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テーマ：神戸、世界をリードする国際都市へ 

    神戸の国際都市としての再生、発展に

向けての提言 
所 属：神戸市シルバーカレッジ国際交流・協

力コース２０期生 
    グループ名 フロンティア神戸 

氏 名：長浜 速雄 

 

研究概要 

 神戸市は震災後、市民と行政一体となってま

ちの復興へ立ち上がり再生しつつあるが国際

都市としてのかつての輝きを取り戻すには至

っていない。神戸を国際都市として魅力に溢

れ、若い人達にとり夢のあるまちに発展させて

いくための施策について検討し提言する。 

 
１．はじめに 

 神戸市は、2012 年より人口減少、特に将来

を担う若者人口が急激に減少するという局面

に突入しており、若者が神戸に定着し安心して

生活を営めるための雇用の場を確保していく

ことが神戸の活性化につながる最優先課題と

考える。そのためには神戸の持つ強みである、

「先端技術」「美しい自然と食」「ものづくり力」

という強みを活かせ、且つ、今後市場規模の拡

大が期待でき、相乗効果の大きい「医療産業」

「観光産業」「次世代ものづくり」をこれから

の神戸を支える３本柱と考え以下の施策を検

討した。 
 
２． 医療産業都市 －未来都市への進化－  

世界の医療産業は、世界人口の増加、先進 

国における高齢化に伴い今後大きく伸び、2020

年には医療機器 40兆円、医薬品 100兆円、ト

ータル 140兆円の巨大産業となると予測され

ている。これはＩＴ産業の 120兆円を大きく上

回るものである。 

 2014 年国家戦略特区に指定を受けた神戸市 

としては、このマーケットをターゲットにして、

神戸医療産業都市をアジア No.1のクラスター

へと成長させることで経済・雇用の拡大を成し

遂げる。また若者にとって魅力あふれる国際性

豊かな神戸の活力を取り戻すため、アジアで、

さらに世界で医療の分野で貢献していけるよ

う次の項目を提言する。  

① 国際先端医療大学院大学の設立 

最先端の医療技術を安全かつ迅速に実用化

し、いち早く市民に提供するためには、高度専

門医療機関と有能なスタッフの存在が不可欠

であり、さらに再生医療等高度医療にかかわる

知識を習得し、国際貢献のできる人材の育成が

必要である。 

➁ 医療ツーリズムの推進 

 神戸市は医師会などからの批判が強いため、 

当面「海外で救えない命を救う人道上の受け入

れに限る」との方針のようである。しかし私達

は神戸市が国際貢献と神戸経済の活性化のた

め、大学・民間有識者、市民代表を交えて医師

会との話合いを主導し、理解を得て積極的に医

療ツーリズムに取組むべきと考える。 

➂ 国際学会招致プロジェクトチーム設立 

 MICE(Meeting, Incentive travel, 

Conven-tion, Event/Exhibition) 推進は経済

効果、都市競争力向上に大きな期待ができる。

そして MICE の中核となるのが国際会議開催で

あり、そのための「国際学会招致プロジェクト

チーム」を設立し、神戸市の強みを活かした活

動を推進することを提言する。 

 

３．神戸を国際観光都市へ 
 神戸は、国際観光都市として飛躍できる可能

性を有している。飛躍に向け以下の提言をする。  

① インバウンド観光戦略の策定 
神戸は、古い歴史を有する神社仏閣等小さな

宝がたくさん埋もれている。この埋もれた宝を

掘り起こし、インフラを含め再整備していくこ

と、更に近隣の地域と連携し観光客の誘致活動 
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を進めることや、トップセールス活動を展開す

ることが大切である。 
Wi-Fi の設置場所の拡充、ガイドの育成、多

言語自動翻訳機の早期導入、ホテルの誘致、他

都市と比べてあまりにも早すぎる店舗の閉店

時間の延長など検討すべき事項は多い。 
② 観光スポットの整備 

 ・ウオーターフロントへの三宮からのアクセ

スを改善し、大型のテーマパークの建設や各種

ホテル、レストラン、オープンカフェ等を誘致

する。 
 ・「六甲・摩耶山」をスポーツやハイキング

のメッカにし、夜景も楽しめ、夏も冬も楽しめ

るオールラウンド型の観光地とする。 
③ 大型クルーズ船誘致拡大と港の整備 

 クルーズ客船の大型化に対応し、港の整備、

新客船ターミナルビルの建設を図るべきであ

る。そのため、岸壁の延長、大型駐車場整備、

CIQ(税関、出入国管理、検疫)体制の充実と強

化、レストラン、大型免税店などの充実を図る。 
④ 神戸空港活用 

 神戸空港は、三宮からポートライナーで 18

分とアクセスに優れた海上空港であり、空港と

しての立地条件は良好である。しかし、旅客数

は伸び悩んでいる。早期に規制緩和をし、発着

枠の拡大や運用時間の延長をするとともに、神

戸空港を国際線発着空港にするべきである。 
 また、更に利便性を良くするため、新幹線・ 
新神戸－都心・三宮－ポートアイランド－神戸 
空港を地下鉄で結ぶ。 
 
４．次世代ものづくり 

 150 万人神戸市民の生活基盤を支える上で、

雇用規模の大きい“ものづくり”は不可欠であ

る。神戸の重厚長大産業は、世界最先端レベル

の製造技術を有しており、長年に亘り日本経済

を主導してきた。また、神戸の中小企業は、こ

れら日本を代表する企業との取引を通じて、高

度で精巧なものづくりの技術を磨き、「伝統の

技」と「最新の技術」を併せ持った独自の特長

と強みを有している。神戸市は、これら大企業

から中小企業に至る神戸の企業のものづくり

力を活用できる「水素ステーション」及び「航

空・宇宙」の次世代産業分野を、戦略産業とし

注力している。この２分野における神戸産業の

発展を期待し以下の提言をする。 
（１）水素社会に向けてのものづくり 

 日本は「水素社会」の先駆者的な位置にある。

水素社会を築き上げるためには、従来にない極

めて高度なエンジニアリング技術と製造技術

が必要である。これら高度な技術を有する企業

の多くは神戸に立地しており神戸市は世界初

の水素社会の実現へのフロンティアとなる可

能性を秘めている。 
① 水素ステーションと燃料電池車の普及促進 

② 水素の地産地消、大学との連携による用途

開発 

（２）航空機・宇宙産業分野の中小企業の育成 

世界の民間航空機市場は、今後 20年間で 500

～600 兆円の巨大規模になると予測されてお

り、順調に進めれば神戸市の主幹産業になる。

航空機はその部品点数が３百万点にも達し、神

戸の中小企業にも事業機会は十分にある。 

① 航空機製造や品質の専門技術者の育成機関

設置 

② 次世代産業のメッカを目指す 
航空機産業の専門技術者育成機関はポート

アイランドにその本拠を置く。これにより、こ

こは医療産業・水素産業・航空宇宙産業等の次

世代産業の世界的な「知」の拠点となり、相乗

効果も期待でき、これら産業への進出を促し助

成も拡大すべきと考える。 
＜その他の研究メンバー＞ 
石田東策、石田里美、榎村實枝、大山隆三、 
仁木淑子、平井優、藤嶋輝美、前川宏睦、 
山嵜修一郎        
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１ オールド化したニュータウンへの対応 

日本では 20 世紀初頭から関西や関東の都市近

郊で田園都市の設置が始まったが、戦後の高度経

済成長期に大都市圏への人口集中に対する対応策

として、大都市近郊の自然が残る丘陵地等におい

て大規模住宅団地の整備が進められた。こうした

ニュータウンでは、短期間に集中して住宅が建設

され、世代の近い年齢層が一斉に入居した。この

ため当初の入居時期から、40年～50年経過した現

在では、当初入居した居住者層の高齢化、子供世

代の独立に伴う人口減少、また住宅及び関連施設

の老朽化・陳腐化など、いわゆるオールドタウン

化の現象が顕在化してきている。兵庫県の明舞団

地でも、1960年代中ごろから入居が始まり、1970

年代初頭まで、多くの人々が転居してきた。ニュ

ータウン地域の人口は 1975年がピークで、世帯数

自体はほぼ横ばいで推移しているものの、世帯あ

たりの人員が減少すると共に、高齢化が県内の他

地域に比べ進んでいる。 

ニュータウンのオールド化に伴い生じてきた

課題に対し、多様な世代が安心して暮らせる街づ

くり、住宅ストックのリニューアルなど再生に向

けた対策にも取り組まれている。こうしたオール

ドニュータウンの再生・再編に向けた取組みにお

いては、高齢者に対する福祉面の拡充といった地

域住民の暮らしの側面や、住宅・関連施設の建替

え・改善など建築の側面が主体となっている。ニ

ュータウンの再活性化に向けては、地域における

暮らしやストック面の改善が欠かせないが、ニュ

ータウンに人々が集まってきた大きな背景である、

住民の雇用に関しても重要な視点と考える。そこ

で本稿では、ニュータウンの雇用に関する効果を

再確認、見直しをするなかで、ニュータウンの再

生のあり方を検討していきたい。その際、兵庫県

の明舞団地を事例として、明舞団地で行ったアン

ケート調査やヒアリング調査を基に考察を進める

こととする。 

 

２ 明舞団地の雇用継続の安定性への寄与 

 兵庫県立大学政策科学研究所が主体となり、明

舞団地の住民向けに行ったアンケート調査（2015

年）の結果をみると、明舞団地に転入してきた理

由としては、「持家が欲しかったため」が最も多く、

「結婚・独立のため」が続いている。齢層別にみ

ると、70歳代以上では「持家が欲しかったため」

が多く、30-40 歳代では「結婚・独立のため」が

多くなっている。また、明舞団地に居住している

方へのヒアリングのなかでは、明舞団地に転居し

た理由について、生活の安定と共に、仕事も安定

させたいという要因が多く聞かれた。雇用継続へ

の思いが生活面の充実、満足にもつながる。労働

には、収入を得るだけでなく、社会への参加を通

じ、生き甲斐や満足をもたらす効果もある。明舞

団地への転居後は転職しないで同じ仕事に従事し

た方、持家を購入することで生活基盤がより強固

になり仕事への取組みに安定感をもたらす効果を

得た方など、明舞団地の存在が、雇用継続の安定

性にも寄与してきたことが聞き取れた。こうした

雇用面の効果を再認識することも明舞団地の再生

のあり方のひとつの視点になると考える。 

明舞団地における雇用継続の安定性への寄与

は、整備当初に入居してきた方々において特に強

くみられる。ただ、明舞団地の住民は、整備当初

に入居してきた方々のみで構成され、高齢化が進

んでいる訳ではなく、年々転出・転入があり、阪

神・淡路大震災の際に入居された方や、近年の住

宅・関連施設の再生・改善に伴って入居された方

など、転居されてきた背景も多様である。様々な

年代の方が暮らす明舞団地のなかで、年齢が高い

層のなかには、定年・退職に伴う労働の機会減少

を余儀なくされる場合も多い。労働には、収入を

得るだけでなく、社会への参加を通じ、生き甲斐

や満足をもたらす効果もあるため、定年・退職に

伴う労働の機会減少が、生活の満足度低下につな

がっている面もある。こうした傾向は、アンケー

ト調査をみると、50-60 歳代の層で強めである。

50-60歳代の層では、定年・退職を機会に明舞団 
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地に転入した方が多くみられ、生活面の安定だ

けでは、暮らしの満足度は改善が難しいことの反

映とも言えよう。 

定年・退職し「非労働者」の状態になった方に

おいても、再度、雇用機会を確保するには、居住

者自身が、都心部など明舞団地の域外で新たな活

動場所を見つけることが必要となる。ただ定年・

退職した方が、新たな雇用機会を見つけることは、

より困難を伴う場合も多いことから、情報提供を

始め相談や支援を強化することがあげられる。 

 他方、明舞団地内では、子育て世代からの生活

面の需要、70歳代以上の世代の生活や福祉に関す

る需要など、様々な要望が多数存在する。こうし

た域内の社会的な需要は、自治会など地縁関連の

活動の他、ＮＰＯ・ボランティア団体など特定の

目的を目指す活動、コミュニティビジネスといっ

た事業性を有した活動の誘因にもなる。このため

一度定年・退職された方が、再度、社会参加を目

指す活動として、域内の社会的な活動は、大きな

受け皿となる。定年・退職を契機に、「非労働力」

状態になった方が、社会的な活動の機会を求める

場合は、域外の活動もあろうが、明舞団地内でも

多様な機会や需要が存在することから、域内での

社会参加が可能となる。地域内における社会的な

活動への参加機会を拡充させていくことが、参加

者に生活の張りや満足をもたらし、明舞団地の活

力の維持向上につながる。 

 

３ 「地域中間労働市場」の整備 

 明舞団地における生活の満足度を維持向上して

いく方策の一つとして、社会的な活動の機会を拡

充することがあげられるが、こうした地域社会の

課題解決を目指した活動に関して、加藤(2015)は、

社会的企業やＮＰＯ（非営利活動組織）、コミュニ

ティビジネスといった新たな社会調整の仕組みを

骨格とする「地域中間労働市場」を示している。

通常の労働市場に対して、もうひとつの

（alternative）「働き方」を組み込んだ社会的経

済領域における労働市場であり、「地域中間労働市

場」への参加は、もうひとつの経路を通じて社会

との交流やつながりを確保する手がかりともなる。 

明舞団地においても、長期的な視野に立ち「地

域中間労働市場」を整備していくことが重要とな

る。「地域中間労働市場」を機能させる地域のプラ

ットホームの形成として、自治会など地縁団体に

よる活動がベースとなる。地縁団体による活動で

は、団地整備の当初に入居してきた方など長年暮

らしている層が主体となり活動していて、住民の

方向けのアンケート結果をみると、地域からの信

頼が寄せられている。ただ活動を牽引してきた層

のなかには高齢となり参加が十分できなくなって

きた方も多くなり、活力の維持への懸念もあり、

その対応が欠かせない。他方、特定の活動目的を

有するＮＰＯ・ボランティア団体等に関しては、

住民の方向けのアンケート結果をみると、自治会

など地縁団体ほど信頼度が高くない。ＮＰＯ・ボ

ランティア団体等が、地域の生活や福祉に関する

需要を十分受けきれるような工夫をしていくこと

も重要になる。 

こうした「地域中間労働市場」が抱える課題を

改善していく際、特に、50-60 歳代を「地域中間

労働市場」に誘導することが重要と考える。アン

ケート結果をみると、50-60 歳代の方々は、定年

や退職に伴い転入してきた方も多いが、明舞団地

内の地域活動への認識が低調にとどまっている。

社会活動への参加が低調なことが、生活の満足度

が他の年齢層より低いことに反映している面もあ

ろう。現状社会活動への参加が低調な 50-60歳代

の「地域中間労働市場」への参加が広がれば、30-40

歳代子育て世代からの生活面の需要、70歳代以上

の世代の生活や福祉の需要に対応することが可能

となる。こうした 50-60歳代の地域内の活動が増

すことは、自身の生活の満足度向上にもつながる。

更に、「地域中間労働市場」が熟成してくれば、次

の世代がこの働き方市場に入ってくる環境が整う

こととなる。50-60 歳代自身の介護などが必要に

なった場合に同世代間の助け合いができるととも

に、次の世代からの支援も受けやすくなる。 

ニュータウンの再生が進む中で、ニュータウン

の住民の特性も徐々に多様化していくことから、

各ニュータウンの再生においては、地域住民の特

性やその変化を把握し、地域の特徴を踏まえたう

えで、退職後の活動の場となる「地域中間労働市

場」の整備といった雇用面から工夫を加えていく

ことも、地域の活力維持・向上に寄与しよう。 

 

〔参考文献〕 

・エベネザー・ハワード『明日の田園都市』長素

連訳、鹿島出版会、1968. 

