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テーマ： 兵庫県内市町の人口移動について 
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研究概要 

日本全体で人口減少が起こり、兵庫県でも 

同様な状況に陥っている。この状態が続くと 

県内の経済が低迷し、産業構造が変わり、人 

口問題が行政・地域課題の最上位に位置する。

この状況の中、人口移動（migration）がどの 

ようになっているかを理解するために、兵庫 

県市町間人口移動を研究した。平成 26年度住 

民基本台帳人口移動報告［参考表］のデータ 

を使用し、人口移動 O-D表を作成し分析結果 

を報告する。 

  また、人口減少対策として最終章で都市政策 

実現に向けてと題して、政策提案を行う。 

 

１．はじめに 

  本研究は、兵庫県内市町の人口移動実態につい

て兵庫県統計課のデータ及び総務省統計局の国勢

調査データを基に分析する。 

研究目的は、兵庫県内市町の移動特徴を理解し、

市町の地理的条件及び社会的条件による人口移動

を総務省データより、『兵庫県内市町の人口動態の

現状』を分析することにある。 
研究目的の達成のためには、総務省統計局の資

料を基に兵庫県内市町のデータを抽出し、それに

より OD表（起点 originから終点 destinationで各

市町の移動状況を現した表）を作成する。その表

から各市町の人口動態を把握する。 
平成 26年度兵庫県の総人口は 555万 7,534人

（全国７位）で面積は 8,400.9km2（全国 12

位）、GDPは 18兆 3,136億円（全国 8位）であ

る。 

総務省統計局 1)の「第１表 年齢(10 階級),男

女,移動前の住所地別転入者数－都道府県,市区町

村(平成 26年)」・「第２表 年齢(10階級),男女,

移動後の住所地別転出者数－都道府県,市区町村

(平成 26年)」で転入者・転出者総数は、101,914

人、男 50,840人、女 51,074人である。  
  兵庫県は、関西圏の中心都市でもある神戸市を

中心に人口移動が起こっている。 

  県外からの大学進学生や企業での支店従業者数

も全国的に多い。 

  このように都市における様々な条件により人

口増減が起こると考えられる。 

２．人口移動分析について 

地域内の人口移動のケースは、一般的に空間経

済学の理論の基で、検討をするものであると考え

る。人口移動の要因は、ライフサイクル的要因と

経済的要因によるものである。 
地方都市では、人口増加に関して、少子化によ

り自然的増加が見込めない、産業も低収入の雇用

しかないので社会的増加も見込めない状況になっ

ている。 

  県内移動に何らかの明確な地理的条件、地域

の雇用条件、産業立地条件、統括する行政の政策

(介護、福祉等政策)、上級教育機関への進学など

により移動が行われていると推測される。 

現在の国の方針では、「地域創生」という地域

独自の事業を地方で考えさせ、提案させ、その提

案内容を確認した上で予算を配分するということ

が行われている。転出者÷総人口の割合の大きい

市町では、 

「雇用がない」  ⇒ 雇用のある地域 

「教育施設がない」⇒ 教育施設のある地域 

「商業施設がない」⇒ 商業施設のある地域 

「子育て支援がない」⇒ 子育て支援のある地域 

以上のような理由が、移動する目的であると考え 

られる。 

３．兵庫県内市町の人口移動実態について 

 （１）OD表 

総務省統計局の平成 26 年住民基本台帳人口移

動報告参考表 第１表、第２表の資料を基に「表

３－１兵庫県市町ＯＤ表」を作成した。兵庫県内

市町数＝41市町（市＝29市、町＝12町）である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

縦軸に転出者数、横軸に転入者数で対角線上は、

０人となる。しかし、神戸市は、区の中での移動

表 3-1  平成 26年 兵庫県市町ＯＤ表 
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があり、移動数も約 60％程度ある。 

市町順位は、総務省データの市町順位と同様に

している。 

次に、市町の転出・転入数をその人口数で除し

た数字をグラフに表し、各々の市町の人口動態を

検討する。 

下図で横軸は県内転出者率＝県内転出者数(O)

