「東播磨はりま若手農業経営研究会」（以下、研

究会）という青年農業者組織を行政主導で立ち上

げた。本事業では、①スキルアップ研修、②研究

会ウェブサイト（以下ＨＰ）、③フェイスブックペ

ージ（以下ＦＢ）の運営などに取り組み、青年農

業者育成ツールと位置づけ活用方法を模索した。 
２ 研究会組織の立ち上げと運営方法の工夫 

研究会設立にあたり、その後の活動が形骸化し

ないよう会長および役員選出をどうするかで悩ん

だ。明石市、加古川市、稲美町には既存の農業青

年クラブ（以下、クラブ）が存在するため、それ

ぞれのクラブ代表を研究会役員に位置づけ運営し

ていくことで役員候補者へ理解を求めた。会長選

出については、クラブＯＢで過去の活動実績や人

望を配慮した。組織運営が軌道に乗るまで試行錯

誤が伴うことを考慮し、担当が現場で一番よく訪

問する青年農業者に会長就任を依頼し、綿密な検

討ができる体制を整えた。 
 運営にあたり、役員の中から「行政の実績づく

りのために協力させられているのでは？」との声

もあり、組織の「目的」の重要性を再認識した。

そこで、担当が組織の活動内容、将来目標などを

記した資料を作成し、役員および普及センター経

営課職員に配布し目標を共有化した（図１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 研究会の活動内容と目標 

 研修については事務局が年間テーマを定めてカ

リキュラムづくりと講師選定を行った。25年度は

「販売」、26年度は「情報」を研修テーマとした。

いずれの研修も、これまでの農業関係者による講

師選定ではなく、商業関係雑誌や自治研修所の研

修実績等から講師を選定した。担当が講師依頼を

した後に、講師と事前打ち合わせを電話やメール

で何度も行った。特に、地域や農家の現状と問題

点、研修に参加する農家の特徴、研修のねらいな

どを講師に理解してもらうよう努めた。 
 ＨＰの運営については、スマートフォン全盛時

代では検索意思がない限りなかなか閲覧してもら

うことは難しい。そこで、閲覧を促すために行事

案内や関係機関からの啓発等を随時アップし、現

地巡回指導の際にもＨＰを更新したことを口頭で

伝えるなど、対象農家の関心を高め閲覧を促した。 
 ＦＢの投稿については、普及センター内でも賛

否両論があった。しかし、担当として投稿を続け

た結果、ＦＢを閲覧し「いいね」を押す対象農家

については明確な行動の変化が表れてきた。一つ

は研修等の行事への参加率向上、もう一つは普及

指導員と農家のコミュニケーション活性化である。 
ＦＢの投稿では、「現場での普及指導員の活動

を伝える」、「研修やイベントの開催にあたり企画

意図や期待する成果を担当者の言葉で表現する」

テーマ：青年農業者育成における普及活動手法に

関する一考察 

所 属：神戸農業改良普及センター 

氏 名：福田 憲志 

研究概要                   

 平成 25 年度に東播磨県民局のふるさとづくり

推進事業を活用し、東播磨地域の45歳未満の青年

農業者で構成する「東はりま若手農業経営研究会」

を行政主導で立ち上げた。青年農業者育成担当（以

下、担当）として、この組織を支援ツールとし個々

の青年農業者の経営者意識改革を働きかけた活動

手法について、その効果や課題を考察する。 
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ということに配慮した。青年農業者がＦＢを見て

担当の思いを確認し続けたことが、結果として研

修の出席率向上につながったものと考えられる。 

 
写真 スキルアップ研修とその実践（商談会） 

＜Web＞http://higashiharima-wakate.org/ 

＜facebook＞ttps://ja-jp.facebook.com/higashiharima 

３ 組織というツールを活かした個別農家支援 

 青年農業者育成の基本は個別支援であり、個別

支援を効果的に行うためのツールが組織活動であ

る。個別支援で最も効果が高いと思われる活動は

「働きかけの回数を増やす」ことである。ここで

いう「働きかけ」とは直接出会うだけでなく、メ

ールや電話等も含む。要するに一度にたくさんの

ことを対象農家に伝えるのではなく、何度も接点

を持つ中で少しずつ対象農家へ情報を提供し行動

を改善させていくということである。例えば、研

修を開催する場合の農家への働きかけは図２のと

おりである。研修という対象農家が集まる機会を

個別支援ツールとしてどう活かすかを意識すれば、

極めて効率的・効果的な普及活動が可能となる。 
ふるさとづくり推進事業とは別に、研究会とし

て取り組んできた活動に「展示商談会への出展」

がある。毎年２月中旬に開催される「アグリフー

ドＥＸＰＯ大阪」に研究会の名前で出展し、商談

の場を通じて研修で学んだ営業販売の実践と農家

の経営者意識向上を目的として取り組んできた。

この展示商談会参加は、次のとおり青年農業者に

とって絶好の成長機会となった。①目標達成のた

めの計画的活動の必要性理解、②試作の導入や加

工品開発促進、③商慣行の理解、④商談における

組織のメリットを体感、⑤販促ツールの効果的活

用方法の習得。⑥優良展示ブースからの学び、⑦

他の出展者との交流。 
展示会成功の鍵は、担当者の本気度と、農家に

商談の成功イメージを描かせることである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図２ 研修における農家への働きかけの方法 

また、研究会会員には農薬展示ほ、新肥料展示

ほ、新技術実証ほ等を割り振った。目的の理解、

計画作成、委託契約手続き、調査、成績とりまと

め、発表と一連の流れを体験することで、経営者

意識の向上を図った。 
４ 残された課題 

 青年農業者育成に研究会組織は支援ツールとし

て機能することがわかった。今後継続して対応す

べき内容は、①ＨＰでの情報発信機能の強化、②

ＦＢ投稿者の増加による交流促進、③青年農業者

の経営課題に直結した研修の企画運営と参加誘導、

④展示商談会への会員参加誘導などである。 
また、青年農業者育成に対する普及活動におい

て、「組織活動を通じた農家個々の経営改善効果」

の成果指標および評価方法をどうするか等につい

て、今後さらに関係者での検討が必要である。 
＜その他の研究メンバー＞ 

加古川農改青年農業者育成チーム 

＜H25,26＞岩本能昌(龍野農改)、福田佳苗(加古川農改) 

＜H25＞北本則子(神戸農改)、北田豪(北淡路農改)、 

初田源一郎(北淡路農改)、秋田真紀(姫路農林) 

＜H26>島田香、木村亨、岡島由香里(いずれも加古川農改) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 東播磨の青年農業者育成の現状と課題 

 東播磨地域では、トマト、軟弱野菜、いちごな

ど野菜専業農家を中心に後継者が順次就農してお

り、また優良農家で研修を終えた新規就農者も経

営を開始している。彼らへの支援は単に営農技術

だけでなく社会性の向上も含めたものであり、個

別対応が基本である。それを補完する機能として

地域組織（農業青年クラブやＪＡ青壮年部等）も

ある。しかし、これまで普及センターでは組織・

個別両面からの総合支援が十分にできていなかっ

た。特に研修については、これまで青年農業者の

参加率が低かった。これは、農家の農閑期にあわ

せた研修実施ができていないことや、対象年齢幅

が広すぎることなど運営側の問題もあるが、それ

以上に農家自身が研修に対する優先順位が低いこ

とも大きい。問題意識がない、日々の作業が忙し

くて参加できない、等々要因は様々である。 
そこで、平成 25 年度より東播磨県民局のふる

さとづくり推進事業（農業青年応援事業）を活用

し、地域の 45歳未満の青年農業者 58名で構成す

る「東播磨はりま若手農業経営研究会」（以下、研

究会）という青年農業者組織を行政主導で立ち上

げた。本事業では、①スキルアップ研修、②研究

会ウェブサイト（以下ＨＰ）、③フェイスブックペ

ージ（以下ＦＢ）の運営などに取り組み、青年農

業者育成ツールと位置づけ活用方法を模索した。 
２ 研究会組織の立ち上げと運営方法の工夫 

研究会設立にあたり、その後の活動が形骸化し

ないよう会長および役員選出をどうするかで悩ん

だ。明石市、加古川市、稲美町には既存の農業青

年クラブ（以下、クラブ）が存在するため、それ

ぞれのクラブ代表を研究会役員に位置づけ運営し

ていくことで役員候補者へ理解を求めた。会長選

出については、クラブＯＢで過去の活動実績や人

望を配慮した。組織運営が軌道に乗るまで試行錯

誤が伴うことを考慮し、担当が現場で一番よく訪

問する青年農業者に会長就任を依頼し、綿密な検

討ができる体制を整えた。 
 運営にあたり、役員の中から「行政の実績づく

りのために協力させられているのでは？」との声

もあり、組織の「目的」の重要性を再認識した。

そこで、担当が組織の活動内容、将来目標などを

記した資料を作成し、役員および普及センター経

営課職員に配布し目標を共有化した（図１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 研究会の活動内容と目標 

 研修については事務局が年間テーマを定めてカ

リキュラムづくりと講師選定を行った。25年度は

「販売」、26年度は「情報」を研修テーマとした。

いずれの研修も、これまでの農業関係者による講

師選定ではなく、商業関係雑誌や自治研修所の研

修実績等から講師を選定した。担当が講師依頼を

した後に、講師と事前打ち合わせを電話やメール

で何度も行った。特に、地域や農家の現状と問題

点、研修に参加する農家の特徴、研修のねらいな

どを講師に理解してもらうよう努めた。 
 ＨＰの運営については、スマートフォン全盛時

代では検索意思がない限りなかなか閲覧してもら

うことは難しい。そこで、閲覧を促すために行事

案内や関係機関からの啓発等を随時アップし、現

地巡回指導の際にもＨＰを更新したことを口頭で

伝えるなど、対象農家の関心を高め閲覧を促した。 
 ＦＢの投稿については、普及センター内でも賛

否両論があった。しかし、担当として投稿を続け

た結果、ＦＢを閲覧し「いいね」を押す対象農家

については明確な行動の変化が表れてきた。一つ

は研修等の行事への参加率向上、もう一つは普及

指導員と農家のコミュニケーション活性化である。 
ＦＢの投稿では、「現場での普及指導員の活動

を伝える」、「研修やイベントの開催にあたり企画

意図や期待する成果を担当者の言葉で表現する」

テーマ：青年農業者育成における普及活動手法に

関する一考察 

所 属：神戸農業改良普及センター 

氏 名：福田 憲志 

研究概要                   

 平成 25 年度に東播磨県民局のふるさとづくり

推進事業を活用し、東播磨地域の45歳未満の青年

農業者で構成する「東はりま若手農業経営研究会」

を行政主導で立ち上げた。青年農業者育成担当（以

下、担当）として、この組織を支援ツールとし個々

の青年農業者の経営者意識改革を働きかけた活動

手法について、その効果や課題を考察する。 
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施した。その結果、4 グループが大規模な商

談会等に出展、市場流通に向けての第一歩を

支援することが出来た。 

（３）ヒット商品で社会貢献へ 

   市場で認知度が高くなり、売上が大きく伸

びると、どこまでの販売目標や設備投資する

のか決めることとなる。利益追求型の商品で

はなく、購買者に喜ばれる商品、選んで買っ

てもらえる商品づくりを目指し、社会貢献で

きるヒット商品になるよう追求して行きたい。 

 

４ 先進事例調査の概要 

（１）ささ営農の取り組み 

笹野地区は、

たつの市新宮

町の北部で揖

保川の東岸、

中国道と山陽

道の中間に位

置する平坦な水田農業地帯にある。1 戸あた

り耕地面積は30a未満で、農業者の高齢化と

後継者不足の課題を抱えていた。 

2003(平成15)年に、農地の集積と生産管理

を担うため営農組合を立ち上げ、組合員から

預かった農地を適正に管理してきた。その後、

任意組合というドンブリ勘定や責任の所在が

曖昧な体制から脱却し、2006(平成18)年に県

下で初の集落営農組織の株式会社となった。 

営農組合のままだと、82戸の組合員の意識

レベルの差が大きく、意思の合意形成に時間

を要して、意思決定が遅れてしまう。地域の

発展のために、農地の集積や農業機械等の共

同化により土地利用型作物の効率化を進め、

余剰となった労働力を労働集約型作物の導入

や加工や販売などの６次産業化に努め、バジ

ル加工工場という新産業を創出するに至った。 

代表者の言によれば、普及センターを始め、

周りの人々に恵まれたとの事であり、人材育

成が地域づくりの原点であることを再認識す

ることとなった。また、農業の６次産業化と

なる直売所運営、農産物の加工販売など経営

の多角化を目指すには、所有と経営の分離（株

式会社化）が必要であった。 

 

（２）市田柿の取り組み 

長野県の飯伊地域（はんいちいき）は、長

野県飯田市と高森町などが含まれ、市田柿の

産地となっている。市田柿の概略は、2014（平

成26）年現在で、生産者3,500戸、栽培面積

500ha、収穫量8,600ｔ、干し柿出荷量2,200

ｔ、販売額40億円で日本一となっている。 

2006(平成 18)年に地域団体商標登録制度

がスタートして、みなみ信州農業協同組合と

下伊那園芸農業協同組合の2組合による権利

取得となった。系統出荷率は70～80％で、中

国産市田柿と称した中国産干し柿に対抗する

ことで、関係者の機運が高まった。 

権利者の2組合と流通業者等とは、市田柿

商標マーク使用に関する覚書を締結して、市

田柿商標管理委員会が作成したマークを使う

ことができる。また、商標の使用基準として、

衛生管理及び品質保持等の徹底により、ブラ

ンド価値を高める取り組みを推進するととも

に、市田柿ブランド推進協議会（現在36業者）

に加入しなければならない。 

生産者、加工･流通業者、ＪＡ、商工会、行

政を構成とする協議会(プラットホーム)が出

来て、メンバー

間の話し合い

が年々に活発

化して、活動内

容に応じ、それ

ぞれの持ち寄

りで事業運営を行っている。 

協議会の主な活動 

①生産者及び構成団体研修会 年1～2回 

②市田柿コンクールの開催 平成18年～ 

③県内外での店頭調査やＰＲイベント開催 

④キャラクター（柿丸くん）の制作 

⑤市田柿の料理実演会の実施 

⑥市田柿の出前教室（食育） 

⑦市田柿の日の制定 

⑧衛生管理及び生産管理の徹底 

⑩皮むきの脱針化の推進など 

 

５ 今後の対応 

これまでの施策は、機械施設整備をするため、

関係者による協議会を立ち上げ事業計画を決

めていく手法で推進してきたが、まず地域活性

化のためのプラットホームづくり先行するこ

とが重要である。県下の県民局でも先行的に農

商工連携体制が整備され、その向上のため優良

事例調査を継続的に行い、それらノウハウを活

かし、農山村の６次産業化を志向する方々のプ

ロデュース力をアップするための支援、関係者

との連携を深めて人材育成などを行っていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 農業の６次産業化の現状及び研究目的 

  地域資源を活用した農業者による新事業の創

出により、農業の振興を図ることを目的として、

2011(平成 23)年に六次産業化法が施行された。

それ以来、2015(平成27)年3月末現在で、全国

約2,100件の計画認定を受けて、各地域おこし

が繰り広げられている。丹波地域では、丹波黒

大豆、丹波大納言小豆、丹波栗などを使ったお

菓子の加工販売など 13 件の事業が認定され、

高付加価値の新商品開発、新サービスの提供に

より、新たな市場の創出、農業経営の向上、地

域の雇用･就業機会の拡大が図られている。 

また、六次産業化法に先行して、2008(平成

20 年)に農商工連携促進法が施行され、農業者

と商工業者の方々がお互いの「技術」や「ノウ

ハウ」を持ち寄って、新しい商品やサービスの

開発・提供が行われている。しかし、2015(平

成 27)年 2月末現在で、全国約660件で、丹波

地域では酪農関係を除くと2件の計画認定に止

まっている。 

このことから、異業種の連携型より農業者の

発展型の方が、取り組みやすいと言えるが、一

方でビッグビジネスになりにくいという点を

指摘しなければならない。国の認定を受けてい

るが、地方自治体の産業振興部署等との十分な

情報共有が無いため、単に一事業体程度の取り

組みに終始し、地域のより多くの関係者と協働

した事業展開になりにくくなっている。 

そこで、全国的にも一事業体に止まらず地域

全体の活性化に結びつけた成功事例の調査研

究を行い、丹波地域ですでに取り組まれている

十数件の事業及び今後の計画申請に、その手法

等を活かすこととする。 

 

２ 丹波県民局農商工連絡会の設置 

  丹波県民局は、2011(平成23)年から地域の夢

推進事業により農業の６次産業化に向けた取

り組みを支援するため、農業者向けに研修会の

開催をスタートした。次年度には、研修内容を

充実させるため、局内の推進体制を構築するた

め、農商工連絡会を設置した。これは、農林部

局だけでなく商工や観光部局との情報共有に

努め、さらに市やＪＡとの連携を図って農業者

と商工業者とのマッチング、各種事業にかかる

情報支援できることを目指すものである。 

 

３ ６次産業化を志向するセミナーの実施 

  ３年間の研修会は、受講者の意識レベルの差

異が大きく開催も単発であったため、ヒット商

品となるレベル（商標登録）まで、育成するこ

とが出来なかった。そこで、2014(平成26)年か

らは、①６次産業化をこれから考えている人、

②６次産業化で収益を上げようとする人に受

講者を分類し、セミナーの模様替えを行った。 

分類イメージ 

（１）創業プランづくりセミナー 

６次産業化

をこれから考

えている人(9

グループ)が

参加され、全

体講義及び演

習、個別相談、最終発表会の計4回のセミナ

ーを実施した。コンサル等の外部講師を招き、

新規事業を立ち上げる際のポイントとして、

事業計画書と収支計画書の作成にかかる支援
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施した。その結果、4 グループが大規模な商

談会等に出展、市場流通に向けての第一歩を

支援することが出来た。 

（３）ヒット商品で社会貢献へ 

   市場で認知度が高くなり、売上が大きく伸

びると、どこまでの販売目標や設備投資する

のか決めることとなる。利益追求型の商品で

はなく、購買者に喜ばれる商品、選んで買っ

てもらえる商品づくりを目指し、社会貢献で

きるヒット商品になるよう追求して行きたい。 

 

４ 先進事例調査の概要 

（１）ささ営農の取り組み 

笹野地区は、

たつの市新宮

町の北部で揖

保川の東岸、

中国道と山陽

道の中間に位

置する平坦な水田農業地帯にある。1 戸あた

り耕地面積は30a未満で、農業者の高齢化と

後継者不足の課題を抱えていた。 

2003(平成15)年に、農地の集積と生産管理

を担うため営農組合を立ち上げ、組合員から

預かった農地を適正に管理してきた。その後、

任意組合というドンブリ勘定や責任の所在が

曖昧な体制から脱却し、2006(平成18)年に県

下で初の集落営農組織の株式会社となった。 

営農組合のままだと、82戸の組合員の意識

レベルの差が大きく、意思の合意形成に時間

を要して、意思決定が遅れてしまう。地域の

発展のために、農地の集積や農業機械等の共

同化により土地利用型作物の効率化を進め、

余剰となった労働力を労働集約型作物の導入

や加工や販売などの６次産業化に努め、バジ

ル加工工場という新産業を創出するに至った。 

代表者の言によれば、普及センターを始め、

周りの人々に恵まれたとの事であり、人材育

成が地域づくりの原点であることを再認識す

ることとなった。また、農業の６次産業化と

なる直売所運営、農産物の加工販売など経営

の多角化を目指すには、所有と経営の分離（株

式会社化）が必要であった。 

 

（２）市田柿の取り組み 

長野県の飯伊地域（はんいちいき）は、長

野県飯田市と高森町などが含まれ、市田柿の

産地となっている。市田柿の概略は、2014（平

成26）年現在で、生産者3,500戸、栽培面積

500ha、収穫量8,600ｔ、干し柿出荷量2,200

ｔ、販売額40億円で日本一となっている。 

2006(平成 18)年に地域団体商標登録制度

がスタートして、みなみ信州農業協同組合と

下伊那園芸農業協同組合の2組合による権利

取得となった。系統出荷率は70～80％で、中

国産市田柿と称した中国産干し柿に対抗する

ことで、関係者の機運が高まった。 

権利者の2組合と流通業者等とは、市田柿

商標マーク使用に関する覚書を締結して、市

田柿商標管理委員会が作成したマークを使う

ことができる。また、商標の使用基準として、

衛生管理及び品質保持等の徹底により、ブラ

ンド価値を高める取り組みを推進するととも

に、市田柿ブランド推進協議会（現在36業者）

に加入しなければならない。 

生産者、加工･流通業者、ＪＡ、商工会、行

政を構成とする協議会(プラットホーム)が出

来て、メンバー

間の話し合い

が年々に活発

化して、活動内

容に応じ、それ

ぞれの持ち寄

りで事業運営を行っている。 

協議会の主な活動 

①生産者及び構成団体研修会 年1～2回 

②市田柿コンクールの開催 平成18年～ 

③県内外での店頭調査やＰＲイベント開催 

④キャラクター（柿丸くん）の制作 

⑤市田柿の料理実演会の実施 

⑥市田柿の出前教室（食育） 

⑦市田柿の日の制定 

⑧衛生管理及び生産管理の徹底 

⑩皮むきの脱針化の推進など 

 