・H.ｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸ ・゙原勲編著『互恵と自立の地域政策』

文眞堂、2005. 

・加藤恵正「被災地経済再生への２つのイノベー

ション」、ひょうご震災記念21世紀研究機構『災

害時の生活復興に関する研究』、2015. 

・兵庫県「兵庫県ﾆｭｰﾀｳﾝ再生ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」2016. 
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１ はじめに 

 炭素繊維は、鉄の比重の４分の１、同じ重量で

比較した場合の強度は 10 倍と「軽くて強い」素

材である。日本が世界で初めて開発し、国内メー

カー３社で世界の生産の７割を占める国際競争力

の非常に高い高付加価値素材である。釣竿やゴル

フシャフトなどのスポーツ用品をはじめ、航空機

の構造部材や風車のブレードなど産業分野への需

要、および自動車への適用拡大など金属代替材料

としての用途展開が加速している。経済産業省の

技術戦略マップ 2008 においても「炭素繊維・複

合材料分野」が明記され、素材開発等の基礎研究

や製品化への応用技術開発など多くのプロジェク

トが進行している。また、これまで炭素繊維メー

カーを中心とした技術開発が主であったが、用途

分野の拡大に伴い多くの中小企業がビジネスチャ

ンスとして参画し、国内各地域で産学官の取り組

みが大きく広がりを見せている。そのような中、

地域における中小企業のものづくり支援機関であ

る公設試験研究機関の役割と期待はますます大き

くなっている。 
 一方、播州織は綿繊維からなる衣料用織物とし

て生産されているが、生産数量は最盛期の７分の

１へ減少しており、衣料以外への用途展開の必要

性が叫ばれて久しい。県立工業技術センター繊維

工業技術支援センターでは、約 10 年前から、地

元西脇市の織布企業と共同で炭素繊維を用いた織

物およびその用途開発に関する研究に取り組んで

いる。しかし炭素繊維は、綿繊維とは力学的特性

やハンドリング性および用途等別異のもので、必

要な要素技術も異なる。 
本報告では、播州織の製造工程および炭素繊維

からなる複合材料の技術的課題を明らかにした上

で、開発したオンリーワン技術の特長を紹介する。

また、用途展開を図るには異業種企業とのコラボ

レーションが必須で、そのための情報発信のあり

方について述べる。さらに、播州織産地企業およ

び県内中小企業との取り組みを通し、兵庫県にお

ける「炭素繊維を活用した新産業創出」への実現

化に向けた支援について提言する。 

２ 炭素繊維の製織と複合材料開発に関する課題 

 織物は、予めたて糸を必要な本数および長さを

規格に応じて並べビームに巻き取る整経工程と、

織機でビームのたて糸を開口させ、よこ糸を打ち

込む製織工程で作製される。しかし、炭素繊維を

播州織産地の製造設備で製織することはできない。

引張荷重に対して炭素繊維は極めて強いが、摩擦

に極端に弱く、糸走行時や開口・打込等の運動で

擦れて切れ、毛羽立つ。また綿糸のように伸びな

いため、開口が困難なことやたて糸張力に大きな

ばらつきを生み、安定した製織ができない。さら

に、通電するため発生した毛羽がショートを引き

起こす恐れがある。したがって、炭素繊維を製織

するには、毛羽発生防止や開口量確保および張力

安定化等の専用部品・専用設備、さらに防爆対策

などが必要で、コスト増が課題である。 
 一方、炭素繊維は単独で用いられることはまれ

で、母材となる樹脂と複合化することで使用され

る。その場合、樹脂の種類により材料の特性や成

形方法などが変化する。用途拡大に伴いコストや

生産性を重視し、ナイロンやポリプロピレンなど

に代表される熱可塑性樹脂を母材とした用途開発

が活発である。しかし、炭素繊維と熱可塑性樹脂

を複合化する場合、溶融粘度の高い樹脂を含浸さ

せることが困難で、不十分であれば炭素繊維の特

性を引き出すことができない。したがって、熱可

塑性樹脂と炭素繊維を複合化した材料開発は、樹

脂の含浸性改善技術が非常に重要となる。 

３ 課題解決に向けた工業技術センターの取組み 

 当センターは約 10 年前から産地企業と共同で

課題解決に向けた研究開発に取り組み始めた。そ

の中で炭素繊維の周りに他の繊維を一体化した複

合糸の加工技術を開発した。図１に炭素繊維とナ

イロン繊維からなる複合糸の拡大写真と外観を示

す。複合糸は、ミシンの機構を応用した新たな方

法 1)で作製する。既存の加工技術と比較して数倍 

テーマ：新規炭素繊維加工技術を活用した研究開

発による播州織産地の新産業創出支援 

所 属：県立工業技術センター 

繊維工業技術支援センター 

氏 名：藤田 浩行 

研究概要 

 炭素繊維は、自動車へ利用されるなど用途が拡

大し、多くの中小企業が製品化に向けた研究開発

を活発化している。一方、播州織産地では、従来

の衣料用素材から高機能繊維を用いた多用途展開

への必要性が叫ばれて久しい。県立工業技術セン

ターでは炭素繊維への新規加工技術を開発するこ

とで、播州織の既存設備で炭素繊維の製織の実現

と優れた特性を持つ複合材料の開発に成功した。

現在、織布企業および県内の中小企業と共同開発

を進めているが、これまでの取り組みを踏まえ、

新産業創出支援のあり方について提言する。                      
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の生産性が得られ、低コストで製造できるメリッ

トがある。加えて、周囲にある繊維が炭素繊維の

損傷を抑え、炭素繊維の織物作製の様々な課題を

解決することができた。また、炭素繊維に熱可塑

性樹脂繊維を加工した糸からなる織物を加熱加圧

することで、溶融した熱可塑性樹脂繊維が容易に

炭素繊維の繊維束に含浸し、優れた機械的特性を

持つ複合材料を得ることができた 2)。開発技術に

より、播州織産地の既存設備で炭素繊維の織物製

造と優れた特性を持つ複合材料の成形を低コスト

で実現することに成功した。開発技術は、織物へ

の応用だけでなく、編物や織物の耳糸加工など関

連技術を開発し、7 件の特許出願と内 6 件特許登

録するに至った。 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 炭素繊維にナイロン繊維を加工した複合糸 

４ 開発技術の情報発信とその重要性 

炭素繊維メーカーは専用設備を用いて、炭素繊

維の織物に熱可塑性樹脂のシートを重ねて高温高

圧で溶融含浸させたシート状材料（プリプレグと

いう）を製造販売している。プリプレグはコスト

面で有利だが、小型で複雑な形状へ成形すること

はできない。複合糸を用いた場合、プリプレグで

は得られない形状への成形が可能である。しかし、

実用化には用途に応じた材料構成と製品形状への

成形技術が必要で、併せて製品の要求性能および

コスト面をクリアしなければ商品化には至らない。

つまり、播州織産地の固有技術だけでは実現でき

ず、異業種企業との共同開発が必須となる。それ

には、既存技術に対し、保有技術の優位性と効果

を明らかにするとともに、それらをユーザー企業

へ認知することが必要である。そこで、保有技術

に関しては、工業技術センターのホームページや

学協会の会誌および専門書への掲載を積極的に実

施した。現在、播州織産地企業および異業種の中

小企業と具体的用途に向けた共同研究を実施して

いるが、それらは全てシーズ発表会や講演会など

で直接、技術内容を説明し、試作開発品を見てい

ただくことで実現したもので、face to faceの大切

さを痛感している。また、平成 27 年 3 月 2 日西

脇ロイヤルホテルにて、三井住友銀行主催、兵庫

県、西脇市後援で、「西脇市における炭素繊維の未

来」と題したシンポジウムが開催され、北播磨地

域の企業に炭素繊維の将来性や開発技術を直接紹

介できたことは意義深いものとなった。 

 
図２ 炭素繊維シンポジウムの新聞掲載記事 

５ 新産業創出に向けた提言 

 現在当センターでは、開発した保有技術を活用

し、他にまねできない製品を播州織産地企業と異

業種の中小企業を繋ぎ、共同で開発を進めている。

それらの企業は、県内の地場産業である三木市の

金物メーカーや神戸市長田区の婦人靴メーカー、

機械器具メーカーなど多様な業種との取り組みで

ある。また、県外企業との取り組みも積極的に推

進している。さらに近年、橋や公共建築物などイ

ンフラへの補強材料としての用途も拡がっている

ことから、木材と積層した強化木材の開発も始め

ている。これらの研究開発は、炭素繊維を用いる

必然性の的確な把握と保有技術の活用で得られる

製品のメリットを明確にした上で取り組んでおり、

この観点は実用化において非常に重要であると考

えている。軽量化による燃費向上、CO2排出量の

削減など省エネルギー・環境負荷低減から炭素繊

維の用途は今後ますます拡大していくと見込まれ

ている。今後、一層の中小企業との連携強化およ

び重点支援を図ることで、播州織の新たな用途展

開と産地発技術による新商品開発など、新産業創

出および地域への経済的波及効果をもたらすこと

を期待する。 

＜参考文献＞ 
1) 藤田浩行，繊維機械学会誌，67, 1, pp.35-40 

(2014).  
2) 藤田浩行：熱可塑性CFRP技術集 －材料・成

形・加工・リサイクル－，サイエンス＆テクノ

ロジー(株)，pp.129-147(2015). 