÷人口数で縦軸は、県内転入者率＝県内転入者数

(D)÷人口数である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

下図で横軸、県外転出者率＝県外転出者数(O)

÷人口数で縦軸は、県外転入者率＝県外転入者数

(D)÷人口数である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  どちらの図にも 45°線を記入しているが、そ

の線より上方にある市町は、転入超過で下方にあ

る市町は、転出超過である。 
兵庫県の市町総数＝41で、県内移動における

転出者数＝X、転入者数＝Y、市町人口数＝Pと

すると、 
 

となる。 
     県内・県外移動で、芦屋市と神崎郡福崎町だけ

が転入超過となっている。西宮市は県内移動だけ

が、転入超過となっている。 
福崎町が神崎郡内の神河町、市川町からの転入

者により社会人口増が起こる現象を『エリアコン

パクト化現象』であると考えられる。 
４．人口減少時代における都市政策実現に向

けて 

兵庫県市町の人口減少時代において政策可能な

方法を地域政策手段とソーシャル・キャピタルの

地域政策として提案する。 

 （１）地域政策手段 

地域政策の政策手段は、家計や企業の立地に影 

響する政策か、当該地域における収入と支出の水 

準を変える政策のどちらかである。これは、ミク 

ロ的政策手段とマクロ的政策手段という区別を用 

いることが有用であることを示唆している。 

（２）ソーシャル・キャピタルの地域政策 

EUで分析・検討した結果、「ソーシャル・キャピ

タル」が豊かな地域では、人口の社会増に影響し、

社会減の抑制に寄与する可能性が示唆されている。

地域住民の結束が強くなり、個人が地域での必要

性を自覚することで社会減の抑制になるため、地

域政策として、有効であると考え、提案する。 

ソーシャル・キャピタルの類型論としては、Bo
型：ボンディング型、Bｒ型：ブリッジング型、L
ｋ型：リンキング型に分類できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   その方法は、Social Capital2)を成長させ、地域

での信頼関係と都市の社会的安定性により、地域

と都市に安心・安全な関係が育まれる(Bridging 

Social Capital)。それから、２地域の上級監督庁

が財政投入（公共事業投資）することにより、地

域の繋がりが築かれる(Linking Socail Capital)。 

参考文献 
1) 総務省統計局[2014]平成 26年住民基本台帳人

口移動報告(参考表)第１表、第２表  

2) Agger, A. and J. O. Jensen(2015)Area-based 
Initiatives－And Their Work in Bonding, Bridging 
and Linking Social Capital. European Planning 
Studies; 23(10):2045-2061.  

図 3-1 兵庫県内(県民局毎)の転出・転入率 

図 3-2 兵庫県外(県民局毎)の転出・転入率 

 
図4-2  

まちづくりにおけるソーシャル・キャピタルの動的展開モデル 
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テーマ：地方自治体の租税債権管理の適正

化に資する立法上の手当等につ

いての一考察（入湯税制を素材と

して） 

所 属：尼崎市役所 総務局 

氏 名：芝軒 崇晃 

 

研究概要 

市町村の税務行政を遂行する上で、より

効果的，効率的に成果をあげるために立法

上の手当等が必要と感じることがある。本

稿は、尼崎市における紛争実例をベースに

入湯税の税制に焦点を当て、条文上の問題

点も含め、考察，提言を行うものである。 

 