５ 今後の対応 

これまでの施策は、機械施設整備をするため、

関係者による協議会を立ち上げ事業計画を決

めていく手法で推進してきたが、まず地域活性

化のためのプラットホームづくり先行するこ

とが重要である。県下の県民局でも先行的に農

商工連携体制が整備され、その向上のため優良

事例調査を継続的に行い、それらノウハウを活

かし、農山村の６次産業化を志向する方々のプ

ロデュース力をアップするための支援、関係者

との連携を深めて人材育成などを行っていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 農業の６次産業化の現状及び研究目的 

  地域資源を活用した農業者による新事業の創

出により、農業の振興を図ることを目的として、

2011(平成 23)年に六次産業化法が施行された。

それ以来、2015(平成27)年3月末現在で、全国

約2,100件の計画認定を受けて、各地域おこし

が繰り広げられている。丹波地域では、丹波黒

大豆、丹波大納言小豆、丹波栗などを使ったお

菓子の加工販売など 13 件の事業が認定され、

高付加価値の新商品開発、新サービスの提供に

より、新たな市場の創出、農業経営の向上、地

域の雇用･就業機会の拡大が図られている。 

また、六次産業化法に先行して、2008(平成

20 年)に農商工連携促進法が施行され、農業者

と商工業者の方々がお互いの「技術」や「ノウ

ハウ」を持ち寄って、新しい商品やサービスの

開発・提供が行われている。しかし、2015(平

成 27)年 2月末現在で、全国約660件で、丹波

地域では酪農関係を除くと2件の計画認定に止

まっている。 

このことから、異業種の連携型より農業者の

発展型の方が、取り組みやすいと言えるが、一

方でビッグビジネスになりにくいという点を

指摘しなければならない。国の認定を受けてい

るが、地方自治体の産業振興部署等との十分な

情報共有が無いため、単に一事業体程度の取り

組みに終始し、地域のより多くの関係者と協働

した事業展開になりにくくなっている。 

そこで、全国的にも一事業体に止まらず地域

全体の活性化に結びつけた成功事例の調査研

究を行い、丹波地域ですでに取り組まれている

十数件の事業及び今後の計画申請に、その手法

等を活かすこととする。 

 

２ 丹波県民局農商工連絡会の設置 

  丹波県民局は、2011(平成23)年から地域の夢

推進事業により農業の６次産業化に向けた取

り組みを支援するため、農業者向けに研修会の

開催をスタートした。次年度には、研修内容を

充実させるため、局内の推進体制を構築するた

め、農商工連絡会を設置した。これは、農林部

局だけでなく商工や観光部局との情報共有に

努め、さらに市やＪＡとの連携を図って農業者

と商工業者とのマッチング、各種事業にかかる

情報支援できることを目指すものである。 

 

３ ６次産業化を志向するセミナーの実施 

  ３年間の研修会は、受講者の意識レベルの差

異が大きく開催も単発であったため、ヒット商

品となるレベル（商標登録）まで、育成するこ

とが出来なかった。そこで、2014(平成26)年か

らは、①６次産業化をこれから考えている人、

②６次産業化で収益を上げようとする人に受
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ら明らかなように、CNF の分散性が良好な試

料①ではセルの形状が整い、CNF の凝集塊

はみられなかった。この場合、CNF はゴム

中に均一に分散しており、セルを効率的に

補強しているものと考えられる。一方、CNF
の形状が大きく、分散性の悪い試料②では、

CNF の凝集塊がセル壁だけではなくセルの

内部に数多く存在していることが明らかに

なった。このことから、均質な発泡ゴム材

料を作製するためにはゴム中に CNFを均一

に分散させることが重要であることがわか

った。 

 
図2 CNF強化発泡ゴム材料のマイクロX線CT

スキャナーによる観察イメージ 
 
 形状安定性については、CNF 強化ゴム材料

を化学発泡させ、室温で一週間放置した際

の寸法安定性について評価した。シリカ 10 
部配合物では一週間後の保持率が約 30 %まで低

下したのに対し、CNF10 部配合物では約 75 %を

保持していた。このように、CNF の添加によっ

て発泡ゴムのセル壁が補強されることにより、寸

法安定性が大きく向上することがわかった。 
 
３ CNFの実用化に向けた今後の展開 

 兵庫県 COE プログラム推進事業で得られた成

果を本格的研究開発へ移行するために、平成 27
～29 年度戦略的基盤技術高度化支援事業におい

て「セルロースナノファイバーとゴム材料との

複合化技術を活用した環境配慮型超軽量・高機能

シューズの開発」に取り組む。ここでは、CNF
のポテンシャルを最大限に発揮させること

でウォーキングシューズやランニングシューズ

における靴底材の軽量化・高機能化（30％以上の

軽量化を図り、ウエットグリップ性・耐摩耗性を

1.5 倍向上）を実現することを目標とする。アド

バイザーとして参画いただくスポーツ用品メーカ

ーの助言をもとに 2020 年に開催される東京オリ

ンピックを契機とした日本発の環境配慮型超軽

量・高機能シューズの世界への発信を目指す。 
これらの研究開発によって、以下のような地域

への波及効果が期待できる。兵庫県、特に神戸は

全国有数の靴の生産地としての歴史があり、近年

では高品質とファッション性を追求した「神戸シ

ューズ」のブランド化といった新たな動きが業界

に出てきている。本事業成果によって海外品に対

する競争力強化を図り、神戸の靴産業における‘メ
イド・イン・ジャパン’の復活に大きく貢献するこ

とで、このような新たな動きの促進が可能となる。

さらに、靴以外の用途としても県内企業が製造し

ているタイヤ、ベルトといった工業製品への応用

が期待できる。                    
                             

４ 持続型社会の構築に向けた行政への提言 

兵庫県では、平成 24 年 3月に「ひょうご農林

水産ビジョン 2020」を策定し、“力強いひょうご

の農林水産業”再生を目指した様々な施策が展開

されている。掲げられている 23 の施策項目の中

の「バイオマス等の利活用促進」２）については、

エネルギー利用やエコフィード・たい肥等へのマ

テリアル利用が検討対象になっているが、工業用

途としてのマテリアル利用は検討されていないの

が現状である。一方、「資源循環型林業の構築」２）

では未利用間伐材や林地残材等の木質バイオマス

のマテリアル利用を進めることが謳われている。 
本県は、県土面積の 67 %（56 万㌶）を森林が

占めており３）、次世代のバイオマス素材である

CNF の原料が豊富に賦存している。森林資源の

マテリアル利用の活用法として、農業用途のみな

らず工業用途にまで拡大することができれば、未

利用バイオマスの有効利用につながり、神戸地域

の靴業界等とのタイアップによる地産池消システ

ムの構築も可能である。そのためには、農工連携

によって施策を展開していくことが重要である。 
 

＜参考文献＞ 
１）A. Nagatani, S. H. Lee, T. Endo, T. Tanaka : 
International Journal of Modern Physics, 
Conference Series, 6, pp.227-232 (2012). 
２）「ひょうご農林水産ビジョン 2020」, pp.45,72 

(2012). 
３）「ニューひょうご ごこく(No.518)」, pp.11 

(2015). 
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プログラム推進事業の一環として実施しました。

関係各位に深く感謝いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに 

CNF は、地球上に最も豊富に存在するバイオ

マス資源の一つであるセルロース原料から作製し

たナノファイバー（繊維の直径が髪の毛の太さの

5000 分の 1程度）であり、図 1に示すように樹

木等を機械的あるいは化学的処理によってダウン

サイジングすることによって得られる。 

 
図 1 樹木セルロースの階層構造とCNF の関係 

（ナノセルロースフォーラム設立説明会における

東大・磯貝明先生の講演資料をもとに作成） 
 

CNF は、次世代のバイオマス素材として注目

されている。2014 年 6月に閣議決定された『日

本再興戦略改訂 2014』に「ナノセルロース（セル

ロースナノファイバー）の研究開発等によるマテ

リアル利用の促進に向けた取組を支援する」と記

載されたことを受けて、ナノセルロースフォーラ

ムを中心としたオールジャパン体制でのCNF の

実用化促進に向けた取組が活発化してきている。 
このような状況の中、県立工業技術センターで

は地域産業である靴業界の技術支援を目的として、

ゴムと CNF との複合化に関する研究開発にいち

早くから取組み、CNF をゴムの補強剤として用

いた際に従来の補強剤（カーボンブラック）に比

べて優れた補強効果を発現することを見出した１）。

CNF は従来の補強剤に比べて低比重であり、少

量の添加で大きな補強効果が得られる。そのため、

靴底材への応用を図った際に軽量化・高強度化が

期待できることから、今後はスポーツシューズ等

の靴底材への応用を図っていく。また、持続型社

会の構築に向けた農工連携によるバイオマスの活

用促進の重要性について提言する。 

 
２ 兵庫県COEプログラム推進事業における取組 

平成 25・26 年度兵庫県 COE プログラム推進

事業において、神栄化工株式会社と県立工業技術

センターが共同で「ナノファイバーを用いた超軽

量・高寸法精度靴底及びその省エネ成形技術の開

発」に取組んだ。ここでは、現場技術者の‘経験

とカン’に依存するところが大きいと言われてい

る加硫発泡成形技術（神栄化工株式会社が得意と

する技術）と最先端素材である CNF によるゴム

の補強技術（県立工業技術センターが得意とする

技術）の融合による超軽量でしかも寸法精度に

優れたゴム系靴底の開発を目指した。 
従来のゴム系靴底材にはシリカ等の無機充填

剤が添加されており、この場合は発泡させたスポ

ンジゴムの比重は実用上 0.7 程度が限界となって

いる。ゴム系靴底材を高倍率で発泡させることに

より、比重を 0.7 以下に軽減することは可能であ

るが、それにともなって形状安定性の低下、材料

強度の低下等を引き起こすという課題があり、靴

底の軽量化における大きな障壁となっていた。そ

こで、本研究開発では CNF の活用によるこれら

の課題解決に取組んだ。 
本研究開発では、ゴムと CNF の複合化技術及

び両者の界面接着技術に工夫を凝らすことによっ

て、CNF の分散性に優れた高強度ゴム材料の開

発に成功した。従来の補強剤（カーボンブラック）

を 40 部添加することで得られていたゴム強度が

CNFだとわずか5部の添加で実現可能であった。 
CNF の分散性が異なる二つの試料（試料

①、②）の内部構造をマイクロ X線CT スキ

ャナーにより観察し、それらがゴム材料の発泡

挙動に及ぼす影響について検討した。図 2か
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セルロースナノファイバー（CNF）の実用化に向け

た取組が活発化してきている。県立工業技術セン

ターでは CNF とゴムとの複合化に関する研究開発

に取組み、CNF の少量添加によって大きな補強効

果が発現することを見出した。この知見を活かし、

兵庫県 COE プログラム推進事業において超軽量・

高寸法精度靴底の開発のための基盤技術を確立し

た。今後は、スポーツシューズ等の靴底材への応

用を図っていく。また、農工連携によるバイオマ

スの活用促進の重要性について提言する。    
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ら明らかなように、CNF の分散性が良好な試

料①ではセルの形状が整い、CNF の凝集塊

はみられなかった。この場合、CNF はゴム

中に均一に分散しており、セルを効率的に

補強しているものと考えられる。一方、CNF
の形状が大きく、分散性の悪い試料②では、

CNF の凝集塊がセル壁だけではなくセルの

内部に数多く存在していることが明らかに

なった。このことから、均質な発泡ゴム材

料を作製するためにはゴム中に CNFを均一

に分散させることが重要であることがわか

った。 

 
図2 CNF強化発泡ゴム材料のマイクロX線CT

スキャナーによる観察イメージ 
 
 形状安定性については、CNF 強化ゴム材料

を化学発泡させ、室温で一週間放置した際

の寸法安定性について評価した。シリカ 10 
部配合物では一週間後の保持率が約 30 %まで低

下したのに対し、CNF10 部配合物では約 75 %を

保持していた。このように、CNF の添加によっ

て発泡ゴムのセル壁が補強されることにより、寸

法安定性が大きく向上することがわかった。 
 
３ CNFの実用化に向けた今後の展開 

 兵庫県 COE プログラム推進事業で得られた成

果を本格的研究開発へ移行するために、平成 27
～29 年度戦略的基盤技術高度化支援事業におい

て「セルロースナノファイバーとゴム材料との

複合化技術を活用した環境配慮型超軽量・高機能

シューズの開発」に取り組む。ここでは、CNF
のポテンシャルを最大限に発揮させること

でウォーキングシューズやランニングシューズ

における靴底材の軽量化・高機能化（30％以上の

軽量化を図り、ウエットグリップ性・耐摩耗性を

1.5 倍向上）を実現することを目標とする。アド

バイザーとして参画いただくスポーツ用品メーカ

ーの助言をもとに 2020 年に開催される東京オリ

ンピックを契機とした日本発の環境配慮型超軽

量・高機能シューズの世界への発信を目指す。 
これらの研究開発によって、以下のような地域

への波及効果が期待できる。兵庫県、特に神戸は

全国有数の靴の生産地としての歴史があり、近年

では高品質とファッション性を追求した「神戸シ

ューズ」のブランド化といった新たな動きが業界

に出てきている。本事業成果によって海外品に対

する競争力強化を図り、神戸の靴産業における‘メ
イド・イン・ジャパン’の復活に大きく貢献するこ

とで、このような新たな動きの促進が可能となる。

さらに、靴以外の用途としても県内企業が製造し

ているタイヤ、ベルトといった工業製品への応用

が期待できる。                    
                             

４ 持続型社会の構築に向けた行政への提言 

兵庫県では、平成 24 年 3月に「ひょうご農林

水産ビジョン 2020」を策定し、“力強いひょうご

の農林水産業”再生を目指した様々な施策が展開

されている。掲げられている 23 の施策項目の中

の「バイオマス等の利活用促進」２）については、

エネルギー利用やエコフィード・たい肥等へのマ

テリアル利用が検討対象になっているが、工業用

途としてのマテリアル利用は検討されていないの

が現状である。一方、「資源循環型林業の構築」２）

では未利用間伐材や林地残材等の木質バイオマス

のマテリアル利用を進めることが謳われている。 
本県は、県土面積の 67 %（56 万㌶）を森林が

占めており３）、次世代のバイオマス素材である

CNF の原料が豊富に賦存している。森林資源の

マテリアル利用の活用法として、農業用途のみな

らず工業用途にまで拡大することができれば、未

利用バイオマスの有効利用につながり、神戸地域

の靴業界等とのタイアップによる地産池消システ

ムの構築も可能である。そのためには、農工連携

によって施策を展開していくことが重要である。 
 

＜参考文献＞ 
１）A. Nagatani, S. H. Lee, T. Endo, T. Tanaka : 
International Journal of Modern Physics, 
Conference Series, 6, pp.227-232 (2012). 
２）「ひょうご農林水産ビジョン 2020」, pp.45,72 

(2012). 
３）「ニューひょうご ごこく(No.518)」, pp.11 

(2015). 
 
［付記］本研究は、平成 25・26 年度兵庫県COE
プログラム推進事業の一環として実施しました。

関係各位に深く感謝いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに 

CNF は、地球上に最も豊富に存在するバイオ

マス資源の一つであるセルロース原料から作製し

たナノファイバー（繊維の直径が髪の毛の太さの

5000 分の 1程度）であり、図 1に示すように樹

木等を機械的あるいは化学的処理によってダウン

サイジングすることによって得られる。 

 
図 1 樹木セルロースの階層構造とCNF の関係 

（ナノセルロースフォーラム設立説明会における

東大・磯貝明先生の講演資料をもとに作成） 
 

CNF は、次世代のバイオマス素材として注目

されている。2014 年 6月に閣議決定された『日

本再興戦略改訂 2014』に「ナノセルロース（セル

ロースナノファイバー）の研究開発等によるマテ

リアル利用の促進に向けた取組を支援する」と記

載されたことを受けて、ナノセルロースフォーラ

ムを中心としたオールジャパン体制でのCNF の

実用化促進に向けた取組が活発化してきている。 
このような状況の中、県立工業技術センターで

は地域産業である靴業界の技術支援を目的として、

ゴムと CNF との複合化に関する研究開発にいち

早くから取組み、CNF をゴムの補強剤として用

いた際に従来の補強剤（カーボンブラック）に比

べて優れた補強効果を発現することを見出した１）。

CNF は従来の補強剤に比べて低比重であり、少

量の添加で大きな補強効果が得られる。そのため、

靴底材への応用を図った際に軽量化・高強度化が

期待できることから、今後はスポーツシューズ等

の靴底材への応用を図っていく。また、持続型社

会の構築に向けた農工連携によるバイオマスの活

用促進の重要性について提言する。 

 
２ 兵庫県COEプログラム推進事業における取組 

平成 25・26 年度兵庫県 COE プログラム推進

事業において、神栄化工株式会社と県立工業技術

センターが共同で「ナノファイバーを用いた超軽

量・高寸法精度靴底及びその省エネ成形技術の開

発」に取組んだ。ここでは、現場技術者の‘経験

とカン’に依存するところが大きいと言われてい

る加硫発泡成形技術（神栄化工株式会社が得意と

する技術）と最先端素材である CNF によるゴム

の補強技術（県立工業技術センターが得意とする

技術）の融合による超軽量でしかも寸法精度に

優れたゴム系靴底の開発を目指した。 
従来のゴム系靴底材にはシリカ等の無機充填

剤が添加されており、この場合は発泡させたスポ

ンジゴムの比重は実用上 0.7 程度が限界となって

いる。ゴム系靴底材を高倍率で発泡させることに

より、比重を 0.7 以下に軽減することは可能であ

るが、それにともなって形状安定性の低下、材料

強度の低下等を引き起こすという課題があり、靴

底の軽量化における大きな障壁となっていた。そ

こで、本研究開発では CNF の活用によるこれら

の課題解決に取組んだ。 
本研究開発では、ゴムと CNF の複合化技術及

び両者の界面接着技術に工夫を凝らすことによっ

て、CNF の分散性に優れた高強度ゴム材料の開

発に成功した。従来の補強剤（カーボンブラック）

を 40 部添加することで得られていたゴム強度が

CNFだとわずか5部の添加で実現可能であった。 
CNF の分散性が異なる二つの試料（試料

①、②）の内部構造をマイクロ X線CT スキ

ャナーにより観察し、それらがゴム材料の発泡

挙動に及ぼす影響について検討した。図 2か
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農林水産省・経済産業省・環境省等の連携による

セルロースナノファイバー（CNF）の実用化に向け

た取組が活発化してきている。県立工業技術セン

ターでは CNF とゴムとの複合化に関する研究開発

に取組み、CNF の少量添加によって大きな補強効

果が発現することを見出した。この知見を活かし、

兵庫県 COE プログラム推進事業において超軽量・

高寸法精度靴底の開発のための基盤技術を確立し

た。今後は、スポーツシューズ等の靴底材への応

用を図っていく。また、農工連携によるバイオマ

スの活用促進の重要性について提言する。    
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第１グループと第４グループの割合が比較的高く

なっている。このことから、すでに研究開発の実

績があるか否かによって、今後の取り組み予定も

左右されていることが示唆される。すなわち、一

度研究開発に取り組めば、その後もイノベーショ

ン指向である可能性が高いと言える。 

あり なし

第１グループ 第３グループ

31.1% 1.9%

(215) (13)

第２グループ 第４グループ

19.8% 47.2%

(137) (326)

な
し

実
績

過
去
5
年
間
の

（）は回答数

Ｎ＝691 今後５年間の取り組み

予定（意向含む）

あ
り

 

表1 研究開発の実績と今後 

 

５ ネットワークと研究開発への積極性の関わり 

 図3は取引先の地理的近接性（問10）と研究開

発の４類型（表 1）を組み合わせたものである。 

すると、海外に取引先があると回答した事業所の

中での第１グループの構成比は 75.4％と高いも

のになっている。一方で、取引先が大阪湾ベイエ

リア内にあると回答した事業所では、第４グルー

プの構成比が最も高くなっている。ネットワーク 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 取引先所在地別 研究開発の４類型 
 

が広範囲であるほど、研究開発に積極的な様子が

窺える。また、事業所規模が影響することを考慮

して、従業員数20人以下の事業所に対象を絞った

場合も同様のことが言えた。 

 