炭素繊維 

ﾅｲﾛﾝ繊維 
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１ 研究目的と方法 

＜研究の目的＞ 

 今日のグローバル化、超少子高齢社会の到来と

知識基盤社会に向けた高大接続、大学入試・大学

改革の推進に向けて、わが国の未来を担う高校生

に対して公教育として何を学ばせるのかというこ

とが問われている。 

そのような議論を受けて、ICT、語学力、科学

技術へのリテラシー、近現代史に焦点をおいた世

界史・日本史・地理を統合した科目の創設、防災、

国際協力・社会貢献活動ならびに道徳・倫理への

意識の涵養、多様性・異文化理解、キャリア教育

等々といった幅広く、かつ多岐にわたる教育内容

を盛り込むことが、社会的要請として高等学校の

現場に寄せられている。中でも、有権者年齢が 18

歳に引き下げられたことにより、高校生に社会の

形成者としての公共心を培う主権者教育が喫緊に

求められている。しかしながら、高等学校の教育

現場は、新たな要請に十分に応えられるだけの余

裕を失っているのが実情である。 

 筆者は、『国民的教養としての教科』として高等

学校に創設された「福祉」が上述の社会的要請の

ほぼすべてを包含し、高校生自らが生きる地域と

未来を形づくる主体として成長していくことに寄

与するという手応えを得ている。そして、教科「福

祉」は高校生へのシティズンシップ教育における

新たな教育方法の一翼となり、超少子高齢社会と

して先陣を切るわが国が、世界をリードする新た

な未来志向型の教育モデルを提示することの一助

になり得るのではないかと考えている。 

まずは日々の授業実践から得た手応えを、生徒

のアンケート回答を基礎データとして、教科「福

祉」そのものの教育的効果を検証することが必要

である。それを基に高校生へのシティズンシップ

教育への教科「福祉」の導入の有用性を探り、未

来の地域社会を担う高校生への教育のあり方につ

いて追究を深めたい。 

＜研究方法と倫理的配慮＞ 

○研究対象 

 筆者が勤務する公立 A高校において、教科「福

祉」の科目を履修した３年生（総計 92名） 

   2011年度卒業（12期生） 32名 

   2012年度卒業（13期生） 60名 

○調査時期と実施場所 

 卒業年（３年生）の最後の授業内で実施 

○調査内容と分析方法 －アンケート調査－  

 ①定量分析（４件法） 

  学習者の教科「福祉」に対する意識調査 

 ②定性分析 

  学習者の用いた「ことば」「表現」「顕出頻度」

等を基にキーワードを抽出し、カテゴリー別

に分類を進め、学びの様相を分析する。 

２ 教科「福祉」の概要 
・創設年 1999年（2003年度より実施） 

・高等学校における産業教育領域の専門教科 
 ・教科創設の目的  －３つの柱－ 
    (1) 国民的教養としての福祉 

（国民の福祉に対する意識の形成） 

    (2) 進路選択の一つとしての福祉 

    (3) 福祉人材の養成としての福祉  

・教科「福祉」科目の履修者数 約 10,000名 

   ※教科書発行数を元に文部科学省で推計（2014年度末時点）  

・介護福祉士等の介護人材の養成が可能 

・教科「福祉」を教育課程に設置する学校の呼 

称 ※教科設置の目的別に分類 （2種に大別） 

   ① 養成校：介護人材の養成を主とする学校  

      目的(3) 福祉人材の養成としての福祉  

   ② 教養校：以下の目的を柱とする学校  

※介護福祉士養成 不可  

テーマ：地域社会の明日を担う高校生への 

シティズンシップ教育に関する研究 

～ A高校の未来志向型教育の実践より 

所 属：神戸市立六甲アイランド高等学校 

氏 名：吉田 高子（福祉科教科主任 教諭） 

研究概要 

現在、文部科学省から公教育としてなすべき教

育として様々な要請が高校現場に寄せられてい

る。中でも、有権者年齢が 18歳に引き下げられた

ことにより、高校生に社会の形成者としての自覚

と公共心を培う主権者教育が喫緊に求められてい

る。筆者は、『国民的教養としての教科』として高

等学校に創設された「福祉」を教育課程に盛り込

むことが、高校生へのシティズンシップ教育にお

ける新たな教育方法の一翼となり得るという手応

えを得ている。今回の発表では、学びの当事者で

ある生徒の授業アンケートを基礎データとして示

しながら、A高校での 10年にわたる教育実践から

教科「福祉」の教育的効果を検証し、未来の地域

社会を担う高校生への教育のあり方について考察

する。 
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    目的(1) 国民的教養としての福祉 

（国民の福祉に対する意識の形成） 

   目的(2) 進路選択の一つとしての福祉  

・設置学校数（2014年度末時点全国福祉高等学校長会資料）  

加盟校  養成校 207校／教養校  12校  

３ 教科「福祉」の創設から今日までの経緯 

   ① 教科化への運動期（教育現場からの要望） 

   ② 教科化への準備期（現場教員の取組み） 

   ③ 教科化の実現（社会的要請の後押し） 

４ A高校での教科「福祉」の展開と実践状況  

＜教養校 A高校の概要＞  

・全校生徒数 1,200名（調査当時 1,080名） 

  ・教育課程  普通科単位制  

   １年目 一般的な普通科と同様の教育課程

（必履修科目主体で編成）  

   ２年目以降  学習者の興味・関心に応じた 

系・コースに所属 （計 9種） 

５ A高校 在校生による授業アンケート結果 

○定量分析（４件法）※質問項目全６問中の一部抜粋 

＜学習者にとっての重要度＞         （％） 
回  答 12期生 13期生 

とても重要 87.0 94.0 

重 要 13.0  6.0 

あまり重要でない  0.0  0.0 

まったく重要でない  0.0  0.0 

＜学習者にとっての有用性＞         （％） 
回  答 12期生 13期生 

とても役に立つ 81.0 94.0 

役に立つ 16.0  6.0 

あまり役に立たない  3.0  0.0 

まったく役に立たない  0.0  0.0 

○定性分析  
－高顕出率のｷｰﾜｰﾄﾞをカテゴリー分類－ 

 「他者理解」「多様性の受容」「洞察力」 
 「視野の広がり」「考え方の深化」「自己理解」 
 「平和構築」「共生社会の形成」「自己成長」 

６ 考察 

選挙権が 18 歳に引き下げられたことにより、

現在、国から要請され、実施されている主権者教

育は、政治的リテラシーに力点を置いたものに偏

っている感がある。果たして、今日の社会をより

良いものにし、そして、未来のあるべき姿を問い、

創造していく 18 歳への中等教育がそれだけに傾

注するシティズンシップ教育でよいのであろうか。

投票するにも、社会と関わり、様々な立場・状況

下にある人と世界を創造していくためには、本質

的な問いをもち、一人の人間として、その根底に、

真・善・美に根差した「価値」を構築するための

哲学的な学びが必要である。しかしながら、現在

のわが国の高等学校での教育が「哲学的な学び」

を、環境的にも時間的にも高校生に提供している

かと問われれば、現場に身を置く一教員として、

残念ながら十分に満たしているとは言えない。そ

の点の変革が、「自ら考える」「活用」「探究する」

に表される今日の高校改革、ならびに、大学入試

と大学教育の改革のねらいの一つであろう。 
教科「福祉」は、真の意味での一人のヒトを人

間として教育することに有用であり、シティズン

シップ教育ならびに哲学的な学びの一翼を担える

ことの一端が、本研究で得た生徒の生の声から感

知された。さらには地域づくり、人と人とのつな

がり、安心・平和な社会の構築につながる基盤づ

くりの教育になるという可能性を十分に有してい

ることも学習者の記述から得られた。 

しかしながら、本研究でとりあげた A高校の声 

のみの調査研究結果でそれを実証したということ

には至らない。さらにより多くの広範なデータの

収集ならびに集積が必要である。加えて、A 高校

のアンケート回答に対するより精緻な質的分析・

検証も必要である。が、一先ず、本研究がシティ

ズンシップ教育のあり方に新たな見知を見出す鍵

を提示し、今後の発展的な共同研究の礎となった

ことを本研究の成果としたい。 

＜引用・参考文献＞ 
大橋謙策（2002）福祉科指導法入門．中央法規出版 

田村真広他（2008）高校福祉科卒業生のライフコース ― 

持続する福祉マインドとキャリア発達．ミネルヴァ書房 

文部省（1985）答申「高等学校における今後の職業教育の

あり方について」．理科教育及び産業教育審議会 

矢幅清司（2000）改訂高等学校学習指導要領の展開「福祉」

編．明治図書出版 

矢幅清司（2012）第１回全国福祉高等学校長会・近畿支部 

及び第 12回近畿ブロック福祉教育実践研究会資料（2012

年 11月 7日開催）．文部科学省初等中等教育局高校教育

改革 PJ・国立教育政策研究所教育課程研究センター 

［付記］本研究は、国立教育政策研究所・文部科学省 教

育研究助成事業「教育の喫緊の課題に対応した研究助成」

により実施した報告書「共に生きる」コミュニティの創

造と「支え合い」意識の涵養と醸成に果たす公教育の役

割 ― 普通科高等学校における教科「福祉」の実践を通

して（2013）吉田高子他．を基にしたものである。 
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テーマ：年配者と子どもの世代間交流の推進 

～ひとはくのアウトリーチ教育の実践と課題 

所 属：兵庫県立人と自然の博物館 

氏 名：小舘 誓治 

 
研究概要 

 兵庫県立人と自然の博物館（以下、ひとはく）

では、博物館を出て様々なアウトリーチ活動を行

っている。その中で、高齢者大学の卒業生や、NPO
の人材育成講座の修了生（いずれも年配者）と一

緒に地元の児童館や学校へ行って、子ども向けに

自然・環境や生きものに関する体験型プログラム

を実施している。その際に事前学習として年配者

に講義をしたり、年配者と共に児童館周辺や学校

の校庭、またそれらの近くの公園や神社、樹林な

ど身近な自然・環境を調べたり、自然素材を採集

したりして準備をする。地域の自然・環境・文化

をどの様にしたら、子どもたちに興味をもっても

らい、分かりやすく伝えられるのかを、高齢者大

学、NPO、児童館、学校などと連携し、プログラ

ムを開発・実践しながら年配者の指導者としての

スキルアップを図っている（アウトリーチ教育）。

また、このような活動を通じて博物館は年配者と

地元の子どもをつなぐ取り組みを行っている。 
 
１．はじめに 

 兵庫県の「第2期ひょうご教育創造プラン」（兵

庫県,2014）によると、その教育をめぐる現状と

課題の中で、「すべての県民が生涯にわたって様々

な分野で学習し、その成果を地域での実践にいか

すことや、子どもたちに豊かな経験や知恵・技能

を伝え、地域の将来の担い手を育成する教育活動

など、地域の教育力を高めていくことが課題とな

っている。」と述べられている。また、「子どもが

家庭の中で高齢者とともに生活することが減少し、

（中略）・・・、高齢者から子どもへの世代を超え

た人生の知恵の継承に支障が生じている。」とされ

る。そこで博物館の活動の中で、年配者と地域の

子どもをつなぐことができないかと考えていた。 
博物館を出て様々なことを行う活動（アウトリ

ーチ活動）を、ひとはくでは「キャラバン」と呼

んでいる。「Kids キャラバン」は、その子ども向

けの活動である。 このKids キャラバンの機会を

活用したり、小学校の授業の支援として、地元の

年配者と一緒に児童館や学校へ行くことで年配者

と地域の子どもをつなぐことに取り組んでいる。

なお、これらは年配者に対して地元で事前学習を

行うこと（アウトリーチ教育）を前提としている。 

本論では、宝塚地域と小野地域の事例を報告する。 
２．アウトリーチ教育と年配者との地元での活動 

１）地元の自然でアウトリーチ教育 

アウトリーチ教育として、ひとはく研究員が年

配者に対して地元で講義をしたり、年配者と共に

児童館周辺や学校の校庭、また近くの公園や神社、

樹林など身近な自然・環境を調べたり、自然素材

を採集したりして準備をする。これらを行うこと

で年配者の指導者としてのスキルアップを図って

いる。なお、それぞれの年配者のグループで、活

動地域や対象、テーマ、内容等は異なっている。 
２）宝塚地域の児童館での「Kidsキャラバン」と

しての活動 

宝塚地域の「しぜんクラブ」（メンバー約20名）

は、高齢者大学（環境・自然コース；ひとはくが

講師協力）の卒業生が中心となって平成 25 年に

できたグループである。定例会で小規模な講座や

実習を行っている。具体的には季節に合わせた生

きものに関する情報、メンバーが興味をもってい

ることに関する情報などについて、博物館の資料

や標本などを用いて講義や実習を行う。メンバー

と一緒に児童館で子どもたちにプログラムを実施

するが、テーマが決まった時点で児童館の職員も

参加し、そのテーマの講義や実習を行う（写真1）。 
博物館側は、高齢者大学と共に児童館側との連

絡調整を行う。児童館の子どもたちに対して実施

した体験型プログラムは、「石ころと小さな化石」、

「春の野草観察とヨモギ団子づくり」、「マツボッ

クリのひみつ」などをテーマにしたものである。 
３）小野地域の小学校の授業支援としての活動 

小野地域の「おおばこの会」（メンバー約10名）

は、NPO 法人北播磨市民活動支援センター等が

平成 19 年度に人材育成の講座を行い（ひとはく

が講師協力）、それを受講した年配者からなるグル

―プである。日常的には地元の小野アルプスの自

然を主な活動場所とし、ひとはく研究員との観察 

写真１ 年配者と児童館職員と一緒に事前学習を 
している様子 
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写真2  小学校3年生の授業での児童へのサポートの様子 

 
会・実習を行ったり、自分たちでメンバーのそれ

ぞれが得意とする分野の観察会を行っている。 
博物館側と学校側で打ち合わせを行い、プログ

ラム内容などを調整し、小学校3年生の授業にお

いて、おおばこの会のメンバーが児童の活動のサ

ポートをする（写真2）。その場合、その都度ひと

はく研究員と共にメンバーで学校の周辺の樹林で

生きものの観察などを行う。 
児童に実施した体験型プログラムは、植物の特

徴が書かれたシートをもとに植物を集める「この

葉っぱをさがそう」や「葉っぱでビンゴ」、植物の

葉や花、枝などで作品を作る「葉っぱでアート」

などがある。メンバーはプログラムの途中で植物

の遊びや関連する話などを子どもたちに伝える。 
３．「共生のひろば」での発表で発信・交流 

ひとはくで、2016年2月11日に行われた市民

活動の発表・交流の場である「共生のひろば」で、

しぜんクラブ、おおばこの会のそれぞれのグルー

プがポスター発表で活動報告を行った。 
共生のひろばでは、様々な年齢のいろいろな活

動をしている事例の報告や研究発表があり、普段

とは違った雰囲気の中で意見交換が行われ、相互

に刺激し合っている（写真3）。自分たちの活動に

どのような意味があるのか？と疑問に思っていた

メンバーが、他の活動グループの方からの意見を

聞いて「励みになる」と感想を言われていた。 
４．活動によって、自身の考えや気持ちの変化が

伺える年配者の意見（しぜんクラブの例） 

活動に参加しているメンバーにアンケートを実

施した。下記に主な意見を紹介する。 
・「（以前のプログラムに参加した）子どもたち

が、顔を覚えてくれていたことがよかった。」 
・「気持ちが若く保てるようになったと思う。」 
・「（自分に）子どもがいないので始めは気をつ

かいましたが、だんだんと可愛く思うように

なり、すごく楽しくなりました。」 

写真3 「共生のひろば」（2016年2月11日）で、若い 
世代にポスター発表の内容を説明している様子 

・「日頃は、何げなく歩いていましたが、道端を

みながら、何か参考にならないか？と意識す

る様になりました。」 
このように、地元の子どもとつながったり、メ

ンバーの資質が向上したと思われる記述があった。 
５．今後の展開と課題 

継続的な活動を行っていることで、年配者のグ

ループに地元の保育所から昔遊びなどのプログラ

ム依頼が来るようになった。年配者自らが楽しみ

ながら、無理なくバランスを取って実施されるよ

うに今後も博物館が支援させていただけるとよい

と考えている。また博物館と高齢者大学や児童館、

学校などと引き続き連携をとることも重要である。

さらに、これらをモデルとして他に広げて行きた

い。なお今後の課題としては、（１）現在行われて

いるプログラムを洗練・向上させること、（２）グ

ループ自身で企画・運営をするプログラムを増や

すこと、（３）新しいメンバーを自ら育てる（輪を

広げて行く）ことなどがあげられる。 
＜文献＞ 
兵庫県（2014）「第 2 期ひょうご教育創造プラン 
兵庫県教育基本計画[平成26～30年度]」兵庫県教

育委員会事務局教育企画課企画調整係，1-33． 
＜共同研究者＞ 
兵庫県立人と自然の博物館 高瀬優子・古谷 裕・

八木 剛・高橋 晃 
[ 謝辞 ] この研究を進めるにあたり、フレミラ宝塚

（宝塚市立老人福祉センター・宝塚市立大型児童セ

ンター）、宝塚市内の児童館、NPO 法人北播磨市民

活動支援センター、小野市内の小学校、の関係各位

にお世話になりました。皆様に深く感謝いたします。 
[ 付記 ] 本研究の一部は、JST 科学技術コミュニ

ケーション事業「ネットワーク形成先進的科学館連

携型」の支援金、および日本学術振興会科学研究費

補助金（基盤研究 C、代表者：八木剛、課題番号

25350413）を使用しました。 
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Ⅰ はじめに 

道路交通法では、自動車運転免許更新の際 75
歳以上の者にしか「認知機能検査」を受ける義務

はなく、75歳未満であれば、認知症患者でも免許

を更新し、運転を続けることができる。その結果、

認知症ドライバーによる重大事故は年々増加し、

既に大きな社会問題となっている。 
 しかも、今後、高齢者人口の増加とともに認知

症患者も確実に増えることから、認知症ドライバ

ーによる交通事故対策は行政にとって喫緊の課題

である。 
そこで、高齢者の認知症を早期発見する「新た

な自動車運転免許許可制度」を各地方公共団体の

条例で設計し、①新たな運転免許更新制度を設計、

②本来運転が可能な認知症患者への過剰規制を是

正、③新制度下で免許更新のできない者への移動

手段の確保という、３つの柱に基づき安全安心な

まちづくりを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 現状と課題 

１ 高齢者の交通事故の状況について 

高齢者の交通事故件数は年間 10万件、死者数

は 2,247人にのぼり、交通事故全体に占める高齢

者による事故の割合は年々増加している。 

また、重大事故のひとつである高速道路の逆走

は、平成 27年で年間 200件発生しており、その

７割が高齢者によるものであった。 
 

２ 高齢者運転免許更新制度について 

70 歳以上の者は、運転免許証を更新する際、

｢高齢者講習｣の受講が義務づけられており、さら

に、75 歳以上の者は「高齢者講習」に加え、運

転免許証の更新期間が満了する６月以内に、「認

知機能検査」を受けることが義務付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 認知症について 

まず、認知症は大きく分けてアルツハイマー

型・血管性・レビー小体型・前頭側頭型の４種類

あり、タイプや進行の程度により現れる症状が異

なるものの、一度発症しても早期に適切な治療を

行うことでその進行を緩和できる。 

次に、認知症一歩手前の軽度認知障害（ＭＣＩ）

患者は、早い段階で積極的な予防対策をとること

で、発症を防ぐことができるほか、その進行を遅

らせることができる。 

認知症とＭＣＩの患者数は平成 24 年で約 862

万人、平成 37年では約 1,300万人にのぼると推

計され、実に、65 歳以上の３人に１人が認知症

等患者となる。 

 

４ 認知症と運転について 

現行制度では、認知症は、タイプやその進行の

程度によっては、運転は可能であるにもかかわら

ず、「認知症」という一括りで一律に免許を取り

消すことになっており、過剰な規制がされている。  

なお、実際、アメリカやイギリスでは条件付き

で運転を許可している。 

 

Ⅲ 政策提言 

１ 新たな運転免許更新制度を設計  
新たな運転免許更新制度では、次の(1)から(7)

を定め、早期に認知症の疑いのある者を発見する 

テーマ：地域における認知症の疑いのある高齢者

を対象とする新たな運転免許許可制度の

導入について 
 
所 属：県企画県民部県民生活課 

氏 名：稲見 俊範 

研究概要 

道路交通法では、75歳未満の者であれば、自動

車運転免許を更新する際に認知機能検査を受ける

義務がないことから、免許更新（運転）が可能と

なってしまう。 

超高齢社会のもと、さらなる高齢化が進行すれ

ば、自ずと認知症患者も増大し、認知症ドライバ

ーによる重大事故の増加が避けられない。 

その対策として、高齢者の認知症を早期発見す

る「新たな自動車運転免許許可制度」を条例で設

計し、安全安心なまちづくりを目指す。 

（図１ 政策提言の要旨） 

（図２ 現行運転免許更新制度の模式図） 
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とともに、現行の認知機能検査の簡素化及び確実

化を図ることで、認知症ドライバーによる交通事

故の発生を未然に防止し、安全安心なまちづくり

を目指す。 

(1)認知機能検査の対象年齢を 75 歳以上から 65

歳以上に引き下げ 

(2)簡素で確実性の高いＭＳＰ（認知症スクリー

ニング検査機器）を用いた認知機能検査の実施 

(3)認知機能検査実施機関に認知症等専門相談員

を配置 

(4)ＭＳＰ検査の結果、認知症の疑いありとされ

た者は医療機関による診断を義務付け 

(5)高齢者の免許更新の際に運転技能検査を実施 

(6)高齢者には任意保険の加入を義務付け 

(7)大幅に増加する検査対象者を受け入れるため、

検査機関として自動車運転教習所を活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 運転が可能な認知症患者への過剰規制を是正 