１ スーパー銭湯と入湯税 

地方税法第 701 条は、「鉱泉浴場所在の市

町村は、・・・鉱泉浴場における入湯
．．．．．．．．．．

に対し、

入湯客に入湯税を課する」と規定する。 
尼崎市のような温泉地のない市街地に存

在する公衆浴場ではない営利性の強いスー

パー銭湯仕様で鉱泉を使用する温浴施設（以

下「スーパー銭湯」という。）の入湯客に対し

て、この条文の下で適正な課税は可能であろ

うか。現実には、全裸で浴槽に入湯するスー

パー銭湯への入場者
．．．

のうち、実際に鉱泉浴槽

に入湯した入湯客
．．．

が何人いるかは、入場者の

プライバシーを考えると、課税庁はもちろん、

経営者ですら正確な数値の把握は不可能で

ある。 
２ 地方税法第 701 条の立法趣旨 

地方税法第 701 条の「鉱泉浴場における入

湯」の文言は、もともと温泉地の旅館で鉱泉

浴槽に確実に入湯する宿泊者を想定して法

文化されたもので、「旅館への宿泊者の数＝

入湯客の数」が前提になったものと思われる。

掘削技術の進展で都会でもスーパー銭湯の

浴槽に鉱泉が使用できるようになり、地方税

法第 701 条の規定は、鉱泉に入湯しない可能

性のあるスーパー銭湯への入湯客を賦課対

象とするのであれば、時代の変化を踏まえた

内容で修正されるのが望ましいといえよう。 
３ あるスーパー銭湯の経営者との紛争 

尼崎市においては、平成 24 年、市内でス

ーパー銭湯を経営する事業者（以下「経営者」

という。）が入湯税を過少申告していたこと

が発覚し、尼崎市は、当該経営者に対し、ス

ーパー銭湯の入場者全数で計算した入湯税

額と実際の申告額との差額を増額更正した。 
経営者は、地方税法第 701 条の「入湯客」

の数は入場者の 3分の 1程度に過ぎない等と

主張し、異議申立てを経て取消訴訟を提起し、

1 審(神戸地判平成 27 年 10 月 29 日)で尼崎

市が勝訴、2 審(大阪高裁平成 28 年 9 月 30 日

判決)で 1 審判決が一部取り消され、平成 29
年 10 月 3 日、最高裁判所が尼崎市の上告受

理申立てを受理せず確定した。 
４ 地裁，高裁判決のポイント 

1 審判決は、『「入場者数＝入湯客数」とす

る推計が、仮に入場者の中に鉱泉浴槽に入浴

しない者が含まれている可能性があっても，

なお合理性を失わない』旨判示し、経営者の

請求を棄却したが、2 審判決は、『館内着のク

リーニングの数等を総合勘案すれば，入場者

のうち少なくとも 7割程度は本件鉱泉浴槽に

入湯したと推定しても不合理ではない』旨判

示し、1 審判決の一部を取り消した。 
両判決の結論を分けたポイントは、経営者

の立証の深度によるものと考える。1 審判決

は、「経営者の提出した全証拠によっても鉱

泉浴槽を利用しない入場者に返金された事

実は認められない，12 歳の小学生分の入湯税

の徴収は過少になっていた等」の事実を認定

し、結論を導いているが、2 審判決は、裁判

所が経営者に館内着のクリーニング数等の

立証を指揮し、これにより提出された書証に

記載された館内着の数が入場者数の 82%で

あったことを論拠に、7 割の数値を推計した。

この 82%を示す証拠の深度が、民事訴訟法第

247 条による大阪高裁の心証を動かしたポイ

ントであったと考える。 
５ 今後の入湯税の税制のあり方 

この訴訟は上記のとおり 2審判決が確定し

たが、たとえそれが一事例判決であったとし

ても、経営者が申告する入湯税の額を市町村

長がいかに推計するか難しい問題が残る。申

告する入湯客数の推計値を証明させるため、

経営者に大阪高裁が指揮したような厳密な

書証の提出を求めるのは、その多大なコスト

を考えればあまりにも非現実的である。経営

者が備える帳簿も、入場者数を推測させるが、

それは決して鉱泉浴槽への入湯客数を意味

するものではない。 
考え得る方策のスキームとしては、①立法

上の対応と，②運用上の対応に大別されると
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思われる。租税法律主義を追求すれば、立法