６ まとめ 

 以上のことから、いくつかの知見が得られた。 
 第一に、大阪湾ベイエリア地域の製造事業所の

取引ネットワークは、多くの場合、近隣地域内の

ネットワークに依拠している。海外取引先を持つ

事業所では、一部で海外や遠方のみで構成された

取引ネットワーク形態も見られたものの、多くの

場合、地域内ネットワークの保有率も高く、ロー

カルネットワークの重要性が窺えた。 
 第二に、研究開発姿勢の分布は二極化している。

研究開発の実績のある事業所は、今後の取り組み

姿勢について消極的なことは少ないため、実績の

ない事業所の背中を押してあげることが、事業所

の研究開発意欲を保つ鍵であると考えられる。 
 第三に、取引ネットワークの地理的範囲と研究

開発への積極性は正の相関が見られた。また、こ

の相関が、売上げの増加にも寄与している可能性

が考えられる。但し、この「ネットワークの地理

的範囲」「研究開発への積極性」の関係性は、あく

まで相関の可能性に止まっており、因果関係を明

らかにすることはできなかった。「広いネットワー

クによる知識移転が、企業の研究開発を活発化し、

イノベーションを促進している」という仮説を証

明するには、成功事例を追う質的分析と、仮説を

いくつかの段階に分けた分析が必要であろう。 
 最後に、政策について述べておきたい。１つは、

第 2グループ支援の政策の重要性である。研究開

発は一度行えば、継続して計画される可能性が高

い。公的試験機関の PR や相談体制の強化等、研

究開発に未着手の事業所ニーズをとらえる重要性

が窺える。もう１つは、集積と中小企業支援の一

体性である。産業振興施策において、産業集積構

想は先端産業を中心とした新たな集積形成に力点

が置かれ、中小企業のイノベーション支援とは切

り離されていることが多いが、ネットワークとイ

ノベーションの因果関係が明らかとなれば、両者

を一体とした政策を講じる必要が出てくるだろう。

一案として、まずネットワーク内にある別々の事

業所の技術を１つのパッケージとすることが考え

られる。他社との共同開発の試みはよく見られる

が、パッケージを固定化しないことが重要である。

開発相手を組み替えながら、可能性の高い市場を

模索していくことで、ネットワーク範囲の拡大を

進めるとともに、アクターの固定化を防ぐことが

できる。アクターの多様性と流動性を生かすこと

で、企業はイノベーション指向へと舵を切ってい

くと考えられる。但し、企業秘密の保持という課

題をどう扱うかが課題であり、今後の施策を考え

るうえで重要となる。 
 
＜参考文献＞水野真彦(2011)｢イノベーションの

経済空間｣京都大学学術出版会 
＜その他の研究メンバー＞加藤恵正（兵庫県立大

学政策科学研究所）、井上智之（尼崎市地域産業活

性化機構）、今井良広（産業政策課）ほか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに （研究の目的、問題意識） 

産業集積は、同種の企業が集積することで、情

報を交換し、イノベーションのスピードアップを

図ってきた。対面コミュニケーションを核とした

ネットワークの形成が、イノベーションを促進し、

経済学における地理学的視点の意味合いをもたら

している（水野 2011）。情報技術の発達した現在

では、そのような対面接触の意義は薄れつつある

ものの、現在でも、政策的手段として、医療産業

都市（神戸市）等の産業集積形成が図られている。 
 本研究では「広いネットワークによる知識移転

が、企業の研究開発を活発化し、イノベーション

を促進している」という仮説を基に、企業集積に

おけるネットワーク構造とイノベーションの関係

性についてアンケート調査をもとに分析を行った。 
 
２ アンケートの方法と対象地域 

 調査方法として、平成26年11月に大阪市沿岸

部(此花区、港区、大正区、西淀川区、住之江区)、
阪神地域（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市）で

構成される 2,806事業所に対して、アンケート調

査を行い、701の回答を得た（有効回収率25.9％）。 
 対象地域である大阪湾ベイエリアは、阪神工業

地帯を支える中小企業の集積地で、アンケート結

果を見ても、対象地域は「基礎素材型」の事業所

（60.2％）が多く、規模も従業員 10 人未満の小

規模事業所（42.7％）が多い。 
 
３ 事業所ネットワークの地理的範囲 

 まず、事業所ネットワークについてである。ネ

ットワークは同業種の集まりや、社会的関係や業

界の集まり等、多様な形態が考えられるが、ここ

では取引関係に見られる経済的関係を指標として、

調査を行った。 

 取引先の所在地（複数回答）の回答をまとめた

図１を見ると、大阪湾ベイエリアの事業所は同じ

地域内に取引相手を有することが多く、遠距離に

なるほど、取引相手がいる割合は減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1 事業所の取引先所在地（N=701） 
 

さらに、海外取引のある 57 事業所のみを抽出

し、そのほかの取引先所在地を見ると、図２のよ

うになった。57事業所のうち80.7％近くが「大阪

湾ベイエリア」内に取引先があると回答しており、

ローカルネットワークにも依拠している様子が窺

える。一方で、最も高い割合で取引先所在地に上

がったのが、「中部圏」であった。また、「首都圏」

は事業所所在地である大阪湾ベイエリア以外の

「大阪府」や「兵庫県（神戸市は除く）」の割合よ

りも高い割合で、取引先がある。また、57事業所

のうち、「大阪湾ベイエリア」～「近畿圏」内に取

引先を持たない（「中部」～「国内」の少なくとも

いずれかのみ）事業所は8件、「海外」のみに取引

先を持つ事業所は1件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 取引先所在地（海外取引のある事業所のみ） 

 

４ 研究開発への取り組み姿勢 

 イノベーションの実態の把握については、研究

開発の実績と今後についての質問を行った。 

 研究開発の実績（問20）と今後（問24）につい

ての回答を組み合わせると表１のようになり、そ

れぞれ第１～第４グループとした。これを見ると、

テーマ：大阪湾ベイエリアにおけるネットワーク

とイノベーション 

所 属：大阪湾ベイエリア地域経済分析研究会 

氏 名：下元 祥子（県産業政策課） 

研究概要 

 本報告は、大阪湾ベイエリアの中小事業所にお

けるイノベーションの「場」、すなわちプラット

フォームの様相について分析するものである。具

体的には、平成26年11月に大阪湾ベイエリア内

2,806 事業所に対して行ったアンケート調査をも

とに、企業間ネットワークの構造と研究開発の実

態との関わりについて分析を行った。その結果、

当地域におけるローカルネットワークの存在が

確認されたほか、広い地理的範囲での取引関係を

持つ事業所ほど、研究開発に積極的な傾向がみら

れるといった知見が得られた。 
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第１グループと第４グループの割合が比較的高く

なっている。このことから、すでに研究開発の実

績があるか否かによって、今後の取り組み予定も

左右されていることが示唆される。すなわち、一

度研究開発に取り組めば、その後もイノベーショ

ン指向である可能性が高いと言える。 
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表1 研究開発の実績と今後 

 

５ ネットワークと研究開発への積極性の関わり 

 図3は取引先の地理的近接性（問10）と研究開

発の４類型（表 1）を組み合わせたものである。 

すると、海外に取引先があると回答した事業所の

中での第１グループの構成比は 75.4％と高いも

のになっている。一方で、取引先が大阪湾ベイエ

リア内にあると回答した事業所では、第４グルー

プの構成比が最も高くなっている。ネットワーク 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 取引先所在地別 研究開発の４類型 
 

が広範囲であるほど、研究開発に積極的な様子が

窺える。また、事業所規模が影響することを考慮

して、従業員数20人以下の事業所に対象を絞った

場合も同様のことが言えた。 

 

６ まとめ 

 以上のことから、いくつかの知見が得られた。 
 第一に、大阪湾ベイエリア地域の製造事業所の

取引ネットワークは、多くの場合、近隣地域内の

ネットワークに依拠している。海外取引先を持つ

事業所では、一部で海外や遠方のみで構成された

取引ネットワーク形態も見られたものの、多くの

場合、地域内ネットワークの保有率も高く、ロー

カルネットワークの重要性が窺えた。 
 第二に、研究開発姿勢の分布は二極化している。

研究開発の実績のある事業所は、今後の取り組み

姿勢について消極的なことは少ないため、実績の

ない事業所の背中を押してあげることが、事業所

の研究開発意欲を保つ鍵であると考えられる。 
 第三に、取引ネットワークの地理的範囲と研究

開発への積極性は正の相関が見られた。また、こ

の相関が、売上げの増加にも寄与している可能性

が考えられる。但し、この「ネットワークの地理

的範囲」「研究開発への積極性」の関係性は、あく

まで相関の可能性に止まっており、因果関係を明

らかにすることはできなかった。「広いネットワー

クによる知識移転が、企業の研究開発を活発化し、

イノベーションを促進している」という仮説を証

明するには、成功事例を追う質的分析と、仮説を

いくつかの段階に分けた分析が必要であろう。 
 最後に、政策について述べておきたい。１つは、

第 2グループ支援の政策の重要性である。研究開

発は一度行えば、継続して計画される可能性が高

い。公的試験機関の PR や相談体制の強化等、研

究開発に未着手の事業所ニーズをとらえる重要性

が窺える。もう１つは、集積と中小企業支援の一

体性である。産業振興施策において、産業集積構

想は先端産業を中心とした新たな集積形成に力点

が置かれ、中小企業のイノベーション支援とは切

り離されていることが多いが、ネットワークとイ

ノベーションの因果関係が明らかとなれば、両者

を一体とした政策を講じる必要が出てくるだろう。

一案として、まずネットワーク内にある別々の事

業所の技術を１つのパッケージとすることが考え

られる。他社との共同開発の試みはよく見られる

が、パッケージを固定化しないことが重要である。

開発相手を組み替えながら、可能性の高い市場を

模索していくことで、ネットワーク範囲の拡大を

進めるとともに、アクターの固定化を防ぐことが

できる。アクターの多様性と流動性を生かすこと

で、企業はイノベーション指向へと舵を切ってい

くと考えられる。但し、企業秘密の保持という課

題をどう扱うかが課題であり、今後の施策を考え

るうえで重要となる。 
 
＜参考文献＞水野真彦(2011)｢イノベーションの

経済空間｣京都大学学術出版会 
＜その他の研究メンバー＞加藤恵正（兵庫県立大

学政策科学研究所）、井上智之（尼崎市地域産業活

性化機構）、今井良広（産業政策課）ほか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに （研究の目的、問題意識） 

産業集積は、同種の企業が集積することで、情

報を交換し、イノベーションのスピードアップを

図ってきた。対面コミュニケーションを核とした

ネットワークの形成が、イノベーションを促進し、

経済学における地理学的視点の意味合いをもたら

している（水野 2011）。情報技術の発達した現在

では、そのような対面接触の意義は薄れつつある

ものの、現在でも、政策的手段として、医療産業

都市（神戸市）等の産業集積形成が図られている。 
 本研究では「広いネットワークによる知識移転

が、企業の研究開発を活発化し、イノベーション

を促進している」という仮説を基に、企業集積に

おけるネットワーク構造とイノベーションの関係

性についてアンケート調査をもとに分析を行った。 
 
２ アンケートの方法と対象地域 

 調査方法として、平成26年11月に大阪市沿岸

部(此花区、港区、大正区、西淀川区、住之江区)、
阪神地域（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市）で

構成される 2,806事業所に対して、アンケート調

査を行い、701の回答を得た（有効回収率25.9％）。 
 対象地域である大阪湾ベイエリアは、阪神工業

地帯を支える中小企業の集積地で、アンケート結

果を見ても、対象地域は「基礎素材型」の事業所

（60.2％）が多く、規模も従業員 10 人未満の小

規模事業所（42.7％）が多い。 
 
３ 事業所ネットワークの地理的範囲 

 まず、事業所ネットワークについてである。ネ

ットワークは同業種の集まりや、社会的関係や業

界の集まり等、多様な形態が考えられるが、ここ

では取引関係に見られる経済的関係を指標として、

調査を行った。 

 取引先の所在地（複数回答）の回答をまとめた

図１を見ると、大阪湾ベイエリアの事業所は同じ

地域内に取引相手を有することが多く、遠距離に

なるほど、取引相手がいる割合は減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1 事業所の取引先所在地（N=701） 
 

さらに、海外取引のある 57 事業所のみを抽出

し、そのほかの取引先所在地を見ると、図２のよ

うになった。57事業所のうち80.7％近くが「大阪

湾ベイエリア」内に取引先があると回答しており、

ローカルネットワークにも依拠している様子が窺

える。一方で、最も高い割合で取引先所在地に上

がったのが、「中部圏」であった。また、「首都圏」

は事業所所在地である大阪湾ベイエリア以外の

「大阪府」や「兵庫県（神戸市は除く）」の割合よ

りも高い割合で、取引先がある。また、57事業所

のうち、「大阪湾ベイエリア」～「近畿圏」内に取

引先を持たない（「中部」～「国内」の少なくとも

いずれかのみ）事業所は8件、「海外」のみに取引

先を持つ事業所は1件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 取引先所在地（海外取引のある事業所のみ） 

 

４ 研究開発への取り組み姿勢 

 イノベーションの実態の把握については、研究

開発の実績と今後についての質問を行った。 

 研究開発の実績（問20）と今後（問24）につい

ての回答を組み合わせると表１のようになり、そ

れぞれ第１～第４グループとした。これを見ると、

テーマ：大阪湾ベイエリアにおけるネットワーク

とイノベーション 

所 属：大阪湾ベイエリア地域経済分析研究会 

氏 名：下元 祥子（県産業政策課） 

研究概要 

 本報告は、大阪湾ベイエリアの中小事業所にお

けるイノベーションの「場」、すなわちプラット

フォームの様相について分析するものである。具

体的には、平成26年11月に大阪湾ベイエリア内

2,806 事業所に対して行ったアンケート調査をも

とに、企業間ネットワークの構造と研究開発の実

態との関わりについて分析を行った。その結果、

当地域におけるローカルネットワークの存在が

確認されたほか、広い地理的範囲での取引関係を

持つ事業所ほど、研究開発に積極的な傾向がみら

れるといった知見が得られた。 
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《Ｍｅｍｏ》 【第４分科会】

「防災」

学識コーディネーター：森永　速男（兵庫県立大学防災教育研究センター教授）
行政アドバイザー：高見　　隆（兵庫県企画県民部防災企画局広域防災参事）

【１】住民主体のまちづくりと事前復興
我謝　賢（県住宅政策課）

【２】東日本大震災／阪神・淡路大震災の経験からみる住宅復興支援対策の再検討
山地久美子（大阪府立大学）

【３】東日本大震災を経験しそこから見えてきた日本の創造的復興への提言：第４報
NPO法人放射線問題をのりこえ世界一の福島を創る会
〔〈発表者〉森田哲夫

（中播磨県民センター中播磨健康福祉事務所（福崎保健所））〕

【４】全国学生防災書道展における青少年の防災教育
特定非営利活動法人健康まちづくり推進協会
〔〈発表者〉鎮静義明・鎮静俊哉〕
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四
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え兼ねて、他の地区へ流出する人々が増えた状況

である。同じく、名取市閖上地区の区画整理事業

では、内陸移転者の増加による規模縮小を実施し

ており、計画見直しやかさ上げ範囲の縮小などを

経て着工されたが、今もなお最終的な居住世帯数

が不明確なままである。2 
これらの事例では被災想定規模と実際の被災

規模が大きく異なっていたことから、事前復興の

有意性を証明することはできないものの、これか

らの災害においては想定外の無い、最大の被災想

定が求められている。これについて、静岡県の都

市計画区域マスタープラン策定方針の中には以下

の記述がある。 
 
津波災害の場合、被災した低地部をどのように

扱うのか（嵩上げ等により復興させるのか、内陸

部等へ移転するのか、など）、復興までの建築制限

をどのように実施するのか、大量の仮設住宅をど

こに設置するのか、重点的・拠点的に復興を進め

るべき範囲をどう設定するのか、といった事項に

関しては、多くの自治体が直面した課題であった

ことから、これら事項に関しては特に具体的な検

討を行っておくことが望まれる。（静岡県2013年，

第 2編，153頁） 
 
静岡県は都市計画の中で事前復興を位置づけ

（静岡県 2013年，第 2編，152-153頁）、復興ま

ちづくり計画に取組む基礎自治体に対して、助成

事業等を展開している。 
 

４ 基礎自治体における住民合意形成の取組 

 静岡県富士市都市計画課では、市内の小学校区

単位で設置されているまちづくり協議会との意見

交換において、既存の都市計画等を基に事前復興

に関する計画作業を進めている。それらの検討の

中では復興の推進度を地区毎に設定し、密集市街

地解消等の既存課題も含め、復興事業における都

市機能の集約に配慮した内容を目指している。 
愛知県都市計画課では平成 24 年からモデル自

治体を選び、事前訓練の形式で、復興まちづくり

の取組を基礎自治体と共働で進めているが、現時

点でモデルとしている地域は、被害想定を基に決

められた訳では無く、改善が必要な密集市街地を

持つ中から選ばれている。本取組は今後基礎自治

体へと移管することを目的に進められているが、

津波被害想定の大きな地域は未実施である。 
                                                   
2 『日経新聞』2014年 10月 20日 

徳島県美波町では 10m 以上の津波想定を受け

て小集落と行政担当者、徳島大学が事前復興に取

組んでいる。既存の地縁団体単位で勉強会を通じ

た意識向上を図った上で、防災と地域継承、復興

等の意欲に関する調査を通じて、今後の取組手法

が模索されているところである。 
 これらの事例では、東日本大震災の被災と復興

の状況を見た住民の不安が高まったことに加え、

南海トラフ地震に関する津波被害予測3が発表さ

れたこと等も追い風となり、住民側の自発を促し

やすい状況にはあったが、行政内部での連携は引

き続きの課題であると言える。 
 

５．まちを考える 

 事例から見ても、事前復興によるまちづくりは、

起きていない災害に対する復興だけを考えている

のではなく、現状の災害リスクを知る「防災教育」

と、想定される被害を見据えて「都市計画」を再

考すると言う二つの側面を持っている。 
この「防災教育」と「都市計画」は行政が当然

すべき務めとして個別に取組まれているが、事前

復興を通じて、防災教育を経た住民が主体的に行

うまちづくりは、二つの命題に同時に取組み、将

来的な災害リスクを減らす、重要性の高いもので

あることを強調したい。 
 
＜参考文献＞ 
1.市古太郎「減災コミュニティ論と事前復興まち

づくり」『安寧の都市研究』京都大学大学院工学研

究科・医学研究科安寧の都市ユニットNo.3，2012
年，12-21頁 
2.中林一樹「都市の災害に対する事前復興計画の

考察−東京都の震災復興戦略と事前準備の考え方

を事例に−」『総合都市研究』東京都立大学都市研

究センター，第 68号，1999年，141−164頁 
3.中村仁・加藤孝明「埼玉県における大規模震災

を想定した復興準備の取り組み」『国際交通安全学

会誌』Vol.39，No.3，2015年 2月，274-281頁 
4．静岡県「都市計画区域マスタープラン」2013
年 10月 
5.山中茂樹「事前復興計画のススメ-この国の明日

を紡ぐ」『災害復興研究』関西学院大学災害復興制

度研究所，2009年，181-191頁 
6.内閣府「復興準備計画策定の推進に関する調査 
報告書」2007年 
                                                   
3 内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定（第二

次報告）」2013年 3月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに 

 阪神淡路大震災以降に注目されている震災都市

復興計画（以下、事前復興という。）が各地でどの
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え兼ねて、他の地区へ流出する人々が増えた状況
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こに設置するのか、重点的・拠点的に復興を進め

るべき範囲をどう設定するのか、といった事項に

関しては、多くの自治体が直面した課題であった

ことから、これら事項に関しては特に具体的な検

討を行っておくことが望まれる。（静岡県2013年，

第 2編，153頁） 
 
静岡県は都市計画の中で事前復興を位置づけ

（静岡県 2013年，第 2編，152-153頁）、復興ま

ちづくり計画に取組む基礎自治体に対して、助成

事業等を展開している。 
 

４ 基礎自治体における住民合意形成の取組 
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交換において、既存の都市計画等を基に事前復興

に関する計画作業を進めている。それらの検討の

中では復興の推進度を地区毎に設定し、密集市街

地解消等の既存課題も含め、復興事業における都

市機能の集約に配慮した内容を目指している。 
愛知県都市計画課では平成 24 年からモデル自

治体を選び、事前訓練の形式で、復興まちづくり

の取組を基礎自治体と共働で進めているが、現時

点でモデルとしている地域は、被害想定を基に決

められた訳では無く、改善が必要な密集市街地を

持つ中から選ばれている。本取組は今後基礎自治

体へと移管することを目的に進められているが、

津波被害想定の大きな地域は未実施である。 
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徳島県美波町では 10m 以上の津波想定を受け

て小集落と行政担当者、徳島大学が事前復興に取

組んでいる。既存の地縁団体単位で勉強会を通じ

た意識向上を図った上で、防災と地域継承、復興

等の意欲に関する調査を通じて、今後の取組手法

が模索されているところである。 
 これらの事例では、東日本大震災の被災と復興

の状況を見た住民の不安が高まったことに加え、

南海トラフ地震に関する津波被害予測3が発表さ

れたこと等も追い風となり、住民側の自発を促し

やすい状況にはあったが、行政内部での連携は引

き続きの課題であると言える。 
 

５．まちを考える 

 事例から見ても、事前復興によるまちづくりは、

起きていない災害に対する復興だけを考えている

のではなく、現状の災害リスクを知る「防災教育」

と、想定される被害を見据えて「都市計画」を再

考すると言う二つの側面を持っている。 
この「防災教育」と「都市計画」は行政が当然

すべき務めとして個別に取組まれているが、事前

復興を通じて、防災教育を経た住民が主体的に行

うまちづくりは、二つの命題に同時に取組み、将

来的な災害リスクを減らす、重要性の高いもので

あることを強調したい。 
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は、広域災害であるがゆえに人口の移動、減少を