(1)認知症患者のうち運転可能な者を定める 

認知症はタイプやその進行程度により症状は

異なるが、医学的にアルツハイマー型認知症の初

期患者は、サポートがあれば十分に運転が可能で

あるため、運転可能な認知症患者と新たに定める。 
(2)地域限定運転免許制度の創設 

アルツハイマー型認知症の初期患者について

は、日常生活で必要な地域内のみ運転ができる地

域限定免許として運転免許の更新を認める。 
 

３ 免許更新ができない者への移動手段の確保 

新制度下で免許更新ができない者への移動手

段の確保として、タクシー利用の促進や自家用有

償旅客運送制度の活用等を提案する。 

 

Ⅳ 条例 

新たな自動車運転免許許可制度は各地方公共

団体の条例で定める。 
運転免許許可制度は道路交通法に定められて

おり、その事務は各都道府県公安委員会の自治事

務である。運転免許更新時の検査にかかる上乗せ、

横出しの規定をすることや更新対象者を適正に定

める内容を条例で置くことは可能である。 
 
Ⅴ 今後の展望 

各地方公共団体においては、認知症患者と運転

の問題を深刻なものととらえ、早期に提言のよう

な対策を講じることは必要ではあるが、広域に跨

がる交通行政を一地方公共団体で対応することに

自ずと限界があるのも事実である。そこで、全国

的な対応が望ましい次の３点については、国に要

望する。 

① 認知機能検査等の対象年齢の 65 歳への引き

下げ及び検査の毎年実施 

② アルツハイマー型認知症の初期患者に付与す

る地域限定免許制度の創設 

③ 人工知能(ＡＩ)を活用した自動運転開発への

支援と倫理面や道路交通法改正等の課題対応 
 
Ⅵ おわりに 

本研究では、現行の運転免許許可制度の問題点

を明確にし、認知症ドライバーを早期に発見する

とともに、規制の適正化を図る新たな運転免許更

新制度の設計を条例という形で提案した。 
新たな更新制度により、運転ができない認知症

患者を早期に発見し、適切な治療につなげること

ができるほか、本来、運転が可能なアルツハイマ

ー型認知症の初期患者への過剰な規制を是正する

ことができる。 
また、新たな運転免許許可制度の導入により、

認知症と診断され、運転免許の更新ができない者

に対して、日常の買い物や通院などに支障が出な

いような移動手段の確保についても提案している。 
これらの政策が一日も早く実行され、認知症の

早期発見、地域交通における安全確保の一助とな

ることを願ってやまない。 
 

＜参考文献＞ 
内閣府｢交通安全白書｣、厚生労働省研究班調査 
浦添克也「認知症は怖くない」、「認知症は怖く

ない２」、「認知症の新基礎知識」 
＜その他の研究メンバー＞ 
 丸谷 有希（青森県）、畑野 博之（山梨県）、 
武智 久美子（愛媛県）、赤理 浩（堺市）    

［付記］ 
本研究は、自治大学校１部課程第 125期政策立

案研究として実施したものです。 

（図３ 新たな運転免許更新制度の模式図） 
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１ 趣 旨 

「国際交流によって地域を活性化し、豊かで安

定した暮らしをつくる」ことを目的に、公的機関

や民間団体は国際交流や地域国際化への取り組み

を行っているが、しばしばその効果と意義が論議

される。今回の研究では、国際交流事業・サービ

スに関し、関連データを利用し、経済効果のうち

直接効果を推計することにより、本来の意義に加

えて、いかに地域経済に貢献しているかを示す。             
２ 研究・評価対象 

国際交流は、本来特定の分野を示すものではな

く、国境を越えて行われ、友好、多文化共生、人

材育成、教育、文化･芸術、経済、観光、防災、環

境など多岐の分野に渡る。また形態も多様である。 
今回の研究では、調査対象範囲を、兵庫県下で

国際交流関連事業に取り組んだ結果発生する経済

効果把握（単年度）を目的として、①公的機関、

国際関係団体、外国人コミュニティ等が主に実施

する国際交流事業で、②客観的データと計算単価

（または推計）により試算が可能な下記の 10 項

目とした。(※1 貿易や投資取引等の企業活動、大

学等教育機関が行う交流事業・会議等の教育事業、

営利目的の活動や個人の交流は対象外とした。）   
３ 推計項目とその評価 

経済効果(直接効果)に関する以下の 10 項目に

ついて、直近の関連資料により推計を行った(※2 

経済効果＝参加・訪問者等ﾃﾞｰﾀ×消費等各単価)。 

（１）海外からの友好交流訪問団の受入れ 

【表 1】試算結果   ※5 ｹ年度間(2005～2009) 
内容 実績   内 訳 計算単価 
受入 
(5年間) 

868 団

15,704人 
日帰 2,716人 3,000円 
宿泊 73,966人泊 26,809円 

経済効果（直接効果）：消費額 20億円(5ヵ年度) 
地域消費額 （年間平均  4 億円） (参考資料(1)) 

（２）訪日教育旅行への取り組み（海外学生受入） 

【表２】試算結果      ※2015年度実績 
内容 実績  内 訳 計算単価 
学 生

受入   
71件 
1,731
人 

日帰り  115人   9,615円 
ﾎﾃﾙ泊 1,386人 66,947円 
ﾎｰﾑｽﾃｲ泊 230人 33,474円 

経済効果（直接効果）101,593千円 
地域消費額    （年間 １億円）  

（３）国際交流･国際文化イベントの経済効果 

【表３】試算結果 ※2015年度実績(及び推計) 
名 称 内 容 集客数 

インディアメーラ インド 20万人 
神戸インフィオラータ イタリア 48万 6千人 
神戸まつりｻﾝﾊﾞｽﾄﾘｰﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 22万 5千人 
中秋節・春節祭（南京町） 中国   25万人 
統一マダン 韓国・朝鮮    5千人 
姫路国際交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 多文化 3万1千人 
その他のイベント 1617事業 118万 6千人 

  合 計 1624事業 238万3千人 
参加者 238万 3千人×計算単価5,161円/人=  
地域消費額経済効果(直接効果)123億円/年 (参考資料(2)) 

（４）国際会議の開催(誘致)の経済効果 

【表４】試算結果      ※2014年実績 
件数 参加外国人 国内参加者 参加者計 
100件 7,514人 102,199人 109,713人 
宿泊外国人   7,514人×計算単価91,661円/人 
宿泊国内参加者 56,521人×計算単価35,231円/人 
日帰り客       45,678人×計算単価 5,161円/人 

地域消費額経済効果（直接効果）29億円/年(参考資料(3)) 
（５）訪日外国人による消費支出の経済効果 

【表５】試算結果      ※2015年実績 

訪日者内訳 実績（推計） 計算単価 
全体 宿泊者数 102.4万人 66,947円 
128.3万人 日帰り者数 25.9万人  9,615円 
地域消費額経済効果（直接効果）710億円/年(参考資料(4)) 

（６）海外事務所活動の経済創出効果(県５事務所) 

【表６】試算結果   ※2009年度実績（推計） 
事務所名 評価額(千円) ｺｽﾄ(千円) 対経費評価率 
ﾜｼﾝﾄﾝ州 341,168 33,638 (10.1倍) 
西豪州 114,215 21,918 (5.2倍) 
パリ 137,260 48,899 （2.8倍) 
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 36,663 10,817 （3.4倍) 
香港 69,368 2,845 （24.4倍) 

テーマ：兵庫の国際交流が地域にもたらす一千億

円を超える経済効果とその評価について 

所 属：（公財）兵庫県国際交流協会 

氏 名：緒方 孝昭 

研究概要                       
 国際交流は、教育･文化等の他の公的サービスと

同様、学術・数値的評価方法が定まっておらず、

これまで専ら中長期的かつ定性的な評価が行われ

てきた。今回の研究では、兵庫の国際交流につい

て、過去・現在の調査を踏まえた具体的な数値を

用い、その経済効果の算出を行った。 
国際交流への取り組みが、本来の意義に加えて、

一千億円を越える経済効果を創出し、有効な地域

活性化手段となりうることを示すものとなった。 
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 計 698,674 118,137 （5.9 倍） 
創出金額経済効果（創出効果）７億円/年 (参考資料(5)) 
（７）外資系企業オフィス誘致の経済効果 

【表７】試算結果     ※5年度(2002～2007) 
 進出時(当初) 調査時点（2007年） 
企業数       54社  37社（17社撤退） 
従業員数       314人  856人（542人増） 
給与額 9億8,357万円       23億 9,299万円 
売上高     256億円   1,341億円 
その他 給与額から地域で消費される販売管理

費は36億8千万円/年と推計。(参考資料(6)) 
※2015 年度迄に新たに 36 社誘致（当初雇用 143
人）。同様の試算で総販売管理費は54億円と推計。

地域消費額 経済効果(直接効果) 54億円/年 
（８）国際機関の誘致(国２施設)と運営の経済効果 

【表８】試算結果      ※(1999年～現在) 
施設名 JICA兵庫（関西） 兵庫留学生会館 
整備費 建設費 35億円 建設費 45億円 
運営・事業費 【推計値】28 億円/年    【推計値】1 億円/年 
整備費以外に毎年29億円の地域消費（全て外部資金） 
地域消費額 経済効果(直接効果)  29億円/年 
（９）他の国際交流施設の入場者と経済効果 

【表９】試算結果      ※2015年度実績 

 種別 施設数 利用者数 
国際会議場   3箇所  1,264,830人 
国際交流施設    8箇所 189,157人 
交流歴史施設 3箇所 36,943人 
計 14箇所 149万人×計算単価 4,426円 

地域消費額  経済効果(直接効果)66億円/年  
（１０）JET青年や留学生等による消費効果 

【表 10】試算結果     ※2015年度実績 
 種別  人数 消費単価/年・人 
JET青年  339人  4,415千円/年 
留学生(大学等） 6,706人 139千円×12月 
自治体等受入研修員    57人 1971人泊×14,150円 

地域消費額  経済効果(直接果)127億円/年  

４ まとめ 

（１）試算結果 

 今回の国際交流事業10項目試算は表11のとお

り 1,100億円を越える大きな経済効果（直接効果）

を示した。さらに、間接的経済波及効果（※3）
を含めると 1,600億円を越える効果が見込まれる。

（※3産業連関表によるモデル試算［ｲﾍﾞﾝﾄ開催：

当初需要比 1.46倍(参考資料(8))］） 
【表 11】経済効果（直接等効果）合計(年度ﾍﾞｰｽ) 

    種  別 年間経済効果 
友好等交流によるもの(1)~(4)   157億円 
観光交流によるもの (5)   710億円 
施設運営･誘致によるもの(6)~(9)   156億円 
JET/留学生等受入によるもの(10)   127億円 
計算・ﾃﾞｰﾀ等の重複除外 ▲34億円 

    計 1,116億円 /年 

（２）評価 

国際交流への取り組みが、①二国間・地域間の

友好と安定、②人々の豊かで安定した暮らしの創

出、③未来を支える人材の育成、④経済交流・貿

易や外交への好影響、という本来の意義に加えて、

非常に大きな地域経済効果を生み出していること

を示した。｢友好交流ツーリズム」「国際イベント

地域活性化効果」「国際交流拠点効果」という３つ

のキーワードで表現することもできよう。 

今回は、主に「友好交流や観光による来訪者数」

「イベントや国際会議への参加者数」「誘致した機

関や外資系企業、外国人が消費する金額」等で算

出したが、試算対象外とした企業活動や教育機関

事業、営利活動や個人交流等の経済効果も考慮す

れば、地域での経済的効果は一層大きくなる。 
また、これらの国際交流事業を通じて、兵庫県

で学び暮らした経験のある技術研修員や JET 青

年、留学生、青年海外協力隊員らはこれまでに世

界で累計 6万人を越え、数値評価のできない大き

な在外人的ネットワーク資産となっている。 
さらに、国際交流事業やイベントは、ソフト事

業が主で、県下各地での取り組みが可能である。

外国人や国際施設が多い大都市のみならず中小都

市・郡部でも地域や団体を活性化し、地域創生の

有効な手段となりうることも示唆している。 
＜参考文献・資料＞  
(1)緒方孝昭(2010.2)「友好交流事業(兵庫県・県下

市町）等にかかる派遣・受入状況の評価について」 
(2)緒方孝昭(2016.7)｢2015 年度県下の国際交流事

業・ｲﾍﾞﾝﾄ等の集客状況に関する調べ｣ 
(3)日本政府観光局｢2014年国際会議統計｣ 
(4)兵庫県観光交流課(2016)｢外国人旅行者入込状況｣ 
(5)緒方孝昭(2012.12)「兵庫県海外事務所の意義及

びその評価（経済効果検証報告）」 
(6)緒方孝昭・新井達廣(2008.12)「外資系企業ｵﾌｨ

ｽ誘致の成果について(平成14年～19年)｣  
(7)国土交通省観光庁(H26)｢全国観光入込客数統

計に関する共通基準集計表｣(項目(2)-(5),(9)で利用) 

(8)兵庫県統計課(2016)「平成 23年兵庫県産業連

関表（分析利用編）」、pp28-30     外 
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１ はじめに 

  筆者らは、神戸市シルバーカレッジ（以下カ

レッジ）に在学中（2011年 4月～2014年 3月）に

再生可能エネルギーについて学び、その中で市民

が資金を出し合い、市民が運営母体となって太陽

光などによる発電所を建設する市民共同発電所の

存在を知った。そして、グループ学習のテーマと

して「再生可能エネルギーの事業化と普及」を 
選び、カレッジの学生を対象にアンケート調査を

行った結果を図 1 に示す（1,112 人対象、内 465

人から回答）。自宅に太陽光発電設備を設置するこ

とに 88%は否定的であり、その理由としてアンケ

ートの対象者のほとんどが 60 歳以上という条件

もあるが、①設置費用が高い②自宅にいつまで住

み続けるか分からない③設置場所がないことを挙

げている。それにもかかわらず、回答者の 45%が

市民共同発電所への出資に肯定的であり、図 1は

上記①～③を解決する方法として市民共同発電所

が有望であることを示しており、その普及策を検

討した。                 

図 1 アンケートの結果 

２ FIT依存型の市民共同発電所の困難性 

  2012年 7月に始まった固定価格買取制度（以

下 FIT）は、市民共同発電所の普及に追い風とな

り、全国にある数は 2014年度には 600基といわれ

ている(１)。しかし、その後の太陽光発電の買取価

格は表 1に示すように、急激に低下しており市民

共同発電所の収益性も急激に低下している。 

表 1 固定価格買取価格（10kW以上の太陽光） 

図 2に、市民共同発電所の収益性を検証する

ためのモデルを示す。市民共同発電所の運営母体

は NPO法人とし、土地又は屋根を賃借し、発電し

た電力を FIT を使って 100%電力会社に売電する。

資金は市民から擬似私募債で集め、利息 1%/年（単

利）を支払う。計算に使用した主なパラメータは、

①発電出力=23.52kW（年率 0.5%で劣化）②1 kW

当たりの年間発電量=1,100kWh③土地、屋根の賃借

料=年 100円/m2（設置面積 254m2）④設備維持管理

費=2万円/年⑤保険料=4万円/年である。太陽光シ

ステム単価（1kW当たりの設備費と工事費の合計）

35.5万円/kW、30万円/kW、25万円/kWの 3通りに

対して、買取価格 対 回収期間をシミュレーシ

ョン(2)した結果を表 2及び図 3に示す。回収期間

は、売電収入から経費及び税金を差し引いた金額

を累積していき、累積金額が建設費と等しくなる

までの期間と定義する。よって、回収期間は擬似

私募債の払戻し時期に対応する。                   

図 2 収益性検証のモデル 
                      
表 2 固定価格買取価格 対 回収期間（年） 

 