改正が望ましいことは言うまでもないが、全

国的にも市町村税の税収に占める割合がわ

ずかしかない入湯税の税制が、国の税制改正

の流れに乗る可能性は薄く、現実には立法修

正のない運用上の対応も視野に入れる必要

があると考えるからである。 
①立法上の対応としては、①－(a)スーパー

銭湯の入場者数と「入湯客」の数を同数とみ

なす（推定する）旨の規定を置く方策，①－

(b)スーパー銭湯の入場者数に一定の固定し

た減額数値を乗じる旨を条文化する方策，①

－(c)スーパー銭湯について、課税免除ないし

不均一課税(地方税法第 6 条)や減免を論拠に

入湯税の賦課対象から外す方策などが考え

られる。 
②運用上の対応としては、②－(a)経営者に

厳密な立証責任を課し，入場者数と「入湯客」

の数の乖離を証明する書類の提出がない限

り入場者数を「入湯客」の数として運用する

方策，②－(b)スーパー銭湯の入場者数に一定

の減額数値（例えば７割や 8 割）を乗じるこ

とを運用上定型化する方策などが考えられ

る。 
６ 考察 

立法上の対応のうち、①－(a)の方策は、2
審判決を踏まえた場合はいささか粗い立法

にはなるが、経営者にもメリットのある方策

で、合理性も認められると思われる。 
経営者がスーパー銭湯の入場者から施設

利用料（その中には入湯税も含まれている）

を徴収する際、「入湯客」の実数値を見分ける

コストが省けるからである。入湯税の納税者

は経営者ではなく「入湯客」であり（地方税

法第 701 条）、「この程度の規制（75 円の負

担。最大判昭和 43 年 12 月 18 日で用いられ

たフレーズ）」がスーパー銭湯の経営を歪め

ることはないとの一種の割り切りが必要と

なってこよう。 
なお、これら立法上の対応については、法

律（地方税法）の改正による手段と、条例（市

町村税条例）の改正による手段が考え得るが、

条例による場合は地方税法第701条の趣旨を

阻害しないかの精査が必要になってこよう

（最高裁昭和 50 年 9 月 10 日大法廷判決参

照）。この場合、同条の「鉱泉浴場における入
．．．．．．．．．

湯
．
」の 10 文字から乖離した実態がある場合

は、条例が地方税法の趣旨を阻害している可

能性が払底しきれていないと考える。 
①－(b)の方策は、乗じる数値に真理値がな

いという問題がある。どのような数値を採用

しても、それは実際のスーパー銭湯の入湯客

の数と一致せず、ある意味、条文化する数値

は現実の「入湯客」の実数に近いとの政策上

の決断が必要と思われる。 
①－(c)の方策は、課税免除ないし不均一課

税を正当化する「公益」が何かに課題がある。

現実に正確な入湯客数を把握できない経営

者への配慮や、鉱泉浴槽に入湯しない入場者

の救済といった事情を「公益」に見立てるこ

とも考え得るが、これでは地方税法第 701 条

の課題を縫合するだけの措置にならないだ

ろうか。また、地方税法には消費税の性質を

持つ入湯税の減免を許容する規定がなく、条

例上減免規定を設けることにもリスクがあ

る。 
運用上の対応のうち、②－(a)の方策は経営

者にとって厳格な対応となるが、①－(a)に記

した経営者に生じるメリットを考えると合

理性はあると考える。ただし、立法上の手当

をせず運用を定着させることについては、経

営者と課税庁との間に「入湯客」の数の見解

に相違があった場合、経営者から提出される

証拠資料の中身次第で、両者の紛争が深刻化，

長期化することが懸念される。 
②－(b)の方策は、立法上の手当がないまま

真理値のない数値で減額することについて、

租税法律（条例）主義の理念から外れた運用

との非難は免れないと思われる。 
７ 結論 

上記の考察では、法律か条例かはともかく、

スーパー銭湯の入場者数と「入湯客」の数を

同数とみなす旨の法令上の手当をする（①－

(a)の方策）のが、総合的にはメリットが高い

と考える。 
スーパー銭湯が市町村域を跨って経営さ

れている実態がある中、地方自治体ごとにば

らつきが出る可能性が生じることに合理性

は見出しにくく、また、そのばらつきを「地

方分権」の理念で説明することも困難と思え

るので、法律による手当がベストと考える。 
また、1 審判決や 2 審判決が認定したよう

な「推定」では運用上弱みが出るように思わ

れるので、条文上は「みなす」旨の規定を置

くべきである。 
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１ 兵庫県丹波市における住民主体の山裾の余裕