防ぐことを目的として住宅再建支援補助金が創設

されているためである。逆説的に、人口転入が期

待できる被災地ではこのような住宅再建支援補助

金が登場しない事が考えられる。 

市町村が中心となってメニュー設計を行った

ことで市町村の被害状況や被災者のニーズなど地

域の実情に合ったメニューを用意することができ

た。その一方で、市町村が独自に設計することに

より、市町村間の差異を発生させた。このような

市町村境界を超えた被災者間の不公平感を招いた

点において市町村担当職員は強い問題意識を持っ

ているが、被災者間の不公平感を生むことが地域

主導のメニュー設計を否定する根拠にはならない。   

ここで明らかなのは、日本では行政による住宅

再建支援補助金の恒常的な理念や安定的な制度が

整っている状況にはない事である。広域巨大災害

に向けて、誰が、どのタイミングで、どのような

理念で住宅再建の資金を確保していくのかについ

て事前に検討していくことが求められる。 

 

４ 東日本大震災における災害公営住宅の入居要

件（山地久美子） 

東日本大震災の災害公営住宅の供給では、自治

体による独自施策がみられるが、その違いが「差

異」なのか、それとも「格差」として捉えられる

のか、今後の災害に備えて社会科学の立場からの

検証が必要である。 

阪神・淡路大震災では災害公営住宅の供給に 5

年を要したが東日本大震災では8年かかる自治体

がある。長期建設に対応するため複数の自治体で

「事前登録制度」を導入している。それには、公

営住宅の完成に年数がかかる事が生活再建に影響

しないための配慮と、被災市町村側には人口流出

を防ぐための手立てとしての意図がある。さらに、

自治体の方針によって世帯分離による災害公営住

宅の複数戸の入居や「震災遺族配慮」（石巻市）の

優遇措置など入居要件への対応が異なり、これら

制度は自治体によって実施の有無、方策が異なる。 

災害後の被災者支援は住宅再建に重きが置か

れている。住宅と生活再建を総合的に支援するた

めには、現在の復興特別税を平時に制度化するな

どして、社会保障の観点からの「災害手当制度」

の確立が求められる。 

 

５ 被災者支援法制度の系譜と今後（山崎栄一） 

 被災者支援における住宅復興施策の系譜として、

災害法制は大規模な災害が発生するたびに「ショ

ッキング」な進化をしてきた。また、東日本大震

災の被災自治体が再建支援において「上乗せ」で

きたのは、復興基金の仕組みができたからである。 

自治体による独自施策は国の制度に対するボ

トムアップ的な政策提言であり、被災者支援法制

に対する法政策のメッセンジャーとしての役割が

期待されていて、独自施策の展開は、今後の被災

者生活再建支援制度の展開へと期待できる。 

原発事故による県外避難者への支援制度も自

治体による独自施策が確立されたが、中には税金

を用いる論理が成り立たないため、企業からの寄

付、義援金に依るところもある。被災者生活再建

支援法の支給基準については「複数世帯」か「単

身世帯」の区別しかないため、個別の事情に対応

する世帯構成員の数に応じた設定、また、「一部損

壊」「床上浸水」に対する支援も必要になる。 

今後の被災者支援法制の見直しにおいては、被

災者の生活再建を公助・共助・自助ごとにどのよ

うな守備範囲で対応するのかということに関する

社会的合意を得ていくことが求められる。財源上

の問題、制度の発動条件、支援基準／対象の問題

について、役割分担の議論が喫緊の課題である。 
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１ 阪神・淡路大震災／東日本大震災の生活再建

と住宅復興からみる今後の災害に向けた課題 

 阪神・淡路大震災発生時（平成7年）の高齢化

率は14.5％（全国平均）であり、戦後最大の都市

型災害は日本の近未来、高齢社会の縮図とされた。 

 東日本大震災（平成23年）の被災地、中でも津

波被害の激甚被災地は 30％近い高齢化率の地域

がある。20年前の阪神・淡路大震災とはその時代、

地域性、産業構造の違いは大きく、単純に比較す

ることは容易ではないが、現在／未来の生活再

建・住宅復興支援策を考える上で重要となる。 

本研究では災害後の土地利用の在り方とその

課題、国と自治体独自の住宅再建支援策、災害公

営住宅における自治体の独自策を検討する事で今

後予測される巨大災害に必要な支援策を検討した。 

東日本大震災の住宅支援策の特徴をまとめる

と以下の点が挙げられる。 

①国／都道府県／基礎自治体の支援役割が明確と

は言えない。 

②自助・共助・公助の概念・役割が行政／民間／

市民（個人）で異なり、共有が難しい。 

③多くの被災自治体では人口流出が深刻であり、

その対策としての住宅再建支援策が見受けられる。 

④被災自治体独自の支援策が多様化してきている。

それが被災者支援の「差異」として、特色であり

つつも、「格差」につながっている。 

⑤平成27年には、石巻市で「借り上げ災害公営住

宅」の検討が具体化するなど、新たな施策に向け

た動きがある。 

⑥大規模災害の度に諸制度、支援策がなし崩し

的に拡充されてきたため復興の理念が共有でき

ておらず、「復興のモデル」がない状況にある。国

／自治体／市民／民間／研究者らで事前・事後の

復興を改めて考え、制度につなげていく事が求め

られる。これらについては各研究報告を以下にま

とめ、研究の中間報告とする。 

 

２ 東日本大震災の災害危険区域と防災集団移転

促進事業の課題（増田聡） 

 東日本大震災の災害危険区域の設定、防災集団

移転事業では、事業そのものが目的ではなく、住

宅再建のための事業利用である事が指摘できる。 

広範囲において災害危険区域が設定され、数百年

から千年に一度程度のＬ2津波に対して、「浸水深

2ｍを超えるような想定浸水域での居住は望まし

くない」という方針が一般化した。この点からみ

ても、東日本震災後の土地利用規制に関する議論

の揺れ幅は大きすぎると言える 

災害危険区域の指定においては、津波単独では

なく、洪水・高潮など各々の発生頻度で地域に影

響を与える。よって、トータルな災害リスクへの

対応が必要である。数百年という長期的対応にお

いては、現時点で将来の技術革新や人々の意識変

化を予測するのは不可能である。安全の確保だけ

を突出させるのではなく、生業、暮らし、産業の

再生など、経済政策に対する土地利用規制の社会

的費用も比較考量することが重要となる。指定に

ついては、地域特性や自治体の政策判断によって

違いがあって当然ではあるが、土地利用の自由を

制限する以上、一定の共通ルールが必要である。 

今回の災害危険区域の設定において地域特性

や自治体の政策判断で異なってきたとしても、隣

り合う自治体で土地利用の制限が違うことを、ど

のように合理的に説明できるのか。そこには自治

体による公平性の問題がある。 

 

３ 東日本大震災における被災者の自立再建に対

する自治体による住宅再建支援補助金の実態と課

題（近藤民代） 

東日本大震災と阪神・淡路大震災の住宅復興で

異なるのは①災害危険区域等にかかるため現地再

建ができない事、②区画整理事業等にかかる住宅

が1／4程度ある事の2点で、その影響による住宅

再建の長期化が課題として挙げられる。 

東日本大震災住宅再建支援の特徴の一つに他

市町村からの転入者に対する補助金がある。これ

は内陸部の市町村だけに限定されていない。それ
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自然災害被害からの住宅復興は被災者にとって最

重要課題である。近年、阪神・淡路大震災後に制

定された被災者生活再建支援法のほかに、自治体

独自の施策／支援が多様化している。本研究では、

コラボレーションプロジェクト「東日本大震災の

住宅復興と自治体の災害対策」（平成 26 年 11 月

15日）にて、東日本大震災の諸施策と現状課題を

通じて、将来予測される南海トラフ地震等に向け

てどのような災害対策が求められるか、都市計画、

建築、社会学、法学の立場から検討した。 

－40－ －41－



は、広域災害であるがゆえに人口の移動、減少を
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する世帯構成員の数に応じた設定、また、「一部損

壊」「床上浸水」に対する支援も必要になる。 

今後の被災者支援法制の見直しにおいては、被

災者の生活再建を公助・共助・自助ごとにどのよ

うな守備範囲で対応するのかということに関する

社会的合意を得ていくことが求められる。財源上

の問題、制度の発動条件、支援基準／対象の問題

について、役割分担の議論が喫緊の課題である。 
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１ 阪神・淡路大震災／東日本大震災の生活再建

と住宅復興からみる今後の災害に向けた課題 

 阪神・淡路大震災発生時（平成7年）の高齢化

率は14.5％（全国平均）であり、戦後最大の都市

型災害は日本の近未来、高齢社会の縮図とされた。 

 東日本大震災（平成23年）の被災地、中でも津

波被害の激甚被災地は 30％近い高齢化率の地域

がある。20年前の阪神・淡路大震災とはその時代、

地域性、産業構造の違いは大きく、単純に比較す

ることは容易ではないが、現在／未来の生活再

建・住宅復興支援策を考える上で重要となる。 

本研究では災害後の土地利用の在り方とその

課題、国と自治体独自の住宅再建支援策、災害公

営住宅における自治体の独自策を検討する事で今

後予測される巨大災害に必要な支援策を検討した。 

東日本大震災の住宅支援策の特徴をまとめる

と以下の点が挙げられる。 

①国／都道府県／基礎自治体の支援役割が明確と

は言えない。 

②自助・共助・公助の概念・役割が行政／民間／

市民（個人）で異なり、共有が難しい。 

③多くの被災自治体では人口流出が深刻であり、

その対策としての住宅再建支援策が見受けられる。 

④被災自治体独自の支援策が多様化してきている。

それが被災者支援の「差異」として、特色であり

つつも、「格差」につながっている。 

⑤平成27年には、石巻市で「借り上げ災害公営住

宅」の検討が具体化するなど、新たな施策に向け

た動きがある。 

⑥大規模災害の度に諸制度、支援策がなし崩し

的に拡充されてきたため復興の理念が共有でき

ておらず、「復興のモデル」がない状況にある。国

／自治体／市民／民間／研究者らで事前・事後の

復興を改めて考え、制度につなげていく事が求め

られる。これらについては各研究報告を以下にま

とめ、研究の中間報告とする。 

 

２ 東日本大震災の災害危険区域と防災集団移転

促進事業の課題（増田聡） 

 東日本大震災の災害危険区域の設定、防災集団

移転事業では、事業そのものが目的ではなく、住
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2ｍを超えるような想定浸水域での居住は望まし

くない」という方針が一般化した。この点からみ

ても、東日本震災後の土地利用規制に関する議論

の揺れ幅は大きすぎると言える 

災害危険区域の指定においては、津波単独では

なく、洪水・高潮など各々の発生頻度で地域に影

響を与える。よって、トータルな災害リスクへの

対応が必要である。数百年という長期的対応にお

いては、現時点で将来の技術革新や人々の意識変

化を予測するのは不可能である。安全の確保だけ

を突出させるのではなく、生業、暮らし、産業の

再生など、経済政策に対する土地利用規制の社会

的費用も比較考量することが重要となる。指定に

ついては、地域特性や自治体の政策判断によって

違いがあって当然ではあるが、土地利用の自由を

制限する以上、一定の共通ルールが必要である。 

今回の災害危険区域の設定において地域特性

や自治体の政策判断で異なってきたとしても、隣

り合う自治体で土地利用の制限が違うことを、ど

のように合理的に説明できるのか。そこには自治

体による公平性の問題がある。 

 

３ 東日本大震災における被災者の自立再建に対

する自治体による住宅再建支援補助金の実態と課

題（近藤民代） 

東日本大震災と阪神・淡路大震災の住宅復興で

異なるのは①災害危険区域等にかかるため現地再

建ができない事、②区画整理事業等にかかる住宅

が1／4程度ある事の2点で、その影響による住宅

再建の長期化が課題として挙げられる。 

東日本大震災住宅再建支援の特徴の一つに他

市町村からの転入者に対する補助金がある。これ
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独自の施策／支援が多様化している。本研究では、

コラボレーションプロジェクト「東日本大震災の

住宅復興と自治体の災害対策」（平成 26 年 11 月

15日）にて、東日本大震災の諸施策と現状課題を

通じて、将来予測される南海トラフ地震等に向け

てどのような災害対策が求められるか、都市計画、

建築、社会学、法学の立場から検討した。 
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富栖の里 「姫路市安富町」 

・自然農法と復興のあり方 

有機栽培、無農薬栽培等、近年、食育に関する国民

の関心は高い。小野市にある「くり坊農園」では、

自然農法による野菜・米の栽培が行われている。土

づくりのため、刈り取った草を3～5年ねかし、それ

らの草を発酵させて微生物を増殖させ、微生物の働

きにより野菜に適した土壌に改良し、農薬を使わな

くても害虫の害も少ない栄養価の高い野菜が栽培さ

れている。今後、草木・微生物を活用した土壌と太

陽の恵みを受けて栽培された自然農法の野菜を科学

的に分析し、国民の健康長寿社会に貢献していくこ

とを期待したい。草木を始め土壌の中に生息する昆

虫類も人間と同様に自然界の一部である。福島の復

興を考えるとき、人知の及ばない自然との共生をも

う一度考えることが必要である。 

 
刈り取った草を発酵させ土壌づくりに活用する 

・ 「東日本大震災復興支援 黒田官兵衛の不屈の闘志

を学ぶ集い」柔道整復師が取り組む転倒予防体操 

「いきいき健康体操教室」の開催 

平成26年9月 14日 姫路市勝原区山戸公民館 
・国際人的交流 インドネシア デンパサール訪問 

平成26年10月29日～ 11月2日 

災害時の初期対応として、自動体外式除細動器

（AED）を用いた心肺蘇生法（CPR）の技術支援を

実施すると共に、手洗いチェッカーを用いて衛生

管理の大切さを伝え人的交流を深めた。 

・ふれあいの祭典 コウノトリ翔る但馬まるごと

感動市県民手作り事業に参加 

平成 26年 11月 8日～11月 9日 
兵庫県立但馬ドーム（豊岡市飯高町名色）で開催

福島県産特産品販売（りょうぜん漬、浪江焼きそ

ば、）。福島県「おきあがりこぼし」の絵付け体験

実習。福島県のﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ「きびまま」の着ぐ

るみで福島県をアピールすると共に「きびたん体

操」を実施。「ふくしまから始めようキビタン号」

「ふくしまハッピー隊」の方々にご参加頂いた。 
【課題と提言】 

（１）放射線に関する知識の習得と放射線と共存し

て生活する社会のあり方 

原爆被爆国でありかつ、福島の原発事故を経験し

た我が国が中心となり、全国・全世界の国民に放

射線についての知識と現状を伝え、放射線と共存

して生活する体制を享受していことが望まれる。

我が国においては福島の復興を国民の英知を結集

して創造していく機運の醸成が不可欠である。放

射線ホルミシス効果についても国民に正しく伝え、

国民自らが放射線とのかかわりを選択する機会と

なり得るように情報提供することも必要である。 
（２）自然との共生社会実現に向けて 

文明文化・経済発展により、物質的には豊かにな

ったが、その反面、自然破壊が進むと共に、共助

精神等が希薄になった状況にある。兵庫県では阪

神淡路大震災の教訓を基に「ひょうご青少年憲章

（平成12年3月15日設定）」を設定し、大自然を

愛し畏敬の念を培い、人の痛みや喜びをお互いが

感じあえるこころを創生していくことを強く述べ

ている。福島の創造的復興を考えるとき国民自ら

が人間としての過信を生じることなく大自然の恵

みに感謝し自然と共生した事業を数多く生み育て

ることが成熟社会を実現する上で不可欠である。 
 【おわりに】 

東日本大震災による地震・津波・原発事故・風評被

害に直面した今日、放射線問題をのりこえ、官民

協働による成熟社会をめざした創造的復興への取

り組みが我が国において大きく前進していくこと

が必要である。そのためには、「人・社会・自然」

が自律した共生社会を目指し、「官民協働」により

事業推進していくことを期待したい。また、自然

との共生を目指した事業推進も不可欠である。 
＜参考文献＞中村仁信著 低量放射線は怖くない 

＜その他の研究メンバー＞ 

＊NPO 法人放射線問題をのりこえ世界一の福島を創

る会 ：中村仁信、木下伸二、中村忠晴、上山隆弘、   

鎌田秀志、外林雅夫、岡本文一、青山夏登、亀井義

明、鈴木久恵、玉置由紀江、河本 睦、山根ますみ 
＊くり坊農園：久理田昌治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【はじめに】 

平成23年5月に厚生労働省から派遣要請が兵庫県庁

にあり、福島県民に対する放射線の被曝スクリーニ

ング検査及び放射線健康相談について公務として演

者（診療放射線技師）は参加し、その後も、継続し

た民間レベルでの支援活動を実施している。 

「NPO法人 放射線問題をのりこえ世界一の福島を創

る会」の活動を通して体得した教訓を基に、今後

の復興支援体制のあり方について提案する。 

【過去の報告の概要】 

第１報： 

・公務で福島県派遣：平成23年5月19日～5月26日 福

島県北保健福祉事務所にて 

・ボランテイアで福島県を訪問：平成23年 9月18日～9

月 19 日 福島市学習センター等で「福島市の真の復

興を考える市民の集い」を開催。平成 23 年 11 月 18

日福島県庁を訪問し副知事を始め福島県災害対策本

部、福島県教育庁を地元のNPOの方々と訪問し官と民

の役割分担について意見交換した。 

  平成 24 年 3 月 10 日「放射線問題を共に考え社会全

体で福島を復興させる会 福島県支部」の設立。 

・福島県からの訪問団の兵庫県への受け入れ  

平成24年7月27日～7月29日 

第２報： 

・「NPO 法人放射線問題をのりこえ世界一の福島を創る

会」の設立 平成25年3月22日発足：構成員は福島

県、大阪府、京都府、兵庫県在住で趣旨に賛同する

者（放射線専門医師、診療放射線技師、県議会議員、                    

大学教授、食育関係者）で構成した。 

 ・兵庫のまつり ふれあいの祭典 中播磨ふれあいフ

ェステイバル（姫路市大手前公園）に福島県の霊

山太鼓に参加して頂いた。平成24年11月10日 

 ・福島県を訪問：平成25年1月18日～1月20日 

  内閣府大臣兼復興大臣政務官と面談。復興庁福島

復興局、福島県放射線技師会長と意見交換。平成

25年 3月 15日～3月 17日福島県庁 生活環境部

長、福島県北保健所長等と意見交換。復興支援シ

ンポジウム「みんなで考えよう 福島の今 そして

これから」のパネラーとして参加。 

 第３報： 

・東日本大震災復興支援 黒田官兵衛の不屈の闘

志を学ぶカラオケ大会の開催。 平成25年 9月1

日  たつの市御津文化センターにて 

 ・東日本大震災復興支援 黒田官兵衛の集いの開催。

平成 25 年 9 月～11 月毎月 2回老舗旅館 梅麟館

（姫路市）にて福島産のそば粉を使用した創作料

理を考案。「黒田官兵衛そば御膳及び巻き寿司」 

  ・国際人的交流 キルギス共和国訪問：平成 25 年 7

月13日～7月17日キルギス共和国政府 非常事態

省 放射線廃棄物保管管理局長と面談。平成25年

12月19日～12月23日 自動体外式除細動器（AED）

を用いた心肺蘇生法(CPR)の実技支援。在キルギ

ス共和国日本国大使館特命全権大使、教育科学大

臣、非常事態省及び保健省の政府幹部と面談、

Public Fundo ERGENE  Taalaigul医師と意見交換。 

 ・東日本大震災復興支援フォーラム in 兵庫の開催。

平成25年11月2日 大手前大学にて 

【活動経過】 

・放射線の活用（医療分野での放射線画像診断の進

歩と放射線ホルミシス効果）と被害 

人類史上、放射線と人間とのかかわりは切り離して

考えることはできない。医療分野では早期癌の発見

のための放射線画像診断、放射線治療、低線量放射

線によるホルミシス効果を活用した坑道ラドン浴、

放射線シートの使用により放射線が有効に活用さ

れている。また、飛行機内での被爆、自然放射線も

日常生活からは切り離すことはできない。広島・長

崎の原爆では大量の放射能による急性被爆により

多くの死亡者が出た。そのような状況の中で、福島

県における原発事故による放射線問題を考える時、

マスコミ等の報道のみでなく国民ひとり一人が放

射線の効能・被害など放射線に対する正しい知識を

習得することが必須である。それらの知識を習得し

た国民ひとり一人が放射線とのかかわりを総合的

に判断し、それらをのりこえて具体的な復興支援活

動の輪が推進していけるように努めていきたい。 

テーマ：東日本大震災を経験しそこから見えてきた

日本の創造的復興への提言   ：第４報

所 属：NPO法人 放射線問題をのりこえ世界一の福

島を創る会 

氏 名：森田 哲夫（中播磨県民センター 中播磨健

康福祉事務所（福崎保健所））

研究概要：以前の研究発表会において、東日本大震

災復興支援対策事業を紹介し、県民の参画と協働に

よる官民協働事業のあり方について述べると共に、

阪神・淡路大震災を経験した兵庫県から、世界一の

福島再生のための道しるべについても提言してき

た。今回、第４報として福島を中心とした原発事故

による放射線問題、広島・長崎の原爆経験、医療被

ばくの現状、自然放射線等を含めて検討し、今後、

我々が、放射線とどのように共存して生活するかに

ついて提言する。また、自然農法と食育についても

紹介し、創造的復興を実現する上で、大自然とのか

かわりについて提言し、人・自然・社会が自律した

共生社会実現に向けた道しるべについても述べる。
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富栖の里 「姫路市安富町」 