テーマ：市民共同発電所の普及策に関する研究 

所 属：特定非営利活動法人創エネ神戸 

氏 名：山田 通裕 

研究概要 

 地球温暖化を防止して、次世代に豊かな地球環

境を残すために、再生可能エネルギーの普及が重

要である。その身近な取組みとして市民共同発電

所があり、2012年 7月に始まった固定価格買取制

度（FIT）が追い風となってその普及が進んだ。し

かし、買取価格の急激な低下とともに FIT依存型

の市民共同発電所の建設が困難になりつつある。

その対応策として、地産地消型の市民共同発電所

への展開を検討し、NPO 法人と認可地縁団体や社

会福祉法人とが連携するスキームを提案する。 
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 図 3 固定価格買取価格 対 回収期間 
                      
シミュレーション結果をまとめると以下の通り。 

（１）買取価格が 40円～36円/kWhと高い時には

太陽光システム単価が35.5～30万円/kWでも回収

期間は、10年～15年に収まっている。 

（２）しかし、2016年度の買取価格 24円/kWhま

で下がってくると、太陽光システム単価が 25万円

/kWでも回収期間は 17年となり、太陽光システム

の償却期間 17年と等しくなる。さらに、買取価格

が低下すれば、簿価がゼロになっても擬似私募債

の払戻しができない状態になる。つまり、NPO 法

人が、FIT 依存型の市民共同発電所の運営母体に

なることが困難になりつつあるといえる。 

 

３ 地産地消型の市民共同発電所への展開 

  神戸市内には図 4に示すように市民共同発電

所にふさわしい候補が多くあり、特に自治会館を

保有する自治会（認可地縁団体）や幼稚園、保育

園を経営する社会福祉法人が運営母体になって、

保有する施設で発電した電力を消費する（自家消

費）、地産地消型の市民共同発電所を普及させるこ

とを提案する。但し、電力会社と高圧契約（6,000V）

ではなく低圧契約（100V/200V）を結んでいる施設

を対象とする。関西電力の場合、従量電灯 Bの電

気料金は、20.47円/kWh（120kWhまで）、24.75円

/kWh（300kWh まで）、28.33 円/kWh（300kWh 超過

分）の 3段階に分かれている。自治会館、幼稚園、

保育園の毎月の電気使用量は数 1,000kWh である

ので、節約できる電気料金は、発電量に 28.33円

/kWhを乗じた金額となり、これを見かけの収入と

して、回収期間のシミュレーションを行った。 

太陽光システム単価が 25万円/kWの時、回収

期間は 11年となり、この値は FITの買取価格とは

関係しない。図 3と比べても回収期間が短縮され 

図 4 神戸市内にある市民共同発電所の候補 

 

た理由は、①認可地縁団体や社会福祉法人におい

ては、法人住民税（均等割）と固定資産税の減免

があること②自家消費なので法人税（所得等依存

分）と事業税が不要③賃借料が不要のためである。

なお、NPO 法人の場合、売電という収益事業を行

っている限り、法人住民税（均等割）、固定資産税、

法人税（所得等依存分）、事業税が課税される。 

しかし、認可地縁団体や社会福祉法人は税制

上有利な立場であっても、市民共同発電所を作る

ノウハウを持っていない理由でほとんど取組みが

なされていないのが現状である。一つの解決策と

して、図 5に示すように市民共同発電所を作るノ

ウハウを有する NPO法人が支援する形で、認可地

縁団体や社会福祉法人と連携し、地産地消型の市

民共同発電所を普及させていくことを創エネ神戸

の活動の一つとして計画している。 

 

図 5 地産地消型の市民共同発電所のスキーム 
 
＜参考文献＞ 
(1)NPO法人気候ネットワークのホームページ 

(2)兵庫県のホームページ「地域主導型再生可能エ

ネルギー導入促進事業」 

＜その他の研究メンバー＞ 
特定非営利活動法人創エネ神戸の会員 
福田進（副理事長）、水上義彦（副理事長）、岡本

紘一、山口昭則（監事） 

地産地消型

25万円/kW 
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１ はじめに 

 兵庫県における注意喚起の発信基準は以下のと

おりである。また、2016年 7月末までの発信状況

は表 1に示すとおり、的中が1回、空振りが2回、

見逃しが 1回となっており、現状の発信基準では

精度が十分ではないことから、注意喚起実施の精

度向上案を検討しているところである。 

【注意喚起の発信基準】 
(1) 午前 5時から 7時の 1時間値の平均が 85μ

g/m3を超えた場合(各地域内の全測定局平均) 

(2) 午前 5時から 12時の 1時間値の平均が 80μ

g/m3を超えた場合(各地域内の全測定局の上記 1

時間値を測定局毎に平均し、その最大値) 

(3) (1)及び(2)のほか、日中の濃度上昇等により

日平均値が 70μg/m3を超えるおそれのある場合 

表 1 注意喚起の発信状況 

また、現状の地域区分は図 1のとおり、①神

戸・阪神、②播磨東部、③播磨西部、④但馬、⑤

丹波、⑥淡路の 6つの地域区分となっている。注

意喚起業務の実施から 3年が経過し、蓄積された

測定データによる統計解析が可能となってきたこ

とから、より適正な情報提供を行うために、クラ

スター分析による地域区分の検討を行った。クラ

スター分析は、県内の常時監視測定局における観

測データを用いた場合と PM2.5濃度計算モデルに

よる計算結果を用いた場合の 2パターンを行った。

クラスター分析とは、集団（対象）の中から互い

に似たものを集めて集落（クラスター）を作り、

対象をいくつかの区分に分類する手法である。 

 
図 1 現状の地域区分 

２ PM2.5濃度計算用モデルについて 

 観測データは空間的に偏在しているので、PM2.5
濃度計算用モデルを用いて県内濃度分布を推定し

た。PM2.5濃度計算用モデルには、気象モデルであ

る WRF（Weather Research and Forecasting Model）

と大気質モデルである CMAQ （ Community 

Multi-scale Air Quality Modeling System）を使

用した。WRFにより気象場を再現し、WRFの計算結

果及び各種大気汚染物質の排出量を CMAQ にイン

プットすることにより大気中 PM2.5 濃度を計算し

た。計算期間は 2013年 4月 1日～2014年 3月 31

日、計算領域は図 2 に示すとおり、東アジア域

(D1,64kmメッシュ)、日本域(D2,16kmメッシュ)、

西日本域(D3,4kmメッシュ)とした。                                   

 
図 2 計算領域 

３ PM2.5濃度計算用モデルの再現性について 

 PM2.5濃度計算用モデルによる質量濃度の計算結

果と神戸須磨局での観測結果の比較は図 3 に示

すとおりであり、変動を良好に再現できた。また、

県内の他の測定局においても再現は良好で、当該

モデルにより県内での解析を行うことに問題ない

ことを確認した。 

 
図 3 神戸須磨局における計算と観測の比較 

４ 県内の観測結果及び観測結果を用いたクラス

ター分析による局分類の検討 

 日 
（2014年） 

曜日 場所 結果 日平均 備考 

① 2月26日 水 加古川
市 

的中 76 5時～12時が81μg/m3であった
ために実施。 

② 5月30日 金 稲美町 空振り 67 5時～12時は 69μg/m3、その後
の濃度上昇により14:20に実施。 

③ 5月31日 土 稲美町 見逃し 72 5時～12時は62μg/m3であった
が、その後に濃度上昇。 

④ 6月1日 日 稲美町 空振り 70 5時～12時は 70μg/m3、その後
の濃度上昇で 12:15に実施。 

テーマ：兵庫県の PM2.5注意喚起発令に係る地域 

区分の検討 

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：堀江 洋佑 

研究概要：兵庫県では微小粒子状物質(PM2.5)によ

る健康影響の可能性が懸念される場合(日平均 70

μg/m3超)に、環境省の定めた判断指針に基づき、

注意喚起を 2013年 3月 9日から実施している。 

PM2.5は地域汚染と越境汚染が複合していること

から、適正な情報提供を行うための PM2.5注意喚起

発令地域区分を検討することとし、統計解析手法

の一つであるクラスター分析を行い、県内をグル

ープ分けした。 
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 県内の全 41 一般局における PM2.5質量濃度につ

いて、月別及び時刻別にデータをまとめた。解析

期間は、2012年 4月 1日から 2016年 2月 29日ま

でのデータである。 

地域別の月別平均濃度を図 4に示す。地域別で

は播磨東部が高濃度となっており、全ての地域に

おいて 3 月、5 月に高濃度となった。次に、地域

別の時刻別平均濃度を図 5に示すとおり、全ての

地域において日中の濃度上昇が見られた。 

 
図 1 月別 PM2.5質量濃度 

 
図 2 時刻別 PM2.5質量濃度 

統計手法の一つであるクラスター分析を用い

て、県内の全 41一般局における局分類の検討を行

った。注意喚起に関連した日は、4 日間とデータ

数が少ないため、今回は PM2.5の環境基準（短期基

準）である35μg/m3超過日を対象に解析を行った。 

 なお、クラスター分析を行うにあたっては、対

象データを県内全 41局の測定が開始した 2015年

2月からのデータとし、全局で 20時間以上測定値

があり、日平均に欠測がない日の日平均値を用い

た。解析結果は図 6に示すとおり、4つの地域区

分に分かれた。 

①播磨高濃度地点(姫路 2地点・加古川 2地点・明

石 1地点)、②北摂・丹波・但馬・淡路、③播磨、

④神戸・阪神 

  
図 3 クラスター分析結果 

この結果をまとめると、以下のとおりである。 

1.県北部と南部で別区分となっており、日平均濃

度変動の傾向が異なることがわかった。 

2.神戸・阪神は北部と南部で別区分となった。 

3.西脇は現状の播磨東部ではなく、北摂・丹波・

但馬・淡路と同じ区分となった。 

4.播磨内でも高濃度地点は別区分となった。                    
５ PM2.5濃度計算用モデルの結果を用いたクラス

ター分析による局分類の検討 

 PM2.5濃度計算用モデルを用いて、観測による日

平均値が35μg/m3を超過した日の1時間値のクラ

スター分析を行った結果は図 7 に示すとおりで

ある。その結果、計算領域(D3)のうち兵庫県が含

まれる 627メッシュ（4kmメッシュ）を、6つの区

分に分類された。 

①播磨西部、②但馬北部、③淡路、④但馬南部、

⑤播磨中央部・東部、⑥神戸・阪神・丹波     

 
図 4 モデルの結果を用いたクラスター分析 

 この結果をまとめると、以下のとおりである。 

1.モデルの結果は、観測の結果よりも現状の地域

区分に近かった。 

2.神戸・阪神と丹波が同じ区分となった。 

3.但馬が北部と南部に分かれた。 

観測結果を用いたクラスター分析結果と比較

すると、以下の点が示唆された。 

4.観測は北摂・丹波・但馬が同じ区分となったが、

モデルでは神戸・阪神・丹波、但馬南部と但馬北

部で分かれた。但馬南部では測定局が存在しない

ため、観測データが必要である。 

5.播磨西部のうち姫路南部は播磨東部に近い傾向

があった。 

6.西脇は、観測では丹波と同じ区分に、モデルで

は播磨中央部・東部と神戸・阪神・丹波の区分に

分かれており、更なる検証が必要である。 

６ まとめ 

現状の地域区分をふまえ、観測によるクラスタ

ー分析とモデルによるクラスター分析の結果を比

較した。今後は観測・モデルともにデータ数を増

やすことにより精度を高め、的確な地域区分の検

討を行うものとする。 

＜その他の研究・協力メンバー＞ 

兵庫県環境研究センター：中坪良平、平木隆年 

兵庫県農政環境部環境管理局水大気課：松岡智郁、

常友大資 



19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに 

「生物多様性」はそれぞれの「地域の固有性」

の反映でもある。多様な風土をもつ兵庫県には地

域の特徴となる生き物が生育しているが、少数の

研究者で全体を把握するにはあまりに広域である。 
 本報告では、タンポポ、カタツムリ、ダンゴム

シでの市民参加型調査を例に、その手法と得られ

た成果、特に兵庫の地域の特徴について報告する。 
２ 参加型調査の手法の工夫 

 ①対象とする生物の種数 

 
表１. 対象とした生物群の特徴とおもな種類 
馴染みのあることはもちろんだが、扱う種数も

重要である。10種程度あると、分布や生態に特徴

がある種が含まれる。複数の種を知ることで、参

加者のモチベーションもあがるようである。あわ

せて、簡便に種類を調べられる資料も配布した。 
 ②種類の同定 

 
図 1.調査者から送られてきたサンプル 

a:タンポポの花とタネ、b.カタツムリ写真 c:ダンゴムシ生体  
種類を確実にするため、参加者に標本あるいは写

真を送付してもらい、専門家により同定を行った。 
 ③位置情報の取得 
分布図にするためには地名から地図上にプロット

していたが、参加者が採集地の経緯度情報をスマ

ホなどで容易に取得できるようになり、その情報

に基づいて、GISソフトから分

布図の作成が容易になってきた。 
 ④協力者を増やす 
当然、博物館等の HP、マス

コミへの広報により、多くの

人々に情報を流すのは行った。

実際には、市民団体、学校教員、

学会等の人的ネットワークであ

った。サンプルやデータ処理で

も手伝っていただいた。 
 以下は規模や範囲の異なる３つの具体例を示す。 
 
３ タンポポ調査〜他府県も含めた広域型 

図 3.セイヨウタンポポ（左）とカンサイタンポポ(右) 

兵庫県では在来種のカンサイタンポポ、外来種

のセイヨウタンポポが代表的な種類である。1970
年代から都市部ではセイヨウ、郊外ではカンサイ

が多く、自然度の指標とされてきた。 
西日本 19 府県では、実行委員会形式で、タン

ポポ調査が５年おきに行われている。この中で、

通常の図鑑にないヤマザトタンポポ（兵庫県絶滅

危惧種）などの同定が困難であった。しかし花粉

を観察することで容易に判別できることがわかる

と、特徴的な分布が分かってきた。 

 
図 4.兵庫県および京都府北部におけるカンサイタンポポ

とヤマザトタンポポの分布 

テーマ：身近な生き物から地域の特徴を知る 

    〜市民参加型調査の手法と成果 

所 属：兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 

氏 名：鈴木 武 

研究概要 

身近な生き物（タンポポ、カタツムリ、ダンゴム

シ）を対象に市民参加調査を行った。調査での手

法の工夫（種類、証拠標本、広報など）と、その

成果である分布図からわかった地域を象徴する

「生き物」を示す。 

図 2.携帯の経緯度 
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 図4にカンサイタンポポとヤマザトタンポポの