域（バッファーゾーン）、将来土地利用の検討 
（１）モデル集落の概況 

モデル集落は、丹波市の北東部、市島町の中心

からおよそ 3km に位置し、前山川の谷筋に広が

る農村地域である。人口は、下鴨阪が 86人(10年

で約 23％減、高齢化率 44.2％)、谷上が 126人(10
年で約 17％減、高齢化率 36.5％)となっている。

近年は里山の荒廃、耕作放棄地の問題等により、

イノシシ、シカ等の獣害が多発している。地域と

しては、農業（1 次産業）だけでなく、地域の自

立に向けた新たな産業の掘り起こしが課題となっ

ている。土地利用は、住宅敷地や雑木林等の森林

原野を除くほとんどが農地であり、この内、農業

振興地域農用地区域が、下鴨阪では全体の約 90％、

谷上集落では全体の約 55％を占める。そして、多

くの区域が土石流の警戒区域で、一部に急傾斜地

崩壊の危険区域が見られる状況である。 
（２）モデル集落のむらづくりに向けた住民アン

ケート調査及びヒアリング調査の実施 

むらづくり計画の検討にあたり、住民全戸を対

象としたアンケート調査及び個別ヒアリング調査

を実施した。これにより住民個々の意向や意識を

把握するだけでなく、むらづくり計画の策定に関

する動向を住民に周知することにも繋がった。 
下鴨阪では、住み続けたいという住民が 91.3％

を占め、その理由として、「家や地域に愛着がある」

が 57.1％を占めた。一方で、死者は出なかったも

のの、浸水被害、建物損壊被害の大きかった谷上

では、「別の場所に移りたい」との回答があり、「ど

ちらともいえない」という態度保留の住民を合わ

せると 20％の住民が集落での居住に大きな不安

を抱えていることをうかがわせる結果となった。 
個別訪問で実施したヒアリング調査では、被害

の大小の差を生んだ要因や、むらづくりに対する

個々の意向についても聞き取ることができた。 
（３）将来土地利用の姿（土地利用計画）と、そ

こで展開する様々な取り組み 
むらづくり計画は十数回に及ぶ住民全員参加

のワークショップを通じて立案され、常会におい

てもきめ細かな説明を行うことで概ね合意は得ら

れた（総論賛成）。このようなプロセスを経ること

で、住民の自治能力向上の一助になったと考える。

ただし今後、個別事業の実施に当たっては、再度、

住民に対する説明や説得は必要であり、技術的な

裏付けのほか、自分たちでむらづくりを進めると

いう真の自治能力の涵養とその発揮が求められる。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1．将来土地利用計画と取り組み内容の概要 

（４）山裾の余裕域実現に向けた課題 

兵庫県は、総面積840,096haの内、都市計画区

域 517,365ha、都市計画区域外 322,731haとなっ

ている。都市計画区域の非線引き都市の内、用途

地域外の 246,960ha（県土面積の約 30％に相当す

る地域、主として中山間地域）や都市計画区域外

については、開発指導要綱等で規制誘導する程度

であり、計画的な土地利用や開発誘導のための事

業制度は十分ではない。人口比にして僅か数％で

はあるものの、これら地域の土地利用誘導、空間

再編は、農山漁村部の住民が、これからも安全で

テーマ：農山村地域における安全安心な生活空間

の確保、持続可能な集落形態への再編のあり方 

～丹波豪雨災害を契機とした住民主体の山裾余裕

域及び土地利用計画の検討から～ 

所 属：特定非営利活動法人地域再生研究ｾﾝﾀｰ 

氏 名：井原 友建（いはら ともたけ） 

研究概要 

丹波市市島町前山地区は、平成 26年 8月 17日

未明の豪雨災害で甚大な被害を受け、市内唯一の

死者は本地区の下鴨阪集落から出た。市及び県の

復興計画では、集落と住まいの安全安心に資する

「山裾余裕域（バッファーゾーン）の確保」が位

置づけられ、平成 27 年 11 月から平成 28 年度末

まで、本地区内の谷上、下鴨阪の 2 集落をモデル

に山裾余裕域の確保及び将来土地利用計画の検討

を住民主体で取り組んだ（県まちづくり技術セン

ター「ひょうごまちづくり発掘支援事業」を活用）。 
本発表は、これまでの住民による検討過程と各

種事例研究で得られた知見から、山裾余裕域の確

保や将来土地利用（集落のコンパクト化）の実現

にあたっての諸課題を整理するとともに、その実

現化方策を体系整理することで、今後の中山間地

域における安全安心な生活空間の確保や持続可能

な集落再編、住民自治の資質向上の一助とする。 
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安心して暮らすという意味では喫緊の課題である。