・自然農法と復興のあり方 

有機栽培、無農薬栽培等、近年、食育に関する国民

の関心は高い。小野市にある「くり坊農園」では、

自然農法による野菜・米の栽培が行われている。土

づくりのため、刈り取った草を3～5年ねかし、それ

らの草を発酵させて微生物を増殖させ、微生物の働

きにより野菜に適した土壌に改良し、農薬を使わな

くても害虫の害も少ない栄養価の高い野菜が栽培さ

れている。今後、草木・微生物を活用した土壌と太

陽の恵みを受けて栽培された自然農法の野菜を科学

的に分析し、国民の健康長寿社会に貢献していくこ

とを期待したい。草木を始め土壌の中に生息する昆

虫類も人間と同様に自然界の一部である。福島の復

興を考えるとき、人知の及ばない自然との共生をも

う一度考えることが必要である。 

 
刈り取った草を発酵させ土壌づくりに活用する 

・ 「東日本大震災復興支援 黒田官兵衛の不屈の闘志

を学ぶ集い」柔道整復師が取り組む転倒予防体操 

「いきいき健康体操教室」の開催 

平成26年9月 14日 姫路市勝原区山戸公民館 
・国際人的交流 インドネシア デンパサール訪問 

平成26年10月29日～ 11月2日 

災害時の初期対応として、自動体外式除細動器

（AED）を用いた心肺蘇生法（CPR）の技術支援を

実施すると共に、手洗いチェッカーを用いて衛生

管理の大切さを伝え人的交流を深めた。 

・ふれあいの祭典 コウノトリ翔る但馬まるごと

感動市県民手作り事業に参加 

平成 26年 11月 8日～11月 9日 
兵庫県立但馬ドーム（豊岡市飯高町名色）で開催

福島県産特産品販売（りょうぜん漬、浪江焼きそ

ば、）。福島県「おきあがりこぼし」の絵付け体験

実習。福島県のﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ「きびまま」の着ぐ

るみで福島県をアピールすると共に「きびたん体

操」を実施。「ふくしまから始めようキビタン号」

「ふくしまハッピー隊」の方々にご参加頂いた。 
【課題と提言】 

（１）放射線に関する知識の習得と放射線と共存し

て生活する社会のあり方 

原爆被爆国でありかつ、福島の原発事故を経験し

た我が国が中心となり、全国・全世界の国民に放

射線についての知識と現状を伝え、放射線と共存

して生活する体制を享受していことが望まれる。

我が国においては福島の復興を国民の英知を結集

して創造していく機運の醸成が不可欠である。放

射線ホルミシス効果についても国民に正しく伝え、

国民自らが放射線とのかかわりを選択する機会と

なり得るように情報提供することも必要である。 
（２）自然との共生社会実現に向けて 

文明文化・経済発展により、物質的には豊かにな

ったが、その反面、自然破壊が進むと共に、共助

精神等が希薄になった状況にある。兵庫県では阪

神淡路大震災の教訓を基に「ひょうご青少年憲章

（平成12年3月15日設定）」を設定し、大自然を

愛し畏敬の念を培い、人の痛みや喜びをお互いが

感じあえるこころを創生していくことを強く述べ

ている。福島の創造的復興を考えるとき国民自ら

が人間としての過信を生じることなく大自然の恵

みに感謝し自然と共生した事業を数多く生み育て

ることが成熟社会を実現する上で不可欠である。 
 【おわりに】 

東日本大震災による地震・津波・原発事故・風評被

害に直面した今日、放射線問題をのりこえ、官民

協働による成熟社会をめざした創造的復興への取

り組みが我が国において大きく前進していくこと

が必要である。そのためには、「人・社会・自然」

が自律した共生社会を目指し、「官民協働」により

事業推進していくことを期待したい。また、自然

との共生を目指した事業推進も不可欠である。 
＜参考文献＞中村仁信著 低量放射線は怖くない 

＜その他の研究メンバー＞ 

＊NPO 法人放射線問題をのりこえ世界一の福島を創

る会 ：中村仁信、木下伸二、中村忠晴、上山隆弘、   

鎌田秀志、外林雅夫、岡本文一、青山夏登、亀井義

明、鈴木久恵、玉置由紀江、河本 睦、山根ますみ 
＊くり坊農園：久理田昌治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【はじめに】 

平成23年5月に厚生労働省から派遣要請が兵庫県庁

にあり、福島県民に対する放射線の被曝スクリーニ

ング検査及び放射線健康相談について公務として演

者（診療放射線技師）は参加し、その後も、継続し

た民間レベルでの支援活動を実施している。 

「NPO法人 放射線問題をのりこえ世界一の福島を創

る会」の活動を通して体得した教訓を基に、今後

の復興支援体制のあり方について提案する。 

【過去の報告の概要】 

第１報： 

・公務で福島県派遣：平成23年5月19日～5月26日 福

島県北保健福祉事務所にて 

・ボランテイアで福島県を訪問：平成23年 9月18日～9

月 19 日 福島市学習センター等で「福島市の真の復

興を考える市民の集い」を開催。平成 23 年 11 月 18

日福島県庁を訪問し副知事を始め福島県災害対策本

部、福島県教育庁を地元のNPOの方々と訪問し官と民

の役割分担について意見交換した。 

  平成 24 年 3 月 10 日「放射線問題を共に考え社会全

体で福島を復興させる会 福島県支部」の設立。 

・福島県からの訪問団の兵庫県への受け入れ  

平成24年7月27日～7月29日 

第２報： 

・「NPO 法人放射線問題をのりこえ世界一の福島を創る

会」の設立 平成25年3月22日発足：構成員は福島

県、大阪府、京都府、兵庫県在住で趣旨に賛同する

者（放射線専門医師、診療放射線技師、県議会議員、                    

大学教授、食育関係者）で構成した。 

 ・兵庫のまつり ふれあいの祭典 中播磨ふれあいフ

ェステイバル（姫路市大手前公園）に福島県の霊

山太鼓に参加して頂いた。平成24年11月10日 

 ・福島県を訪問：平成25年1月18日～1月20日 

  内閣府大臣兼復興大臣政務官と面談。復興庁福島

復興局、福島県放射線技師会長と意見交換。平成

25年 3月 15日～3月 17日福島県庁 生活環境部

長、福島県北保健所長等と意見交換。復興支援シ

ンポジウム「みんなで考えよう 福島の今 そして

これから」のパネラーとして参加。 

 第３報： 

・東日本大震災復興支援 黒田官兵衛の不屈の闘

志を学ぶカラオケ大会の開催。 平成25年 9月1

日  たつの市御津文化センターにて 

 ・東日本大震災復興支援 黒田官兵衛の集いの開催。

平成 25 年 9 月～11 月毎月 2回老舗旅館 梅麟館

（姫路市）にて福島産のそば粉を使用した創作料

理を考案。「黒田官兵衛そば御膳及び巻き寿司」 

  ・国際人的交流 キルギス共和国訪問：平成 25 年 7

月13日～7月17日キルギス共和国政府 非常事態

省 放射線廃棄物保管管理局長と面談。平成25年

12月19日～12月23日 自動体外式除細動器（AED）

を用いた心肺蘇生法(CPR)の実技支援。在キルギ

ス共和国日本国大使館特命全権大使、教育科学大

臣、非常事態省及び保健省の政府幹部と面談、

Public Fundo ERGENE  Taalaigul医師と意見交換。 

 ・東日本大震災復興支援フォーラム in 兵庫の開催。

平成25年11月2日 大手前大学にて 

【活動経過】 

・放射線の活用（医療分野での放射線画像診断の進

歩と放射線ホルミシス効果）と被害 

人類史上、放射線と人間とのかかわりは切り離して

考えることはできない。医療分野では早期癌の発見

のための放射線画像診断、放射線治療、低線量放射

線によるホルミシス効果を活用した坑道ラドン浴、

放射線シートの使用により放射線が有効に活用さ

れている。また、飛行機内での被爆、自然放射線も

日常生活からは切り離すことはできない。広島・長

崎の原爆では大量の放射能による急性被爆により

多くの死亡者が出た。そのような状況の中で、福島

県における原発事故による放射線問題を考える時、

マスコミ等の報道のみでなく国民ひとり一人が放

射線の効能・被害など放射線に対する正しい知識を

習得することが必須である。それらの知識を習得し

た国民ひとり一人が放射線とのかかわりを総合的

に判断し、それらをのりこえて具体的な復興支援活

動の輪が推進していけるように努めていきたい。 

テーマ：東日本大震災を経験しそこから見えてきた

日本の創造的復興への提言   ：第４報

所 属：NPO法人 放射線問題をのりこえ世界一の福

島を創る会 

氏 名：森田 哲夫（中播磨県民センター 中播磨健

康福祉事務所（福崎保健所））

研究概要：以前の研究発表会において、東日本大震

災復興支援対策事業を紹介し、県民の参画と協働に

よる官民協働事業のあり方について述べると共に、

阪神・淡路大震災を経験した兵庫県から、世界一の

福島再生のための道しるべについても提言してき

た。今回、第４報として福島を中心とした原発事故

による放射線問題、広島・長崎の原爆経験、医療被

ばくの現状、自然放射線等を含めて検討し、今後、

我々が、放射線とどのように共存して生活するかに

ついて提言する。また、自然農法と食育についても

紹介し、創造的復興を実現する上で、大自然とのか

かわりについて提言し、人・自然・社会が自律した

共生社会実現に向けた道しるべについても述べる。
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な被害をもたらした津波と原発事故は、被災地

に長期の困難な対策を強いられ、復興支援にお

いても阪神淡路大震災とは全く異なるアプロ

ーチが必要となった。 

そのため第２回展示会のテーマは、「東日本

大震災復興支援～書を通じての学生被災地交

流」と決まり、会場も県立美術館に移して、兵

庫県の他、被災地の岩手、宮城、東北３県から

も作品を募集した。応募作品は、まさに被災地

の学生にしか表現できない峻烈な内容が多く、

審査に立ち会われた諸先生を始め、展示会場に

来られた来場者は一様に、大地震と迫りくる津

波の脅威を体感した作品の迫力に只々圧倒さ

れ、驚嘆と深い感銘をいだいた。私自身心から

本事業の意義を自覚させられ、更に今後継続開

催の重要性を強く認識した展示会でもあった。 

第３回の展示会では、文部科学省の他、岩手

県、宮城県、福島県及び各県教育委員会から後

援を得て、被災地を中心に3,000点を超える優

秀な作品が集まった。被災地から知事賞他入賞

の小中高校生を父兄と共に招聘して表彰式を

実施し、県内の学生と共に書写の競演、席上揮

毫を披露した。 

また、人と防災未来センターを訪問し、阪神

淡路大震災の被災当時を再現した見学では、フ

ラッシュバックの影響から少々体調を崩され

る方もいて反省点も多かった開催であった。 

しかし試行錯誤の末、被災地の学生交流会を

初めて実施し、懇親を深めることができたこと

は大きな成果であり、県内の学生にとっても多

面的に啓発された事は否めない。  

昨年の第４回展示会では、県外を含め5,000点

に迫る出品が有り、学校行事として取り組む学

校が増えたことで、優秀学校賞の授与と次回以

降の全国公募が決定した。 

※上写真： 

入賞者によ

る揮毫 

※下写真： 

文部科学大

臣賞・授賞

式 

 

※いずれの

写真も第5回

全国学生防

災書道展よ

り 

本年２月に開催した第５回の展示会からい

よいよ全国公募となり、文部科学大臣賞の授与

と共に、学校防災教育のモデル事業として評価

を得て、内閣府、文部科学省他、国土交通省、

復興庁の他、ＪＲ西日本からも後援を頂戴した。

今回全国各地から7,000点を超える優秀作品が

集まり、文部科学大臣賞を受賞した被災地の青

森県の小学１年生が、祖父と共に表彰式に遠路

出席され、県内の受賞者の生徒と共に会場では

堂々と、揮毫を披露されたことは、全国の小中

高校生にとって今後大いに励みとなった。 

４．本事業における成果と今後の方針 

以上の経緯を踏まえて実施してきた防災事

業の成果を具体的に明示する。 

①参加者(応募者)数の増加と参加地域の拡大    

第１回：2011(H23)年 1,954点/兵庫県内 

第２回：2012(H24)年 2,515点/県内と被災地

第３回：2013(H25)年 3,660点/県内と被災地

第４回：2014(H26)年 4,806点/県内と被災地

第５回：2015(H27)年 7,370点/全国 

②後援及び表彰団体の増加と賞状の内容 

第１回：兵庫県、神戸市、左記教育委員会、

神戸新聞社など後援９団体 

(表彰)知事賞、教育長賞、神戸新聞社賞等 

                   ↓ 

第５回：内閣府、文部科学省、国土交通省、 

   復興庁、兵庫県、東北３県、神戸市、 

   神戸新聞社、河北新報社、サンテレビ、

   ＮＨＫ，ＪＲ西日本など後援２３団体 

(表彰)：文部科学大臣賞、知事賞、教育長賞、

   人と防災未来センター賞、優秀学校賞、

   神戸新聞社賞、河北新報社賞など 

さて以上の経緯と成果をふりかえると、地域

の防災活動からスタートし、幸いにして現在全

国規模の展示会に成長してきたが、全て関係各

位の尽力の賜物であり、心より厚く御礼申し上

げる。 

今後は青少年の防災教育事業として、指導者

を育成し更に継続発展させるためには、スタッ

フの拡充と各方面のご協力ご支援も必要とな

ってくる。 

＜参考文献＞ 

 神戸新聞 

＜その他の研究メンバー＞ 

 特定非営利活動法人健康まちづくり推進協会 

  副理事長 赤澤 治 
  事務局長 岩本豪人 
［付記］本研究は、兵庫自治学会グループ研究応

援事業として実施した。 

 

 

 

 

 

 

１ 防災活動の現状と問題点 

ここ 20 年間に２度の甚大な被害をもたらし

た震災を経験したにもかかわらず、残念ながら

過去の不幸な出来事として、人々の関心が年々

希薄になっていくように思われる。県内のボラ

ンティア団体の調査でも活動家の減少と高齢

化、財源不足による事業活動の衰退が叫ばれて

いる。さらに原発稼働やエネルギー問題、仮設

住宅における震災関連死の増加など、複合的要

因も相まって、いまだ被災地の復興は途上にあ

る。一方で青少年が自主的に参加できるような

支援活動や防災活動も、あまり根付いていない。

防災に対する各々の認識の相違は、平時におけ

る危機管理意識にあり、想定外の自然災害に対

する法整備に加えて、各省庁や自治体間の連携

と、産官学一体となった迅速かつ効果的な防災

対策、人材、技術、非常時の情報ネットワーク

構築と財源の確保が、早くから切望されていた。 
しかし厳しい自然環境と防災思想を育む国

土にありながら、人間形成を担う学校教育の中

で、これまで防災を正規の教科として取り入れ、

活動を継続してきた事例は少ない。その要因は

防災に対する、認識の欠如と指導者の不足にあ

る。 
例えば自然災害の脅威や命の尊さを教室で

議論し、被災地の復興支援の現状や、ボランテ

ィア活動の在り方について、学校教育の中で自

ら思考して、行動を起こせるような学習機会が

これまで殆ど無かったといえる。早急に人材の

育成と教材の開発が必要である。 
２ 学校教育における防災学習のあり方 

では如何なる学校防災教育が必要かという

と、先程述べた問題点に加え、地域性の相違や

指導者や学校の方針も一様ではないため、参考

事例は少なく、教科として殆ど重要視されてお

らず、生徒自身が強制されることなく、容易に

取り組める継続性のある企画や教材でないと

一定の成果も望めない。また学生にとっても学

校での教科学習に加え、受験や課外活動に多く

の時間を費やすため、負担をかけない活動のあ

り方が求められている。 

そこで青少年が自主的に参加し、継続性のあ

る防災活動に目を向けると、例えば音楽や絵画、

舞踊など芸術分野の融合により、自己表現が可

能で、しかも多くの人に共感と感動を与え興味

をもたれる防災イベントが比較的支持されて

おり、今後もそのような形体の活動が望まれる

のでないか。 

当協会では、学校教育の一環として同時期に、

同じテーマで、小学生から高校生に至るまで誰

もが書を通じてイベントに参加し交流できる

「全国学生防災書道展」を企画運営し、現在６

年目を迎えて継続実施中である。 

３ 過去の学生防災書道展の運営と事業報告 

この企画は平成 22 年、青少年の意識啓発を

目的として、当初県内の小中高校生を対象に、

防災救命に関わる用語をテーマに、兵庫県、神

戸市と各教育委員会、更に地元書道団体と神戸

新聞社の協力の下、西区生協前広場を借用して

開催された細やかな第１回展示会であった。 

子供達の書き初めの時期と重なり、約 2,000

点の力作が集まったが、展示スペースが限られ

ているため、知事賞を含む優秀作品182点の選

考出展となったが、出展者本人は勿論、学友、

親族、指導者の他、特に高齢者の方々が熱心に

観賞している姿はとても印象的であった。 

  しかし展示会終了７日後、正に悪夢のような

東日本大震災が起こった。その事実を誰しも受

け入れ難い思いを抱きながら、我々関係者一同

何度も被災地に足を運び、食糧、水、あらゆる

生活用品の物資運搬から、がれきの片づけ、コ

ンサート等の慰問や、仮設住宅の身寄りのない

方々の心のケアに至るまで、様々な形で支援活

動を無償でしてきた。特に太平洋沿岸部に甚大

研究概要 

 阪神淡路大震災から２０年、東日本大震災から

４年が経過した現在も、地震、津波、台風、噴火、

先日の鬼怒川堤防決壊による大雨洪水被害等、

様々な自然災害に毎年見舞われている。そのよう

な国土において、ＮＰＯとしてこれまで防災活動

に携わり実践してきた結果、自然災害の経験と教

訓を後世に伝え、備え、より効果的に活かすため

には、学校教育の一環として、青少年が継続的で

容易に取り組める防災事業を提供することである

と認識した。 

そこで、健康まちづくり推進協会では小学生か

ら高校生に至るまで、同じテーマで誰もが一様に

参加できる、学生防災書道展を毎年継続実施して

おり、その内容と成果を以下紹介する。 

テーマ：全国学生防災書道展における青少年の 

防災教育 

所 属：特定非営利活動法人 

    健康まちづくり推進協会 

氏 名：鎮静義明、鎮静俊哉 
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な被害をもたらした津波と原発事故は、被災地

に長期の困難な対策を強いられ、復興支援にお

いても阪神淡路大震災とは全く異なるアプロ

ーチが必要となった。 

そのため第２回展示会のテーマは、「東日本

大震災復興支援～書を通じての学生被災地交

流」と決まり、会場も県立美術館に移して、兵

庫県の他、被災地の岩手、宮城、東北３県から

も作品を募集した。応募作品は、まさに被災地

の学生にしか表現できない峻烈な内容が多く、

審査に立ち会われた諸先生を始め、展示会場に

来られた来場者は一様に、大地震と迫りくる津

波の脅威を体感した作品の迫力に只々圧倒さ

れ、驚嘆と深い感銘をいだいた。私自身心から

本事業の意義を自覚させられ、更に今後継続開

催の重要性を強く認識した展示会でもあった。 

第３回の展示会では、文部科学省の他、岩手

県、宮城県、福島県及び各県教育委員会から後

援を得て、被災地を中心に3,000点を超える優

秀な作品が集まった。被災地から知事賞他入賞

の小中高校生を父兄と共に招聘して表彰式を

実施し、県内の学生と共に書写の競演、席上揮

毫を披露した。 

また、人と防災未来センターを訪問し、阪神

淡路大震災の被災当時を再現した見学では、フ

ラッシュバックの影響から少々体調を崩され

る方もいて反省点も多かった開催であった。 

しかし試行錯誤の末、被災地の学生交流会を

初めて実施し、懇親を深めることができたこと

は大きな成果であり、県内の学生にとっても多

面的に啓発された事は否めない。  

昨年の第４回展示会では、県外を含め5,000点

に迫る出品が有り、学校行事として取り組む学

校が増えたことで、優秀学校賞の授与と次回以

降の全国公募が決定した。 

※上写真： 

入賞者によ

る揮毫 

※下写真： 

文部科学大

臣賞・授賞

式 

 