分布を示した。図中の①の太線は但馬地域の南境

を示す。驚くべきことに、この線の北側はヤマザ

トタンポポ、南側はカンサイタンポポにほぼ分か

れており、ヤマザトタンポポは但馬地域を特徴づ

ける植物であることが明らかになった。さらには、

西日本 19 府県のデータから、ヤマザトタンポポ

は山陰地方、四国西部に分布することがわかって

きている。 
 このほか、県内では、六甲アイランドの巨大な

ロクアイタンポポ、山陰海岸のオオクシバタンポ

ポなど正体不明のタンポポも見つかっている。 
 
４ カタツムリ調査〜兵庫県のみに限定 

「カタツムリ調査・兵庫 2008-09」実行委員会

として、博物館・学校・市民団体の恊働で行った。

兵庫県には 100種以上の陸貝がいるが、このうち

中型・大型の種類 13 種類を調査対象種とし、そ

の特徴や調査方法を示した資料を配布した。 
 参加者には位置や環境情報とともに、写真ある

いは空になった殻を送ってもらい、専門家が同定

した。2 年間で 780 名から 2002 件のデータが得

られた。うち 1119 件（55.9%）は写真であった。

このうち 96％は種名を判断でき、写真による調査

も十分に有効であることがわかった。 
 宿題として学校で取り組んだ事例ではカタツム

リを見つけられない生徒が多く、カタツムリが少

なくなっているのかもしれない。 

 
図 5.ハリママイマイとコウロマイマイの分布 

 特徴的な２種の分布を図5に示す。兵庫県固有

種のハリママイマイは播磨地方に広く分布するが、

東限は神戸市東灘区住吉川あたりである。コウロ

マイマイは基本的には但馬地域で見つかっており、

それぞれの地域を代表するカタツムリといえる。 
 
５ ダンゴムシ調査〜神戸市周辺のみに限定 

ふつうに見かけるオカダンゴムシ以外に 1996
年に神戸市北区再度公園で欧州原産のハナダカダ

ンゴムシが生息することが報告されている。 

 
図 6. 神戸市周辺のハナダカダンゴムシの分布 
 2012 年に神戸市の複数箇所で分布が確認でき

たので、関心のある市民10名ほどの協力により、

神戸市とその周辺域の 1178 地点を調べて、286
地点でハナダカダンゴムシを採集・確認した。国

内で例がない、広域で高密度の分布である（図6）。
神戸市南部では国道２号より北側に分布しており、

環境要因との関連を調べる必要があろう。2016
年 6月には篠山市内で小学生が発見しており、県

内では次第に拡散しているようである。 
 
６ 今後に向けて  

複数回の調査を行ったタンポポ調査では、都市

部で在来種のカンサイタンポポがみつかってきて

いる。繰り返し調査で、兵庫県の自然環境の変化

をモニタリングできるであろう。 
 今後の ICT技術も取り入れながら、参加者との

双方向性の手法も検討しつつ、詳細な分布、生息

環境など精度をあげるとともに、対象とする魅力

ある生き物調査を増やしていきたい。 
＜参考文献＞ 
タンポポ調査・西日本実行委員会「タンポポ調査・

西日本 2015調査報告書」 
カタツムリ調査・兵庫 2007-08実行委員会「兵庫

のカタツムリ」三田市立有馬富士学習センター 
［付記］本研究は、各実行委員会、調査に参加し

た市民の方々の協力による成果である。 
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1. はじめに 

我が国では行政組織の合理化のための人員削

減で、水道事業者においても職員が削減されてお

り水道事業者の組織内の技術をどのように継承す

るか従前から課題となっている。 

この現状を踏まえ厚労省の「新水道ビジョン」

では、水道事業の様々な業務における専門性に富

んだ人材を適切に配置できる組織体制でなければ

持続的な運営は困難として、人材育成を将来の水

道理想像実現のための重点方策にあげている。 

本研究は兵庫県営水道の経過と現状分析を行

いビジョン対応を検討したものである。 

2. 兵庫県営水道における水道分野の人材 

兵庫県水道用水供給事業は昭和 46 年から事業

に着手し、昭和 54 年の給水開始後、発展を遂げ

る県下の受水市町の水需要に対応してきた。 
2.1 創設期 県営水道創設期、本県には水道経験

者は皆無であった。このため当時の職員は文献調

査のほか水道関連企業や設計会社の技術者との設

計協議を通じて技術を吸収した。特に近隣府県や

県下には、日本水道協会、厚労省水道関係専門委

員会などに委員を輩出する高度な水道技術を有し

た事業体が多くあり、神戸市水道局を始め水道事

業体の視察や調査は技術向上に効果的であった。 
また、昭和 54年に稼働した県営第１号の船津

浄水場を皮切りに４つの浄水場の計画・建設や保

全の経験は技術力を高める絶好の機会となった。 
2.2 現在 創設期から努力を重ね、給水開始から

40年近くなる現在では他の水道事業体から先進

的な取組*に対して照会を受けたり、国内外の水道

関連学会に研究発表を行うなど歴史ある先進水道

事業体とも対等に交流できるレベルにまで達した。 
* 県営水道は給水を開始して 10 年に満たない時点で経営

難に陥り、運転管理の民間委託や建設進度調整など人的・

物的両面で大胆なコスト縮減を行った。この時の努力が、

水需要減による水道経営の見直し等、現在水道界を取り巻

くニーズと一致しており、先進的な取組として注目された。 
3.熟練技術者 
3.1経験とスキル 図 1 は水道事務所に勤務する

者に「浄水場で沈澱池濁度計の指示値が異常上昇

した場合、想定できる原因」を挙げさせ、想定原

因件数と経験年数を離散プロットしたものである。 
調査の結果、経験年数により明らかな違いがあ

り、少ない者で 2 件、多い者では 29 件もの原因

を想定した。経験が豊富な者ほど、個別の知識を

関連づけ多岐にわたる思考ができることが明らか

になった。これは経験の多寡がスキルと相関があ

り「1000例の手術

経験を有する医

師」とか「飛行経

験 2000 時間のパ

イロット」といっ

た表現を水道分野

でも適用できるこ

とを示している。 
3.2 熟練技術者の役割 技術継承が大きく取り上

げられたのは、団塊世代の熟練社員が定年を迎え

固有の技術継承が困難になるとされる所謂 2007
年問題である。技術継承は、経験と知識が豊富な

熟練技術者が担うとされ、企業では技術継承につ

いて様々な取組がなされた。本県の水道技術職員

は技術継承の他、以下の役割も担っている。 

･事故時の迅速な初動対応 
･増設工事や更新工事の設計業務委託における給

水停止を伴わない施工計画の立案。 
･施設や運営の計画策定における信頼性、安全性、

維持管理コストなどを加味した総合判断 
･他の水道事業体との円滑な協議 

･運転管理委託業者の選定時における業者提出資

料（プロポーザル提案書）の評価 
以上のほか、浄水場の現場では水質や施設事故

が発生しているが、今日まで県営水道において県

民への給水が断水に至ったことはなく、祝日昼夜

を問わず県営水道の安定給水に努力している。 
3.3 本県の水道技術者と今後の課題 

新たな浄水場建設は見込めないことから、今後

採用される職員は新規浄水場の計画・建設・試運

転立ち上げを経験できる機会がない。多くの技術

を吸収できる創設期の経験を積むことができない。 

テーマ：兵庫県営水道の安定した事業継続 

－新水道ビジョンへの対応－ 

所 属：兵庫県企業庁北摂広域水道事務所 

氏 名：武市 久仁彦 

研究概要  

水道は生活に欠くことの出来ない存在であり、

130 年にわたる近代水道の歴史は安定給水のため

施設は高度化し、熟練職員により運営が図られて

きた。このため事業継続には施設と人材の育成確

保が最も重要であることは容易に推察できる。 
これは平成２５年３月厚労省公表の「新水道ビ

ジョン」にも将来の水道理想像を実現する上で重

点的な実現方策として示されている。 

本研究では人材に焦点をあて兵庫県営水道の安

定した事業運営の方向性を、創設期における人材

養成の経過を踏まえ検討したので報告する。 
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また、

本県も図

2 に示す

ように水

道技術職

員数が減

少してお

り、現在までに構築してきた技術レベルを維持す

ることが困難になりつつある。 
このため、将来の水道マネージメントの円滑な

実施や事故時の対応などへの影響が懸念される。 
 
 
 
 
 
 
 
更に老朽設備を撤去し新しい設備に取替る更

新工事は、稼働中であるが故、断水リスクを伴い

難易度が高い。10年後には熟練技術者が現在の約

3 分の 1 となり十分とは言いがたい職員数で、更

新工事のピーク

を迎える。 
これに加え、

近年では市町支

援の要求もある。 
図 4は、これ

ら本県の今後の

課題をまとめたものである。このため熟練した水

道技術を有する人材の育成と確保が求められる。 
4.効果的な人材育成 

実務経験とスキルに相関があることは先に述

べたが、本県においては業務遂行と技術継承を限

られた人材で取り組まなければならない。このた

め効果的な人材育成が求められる。 
効果的な人材育成方法を検討する上では、実務

の現場におけるスキル向上の実態を把握する必要

がある。平成 25 年度に

浄水場勤務者に業務別に

習熟度のアンケート調査

を実施した。 
表1は得られたデータ

を因子分析した結果であ

る。分析の結果から「機

器操作には関連書籍やマ

ニュアルの理解と過去の

運転データ活用が有効」

「異常や事故時の対処能力は現場の状況把握」「事

故時の指導的な能力向上には、管路の弁類操作経

験と知識が結びついている」ことが明らかになっ

ている。これらを技術継承の現場に取り入れるこ

とが効果的な人材育成の一助となると考えられる。 
5.現状を踏まえたビジョン対応策 

県営水道の現状と分析結果を踏まえ、対応策を

検討すれば以下のようになる。 

・水道技術を継承するため、土木職（衛生工学含

む）、電気職、機械職、化学職、事務職など必

要な人材をバランス良く確保する。 

・水道土木技術の保持として、水道課・水道事務

所と知事部局を経験しながら、「水道技術管理

者」「水道布設工事管理者」の法定資格者*を確

保し、水道法のコンプライアンスを遵守すると

共に、県営水道の水道土木技術の水準を維持・

確保する。（*任用資格であり水道法の規定では

土木工学科を卒業後の実務経験年数が基礎と

なっている。県営水道創設期には水道を軸に置

いた土木職員が配属されており水道技術管理

者として選任された） 

・採用した職員を含め知事部局・本庁水道課・水

道の現場を偏ることなく勤務経験を積み水道

技術を修得しスキルアップをはかる。 

・水道課業務も含め定型業務を中心にアウトソー

シングや派遣業務で対応する。 

・更新工事のピーク時には水道経験者を中心に更

新工事業務に専念できる体制をとると共に、経

験者の補助員として新規採用職員を副担当に

指名し実務を通じた技術継承を行う。 

・受水市町など水道技術職員の確保が困難な事業

体の職員と人事交流し勤務をつうじた研修に

より受水市町への人材育成支援を行う。 

6.おわりに 

今回提案した内容の実現には、現在の組織だけ

では、対応仕切れない新たな課題に直面すること

も予想される。今後は事業体制、経営形態にまで

踏み込み更に研究を発展させていきたい。 

＜参考文献＞ 

1) 兵庫県企業庁「ひょうご県営水道ビジョン」 ‘11.5 

2) 武市久仁彦、細井由彦「浄水場におけるヒューマン

エラー低減に関する研究」日本水道協会誌,第 75巻,

第 4号,p8- 19,06.4 

3) 厚労省健康局「新水道ビジョン」13.3 

4) 武市久仁彦、細井由彦「フィールドデータに基づく

浄水場の信頼性と保全性解析 第 10 報－運転･維持

管理能力水準の客観的評価－」日水協・平成 25年度 

水道研究発表会講演集 p504-505 13.10 

図３ 今後の施設更新工事 

機器操作

の文献類

の活用

異常発見

と対処能

力

管路や機

器の専門

知識

水道専門書籍やマ

ニュアル類の理解
0.976 0.213 -0.024

現場機器の

手動操作
0.684 0.318 0.516

中央操作室の

運転操作
0.661 0.563 0.359

運転データ

の活用
0.601 0.581 0.286

水道専門書籍やマ

ニュアル類の利用
0.600 0.410 0.077

中央操作室の

アラーム対処
0.243 0.809 0.465

浄水場内の

巡視点検
0.304 0.664 0.079

事故時の対応

(水質事故など)
0.551 0.642 0.343

送水管路に関する

経験・知識
0.013 0.111 0.975

機器故障時

の対応
0.247 0.420 0.669

表1 因子分析結果(因子負荷量) 
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１ イギリスにおけるフットパス 

１）フットパスとは何か 

フットパス「footpath」とは、英語で「小道」、

「歩道」という意味である。イギリスでは、特に、

歩行者に「通行権」が保証されている道のことを

指す。 
 「通行権」の歴史は産業革命まで遡る。18 世紀

後半、産業革命により農村部の人々は都市部で働

くこととなり、貴族は農地や山々を狩猟場などと

して囲い込んでしまった。劣悪な環境で働く労働

者たちは、レクリエーションのため、「せめて歩か

せてほしい」と運動をおこし、その結果「歩く権

利」を勝ち得たのである。イギリスでは現在も歩

く権利が保証され、私有地を含め、誰でも自由に

歩くことができる権利道路は全国に 16 万 km に

わたって張り巡らされている。 
 ナショナル・トラストによると、イギリスで

最も人気のあるスポーツはウォーキングで、

3,800万人（英国成人の 77％、２位の水泳の 3倍）

にものぼり、ロングトレイルといわれる長距離フ

ットパスの利用頻度は約８億 9千万回、英国成人

の 15％が利用している計算となる。また経済効果

は年 8,000億円にもなるという。 
２）ウォーカー達はどのように楽しんでいるか 
 大きくわけて２つのパターンがある。１つは目

的を持って、日帰りや１泊２日〜１週間でウォー

キングを楽しむパターンと、もう１つは、特段の

目的地を持たず、日常の散歩やジョギングなどの

運動として、また、乗馬などの趣味や通勤手段と

してフットパスを利用するというものである。 
 旅行として楽しむ場合、宿泊には各町にある

B&B（Bed＆Breakfast）を利用することが多い。

ウォーキング旅行は大金を使う旅行ではなく、そ

れゆえ気軽に楽しまれている。観光案内所に行け

ば必ずウォーキングマップが売ってあり、アクテ

ィビティの１つとして周辺のウォーキングコース

が紹介される。加えて、最近イギリスではガイド

ウォークが増えてきているという。 
 写真1は実際に体験してきたガイドウォークの

写真である。丘を登り、牧草地を越えて町におり

るコースである。この日はあいにくの雨だったが

20名を超える参加者がいた。ガイドウォークは雨

でも中止にすることはまずないそうだ。参加者も

当然に雨対策をした上で参加しており、ぬかるん

だ土の道でも気にせずどんどん進んで行く。日本

のように道中絶えずガイドがあるわけではなく、

丘を登った後、町に降りた時などの要所ごとにガ

イドがあるのみで、あとはひたすら歩くものであ

った。参加費は無料で終了後に寄付を集めていた。 

 
 ガイドウォークの構成は午前中７km、午後４

km の行程で、途中パブでの昼食を挟む。集合・

解散場所も同じパブだった。 
 イギリスにはどのように小さな村でも必ず１つ

はパブがある。フットパスとパブは切り離せない

関係だ。食事やお茶・お酒を飲んだり、トイレを

すませたりする。日本のように公衆トイレやコン

ビニがあるわけではなく、スーパーでもトイレは

客に開放されていないので、トイレ休憩がてらパ

ブに入ることも多い。結果的に自然とお金が落ち

る仕組みになっている。イギリスでも近年ウォー

キングによる地域活性化が注目されており、

Walkers are Welcome協会によると、ルート設定

の際もパブや宿泊施設が集積しているところを起

終点に設定し、地域にお金が落ちるように意識し 

テーマ：歩くことそのものを楽しむツーリズムの   

    推進に向けて 

    〜イギリスフットパス事例調査報告〜 

所 属：但馬県民局地域政策室地域づくり課 

    産業観光担当 

氏 名：宇野 真由美 

研究概要 

 但馬県民局では、豊かな自然や生活文化が残る

強みを生かし、「歩くことそのもの」を楽しむツー

リズムを推進することとしている。 
 平成 28年 2月〜3月にかけて、兵庫県政策課題

海外派遣研修を利用し、「フットパス」と呼ばれる

歩道が国土中に張り巡らされ、ウォーキングがレ

ジャーとして確立しているイギリスを訪問・調査

した。本稿では、イギリス調査結果について「ウ

ォーカー達はどのように楽しんでいるか」、「フッ

トパスはどのように整備されているか」という点

を中心に報告するとともに、但馬におけるフット

パスの動きについて紹介する。 
 
 
 