※いずれの

写真も第5回

全国学生防

災書道展よ

り 

本年２月に開催した第５回の展示会からい

よいよ全国公募となり、文部科学大臣賞の授与

と共に、学校防災教育のモデル事業として評価

を得て、内閣府、文部科学省他、国土交通省、

復興庁の他、ＪＲ西日本からも後援を頂戴した。

今回全国各地から7,000点を超える優秀作品が

集まり、文部科学大臣賞を受賞した被災地の青

森県の小学１年生が、祖父と共に表彰式に遠路

出席され、県内の受賞者の生徒と共に会場では

堂々と、揮毫を披露されたことは、全国の小中

高校生にとって今後大いに励みとなった。 

４．本事業における成果と今後の方針 

以上の経緯を踏まえて実施してきた防災事

業の成果を具体的に明示する。 

①参加者(応募者)数の増加と参加地域の拡大    

第１回：2011(H23)年 1,954点/兵庫県内 

第２回：2012(H24)年 2,515点/県内と被災地

第３回：2013(H25)年 3,660点/県内と被災地

第４回：2014(H26)年 4,806点/県内と被災地

第５回：2015(H27)年 7,370点/全国 

②後援及び表彰団体の増加と賞状の内容 

第１回：兵庫県、神戸市、左記教育委員会、

神戸新聞社など後援９団体 

(表彰)知事賞、教育長賞、神戸新聞社賞等 

                   ↓ 

第５回：内閣府、文部科学省、国土交通省、 

   復興庁、兵庫県、東北３県、神戸市、 

   神戸新聞社、河北新報社、サンテレビ、

   ＮＨＫ，ＪＲ西日本など後援２３団体 

(表彰)：文部科学大臣賞、知事賞、教育長賞、

   人と防災未来センター賞、優秀学校賞、

   神戸新聞社賞、河北新報社賞など 

さて以上の経緯と成果をふりかえると、地域

の防災活動からスタートし、幸いにして現在全

国規模の展示会に成長してきたが、全て関係各

位の尽力の賜物であり、心より厚く御礼申し上

げる。 

今後は青少年の防災教育事業として、指導者

を育成し更に継続発展させるためには、スタッ

フの拡充と各方面のご協力ご支援も必要とな

ってくる。 

＜参考文献＞ 

 神戸新聞 

＜その他の研究メンバー＞ 

 特定非営利活動法人健康まちづくり推進協会 

  副理事長 赤澤 治 
  事務局長 岩本豪人 
［付記］本研究は、兵庫自治学会グループ研究応

援事業として実施した。 

 

 

 

 

 

 

１ 防災活動の現状と問題点 

ここ 20 年間に２度の甚大な被害をもたらし

た震災を経験したにもかかわらず、残念ながら

過去の不幸な出来事として、人々の関心が年々

希薄になっていくように思われる。県内のボラ

ンティア団体の調査でも活動家の減少と高齢

化、財源不足による事業活動の衰退が叫ばれて

いる。さらに原発稼働やエネルギー問題、仮設

住宅における震災関連死の増加など、複合的要

因も相まって、いまだ被災地の復興は途上にあ

る。一方で青少年が自主的に参加できるような

支援活動や防災活動も、あまり根付いていない。

防災に対する各々の認識の相違は、平時におけ

る危機管理意識にあり、想定外の自然災害に対

する法整備に加えて、各省庁や自治体間の連携

と、産官学一体となった迅速かつ効果的な防災

対策、人材、技術、非常時の情報ネットワーク

構築と財源の確保が、早くから切望されていた。 
しかし厳しい自然環境と防災思想を育む国

土にありながら、人間形成を担う学校教育の中

で、これまで防災を正規の教科として取り入れ、

活動を継続してきた事例は少ない。その要因は

防災に対する、認識の欠如と指導者の不足にあ

る。 
例えば自然災害の脅威や命の尊さを教室で

議論し、被災地の復興支援の現状や、ボランテ

ィア活動の在り方について、学校教育の中で自

ら思考して、行動を起こせるような学習機会が

これまで殆ど無かったといえる。早急に人材の

育成と教材の開発が必要である。 
２ 学校教育における防災学習のあり方 

では如何なる学校防災教育が必要かという

と、先程述べた問題点に加え、地域性の相違や

指導者や学校の方針も一様ではないため、参考

事例は少なく、教科として殆ど重要視されてお

らず、生徒自身が強制されることなく、容易に

取り組める継続性のある企画や教材でないと

一定の成果も望めない。また学生にとっても学

校での教科学習に加え、受験や課外活動に多く

の時間を費やすため、負担をかけない活動のあ

り方が求められている。 

そこで青少年が自主的に参加し、継続性のあ

る防災活動に目を向けると、例えば音楽や絵画、

舞踊など芸術分野の融合により、自己表現が可

能で、しかも多くの人に共感と感動を与え興味

をもたれる防災イベントが比較的支持されて

おり、今後もそのような形体の活動が望まれる

のでないか。 

当協会では、学校教育の一環として同時期に、

同じテーマで、小学生から高校生に至るまで誰

もが書を通じてイベントに参加し交流できる

「全国学生防災書道展」を企画運営し、現在６

年目を迎えて継続実施中である。 

３ 過去の学生防災書道展の運営と事業報告 

この企画は平成 22 年、青少年の意識啓発を

目的として、当初県内の小中高校生を対象に、

防災救命に関わる用語をテーマに、兵庫県、神

戸市と各教育委員会、更に地元書道団体と神戸

新聞社の協力の下、西区生協前広場を借用して

開催された細やかな第１回展示会であった。 

子供達の書き初めの時期と重なり、約 2,000

点の力作が集まったが、展示スペースが限られ

ているため、知事賞を含む優秀作品182点の選

考出展となったが、出展者本人は勿論、学友、

親族、指導者の他、特に高齢者の方々が熱心に

観賞している姿はとても印象的であった。 

  しかし展示会終了７日後、正に悪夢のような

東日本大震災が起こった。その事実を誰しも受

け入れ難い思いを抱きながら、我々関係者一同

何度も被災地に足を運び、食糧、水、あらゆる

生活用品の物資運搬から、がれきの片づけ、コ

ンサート等の慰問や、仮設住宅の身寄りのない

方々の心のケアに至るまで、様々な形で支援活

動を無償でしてきた。特に太平洋沿岸部に甚大

研究概要 

 阪神淡路大震災から２０年、東日本大震災から

４年が経過した現在も、地震、津波、台風、噴火、

先日の鬼怒川堤防決壊による大雨洪水被害等、

様々な自然災害に毎年見舞われている。そのよう

な国土において、ＮＰＯとしてこれまで防災活動

に携わり実践してきた結果、自然災害の経験と教

訓を後世に伝え、備え、より効果的に活かすため

には、学校教育の一環として、青少年が継続的で

容易に取り組める防災事業を提供することである

と認識した。 

そこで、健康まちづくり推進協会では小学生か

ら高校生に至るまで、同じテーマで誰もが一様に

参加できる、学生防災書道展を毎年継続実施して

おり、その内容と成果を以下紹介する。 

テーマ：全国学生防災書道展における青少年の 

防災教育 

所 属：特定非営利活動法人 

    健康まちづくり推進協会 

氏 名：鎮静義明、鎮静俊哉 
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《Ｍｅｍｏ》 【第５分科会】

「保健・環境」

学識コーディネーター：近藤　　明（大阪大学大学院工学研究科教授）
行政アドバイザー：濵西　喜生（兵庫県農政環境部環境創造局長）

【１】地球温暖化防止の実践活動で地域の活性化推進の研究
竹重　勳（NPO法人環境21の会）

【２】人工干潟を利用した沿岸環境の改善
宮崎　一（（公財）ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター）

【３】近年の気候変動とそれに対応する農業技術の開発
牧　浩之（県立農林水産技術総合センター）

【４】健康寿命をのばそう
田中一弘（県企画県民部総務課）

第　

五
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１）啓発用機材の研究と啓発 
平成１２年より、今まで実践してきた省エネ・

自然エネルギーの活用・緑化推進を如何にして教

室等で多くの人にわかりやすく実験し啓発するか

研究し、太陽光で動く水力発電、待機電力・光合

成等の計測装置、ケナフ炭効力実験装置等を制作

し、イベント等で反応を調べた。 
    平成１３年、明石公園で実施された祭典を見学

された明石市貴崎小学校関係者が展示された実

験装置に興味を示し、直後、５年生に実験を主体

にしたエネルギー削減教室実施、これが好評で、

各地に啓発され、平成１４年、１５年と市内県内

の学校に拡大して、平成１6 には兵庫県のボラン

タリープラザからの行政・ＮＰO協働事業の助成

に応募し、西宮市、播磨町、五色町、東播磨県民

局と契約し、ボランタリープラザでの審査会で合

格し、多大の助成金で、教材の大幅な拡大を実施

し、啓発事業が飛躍的に拡大した。 
２）太陽光発電の啓発 

平成 11 年頃は、太陽光発電には一般的に関心

が無く、いろいろ研究の結果、如何にして利益が

出るか考えた、エコモニター等の活用で計測と分

析で如何に省エネするかの実績を説明することで

明舞団地を含めて近郊だけで8件の設置が実施さ

れた。同時に太陽光発電はどんなものかの啓発も

必要で、屋根と同一の 75Ｗのパネルを玄関先に設

置し、昼間はバッテリーに充電し、夜間に門灯と

街灯に活用することも啓発した。これらの活動に

対し、京都エネ環の京大名誉教授の新宮先生が関

心を持たれ、１2６Ｗのパネル 2 枚の提供を平成

23年に受けて、独立電源としてバッテリーに充電

し、交流電源としても使用可能とし、まず団地の

電動自転車の充電として活用した。同時に風力発

電とハイブリットにしたが、明石は突風が多く危

険と考え取り外した。 
３）緑化推進と炭焼きの研究 
明石の寺子屋で平成9年から軒下にケナフを植

栽し，遮光と蒸散による夏季の省エネを啓発した。

同時に小学校 5年生の教科書にある「森を育てる

炭作り」「森を育てる漁師さん」を啓発する為に五

色町の150年以上経過した木造住宅をまちの寺子

屋とし、鋼鉄製の埋設炭窯を設置し、植栽したケ

ナフ、間伐した竹の炭焼きを研究、姫路の夢前の

里山の小屋をまちの寺子屋に改装し、耐火煉瓦製

の炭窯を新設して間伐したコナラ等の炭焼きを研

究し、出来たケナフ炭、竹炭、木炭を各地で使用

して、啓発、普及を実施し、交流を深めた。 
３．明舞団地での活性化の研究(再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ) 

１）松が丘の木造寺子屋本校での活動 
大型のデスプレイを設置し、温暖化防止に関す

る活動の実践を近所の松が丘小学校の子ども達や、

ガールスカウト、淡路島の不登校の生徒、加古川

の自閉症の子どもたち、県立大経済学部の学生、

近所の人たちに啓発、また冬季には木炭七輪での

いも焼き、もち焼の体験、夏季は軒先のケナフや

ゴーヤの緑のカーテン、その他太陽光発電の活用

事例や種々の実験をし、アンケート調査で如何に

効率よく理解をし交流が進むかの研究を続けた。 
２）明舞センターとフリースポットでの活動 
松が丘の寺子屋では啓発の効率が上がらない

ので明舞ひまわりやまちづくり広場等と組んで竹

炭や木炭を活用したエコクッキングや省エネの啓

発事業や、明舞餅つき大会や芋煮大会で各種炭に

関心を持たせている。また明舞センターの空き店

舗を活用したフリースポットにポスターや各種炭

を展示し、多くの通行人に、炭の啓発等を実施、

近隣の小学校の子どもたちが「明舞子どもエコク

ラブ」を結成、理科教室等で支援を実施、交流と

活性化が進んでいる。 
４．活動に対する評価 

これらの活動により、団体、個人を含めて平成

14年より環境大臣・兵庫県知事等より16回の表

彰を受けた。最近では環境 21 の会として、平成

25年 12月温暖化防止環境大臣賞、平成25年 12
月兵庫県知事のまちづくり賞、平成 26 年 6 月国

土交通大臣のまちづくり功労賞、平成 27 年 2 月

第10回関西まちづくりでスマイル賞を受賞した。 
５．現在と今後について 

  平成 27 年より明舞団地の寺子屋に新しく開

発された、エヤー注入式、浮かして作る水養液

栽培のキットを 18 基設置、太陽光の独立電源

を新開発されたナノカーボン蓄電池に充電し、

自然エネルギーによる緑化推進と、団地で

「Farm To Table Living」を実現するため

の研究をはじめた。団地の人たちを含めて各方

面から見学者が訪れており、交流と活性化が進

んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．省エネ実践活動の経緯（個人としての活動） 

１）会社では船舶の機関部の修理・改造による省

エネを計測と分析により３０年間実施、その後

トンネル掘削機等の建設機械の担当を 10 年間

実施、同時に地下空間の開発に関する通産省の

プロジェクトに参画し、地上の緑化の重要性を

研究した。 
２）個人では１９７０年（昭和４５年）明舞団地

に自宅を建設、毎月の電気・ガスの使用量をグ

ラフにし子どもの成長とともに如何にエネル

ぎーの増加を防ぐか研究を開始した。１９７３

年（昭和４８年）のオイルショック時は実践し

ている省エネ活動を会社の会報に掲載し、社内

の人に省エネを啓発した。その後、改装工事を

実施し、自然エネルギーの活用として太陽熱温

水器を設置した。これで風呂を含めた給湯のガ

ス使用量が大幅に減少したが震災後地震対策

で撤去した。 
３）１９７０年自宅建設時、すでに隣に完全木造

の平屋が建設されており、庭の植木も立派であ

った。この家が売却となり、両親に購入を持ち

かけた。最終的に私の提案を受け入れ、１９８

６年（昭和６１年）移住することになった。先

住者の意思に従い、両親は木造住宅や植木をそ

のままで居住した。                      
 ４）１９９５年（平成７年）阪神淡路大震災が発

生、当時、母親だけがこの木造住宅に住んでい

た。淡路瓦のお寺みたいな木造住宅は倒壊寸前

であったが、完全木造の住宅は余震でもとにも

どり、頑固な母親は電気も復旧したこともあり、

この家を離れないと言い出し、その後、点検し

てもらったが、大丈夫となり、雨漏りがするの

で古い瓦も使用して屋根を修復し、内装の壁等

修理して居住を続けた。頑固な母親でこの木造

住宅は生き延びた訳である。しかし１９９６年

（平成８年）母親は急死し空き屋となった。家

族会議では、木造住宅を所持しても保守が大変

であり処分すべしという意見だったが私は残す

ことにした。処分すれば、植木もなくなり新建

材の住宅２軒になることは明白であった。 
５ ５）１９９７年（平成９年）が会社生活の現役引

退で、日本でCOP3が京都で開催された。温暖

化に関するセミナー等に参加し地球温暖化が

地球を滅亡に導くという研究の話を聞いたが、

自分はこういう実践活動をしているという話

はほとんどなかった。従って計測と分析に基づ

きガス・電気の使用料を２年間で半分にし、こ

れはNHKで全国に放映され、各地で発表を実

施した。これに対して、我が家の電気・ガスの

使用量より少ない生活をしている人も現れこ

れに勝つにはどうするか研究をはじめた。 
一方COP3の結果から、緑を大切にし、木材

を大切にする必要性を痛感し、空き屋になって

いる両親の住宅の活用を研究した。まずは屋根

を軽くする必要があり、軽量瓦にすると同時に

1999年（平成11年）認可された屋根一体型太

陽光発電の 1号機を設置することにした。 
２．環境21の会の設立と啓発活動 

    平成 9年頃より、ケナフの栽培、有機農業や

炭焼きに興味を持つ２１世紀学会のメンバー

等が、集まり、三木市や五色町のウエルネスパ

ークで活動を開始し COP3 を契機に地球温暖

化防止の啓発は個人では効果が上らずグルー

プで研究を進める必要性を感じ、1999 年（平

成 11年）環境２１の会を設立、4.5ｋＷの屋根

一体太陽光発電を設置した平屋の家を事務所

とし、私が事務局長として活動を開始し、兵庫

県知事からまちの寺子屋の指定を受け、効率よ

く地球温暖化防止を啓発する研究を開始した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テーマ：地球温暖化防止の実践活動で地域の活性

化推進の研究 

所 属：NPO法人環境21の会理事長 

氏 名：竹重 勳 

研究概要 

 地球温暖化で地球の危機が迫ってきており、

IPCC の検討結果も発表されているが巷では関心

が少ない、結局国民の危機意識が少ないというこ

とで、温暖化防止は各人が省エネ・緑化推進・自

然エネルギーの活用を推進することであり、長年

の活動をもとに、多くの人に関心を持たせ、しか

も地域の活性化を推進する研究である。 
 

－48－ －49－



１）啓発用機材の研究と啓発 
平成１２年より、今まで実践してきた省エネ・

自然エネルギーの活用・緑化推進を如何にして教

室等で多くの人にわかりやすく実験し啓発するか

研究し、太陽光で動く水力発電、待機電力・光合

成等の計測装置、ケナフ炭効力実験装置等を制作

し、イベント等で反応を調べた。 
    平成１３年、明石公園で実施された祭典を見学

された明石市貴崎小学校関係者が展示された実

験装置に興味を示し、直後、５年生に実験を主体

にしたエネルギー削減教室実施、これが好評で、

各地に啓発され、平成１４年、１５年と市内県内

の学校に拡大して、平成１6 には兵庫県のボラン

タリープラザからの行政・ＮＰO協働事業の助成

に応募し、西宮市、播磨町、五色町、東播磨県民

局と契約し、ボランタリープラザでの審査会で合

格し、多大の助成金で、教材の大幅な拡大を実施

し、啓発事業が飛躍的に拡大した。 
２）太陽光発電の啓発 

平成 11 年頃は、太陽光発電には一般的に関心

が無く、いろいろ研究の結果、如何にして利益が

出るか考えた、エコモニター等の活用で計測と分

析で如何に省エネするかの実績を説明することで

明舞団地を含めて近郊だけで8件の設置が実施さ

れた。同時に太陽光発電はどんなものかの啓発も

必要で、屋根と同一の 75Ｗのパネルを玄関先に設

置し、昼間はバッテリーに充電し、夜間に門灯と

街灯に活用することも啓発した。これらの活動に

対し、京都エネ環の京大名誉教授の新宮先生が関

心を持たれ、１2６Ｗのパネル 2 枚の提供を平成

23年に受けて、独立電源としてバッテリーに充電

し、交流電源としても使用可能とし、まず団地の

電動自転車の充電として活用した。同時に風力発

電とハイブリットにしたが、明石は突風が多く危

険と考え取り外した。 
３）緑化推進と炭焼きの研究 
明石の寺子屋で平成9年から軒下にケナフを植

栽し，遮光と蒸散による夏季の省エネを啓発した。

同時に小学校 5年生の教科書にある「森を育てる

炭作り」「森を育てる漁師さん」を啓発する為に五

色町の150年以上経過した木造住宅をまちの寺子

屋とし、鋼鉄製の埋設炭窯を設置し、植栽したケ

ナフ、間伐した竹の炭焼きを研究、姫路の夢前の

里山の小屋をまちの寺子屋に改装し、耐火煉瓦製

の炭窯を新設して間伐したコナラ等の炭焼きを研

究し、出来たケナフ炭、竹炭、木炭を各地で使用

して、啓発、普及を実施し、交流を深めた。 
３．明舞団地での活性化の研究(再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ) 