 

写真1 
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ているとのことであった。 
 続いては日常生活におけるウォーキングについ

て紹介したい。写真 2は犬の散歩でフットパスを

歩いている人たちである。イングランド地方に滞

在している間、犬の散歩をしている人たちを本当

にたくさん見かけた。その地に住む人たちの日課

として散歩があり、フットパスを歩くことが日常

の１コマになっている。 

 またロンドンのような大都市でも幹線道路沿い

の歩道と並行するようにして大きな公園があり、

同じ方向にいく道であっても車道沿いの道ではな

く、公園の中を通っている人たちが圧倒的に多か

った。通勤・帰宅途中と思われる人たちも公園の

中のフットパスを歩いて目的地に向かっていた。 
３）フットパスはどのように整備されているか 

①表示 

 日本と明らかに違う特徴として、歩行者用の表

示が充実していることがあげられる。写真 3の左

側は大通り表示の例、右側はフットパス内表示の

例である。 
 
 
 
 
 
 
 矢印により方向が示されており、マップがなく

ても歩けるほどであった。距離表示があるものは

歩く計画を立てるのにとても役立つ。主要なフッ

トパスルートにおいては名前とロゴマークがある

ものも多い。イギリスではフットパスを管轄する

行政セクションがあり、道路表示の設置やフット

パスマップを更新し続ける役割を担っている。 
②道の整備状況 

 舗装されている道、されていない道があり、道

の状態は様々である。フットパスは特別に整備さ

れた道ではなく、昔から歩かれている道が保持さ

れているという状態である。 

③便利な設備 

 フットパスに関連した設備で印象的だったのは

フットパス沿いにベンチが設置されていることだ。

水を飲んだりマップを調べたり休憩するのに重宝

する。またゴミ箱も数多く設置されており、犬専

用のゴミ箱まである点は日本とは方針が違い大変

興味深い。さらにウェブサイトが充実していると

ころも大きな特徴である。例えば The Long 
Distance Walkers Association のウェブサイトに

はイギリス中の長距離フットパスが何百とリスト

アップされており、距離やマップ上の位置も示さ

れている。主要フットパスごとにも専用サイトが

あり、見どころや周辺の宿泊施設・飲食店の情報、

アクセス情報などが紹介されている。 
２ 但馬におけるフットパスの動き 

 このようにイギリスでは日常生活の一部に、ま

た観光のアクティビティとしてウォーキングが深

く浸透している。但馬でも将来的にウォーキング

を観光アクティビティの１つとして確立・定着さ

せることを目指し、現在、各地域の団体とともに

検討を進めている。但馬地域ではこれまでから城

下町出石のまち歩きや神鍋高原トレッキング、そ

の他山陰海岸ジオパーク 120km ウォークなど各

団体が取り組んでおり素地はある。まずは、これ

まで分野や地域の違いからバラバラに紹介されて

いたこれら歩く系アクティビティを、フットパス

として串刺しにすることで、但馬にどれだけ歩け

る道があるのかを示していきたい。 
 フットパスは観光、地域経済、健康など様々な

分野に波及する裾野の広い取組みである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
但馬に暮らす私達自身が、この地域を「交通が

不便」ではなく、「歩くことそのものが楽しい地域」

として認識し、磨き上げることで持続可能な発展

を目指していきたい。 
＜参考文献＞ 
・神谷由紀子編著「フットパスによるまちづくり 

地域の小径を楽しみながら歩く」 
・The Long Distance Walkers Association HP 

 

写真3 

写真2 
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１ 研究の目的 

 本研究の目的は、兵庫県下の市町が厳しい財政

制約下で、効率的で持続可能な人口減少対策を行

っていくためにどのような財政面での条件が満た

されねばならないのかを明らかにすることである。

子育て支援策を中心に若年人口増加のための施策

の現状を財政基盤の視点から分析し、地域から人

口増加を実現していくために、自治体と国がそれ

ぞれ何をなすべきかを、国はどのような制度、政

策の見直しをすべきなのかを考察していく。 
 
２ 人口動態と人口減少対策の基本的視点 

 表１は県下市町の平成 23～27 年の人口増減率

と経常収支比率、財政力指数を示したものである。

県平均では５年間で 3.57％の減少であるが、神戸

市や阪神間の都市を中心に減少率が低いか、微増

しており、他方、郡部では減少率が高い。兵庫県

市町の自然増減率と社会増減率の間には比較的強

い相関関係がみられ（相関係数 0.671）、一般に自

然減少率の高い自治体では社会減少率も高い。な

お、平成 23～27 年の間の人口増減（大半の市町

で人口減）において、県下 41 市町のうち神戸市

や西宮市、豊岡市など 25 市町で自然増減率の寄

与度が社会増減率のそれを上回っている。逆に社

会増減率の寄与度が自然増減率よりも高いのは姫

路市や芦屋市、宍粟市など16市町であった。 
表１　兵庫県の人口増減率と経常収支比率、財政力指数（平成26年度）

単位：％

純増減率 自然増減率 社会増減率

神戸市 -0.58 -0.84 0.26 96.3 0.78
姫路市 -0.60 -0.28 -0.31 83.7 0.85
尼崎市 -1.78 -0.70 -1.08 96.2 0.82
明石市 0.31 0.10 0.21 93.9 0.76
西宮市 1.22 0.75 0.47 94.3 0.88
洲本市 -6.47 -3.59 -2.88 93.2 0.46
芦屋市 1.06 -0.36 1.42 91.7 0.92
伊丹市 0.89 0.74 0.15 94.6 0.83
相生市 -3.99 -2.80 -1.20 97.4 0.56
豊岡市 -4.76 -2.63 -2.13 88.8 0.39

加古川市 -0.43 0.20 -0.62 91.1 0.86
赤穂市 -3.47 -1.78 -1.70 89.2 0.72
西脇市 -4.93 -2.34 -2.59 91.9 0.48
宝塚市 0.80 -0.14 0.94 96.3 0.86
三木市 -3.83 -1.94 -1.89 89.7 0.69
高砂市 -2.99 -0.80 -2.19 86.4 0.90
川西市 -0.58 -0.83 0.25 96.4 0.73
小野市 -2.34 -0.78 -1.56 86.0 0.68
三田市 -0.80 0.06 -0.86 95.8 0.83
加西市 -5.38 -2.58 -2.80 89.9 0.62
篠山市 -4.59 -3.03 -1.56 101.2 0.40
養父市 -8.95 -5.12 -3.83 83.9 0.25
丹波市 -4.99 -2.88 -2.11 83.0 0.44

南あわじ市 -5.22 -3.37 -1.84 87.1 0.42
朝来市 -6.52 -3.56 -2.96 84.9 0.44
淡路市 -6.01 -4.74 -1.27 88.6 0.34
宍粟市 -7.59 -3.50 -4.09 90.5 0.36
加東市 -0.53 -0.29 -0.24 83.3 0.75
たつの市 -3.27 -1.74 -1.52 86.2 0.58
猪名川町 -2.82 -1.18 -1.63 86.2 0.61
多可町 -7.55 -4.00 -3.55 92.7 0.33
稲美町 -0.85 -1.56 0.72 86.0 0.75
播磨町 1.52 0.26 1.27 91.4 0.87
市川町 -6.95 -3.87 -3.08 85.8 0.39
福崎町 -0.42 -1.02 0.60 90.3 0.73
神河町 -6.99 -4.57 -2.42 89.9 0.44
太子町 0.10 0.72 -0.63 86.3 0.68
上郡町 -8.29 -3.71 -4.58 103.3 0.56
佐用町 -9.45 -5.33 -4.12 81.8 0.33
香美町 -9.42 -4.41 -5.00 81.1 0.25

新温泉町 -8.78 -4.68 -4.11 87.0 0.25

県平均 -3.57 -2.00 -1.56 90.1 0.60
市平均 -2.98 -1.68 -1.29 90.7 0.64
町平均 -4.99 -2.78 -2.21 88.5 0.52

資料：兵庫県統計資料、総務省市町村別決算状況調べより作成。

財政力
指数

平成23～27年人口増減率 経常収支
比率

 
すなわち、この５年間に限って言えば、約６割

の市町では自然増減の、約４割の市町では社会増

減の影響が大きい。ちなみに自然増減率と合計特

殊出生率の相関係数は 0.016で両者の間には、ほ

とんど関係がない（自然増減率は死亡率によって

決まる）。自然減の影響の大きい市町にあっても合

計特殊出生率を上げるような取組みは無論、必要

ではあるが、それが結果として人口減少の抑止に

なるかどうかは不明である。対して、社会増減に

ついては、仮に現在、人口増減全体への影響力が

相対的に低い市町であっても、今後のさらなる人

口減を考慮すれば人口転入促進、人口転出抑止に

向けた施策展開が全ての市町において重要である。 
 

３ 人口減少対策の持続可能性 

 人口減少対策は市町間で競争的に行われている 

テーマ：地方自治体の人口減少対策の課題～財政

面からみた効率的、持続的な施策の可能性 

 

所 属：関西学院大学経済学部前田ゼミ 

氏 名：松岡遼太郎 菊池晴奈 杉山貴司   

東果帆 井上楓 中村太一 

研究概要 

・人口増のための施策はすべての自治体にとって

喫緊の課題であるが、県下市町では人口減少率の

高低と財政力指数には正の相関にあり、人口減少

対策がより必要な市町ほど財政力が弱い。 
・人口増減率と経常収支比率の間には相関はなく、

人口減少対策の拡充、持続するうえでの財政面で

のゆとり、弾力性については全市町ほぼ等しく厳

しい状況にある。 
・県下市町の人口増加策としての子育て施策の充

実度をランキングしたところ、充実度の高い市町

が必ずしも財政力や財政の弾力性、健全性によっ

て裏付けされた施策運営を行っているわけではな

い、すなわち施策や制度の持続性があるわけでは

ないことがわかった。 
・持続可能な子育て施策、人口増加策を市町が行

うためには、個々の自治体の努力のみならず、国

の施策と制度の見直しが不可欠である。 
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が、施策の持続可能性の視点から問題がある。県

下市町の人口増減率と財政指標との関係をみると、

図１に示すように、人口増減率と財政力指数は強

い正の相関関係にあり、人口減少率の低い（ある

いは人口が増加している）自治体ほど財政力が強

く、人口減少率が高い自治体ほど財政力が弱い。 
 

 

 
 
財政力の高い自治体は人口減少率も低いので

あるから比較的恵まれたポジションで人口減少対

策を展開でき、他方、深刻な人口減に直面してい

る自治体は有効な人口減少対策がより必要であり

ながらそれを行う財政力に欠けるということであ

る。しかし、実際に財政力が強い団体が人口減少

対策の面で有利なのであろうか。 
図２は県下市町の人口増減率と経常収支比率

の関係を示すが、人口増減率に関係なく経常収支

比率は高い。すなわち、人口減少率や財政力が高

かろうが低かろうが、実際には県下市町が人口減

少対策を行う「財政的ゆとり」は等しく乏しいの

である。仮に財政力の高い自治体（神戸市や阪神

間の市など）が施策の拡充の面で有利であり、実

際に魅力ある施策を行っていたとしても、経常収

支比率は他の市町と変わらないのであるから、施

策の持続可能性を担保するものはない。 
 
４ 厳しい施策の持続可能性：何が必要なのか 

 現在、県下の市町が行っている子育て支援施策

の充実度（医療費助成の有無・金額、公立保育園

保育料金額、出産祝い金の有無・金額、産婦人科

医師数など）を、施策・制度ごとに数値化し、県

下平均を何％上回るか、下回るかで得点化、ラン

キングし、さらにその自治体の財政状況を併せて

示したものが表２である。 
 ここからわかるように、施策の充実度は財政に

裏打ちされたものではなく、充実した施策を行っ

ている市町がこれからも継続してその施策を続け

るかどうかは、少なくとも財政面からは危うい。

このことを前提に、国、自治体それぞれにできる

こと、なすべきことを見直していかねばならない。 
表２　子育て支援施策充実度ランキングと財政指標

単位：％

1 59 西播① 0.56 97.4 6.3
2 59 但馬① 0.25 83.9 6.2
3 53 西播② 0.72 89.2 2.3
4 53 阪北① 0.83 95.8 2.0
5 52 西播③ 0.58 86.2 4.4
6 51 淡路① 0.42 87.1 4.4
7 50 北播① 0.68 86.0 2.5
8 49 東播① 0.90 86.4 5.8
9 49 淡路② 0.34 88.6 1.6
10 47 東播② 0.75 86.0 8.4
11 46 東播③ 0.76 93.9 1.8
12 46 北播② 0.75 83.3 6.9
13 45 西播④ 0.36 90.5 5.4
14 45 阪北② 0.61 86.2 6.3
15 45 中播① 0.44 89.9 3.2
16 45 西播⑤ 0.33 81.8 0.8
17 45 但馬② 0.25 81.1 3.5
18 44 阪南① 0.88 94.3 0.5
19 44 北播③ 0.48 91.9 5.9
20 44 丹波① 0.40 101.2 3.2
21 43 淡路③ 0.46 93.2 4.6
22 43 東播④ 0.86 91.1 1.4
23 42 神戸① 0.78 96.3 0.4
24 42 但馬③ 0.39 88.8 2.6
25 42 阪北③ 0.86 96.3 1.2
26 42 北播④ 0.69 89.7 1.0
27 42 但馬④ 0.44 84.9 4.7
28 42 中播② 0.39 85.8 4.8
29 42 西播⑥ 0.56 103.3 2.2
30 42 但馬⑤ 0.25 87.0 0.5
31 39 阪北④ 0.83 94.6 2.0
32 39 北播⑤ 0.62 89.9 1.0
33 39 北播⑥ 0.33 92.7 2.3
34 39 中播③ 0.73 90.3 3.6
35 38 阪南② 0.92 91.7 2.0
36 38 阪北⑤ 0.73 96.4 1.5
37 38 東播⑤ 0.87 91.4 11.3
38 37 丹波② 0.44 83.0 9.6
39 36 阪南③ 0.82 96.2 0.2
40 34 中播④ 0.84 83.7 4.6
41 31 西播⑦ 0.68 86.3 5.3

実質収
支比率

市町順位 点数
財政力
指数

経常収
支比率

 
 ＜参考文献＞ 
兵庫県(2009)「人口減少社会の展望研究報告」 
全国市長会(2015)「人口減少対策に立ち向かう都

市自治体と国の支援のあり方」ほか。 

経常収支比率 

平成23-27年人口増減率

 

財政力指数 

図１ 兵庫県市町の人口増減率と財政力指数 

図２ 兵庫県市町の人口増減率と経常収支比率 
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１ 調査の背景と手法 