１）松が丘の木造寺子屋本校での活動 
大型のデスプレイを設置し、温暖化防止に関す

る活動の実践を近所の松が丘小学校の子ども達や、

ガールスカウト、淡路島の不登校の生徒、加古川

の自閉症の子どもたち、県立大経済学部の学生、

近所の人たちに啓発、また冬季には木炭七輪での

いも焼き、もち焼の体験、夏季は軒先のケナフや

ゴーヤの緑のカーテン、その他太陽光発電の活用

事例や種々の実験をし、アンケート調査で如何に

効率よく理解をし交流が進むかの研究を続けた。 
２）明舞センターとフリースポットでの活動 
松が丘の寺子屋では啓発の効率が上がらない

ので明舞ひまわりやまちづくり広場等と組んで竹

炭や木炭を活用したエコクッキングや省エネの啓

発事業や、明舞餅つき大会や芋煮大会で各種炭に

関心を持たせている。また明舞センターの空き店

舗を活用したフリースポットにポスターや各種炭

を展示し、多くの通行人に、炭の啓発等を実施、

近隣の小学校の子どもたちが「明舞子どもエコク

ラブ」を結成、理科教室等で支援を実施、交流と

活性化が進んでいる。 
４．活動に対する評価 

これらの活動により、団体、個人を含めて平成

14年より環境大臣・兵庫県知事等より16回の表

彰を受けた。最近では環境 21 の会として、平成

25年 12月温暖化防止環境大臣賞、平成25年 12
月兵庫県知事のまちづくり賞、平成 26 年 6 月国

土交通大臣のまちづくり功労賞、平成 27 年 2 月

第10回関西まちづくりでスマイル賞を受賞した。 
５．現在と今後について 

  平成 27 年より明舞団地の寺子屋に新しく開

発された、エヤー注入式、浮かして作る水養液

栽培のキットを 18 基設置、太陽光の独立電源

を新開発されたナノカーボン蓄電池に充電し、

自然エネルギーによる緑化推進と、団地で

「Farm To Table Living」を実現するため

の研究をはじめた。団地の人たちを含めて各方

面から見学者が訪れており、交流と活性化が進

んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．省エネ実践活動の経緯（個人としての活動） 

１）会社では船舶の機関部の修理・改造による省

エネを計測と分析により３０年間実施、その後

トンネル掘削機等の建設機械の担当を 10 年間

実施、同時に地下空間の開発に関する通産省の

プロジェクトに参画し、地上の緑化の重要性を

研究した。 
２）個人では１９７０年（昭和４５年）明舞団地

に自宅を建設、毎月の電気・ガスの使用量をグ

ラフにし子どもの成長とともに如何にエネル

ぎーの増加を防ぐか研究を開始した。１９７３

年（昭和４８年）のオイルショック時は実践し

ている省エネ活動を会社の会報に掲載し、社内

の人に省エネを啓発した。その後、改装工事を

実施し、自然エネルギーの活用として太陽熱温

水器を設置した。これで風呂を含めた給湯のガ

ス使用量が大幅に減少したが震災後地震対策

で撤去した。 
３）１９７０年自宅建設時、すでに隣に完全木造

の平屋が建設されており、庭の植木も立派であ

った。この家が売却となり、両親に購入を持ち

かけた。最終的に私の提案を受け入れ、１９８

６年（昭和６１年）移住することになった。先

住者の意思に従い、両親は木造住宅や植木をそ

のままで居住した。                      
 ４）１９９５年（平成７年）阪神淡路大震災が発

生、当時、母親だけがこの木造住宅に住んでい

た。淡路瓦のお寺みたいな木造住宅は倒壊寸前

であったが、完全木造の住宅は余震でもとにも

どり、頑固な母親は電気も復旧したこともあり、

この家を離れないと言い出し、その後、点検し

てもらったが、大丈夫となり、雨漏りがするの

で古い瓦も使用して屋根を修復し、内装の壁等

修理して居住を続けた。頑固な母親でこの木造

住宅は生き延びた訳である。しかし１９９６年

（平成８年）母親は急死し空き屋となった。家

族会議では、木造住宅を所持しても保守が大変

であり処分すべしという意見だったが私は残す

ことにした。処分すれば、植木もなくなり新建

材の住宅２軒になることは明白であった。 
５ ５）１９９７年（平成９年）が会社生活の現役引

退で、日本でCOP3が京都で開催された。温暖

化に関するセミナー等に参加し地球温暖化が

地球を滅亡に導くという研究の話を聞いたが、

自分はこういう実践活動をしているという話

はほとんどなかった。従って計測と分析に基づ

きガス・電気の使用料を２年間で半分にし、こ

れはNHKで全国に放映され、各地で発表を実

施した。これに対して、我が家の電気・ガスの

使用量より少ない生活をしている人も現れこ

れに勝つにはどうするか研究をはじめた。 
一方COP3の結果から、緑を大切にし、木材

を大切にする必要性を痛感し、空き屋になって

いる両親の住宅の活用を研究した。まずは屋根

を軽くする必要があり、軽量瓦にすると同時に

1999年（平成11年）認可された屋根一体型太

陽光発電の 1号機を設置することにした。 
２．環境21の会の設立と啓発活動 

    平成 9年頃より、ケナフの栽培、有機農業や

炭焼きに興味を持つ２１世紀学会のメンバー

等が、集まり、三木市や五色町のウエルネスパ

ークで活動を開始し COP3 を契機に地球温暖

化防止の啓発は個人では効果が上らずグルー

プで研究を進める必要性を感じ、1999 年（平

成 11年）環境２１の会を設立、4.5ｋＷの屋根

一体太陽光発電を設置した平屋の家を事務所

とし、私が事務局長として活動を開始し、兵庫

県知事からまちの寺子屋の指定を受け、効率よ

く地球温暖化防止を啓発する研究を開始した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テーマ：地球温暖化防止の実践活動で地域の活性

化推進の研究 

所 属：NPO法人環境21の会理事長 

氏 名：竹重 勳 

研究概要 

 地球温暖化で地球の危機が迫ってきており、

IPCC の検討結果も発表されているが巷では関心

が少ない、結局国民の危機意識が少ないというこ

とで、温暖化防止は各人が省エネ・緑化推進・自

然エネルギーの活用を推進することであり、長年

の活動をもとに、多くの人に関心を持たせ、しか

も地域の活性化を推進する研究である。 
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示された。また、人工干潟内部ではChl-aは低濃

度であった。 

 
図 3 人工干潟内外の栄養塩類およびChl-a濃度 
 

 
図 4 人工干潟内外の溶存性無機窒素 3種の比率 
 
図 4 に人工干潟内外における溶存性無機窒素 3

種の比率を示す。有機性窒素が無機化されるにあ

たり、最も多く生成する NH4-N の比率が人工干

潟内（St.1;2;3）において高かった。これに対して

人工干潟外においては、最も酸化が進んだ形態で

あるNO3-Nの比率が高かった。 
 

 
図 5 人工干潟内外におけるTPとPO4-Pの濃度 
 
図5に人工干潟内外におけるTPとPO4-Pの濃

度を示す。PO4-P の濃度およびTP に対する比率

は人工干潟内において高く、人工干潟外において

は減少した。 
人工干潟内でNH4-NおよびPO4-P濃度が高く、

人工干潟外においてNH4-NおよびPO4-Pの濃度

が減少することを示すこれらの結果は人工干潟内

で有機性の窒素およびりんが無機化されているこ

とを支持する。 
生物調査結果から人工干潟内に多数のイガイ

類（ホトトギスガイ、コウロエンカワヒバリガイ

等）、フジツボ類等の生息が認められた（図 6）。
これらの生物は植物プランクトンを捕食後、植物

プランクトン細胞を構成する有機性窒素および有

機性りんを無機化するため、人工干潟内部におけ

るChl-a濃度の減少および無機栄養塩類の生成に

貢献していると考えられる。一方で人工干潟外部

においては底質環境の悪化により底生生物が減少

し、捕食量は少ない。この底生生物の生息状況の

差によりChl-aの減少に対して有機性窒素および

有機性りんの無機化産物である NH4-N 濃度およ

び PO4-P 濃度は人工干潟の外から内部に向かっ

て増加したと考えられた。 

 
群生するイガイ類     ホトトギスガイ     
 
 
 
 
 

 

コウロエンカワヒバリガイ    フジツボ類 
 図 6 人工干潟内に生息する生物 

 
これまで、干潟による栄養塩類供給は、陸域に

おいて豊富な栄養塩類が溶け込んだ河川水および

地下水の通過、海域への流入によるとされてきた。

本研究の結果からは、富栄養化した大阪湾奥にお

いて増殖した植物プランクトンが人工干潟内に生

息する生物により捕食・分解されることを通じた、

有機性窒素および有機性りんの無機化による栄養

塩類供給の可能性が示された。 
 これらのことから、豊かな海の再生のためには、

生物生息場としての現存する干潟の保全および環

境修復による再生が有効であることが示された。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 背景 

近年、本県の沿岸域では大阪湾奥のように過剰

な窒素、りんが引き起こす富栄養化による悪影響

が継続する海域と、播磨灘におけるノリの色落ち

のように、生物生産に必要な窒素、りんが不足す

る貧栄養化に悩む海域が現れる等環境問題が複雑

化している。 
自然海岸の減少による生態系の劣化は正常な

物質循環の維持を困難にし、結果として、富栄養

化または貧栄養化の進行を招いている。本研究で

は生物の生息場を確保し、生態系の正常化を通じ

た水質改善（富栄養化低減）のために造成された

人工干潟について、植物プランクトン体内に取り

込まれ有機物態となった窒素およびりんを無機化

することを通じて栄養塩供給場としての観点から

検討することを目的とした。 
 
２ 調査方法 

2．1  調査フィールドおよび水質調査地点 
大阪湾奥に位置し、施錠可能な出入り口を有す

るフェンスに囲まれていることにより不特定の人

の立ち入りを制限できる尼崎港人工干潟（以下、

人工干潟とする。図 1 に位置および概観を示す。）

を選定した。 
人工干潟の内外において冠水時間に応じて陸

側から海側に向かって St.1 から St.3 を選定し、

また、干潟の影響を避ける対象地点としてSt.4 と
St.5 を図 2 のとおり調査地点として設定した。 
 
2．2  水質および生物調査 

2013 年 4 月から 2014 年 1 月まで、水質調査

を実施した。分析はアンモニア性窒素(NH4-N)、
亜硝酸性窒素、（NO2-N）、硝酸性窒素(NO3-N)、 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 尼崎港人工干潟の位置および概観 
 
りん酸性りん(PO4-P)、全りん(TP)、クロロフィル

a(Chl-a)について測定し、人工干潟内外での栄養

塩類の増減を調査した。また、有機性窒素お 
よび有機性りんの無機化においては底生生物の生

息を通じた物質循環が重要な役割を果たすことか

ら、2013 年 9 月、11 月および 2014 年 1 月に

人工干潟に生息する底生生物（1mm 目のふるい

上に残留したマクロベントス）について St.1 か
らSt.3 において調査を実施した。 

St.4
○

St.5
○

St.1
○

St.2
○

St.3
○

潜堤

6m
12m

18m

 
図 2 人工干潟の概略と水質調査地点 

 
３ 結果と考察 

3 結果および考察 
 水質調査結果を図 3 に示す。人工干潟外部

(St.4;5)で高濃度であった Chl-a は人工干潟内部

（St.1;2;3）では減少し、これらの地点では無機化

された栄養塩類であるNH4-NおよびPO4-Pが人

工干潟外部と比較して高濃度となっていることが

テーマ：人工干潟を利用した沿岸環境の改善 

所 属：（公財）ひょうご環境創造協会 

兵庫県環境研究センター 

氏 名：宮崎 一 

研究概要                   

 尼崎港内に造成された人工干潟（以下、人工干

潟とする。）に生息する生物の生活活動を通じて、

植物プランクトンに取り込まれ、他の生物により

使われ難くなった窒素、りんが、海域の一次生産

を担う有用植物プランクトンに利用可能となる形

態で供給されることを水質、生物調査によって明

らかにした。 

尼崎港 

大阪湾 
尼崎港 

尼崎港人工干潟 
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種の比率を示す。有機性窒素が無機化されるにあ

たり、最も多く生成する NH4-N の比率が人工干

潟内（St.1;2;3）において高かった。これに対して

人工干潟外においては、最も酸化が進んだ形態で

あるNO3-Nの比率が高かった。 
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図5に人工干潟内外におけるTPとPO4-Pの濃

度を示す。PO4-P の濃度およびTP に対する比率

は人工干潟内において高く、人工干潟外において

は減少した。 
人工干潟内でNH4-NおよびPO4-P濃度が高く、

人工干潟外においてNH4-NおよびPO4-Pの濃度

が減少することを示すこれらの結果は人工干潟内

で有機性の窒素およびりんが無機化されているこ

とを支持する。 
生物調査結果から人工干潟内に多数のイガイ

類（ホトトギスガイ、コウロエンカワヒバリガイ

等）、フジツボ類等の生息が認められた（図 6）。
これらの生物は植物プランクトンを捕食後、植物

プランクトン細胞を構成する有機性窒素および有

機性りんを無機化するため、人工干潟内部におけ

るChl-a濃度の減少および無機栄養塩類の生成に

貢献していると考えられる。一方で人工干潟外部

においては底質環境の悪化により底生生物が減少

し、捕食量は少ない。この底生生物の生息状況の

差によりChl-aの減少に対して有機性窒素および

有機性りんの無機化産物である NH4-N 濃度およ

び PO4-P 濃度は人工干潟の外から内部に向かっ

て増加したと考えられた。 

 
群生するイガイ類     ホトトギスガイ     
 
 
 
 
 

 

コウロエンカワヒバリガイ    フジツボ類 
 図 6 人工干潟内に生息する生物 

 
これまで、干潟による栄養塩類供給は、陸域に

おいて豊富な栄養塩類が溶け込んだ河川水および

地下水の通過、海域への流入によるとされてきた。

本研究の結果からは、富栄養化した大阪湾奥にお

いて増殖した植物プランクトンが人工干潟内に生

息する生物により捕食・分解されることを通じた、

有機性窒素および有機性りんの無機化による栄養

塩類供給の可能性が示された。 
 これらのことから、豊かな海の再生のためには、

生物生息場としての現存する干潟の保全および環

境修復による再生が有効であることが示された。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 背景 

近年、本県の沿岸域では大阪湾奥のように過剰

な窒素、りんが引き起こす富栄養化による悪影響

が継続する海域と、播磨灘におけるノリの色落ち

のように、生物生産に必要な窒素、りんが不足す

る貧栄養化に悩む海域が現れる等環境問題が複雑

化している。 
自然海岸の減少による生態系の劣化は正常な

物質循環の維持を困難にし、結果として、富栄養

化または貧栄養化の進行を招いている。本研究で

は生物の生息場を確保し、生態系の正常化を通じ

た水質改善（富栄養化低減）のために造成された

人工干潟について、植物プランクトン体内に取り

込まれ有機物態となった窒素およびりんを無機化

することを通じて栄養塩供給場としての観点から

検討することを目的とした。 
 
２ 調査方法 

2．1  調査フィールドおよび水質調査地点 
大阪湾奥に位置し、施錠可能な出入り口を有す

るフェンスに囲まれていることにより不特定の人

の立ち入りを制限できる尼崎港人工干潟（以下、

人工干潟とする。図 1 に位置および概観を示す。）

を選定した。 
人工干潟の内外において冠水時間に応じて陸

側から海側に向かって St.1 から St.3 を選定し、

また、干潟の影響を避ける対象地点としてSt.4 と
St.5 を図 2 のとおり調査地点として設定した。 
 
2．2  水質および生物調査 

2013 年 4 月から 2014 年 1 月まで、水質調査

を実施した。分析はアンモニア性窒素(NH4-N)、
亜硝酸性窒素、（NO2-N）、硝酸性窒素(NO3-N)、 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 尼崎港人工干潟の位置および概観 
 
りん酸性りん(PO4-P)、全りん(TP)、クロロフィル

a(Chl-a)について測定し、人工干潟内外での栄養

塩類の増減を調査した。また、有機性窒素お 
よび有機性りんの無機化においては底生生物の生

息を通じた物質循環が重要な役割を果たすことか

ら、2013 年 9 月、11 月および 2014 年 1 月に

人工干潟に生息する底生生物（1mm 目のふるい

上に残留したマクロベントス）について St.1 か
らSt.3 において調査を実施した。 
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St.2
○

St.3
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図 2 人工干潟の概略と水質調査地点 

 
３ 結果と考察 

3 結果および考察 
 水質調査結果を図 3 に示す。人工干潟外部

(St.4;5)で高濃度であった Chl-a は人工干潟内部

（St.1;2;3）では減少し、これらの地点では無機化

された栄養塩類であるNH4-NおよびPO4-Pが人

工干潟外部と比較して高濃度となっていることが

テーマ：人工干潟を利用した沿岸環境の改善 

所 属：（公財）ひょうご環境創造協会 

兵庫県環境研究センター 

氏 名：宮崎 一 

研究概要                   

 尼崎港内に造成された人工干潟（以下、人工干

潟とする。）に生息する生物の生活活動を通じて、

植物プランクトンに取り込まれ、他の生物により

使われ難くなった窒素、りんが、海域の一次生産

を担う有用植物プランクトンに利用可能となる形

態で供給されることを水質、生物調査によって明

らかにした。 

尼崎港 

大阪湾 
尼崎港 

尼崎港人工干潟 
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４ 農林水産技術総合センターでの技術開発 

１)気温上昇に対応する技術開発 
 酒米｢山田錦｣では米の実る期間（登熟期間）

の初中期の高温により、乳白米や背白米と呼

ばれる異常が多発し、品質を損ねることを明

らかにした。そこで十分気温が下がってから

登熟期を迎える事ができる「山田錦最適作期

決定システム」を開発した。 
 高設イチゴ栽培では培地に通風することで

気化熱を奪い、培地を冷却する「培地気化冷

却技術」を開発し、初期の生育・収量が向上

することを明らかにした。トマト栽培では気

化熱を利用した簡易冷房「パッドアンドファ

ン」により高温期の生産性が向上する事を実

証している。 
 一方、イチジクでは凍害が増えている。一

見矛盾するようであるが、冬の最高気温が上

がることで寒暖差が激しくなり、被害が助長

されることから、温暖化が要因の一つと考え

ている。イチジクは地面と水平に、高さ 40

～60cmの高さに幹を這わせ、そこから枝を伸

ばす栽培方法が一般的であるが、この高さを

120 や 180cm にすることで、最低温度が 1～

2℃高くなり、凍害を抑制する技術を開発し

た。  
 また土壌には大気中の3倍ともいわれる炭

素が含まれている。森林のように農地を炭酸

ガスの吸収源として評価するため、県下の農

地に含まれる炭素量を調査し、県下の農地の

炭素蓄積量を427万トンと見積もった。 
２)降雨の極端化に対応する技術開発 
 今後の気候変動では無降雨、短時間強雨が

増加することが予測されている。この分野の

取り組みとして、灌漑の合理化・自動化や冠

水による影響評価を行っている。特産作物「丹

波黒大豆」は開花期～鞘伸長期に干ばつ害を 

受けやすい。そこで、土壌の乾燥程度を計る

事のできる簡易な土壌水分計を用いて、水や

りのタイミングを計る技術を開発した。 
 山の芋は湿潤な環境を好む作物で、土壌が

乾燥すると品質が低下する。そこで日射に応

じて自動的に灌水する「日射制御型拍動自動

灌水装置」を用いて、品質、収益性の向上を

実証している。 
 レタスやキャベツを対象に短時間強雨によ

る冠水を想定して、冠水程度と被害の関係を

明らかにした。 
 
５ 今後の研究開発の展望 

 気温の上昇への対応が継続的に必要で、これ

に加え、無降雨、短時間強雨、強風等へ対応で

きる研究の強化が必要と考えている。年間の総

降水量は将来やや減少する程度の予測である

が、雨の降り方の変化は大きく、短時間強雨と

無降雨日が増加すると予測されている。短時間

強雨によって引き起こされる、ほ場の冠水につ

いて、防止技術、収量・品質への影響の把握、

さらに被害が軽減できる治療技術の開発が必

要になる。 
 県全域で秋に無降水日数が増加すると予測

されている。根本的な灌漑システムの整備、効

率的・合理的な灌水手法の開発、病害虫の発生

状況の変化への対応、乾燥によって引き起こさ

れる作物の生理障害への対応などが必要と考

えられた。 
 また、台風の日本への接近回数は変わらない

が、強い勢力のまま日本周辺に到来すると予測

され、強風に対する対策もより必要となる。 
 
＜参考文献＞ 
「気候変動情報データベース」京都大学  
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図３ 農業共済金額の推移と気象の特徴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 世界規模での気候変動 

 ICPP第五次評価報告書によると「(世界の)

気候システムの温暖化には疑う余地がなく、ま

た1950年代以降、観測された変化の多くは数

十年から数千年間にわたり前例のないもので

ある。」としており、既に、地球規模で気温や

海水温の上昇が観測されている。また、その要

因のほとんどを人類の活動によるものと見積

もっている。今後の気候変動の予測には種々の

シナリオがあるが、本稿では人間活動を維持し

つつ、ある程度対策を取り入れた場合（RCP6.0、

AR4A1Bシナリオ等）を想定している。 

 
２ 兵庫県、近畿地方、日本での気候変動 

 近畿地方では、過去100年で、平均気温が約

1.7℃上昇し、現在16.3℃程度である。100年後

には現在の種子島(19.6℃)の平均気温に相当す

る 19.5℃程度まで上昇すると予想されている

(気象庁)。気温上昇ペースは、京都大学の気候

変動情報データベースによると 2045～65 年に

兵庫県南部付近の年間平均気温は 19℃に上昇

し、2080～99年には20℃に達すると予測される。

温度の高い夏季(7～9 月)の平均気温で見ると、

現在(24.6～26.9℃)に比べ、2045～65年に26.7

～29.1℃に、2080～2099年には28.3～30.2℃に

達すると予測されている(図１)。このような温

度上昇に対応することが将来必要になる。 

 
  
  

 このような温度上昇により水稲では、1981～

2000年を基準として、全国の平均収量はやや増

加するものの、品質低下等のリスクが高まると

予測される(図２)。また全国の平均収量は上が

るが、温暖地では減収となるとの予測もある。

一方、冬季作では気温の上昇により生産性が向

上する場合も想定されるため、これら品目を見

極め、新たに導入することも重要と考える。 

  

 
 

３ 気温と農業被害 

 気象上の原因、火災、病虫害及び鳥獣害等の

被害があった場合に支払われる「農業共済」の

共済金額の推移と近年の平均気温を比較した

(図 3)。水稲の共済金額は冷夏の年に多くなっ

た。他の共済金額の多い年の気温は、平成5、8

年は平年と比較して0.5～1.0℃低温の年、平成

11、16、22 年は 0.5～0.8℃高温の年となり、

平年比 0.5℃以上平均気温が上下した年には農

業被害が増え、共済金額が高くなる傾向を認め

た。100 年後には約 3℃の気温上昇が見込まれ

ており、この気温上昇が農業に深刻な影響をも

たらす可能性がある。 
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研究概要                   

 ICPP（気候変動に関する政府間パネル）等、国

内外の学術機関による地球規模の気候予測から、

近年～将来にかけて、大規模な気候変動が起きて

いることは明らかである。兵庫県の近年の気候観

測値や将来の気候予測を示し、これらに対応した

農業技術開発の取り組みを紹介する。併せて地域

規模での気候変動の予測から、今後本県で必要と

予想される農業の研究開発の方向性について述べ

る。 
 

図１ 兵庫県南部付近の近未来温度予測 
   京都大学気候変動情報データベース 

図２ 水稲収量、品質低下リスクの変化(国環研)
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４ 農林水産技術総合センターでの技術開発 

１)気温上昇に対応する技術開発 
 酒米｢山田錦｣では米の実る期間（登熟期間）

の初中期の高温により、乳白米や背白米と呼

ばれる異常が多発し、品質を損ねることを明

らかにした。そこで十分気温が下がってから

登熟期を迎える事ができる「山田錦最適作期

決定システム」を開発した。 
 高設イチゴ栽培では培地に通風することで

気化熱を奪い、培地を冷却する「培地気化冷

却技術」を開発し、初期の生育・収量が向上

することを明らかにした。トマト栽培では気

化熱を利用した簡易冷房「パッドアンドファ

ン」により高温期の生産性が向上する事を実

証している。 
 一方、イチジクでは凍害が増えている。一

見矛盾するようであるが、冬の最高気温が上

がることで寒暖差が激しくなり、被害が助長

されることから、温暖化が要因の一つと考え

ている。イチジクは地面と水平に、高さ 40

～60cmの高さに幹を這わせ、そこから枝を伸

ばす栽培方法が一般的であるが、この高さを

120 や 180cm にすることで、最低温度が 1～

2℃高くなり、凍害を抑制する技術を開発し

た。  
 また土壌には大気中の3倍ともいわれる炭

素が含まれている。森林のように農地を炭酸

ガスの吸収源として評価するため、県下の農

地に含まれる炭素量を調査し、県下の農地の

炭素蓄積量を427万トンと見積もった。 
２)降雨の極端化に対応する技術開発 
 今後の気候変動では無降雨、短時間強雨が

増加することが予測されている。この分野の

取り組みとして、灌漑の合理化・自動化や冠

水による影響評価を行っている。特産作物「丹

波黒大豆」は開花期～鞘伸長期に干ばつ害を 

受けやすい。そこで、土壌の乾燥程度を計る

事のできる簡易な土壌水分計を用いて、水や

りのタイミングを計る技術を開発した。 
 山の芋は湿潤な環境を好む作物で、土壌が

乾燥すると品質が低下する。そこで日射に応

じて自動的に灌水する「日射制御型拍動自動

灌水装置」を用いて、品質、収益性の向上を

実証している。 
 レタスやキャベツを対象に短時間強雨によ

る冠水を想定して、冠水程度と被害の関係を

明らかにした。 
 
５ 今後の研究開発の展望 

 気温の上昇への対応が継続的に必要で、これ

に加え、無降雨、短時間強雨、強風等へ対応で

きる研究の強化が必要と考えている。年間の総

降水量は将来やや減少する程度の予測である

が、雨の降り方の変化は大きく、短時間強雨と

無降雨日が増加すると予測されている。短時間

強雨によって引き起こされる、ほ場の冠水につ

いて、防止技術、収量・品質への影響の把握、

さらに被害が軽減できる治療技術の開発が必

要になる。 
 県全域で秋に無降水日数が増加すると予測

されている。根本的な灌漑システムの整備、効

率的・合理的な灌水手法の開発、病害虫の発生

状況の変化への対応、乾燥によって引き起こさ

れる作物の生理障害への対応などが必要と考

えられた。 
 また、台風の日本への接近回数は変わらない

が、強い勢力のまま日本周辺に到来すると予測

され、強風に対する対策もより必要となる。 
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１ 世界規模での気候変動 

 ICPP第五次評価報告書によると「(世界の)

気候システムの温暖化には疑う余地がなく、ま

た1950年代以降、観測された変化の多くは数

十年から数千年間にわたり前例のないもので

ある。」としており、既に、地球規模で気温や

海水温の上昇が観測されている。また、その要

因のほとんどを人類の活動によるものと見積

もっている。今後の気候変動の予測には種々の

シナリオがあるが、本稿では人間活動を維持し

つつ、ある程度対策を取り入れた場合（RCP6.0、

AR4A1Bシナリオ等）を想定している。 

 
２ 兵庫県、近畿地方、日本での気候変動 

 近畿地方では、過去100年で、平均気温が約

1.7℃上昇し、現在16.3℃程度である。100年後

には現在の種子島(19.6℃)の平均気温に相当す

る 19.5℃程度まで上昇すると予想されている

(気象庁)。気温上昇ペースは、京都大学の気候

変動情報データベースによると 2045～65 年に

兵庫県南部付近の年間平均気温は 19℃に上昇

し、2080～99年には20℃に達すると予測される。

温度の高い夏季(7～9 月)の平均気温で見ると、

現在(24.6～26.9℃)に比べ、2045～65年に26.7

～29.1℃に、2080～2099年には28.3～30.2℃に

達すると予測されている(図１)。このような温

度上昇に対応することが将来必要になる。 

 
  
  

 このような温度上昇により水稲では、1981～

2000年を基準として、全国の平均収量はやや増

加するものの、品質低下等のリスクが高まると

予測される(図２)。また全国の平均収量は上が

るが、温暖地では減収となるとの予測もある。

一方、冬季作では気温の上昇により生産性が向

上する場合も想定されるため、これら品目を見

極め、新たに導入することも重要と考える。 

  

 
 

３ 気温と農業被害 

 気象上の原因、火災、病虫害及び鳥獣害等の

被害があった場合に支払われる「農業共済」の

共済金額の推移と近年の平均気温を比較した

(図 3)。水稲の共済金額は冷夏の年に多くなっ

た。他の共済金額の多い年の気温は、平成5、8

年は平年と比較して0.5～1.0℃低温の年、平成

11、16、22 年は 0.5～0.8℃高温の年となり、

平年比 0.5℃以上平均気温が上下した年には農

業被害が増え、共済金額が高くなる傾向を認め

た。100 年後には約 3℃の気温上昇が見込まれ

ており、この気温上昇が農業に深刻な影響をも

たらす可能性がある。 
 

 

テーマ：近年の気候変動とそれに対応する農業技

 術の開発 

所 属：県立農林水産技術総合センター 

 

氏 名：牧浩之 

研究概要                   

 ICPP（気候変動に関する政府間パネル）等、国

内外の学術機関による地球規模の気候予測から、

近年～将来にかけて、大規模な気候変動が起きて

いることは明らかである。兵庫県の近年の気候観

測値や将来の気候予測を示し、これらに対応した

農業技術開発の取り組みを紹介する。併せて地域

規模での気候変動の予測から、今後本県で必要と

予想される農業の研究開発の方向性について述べ

る。 
 

図１ 兵庫県南部付近の近未来温度予測 
   京都大学気候変動情報データベース 

図２ 水稲収量、品質低下リスクの変化(国環研)
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 (3)高齢者における通院の頻度と歩数 

51 歳以上の回答者のうち、通院の頻度の少な

い人は58.3％が一日に5,001歩以上歩いているの

に対し、頻度の多い人では41.2％に止まった。 
 
回答

数・

属性 

 男性 女性 合計 

50歳以下 41 36 77

51～64歳 6 13 19

65～74歳 18 21 39

75歳以上 6 6 12

合計 71 76 147

 

４ 実地調査 

(1)静岡県：ふじ33プログラム 

46～60 歳の働き盛り世代をターゲットにした

もので、「運動」「食生活」「社会参加」の３分野

の行動メニューを３人一組で、３ヶ月間実施する

ことで望ましい生活習慣の獲得を目指すもので

ある。平成11年から高齢者約２万人を対象とし

た調査を実施し、その後３年ごとに、３回にわた

って追跡調査を実施した結果、社会参加をしてい

る高齢者に長生きの傾向があることが分かった

ため、社会参加（地域活動）がメニューに取り入

れられている。 

(2)愛知県：健康づくりリーダー 

県民から健康づくりに理解と関心のある者を

広く募り、健康づくりに関するボランティア指導

者を要請する制度。その自主的な活動を通じて各

地域おいて健康を支え、守るために活躍している。 

(3)熊本市：ボランティア等との協働 

栄養及び歯科の取組を推進するサポーターを

養成しているほか、有志の医師がボランティアと

して各種普及イベントに参加している。PTAや地

域で行っているネットワークと連携し健康・保健

指導を行うほか、大学生もメンバーに加え、市民

の啓発用がん検診パンフレットを作成している。 

 
５ 課題の分析 

(1)健康寿命の要因には歩数、お茶等がある 

健康寿命と強い正の相関が見られ、日常的に軽

い運動や体重管理が有効であると考えられ、健康

寿命延伸により医療費及び介護給付費を削減で

きる可能性があると推察される。 
(2)健康意識が低い 

  国民健康・栄養調査、アンケート調査いずれも

「健康寿命」という言葉の認知度は低く、体重と

血圧については若い世代では測らない人の割合

が高い。 

(3)健康寿命の延伸を担う各組織の連携が取れていない 

勤労世代の活動参加へ向けて、協会けんぽや各

種協議会等と連携、PTA等への働きかけやボラン

ティアの養成などが必要。 

 
６ 政策提言 

(1)知ろう！～健康意識を高める取組～ 

① 一次予防の取組 
従来の取組の中心であった二次予防にとど

まることなく、一次予防に一層の重点を置いた

取組を推進する。 
② 若い世代向けの広報 

健康寿命をのばすためには、若い時からの

取組が重要であることから、健康に対する意識

の低い若い世代をターゲットに、ゆるキャラ®

やインターネットを活用した広報を行う。 
③ 学生健康リーダーの育成 

若い世代の健康づくりへの活動を促進する

ため、健康に関心のある学生を対象に学生健康

リーダーを認定する。学生健康リーダーは、高

齢者を対象にウォーキング指導など地域にお

ける健康づくりの活動を行う。 
(2)歩こう！～歩くことを習慣づける取組～ 

ウォーキングは、年齢に関係なく、いつでもど

こでも実践でき、無理なく続けることが出来る運

動で、私たちの調査でも歩数と健康寿命には強い

正の相関が見られた。 
住民に対して歩数データ等の報告を求め、測る

習慣づけを行って健康に対する潜在的な意識の

向上を図るとともに、収集したデータは公開して

市町村別の見える化を行い、各種施策や民間での

取組に活用する。また、歩くことの大切さを周知

し、県民により安全に楽しく歩数を伸ばしてもら

うため、「ウォーキングブック」を作成する。 
(3)つながろう！～地域活動への参加を促す取組～ 

小学校区あるいは町内会単位で、ミニ茶畑をつ

くって、茶の栽培を行う。茶の栽培を通して、緑

茶に対する愛着を高め、緑茶を飲む習慣付けの端

緒とするとともに、住民が地域活動に参加するき

っかけとし、住民の交流の場としても活用する。 
 
＜その他の研究メンバー＞ 

田中克（青森県）、浦野基嗣（群馬県）、北詰剛

大（和歌山県）、東山輝隆（広島県） 
 
［付記］ 

本研究は、自治大学校第１部課程第123期政策

立案研究として実施したものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに 

健康寿命とは、「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」と定義されて

いる。厚生労働省は、『健康日本21』を策定し、「健

康寿命の延伸及び健康格差の縮小は、生活習慣の

改善や社会環境の整備によって我が国において実

現されるべき最終的な目標である」として平均寿

命の増加分を上回る健康寿命の増加を目標として

設定している。これに基づき全国の各都道府県、

市区町村で健康増進計画を策定し、独自に取組を

進めている。 
健康寿命と平均寿命の差が縮小しなければ、医

療費や介護給付費の増大に伴う地方財政への影響

も懸念される。また、個人としても、健康だけで

なく老後の生活の質そのものも問題として挙がっ

てくる。 
そこで、健康寿命をのばすために、地方自治体

がどのような施策を展開するべきか研究を行う。 
 
２ 現状分析 

(1)健康寿命と平均寿命の差 

我が国の平成 22 年の平均寿命は男性が 79.55

年、女性が86.30年とほぼ一貫して伸び続ける一

方、平均寿命と健康寿命の差は、男性9.13年、

女性12.68年となっている。 
 

(2)都道府県の格差 

都道府県別で平成22年の健康寿命が最も長い

のは、男性が愛知県で71.74年、女性が静岡県で

75.32年である。一方、最も短いのは、男性が青

森県で68.95年、女性が滋賀県で72.37年となり、

男性で2.79年、女性で2.95年の都道府県格差が

ある。 

(3)健康寿命と関係を有する要因の分析 

特に健康寿命が長い、短いと見なされ、かつ男

女差が少ない都道府県を５ずつ抽出し、健康寿命

と健康指標を示すデータとの関連を調べた。 

歩数、BMI、お茶の消費量からは強い正の相関

が見られ、医療費及び介護給付費からも強い相関

が見られた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ アンケート調査 

(1)「健康寿命」の認知度 

  言葉は知っていたが意味は知らなかった人と

言葉も意味も知らなかった人が合わせて 56.5％

を占めた。 

(2)体重と血圧の測定頻度 

   体重について、測らないか、測っても月に数回

程度である人の割合が 55.8％と、過半数を占め

た。血圧については、測らない人が 51.7％と過

半数を占め、測っても月に数回程度である人を合

わせると、79.6％に上った。 

テーマ：健康寿命をのばそう 

 

所 属：県企画県民部総務課 

 

氏 名：田中 一弘 

研究概要 

  高齢化が急速に進展するなか、一人一人が生き

生きと過ごせるようにしていくためには、単に長

寿であるだけでなく、健康寿命の延伸による健康

長寿社会の実現が最重要課題の一つである。 
できるだけ健康な状態で過ごすことによって、

結果的に医療費・介護費用の増加を抑制すること

ができれば、個人にとっても地方自治体にとって

も望ましいことと考えられるため、健康寿命の延

伸に向けた効果的な施策について研究。 
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 (3)高齢者における通院の頻度と歩数 

51 歳以上の回答者のうち、通院の頻度の少な

い人は58.3％が一日に5,001歩以上歩いているの

に対し、頻度の多い人では41.2％に止まった。 
 
回答

数・

属性 

 男性 女性 合計 

50歳以下 41 36 77

51～64歳 6 13 19

65～74歳 18 21 39

75歳以上 6 6 12

合計 71 76 147

 

４ 実地調査 

(1)静岡県：ふじ33プログラム 

46～60 歳の働き盛り世代をターゲットにした

もので、「運動」「食生活」「社会参加」の３分野

の行動メニューを３人一組で、３ヶ月間実施する

ことで望ましい生活習慣の獲得を目指すもので

ある。平成11年から高齢者約２万人を対象とし

た調査を実施し、その後３年ごとに、３回にわた

って追跡調査を実施した結果、社会参加をしてい

る高齢者に長生きの傾向があることが分かった

ため、社会参加（地域活動）がメニューに取り入

れられている。 

(2)愛知県：健康づくりリーダー 

県民から健康づくりに理解と関心のある者を

広く募り、健康づくりに関するボランティア指導

者を要請する制度。その自主的な活動を通じて各

地域おいて健康を支え、守るために活躍している。 

(3)熊本市：ボランティア等との協働 

栄養及び歯科の取組を推進するサポーターを

養成しているほか、有志の医師がボランティアと

して各種普及イベントに参加している。PTAや地

域で行っているネットワークと連携し健康・保健

指導を行うほか、大学生もメンバーに加え、市民

の啓発用がん検診パンフレットを作成している。 

 
５ 課題の分析 

(1)健康寿命の要因には歩数、お茶等がある 

健康寿命と強い正の相関が見られ、日常的に軽

い運動や体重管理が有効であると考えられ、健康

寿命延伸により医療費及び介護給付費を削減で

きる可能性があると推察される。 
(2)健康意識が低い 

  国民健康・栄養調査、アンケート調査いずれも

「健康寿命」という言葉の認知度は低く、体重と

血圧については若い世代では測らない人の割合

が高い。 

(3)健康寿命の延伸を担う各組織の連携が取れていない 

勤労世代の活動参加へ向けて、協会けんぽや各

種協議会等と連携、PTA等への働きかけやボラン

ティアの養成などが必要。 

 
６ 政策提言 

(1)知ろう！～健康意識を高める取組～ 

① 一次予防の取組 
従来の取組の中心であった二次予防にとど

まることなく、一次予防に一層の重点を置いた

取組を推進する。 
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若い世代の健康づくりへの活動を促進する

ため、健康に関心のある学生を対象に学生健康

リーダーを認定する。学生健康リーダーは、高

齢者を対象にウォーキング指導など地域にお

ける健康づくりの活動を行う。 
(2)歩こう！～歩くことを習慣づける取組～ 

ウォーキングは、年齢に関係なく、いつでもど

こでも実践でき、無理なく続けることが出来る運

動で、私たちの調査でも歩数と健康寿命には強い

正の相関が見られた。 
住民に対して歩数データ等の報告を求め、測る

習慣づけを行って健康に対する潜在的な意識の

向上を図るとともに、収集したデータは公開して

市町村別の見える化を行い、各種施策や民間での

取組に活用する。また、歩くことの大切さを周知

し、県民により安全に楽しく歩数を伸ばしてもら

うため、「ウォーキングブック」を作成する。 
(3)つながろう！～地域活動への参加を促す取組～ 

小学校区あるいは町内会単位で、ミニ茶畑をつ

くって、茶の栽培を行う。茶の栽培を通して、緑

茶に対する愛着を高め、緑茶を飲む習慣付けの端

緒とするとともに、住民が地域活動に参加するき

っかけとし、住民の交流の場としても活用する。 
 
＜その他の研究メンバー＞ 

田中克（青森県）、浦野基嗣（群馬県）、北詰剛
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本研究は、自治大学校第１部課程第123期政策

立案研究として実施したものです。 
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健康寿命とは、「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」と定義されて

いる。厚生労働省は、『健康日本21』を策定し、「健

康寿命の延伸及び健康格差の縮小は、生活習慣の

改善や社会環境の整備によって我が国において実

現されるべき最終的な目標である」として平均寿

命の増加分を上回る健康寿命の増加を目標として

設定している。これに基づき全国の各都道府県、

市区町村で健康増進計画を策定し、独自に取組を

進めている。 
健康寿命と平均寿命の差が縮小しなければ、医

療費や介護給付費の増大に伴う地方財政への影響

も懸念される。また、個人としても、健康だけで

なく老後の生活の質そのものも問題として挙がっ

てくる。 
そこで、健康寿命をのばすために、地方自治体

がどのような施策を展開するべきか研究を行う。 
 
２ 現状分析 

(1)健康寿命と平均寿命の差 

我が国の平成 22 年の平均寿命は男性が 79.55

年、女性が86.30年とほぼ一貫して伸び続ける一

方、平均寿命と健康寿命の差は、男性9.13年、

女性12.68年となっている。 
 

(2)都道府県の格差 

都道府県別で平成22年の健康寿命が最も長い

のは、男性が愛知県で71.74年、女性が静岡県で

75.32年である。一方、最も短いのは、男性が青

森県で68.95年、女性が滋賀県で72.37年となり、

男性で2.79年、女性で2.95年の都道府県格差が

ある。 

(3)健康寿命と関係を有する要因の分析 

特に健康寿命が長い、短いと見なされ、かつ男

女差が少ない都道府県を５ずつ抽出し、健康寿命

と健康指標を示すデータとの関連を調べた。 

歩数、BMI、お茶の消費量からは強い正の相関

が見られ、医療費及び介護給付費からも強い相関

が見られた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ アンケート調査 

(1)「健康寿命」の認知度 

  言葉は知っていたが意味は知らなかった人と

言葉も意味も知らなかった人が合わせて 56.5％

を占めた。 

(2)体重と血圧の測定頻度 

   体重について、測らないか、測っても月に数回

程度である人の割合が 55.8％と、過半数を占め

た。血圧については、測らない人が 51.7％と過

半数を占め、測っても月に数回程度である人を合

わせると、79.6％に上った。 

テーマ：健康寿命をのばそう 

 

所 属：県企画県民部総務課 

 

氏 名：田中 一弘 

研究概要 

  高齢化が急速に進展するなか、一人一人が生き

生きと過ごせるようにしていくためには、単に長

寿であるだけでなく、健康寿命の延伸による健康

長寿社会の実現が最重要課題の一つである。 
できるだけ健康な状態で過ごすことによって、

結果的に医療費・介護費用の増加を抑制すること

ができれば、個人にとっても地方自治体にとって

も望ましいことと考えられるため、健康寿命の延

伸に向けた効果的な施策について研究。 
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