 平成 26年度、日本創生会議が消滅可能性都市を

具体的に発表して世間を騒がせ、安倍首相は地方

創生を推進していくことを発表した。こうして迎

えた平成 27 年度は地方創生元年として位置付け

られ、全国の自治体で人口ビジョンと総合戦略が

まとめあげられた。日本全体の人口減少が止まら

ないことからはっきりしているのは、これより地

方自治体間でのヒトの取り合いが始まることであ

る。 

 加東市では、そのような社会の情勢を背景に、

若手職員の成長も見据えて、若手プロジェクトチ

ーム「ゆめいく」が加東市からの転出者、加東市

への転入者に向けてアンケート調査を実施した。

項目は全てゆめいくメンバーで検討し、市役所窓

口に転出または転入の手続きに来られた方にアン

ケート用紙を渡して、窓口で記入していただき、

そのまま回収した。期間は平成27年2月～4月で、

転出者アンケートの回答数は 326件（総転出者数

は734人）、転入者アンケートの回答数は273件（総

転入者数は 555人）であった。 

 本発表では、このアンケートの結果とその他各

種統計データをもとに、加東市にはどんな強みと

どんな弱みがあるのかを分析して、合併 10周年を

迎えた加東市が今後はどのような政策をとってい

くべきであるのかを若手目線で考察するものであ

る。 

２ 転出入者アンケートから 

 まず、回答者の属性について、年齢を見ると、

20代が5割前後、次いで30代が2割強であった。

転出入しやすい年代であるが、この属性がアンケ

ート結果に大きな影響を与えている。 

次に、転出後の住所と転入前の住所を比較して

みると、北播磨地域からの転入が多いことに気付

く。回答者の 5人に 1人が北播磨地域から転入し

ている。北播磨地域の中では加東市は社会増減に

有利な位置にいると言える。一方、転出先として

は、特に偏りは見られない。ただし、市区町村別

で見たときには圧倒的に神戸への転出が多い。 

 

転出については、その前後の家族構成を見ると、

夫婦と親と子ども（三世代同居）が大幅に減少し

ている。就職や進学を機に一度加東市を離れる人

が多いことは覚悟しておかなくてはならない。 

 

 そして、家族構成を限定して、転入後の勤務地

と転入する最も大きなきっかけを見てみると、一

人世帯は加東市勤務が 50％前後で、きっかけも就

職や転勤など仕事の都合が目立つのに対し、夫婦

は加東市勤務が約 26％しかおらず、きっかけを結

婚とする人が目立つ。ここから、企業を誘致して

一人世帯を招く戦略と、住みよさをアピールして

若い夫婦を招く戦略が考えられる。 

 加えて、転入する最も大きなきっかけ以外に、

加東市に住もうと決めた主な理由を、複数回答可

で尋ねたところ、通勤・通学に都合がよいという

意見が圧倒的であった。しかし、これを転入のき

っかけを結婚とした 38人に限定してみると、家賃 

テーマ：地方創生時代をどう生き残るか 

    ～データから判断する 

加東市のまちづくりのあり方～ 

 

所 属：加東市若手プロジェクトチーム 

    「ゆめいく」 

 

氏 名：上月克己 

研究概要 

 加東市若手プロジェクトチーム「ゆめいく」で

は、加東市の強みと弱みを知ることを目的に、平

成 27年 3月・4月に加東市からの転出者、加東市

への転入者を対象としたアンケート調査を行っ

た。本発表ではこの結果とその他各種統計データ

から、加東市にはどんな強みとどんな弱みがある

のかを分析して、地方創生の時代において、合併

10周年を迎えた加東市が今後はどのような政策を

とっていくべきであるのかを若手目線で考察する

ものである。 
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や住宅価格が手頃であるというのが、通勤・通学

の便利さに並んだ。そこで、若い夫婦を招く戦略

には住宅支援策の充実も効果的であろう。 

 なお、転入後の職業を自営業としているのは、

回答者の 1.8%（5人）である。起業のために、加

東市に来ていただく戦略はあまり期待できない。 

 
３ 各種統計データから 

 まず、アンケートとの関連から住民基本台帳人

口移動報告より平成 27 年の年齢階級別の転出者

数・転入者数を見てみると、やはり 20代が最も多

く、次いで 30 代が多い。注目されるのは、20 代

前半で 101人の転出超過があるのに対し、20代後

半では 16人の転入超過となっていることである。

20代前半での転出は仕方ないものとし、Ｕターン

政策を考えるのが適切かと考える。 

 

 次に、ＲＥＳＡＳを通じて、住民基本台帳人口

移動報告より平成 26年の転出先・転入先を見てみ

ると、転出先は神戸市・西脇市・小野市・姫路市・

三木市の順となる。北播磨への転出も多いが、兵

庫県の中で人口の多い神戸や姫路への転出も多い。

ただし、年齢を 20代に限定すると、大阪市への転

出も多くなる。転入先は小野市・西脇市・神戸市・

三木市・加西市の順となる。転出先に比べて神戸

市の存在感は小さく、北播磨からの転入が目立っ

ている。 

転出先 転入先 

神戸市 166人 小野市 147人 

西脇市 145人 西脇市 131人 

小野市 115人 神戸市 116人 

姫路市 82人 三木市 65人 

三木市 69人 加西市 64人 

 そして、転出入者アンケートから若い夫婦を招

く戦略を考えたが、そのために役立つのが、教育

や子育てに関する統計である。日本図書館協会発

行の『日本の図書館 統計と名簿』によると、加

東市は 2014年度まで市民の貸出密度（住民１人当

たり年間貸出冊数）が 10年連続全国一であり、兵

庫教育大学があることや小中一貫教育の推進と合

わせて、教育のまちとしてのＰＲが可能である。 

 
 また、ＲＥＳＡＳを通じて、ＮＡＶＩＴＩＭＥ

の自動車経路検索条件データによると、東条湖お

もちゃ王国は 2014年の休日について、神戸三田プ

レミアム・アウトレットや朝来市の竹田城跡、姫

路セントラルパークに次いで、兵庫県内 4番目の

検索数であった。そのような子供向けの人気スポ

ットが市内にあることを子育て世代にＰＲ可能で

ある。同様に、1 人あたりの都市公園面積も淡路

市に次いで兵庫県内 2位であり、子育てに適して

いることをＰＲできる。 

 
４ まとめ 

 以上、転出入者アンケート及び各種統計データ

を振り返ると、加東市の転出入では、20代が最も

多く、次いで 30 代が多い。ただし、20 代前半で

は大きく転出超過なのに対し、20 代後半や 30 代

では転入超過であることから、20代前半での転出

は仕方ないものとし、Ｕターン政策を考えるのが

適切だと思われる。また、転出先には神戸市・姫

路市の占める位置も大きいが、転入先では小さく、

北播磨からの転入が多いことから、結婚などを機

に、加東市に住んでもらうためのＰＲが有効だと

考える。貸出密度全国一などを中心とした教育の

まちのＰＲとおもちゃ王国や大規模都市公園のあ

る子育てに適したまちのＰＲである。 

 Ｕターン政策は、筆者を中心に小野加東青年会

議所で動き出しつつある。小野市も含めて、成人

式大賞で表彰されていることを受け、25歳向けの

「成人式」を平成 29年度には開催予定である。20

代後半で地元に帰ってくるきっかけづくりにつな

がればと考えている。 

 最後に、引き続きアンケートや別の手法のエス

ノグラフィなどに取り組み、今は定量化できてい

なかったり、気づいていなかったりする加東市の

強みと弱みを見つけ、まちづくりに活かす方法を

今後も考えていきたい。 
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１ 研究の目的・背景・手法 

(1)研究の目的 

近年、新たな地域活性化策の一つとして「農商

工連携」への期待が高まっている。平成 20(2008)
年の農商工等連携促進法施行以降、農商工連携に

よる新たな事業展開が増えてきている。従来から

1.5 次産業や６次産業化の取組みは存在していた

が、それらが農林漁業振興と農山漁村の活性化を

目的に農林漁業の高付加価値化や多角化をめざす

ものであるのに対し、農商工連携は農林漁業者と

商工業者の連携による地域全体の活性化をめざす

ものであるという点において異なる。本研究では、

全国の農商工連携の事例を調査・分析し、農商工

連携をより有効に地域活性化に結びつけるための

条件と課題について考察し、兵庫県における農商

工連携をさらに拡充・発展させるために何が必要

なのかを明らかにしていきたい。 
(2)研究の手法 

経済産業省「農商工連携 88 選」（経済産業省

HP）、東北経済産業局「農商工連携取組事例集（61
事例）」（東北経済産業局HP）、農商工連携パーク

（中小企業基盤整備機構 HP）などの農商工連携

関連のデータベースの資料をもとに全国の農商工

連携の具体的事例の比較分析を行い、農商工連携

を効果的に機能させるための条件を抽出する。 
 

２ 農商工連携の意義と展開 

農商工連携は何かについて、６次産業との対比

において、それぞれを促進する国の法的枠組みを

もとに整理すると以下のようになる。 
 

６次産業化 
【法的枠組み】 
６次産業化法（地域資源を活用した農林漁業者

等による新事業の創出等及び地域の農林水産

物の利用促進に関する法律) 
平成 22(2010)年12月施行 
【目的】農林水産業の振興、農山漁村活性化 
【対象】農林漁業者等 
【概要】農林漁業者等による事業の多角化及び

高度化、新たな事業の創出等に関する施策並び

に地域の農林水産物の利用の促進に関する施

策を総合的に推進することにより、農林漁業等

の振興、農山漁村その他の地域の活性化等を図

るとともに、食料自給率の向上等に寄与する。 
 

農商工連携 
【法的枠組み】 
農商工等連携促進法（中小企業者と農林漁業者

との連携による事業活動の促進に関する法律） 

平成 20(2008)年７月施行 
【目的】農林漁業者と中小企業者の経営改善 
【対象】中小企業者と農林業業者（連携） 
【概要】中小企業者と農林漁業者とが有機的に

連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して

行う事業活動を促進することにより、中小企業

の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、

もって国民経済の健全な発展に寄与する。 
 
農商工連携の意義は、農林漁業者と商工業者と

の連携によって商工業者による消費地へのマーケ

ティングに基づいた商品企画や、多様な流通チャ

ネルによる販路開拓、工業技術の蓄積を生かした

生産性向上への取組みがなされること等である。

農林漁業と商工業の連携によって、農林漁業にと

ってはそのいっそうの市場拡大を実現し、商工業

者にとっては新たなビジネスチャンス、ビジネ

ス・モデルをもたらすものとなる。６次産業化も

農林漁業を市場に近づける役割を果たしているし、

直売所やインターネット直販なども市場マインド

をもった農林水産業者の増加に資しているが、そ

れらは生産者の視点（何を売るか）の延長線上に

あるものであるのに対し、農商工連携は消費者の

視点（何が買いたいか、何が売れるか）の要素が

より強い。もっとも農商工連携と６次産業化は対 

テーマ：兵庫県における農商工連携のさらなる発 

展のための課題 

 

所 属：関西学院大学経済学部前田ゼミ 

    地域活性化研究グループ 

氏 名：福田康介、南紗貴、吉田浩幸、高木紗耶 

    薄木菜那美 

研究概要 

・農商工連携の取組みは兵庫県でも積極的に行わ

れ、今後の地域活性化の施策として重要である。 
・全国的には近年、農商工連携が従来の農業者主 
体の農業活性化のものだけでなく、商工業者主

体のものが増えてきており、それは消費者ニー

ズへの対応、供給者サイドでの技術革新の活用

等の意味でより優れた農商工連携への変容であ

る。 
・兵庫県の農商工連携もこうした傾向に必要な要 
件を満たしながら進められるべきである。 
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立する概念ではなく、農林漁村や地方都市など地

域の活性化のための両輪であり、地域がこれらに

同時に取り組むことによって相互補完効果、相乗

効果が期待される。 
 

３ 最近における農商工連携の特徴 

上述のように、国は平成 20(2008)年に農商工等

連携促進法を施行し、中小企業者と農林漁業者が

連携して行う新商品等の開発・販売促進等の取組

を支援するための法的枠組みが整備された。具体

的には、国から中小企業者と農林漁業者が共同で

行う新たな商品やサービスの開発等についての計

画の認定を受けた場合に、中小企業者と農林漁業

者に対して、事業資金の貸付や債務保証、設備・

機械の取得に対する税制等の支援を行うというも

のであり、また、両者のマッチングを行う公益法

人・ＮＰＯ法人も支援の対象となっている。初年

度には、農商工等連携関連予算 200億円超が組ま

れ、この制度の第１回認定事業には兵庫県からも、

豊岡市の「コウノトリ育む農法」による米粉を用

いた食品の開発・製造・販売事業も選ばれている。  
また、平成 22(2010)年の６次産業化法では、農

林漁業者による加工・販売分野の取組や地産地消

など生産・加工・流通(販売)の一体化による付加

価値の拡大、2 次・3 次産業の農林漁業への参入、

バイオマス等地域資源を活用した新事業の創出や

農商工連携の推進など、農商工の連携・融合によ

り地域ビジネス、新たな産業を創出し、豊かな農

林水産業の実現がめざされている。 

 こうした国の後押しもあって、農商工連携の取

組は増加傾向にある。兵庫県でも、ひょうご農商

工連携ファンド事業での採択事業が平成 23 年度

９件、24年度 10件、25年度９件、26年度 12件、

27年度14件、28年度８件と、農商工連携への取

組みが着実に進んでいる。 
ところで、こうした農商工連携の最近の動きの

特徴として、第一に、需要サイドにおけるニーズ

の変化に対応し、供給サイドにおける加工、情報・

通信、輸送技術など、種々の技術革新の活用が行

われていること、第二に、多業種にわたる広範な

関係者・担い手の参入と、それら農林漁業者、商

工業者との相互交流の深化を通じてさまざまな変

革が生じ、新たなビジネス・モデルが構築されて

いること等を指摘することができる。 
 さらに重要なことは、従来の農商工連携には付

加価値向上を目的として、農林漁業者が主体とな

って加工や販売に進出する事例が多かったのに対

し、農商工等連携促進法の影響もあって、商工業

者が主体となるケースが増えていることである。

データベースより全国の100事例を調べたところ、

そのうち 84 事例が商工業者のイニシアティブが

強いものであった。これは農林漁業者の付加価値

向上だけではなく、中小企業経営の視点から商工

業サイドでの付加価値増加が目指されていること

による。その際、商工業者によって農林水産業者

に求められる要件は、図１に示すように、品質（技

術力）と安定供給（経営規模）、信用力などである。 

 
 

４ 農商工連携をより効果的に機能させるために 

全国の事例から見えてくる、農商工連携を地域

のビジネスとして発展させていくための要件は以

下のように整理できる。まず、第一に、ビジネス

の視点からは、情報と、品質、安定供給の問題を、

関連する主体がウィン・ウィンの関係で協働でき

るソフトの構築である。第二に、地域のビジネス

として展開し、消費者との連携，交流を図ること

も重要である。第三に，高くなりがちな農商工連

携産品・商品の価格をいかに消費者にとって適正

な価格で販売できるかである。 
＜参考文献＞ 

・農林水産省・経済産業省(2010)『「地域を活性化 
する農商工連携のポイント』 

・農林水産省・経済産業省(2008)『農商工連携の 
ために』 

・社団法人中小企業診断協会兵庫支部(2010)『農 
商工連携に係る具体的事例の課題・対策調査報

告書』 
・渋谷長生(2010)「農商工連携の現段階的意義と 
課題」『東北農業経済研究』28巻２号、pp.75-80. 
その他 

・原田 英美(2016)「兵庫県による多角化・連携の 
推進体制」『農業と経済』8巻４号、pp.22-26. 

 


	目次
	リスト

	目次
	リスト