県の緑条例に基づく計画制度はあるものの、開発

圧力が弱い昨今にあっては、実際に空間整備をす

る際の事業メニューが用意されていない点等から、

これを用いるメリットはあまり無い。 
①むらづくり計画の実効性の担保の必要性 

集落独自の計画の実現性確保のためには、各種

法条例等に基づく計画として位置づけ、計画内容

を担保することが求められる(ⅰ)。また、住居の

建替、地縁者や新規転入者の住居の新築が明確と

なった段階で、各種法条例等に基づく行政計画を

策定し位置づけ、農用地区域除外、農地転用等の

実現性確保を図るということも考えられる。この

際には逆に、山裾を農地として、農用地区域へ編

入することも条件の一つにできる(ⅱ)。 
②具体的なルールとするための知見集積の必要性 

住民の理解を得る上でも、また公費投入の裏付

けとしても、余裕域の設定にあたっては、経験則

ではない、できるだけ科学的、定量的な根拠を持

つことが望まれる。これによって具体なルールの

明文化に繋がり、数値目標にもなる(ⅲ)。 
つまり、土地利用誘導、空間再編を誘導する計

画の担保と、これを実現する具体的な事業制度の

確立が求められる。 

２ 集落の実情に応じたプロセスと、現場で起こ

っている具体的事案への対応方策について 

（１）安全で安心して暮らせる集落への再編方策 

県下の他地域、他集落においても土地利用のあ

り方や集落再編について議論する際には、地域の

実情や現在の土地利用の違いによって、進め方も

異なってくる。ここでは丹波市での取り組みを経

て得られた知見を基に、土地利用の検討、集落再

編の進め方について、独自にフローチャート化し、

今後の取り組みへの一助とする。 
検討及び実現化へのプロセスは下図の通りで

ある。対象地域が線引き都市か、非線引き都市か 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2．将来土地利用及び集落再編の実現化フロー 

で用いる手法は異なってくる。この時、現状の法

規制状況が、以降の取り組みの難易に大きく影響

する。そして、被災地域での検討か、未然に防ぐ

ために発災前に取り組むのかによっても採るべき

プロセスは異なってくる。また、被災後の地域で

あれば、その被害の大小によっても異なってくる。 
（２）実際に現場で起こり得る課題への対応 

①住宅、集落移転への対応（個別案件から、まと

まりでの対応への制度設計）（step4の問題） 
a)集落全体が被災した場合は、「防災集団移転」等

の事業を活用した対応が考えられる。 

b)1、2軒の移転については、現状では、従来通り

の個別の農振農用地除外、農転、建築確認（大

規模敷地の場合は開発許可も）等による対応と

せざるを得ない。又は空き家の利用等も考えら

れる。しかし、自己所有地が利用できない（農

用地区域等）場合、宅地利用可能な土地を新た

に入手してまで集落に留まるのかの判断に迫

られる。すなわち、適地が無い場合には集落を

離れることを容認するのかという問題が発生

する。ここでも住民の自治能力が問われる。 

c)集落全体又は複数連担する住居をまとまって移

転させることが望ましい場合の対応を、今後制

度設計していく必要がある。現状では、ほ場整

備（大区画化）を導入し、非農用地設定により

集落再編、空間再編するという手も考えられる。 

②災害復旧事業と被災箇所以外との兼ね合いへの

対応（step5、7の問題） 
被災箇所の多くは、復興事業によって砂防堰堤

が整備されるなど、対策が講じられるが、それ以

外の箇所、すなわち次の災害予備軍について早急

な対応、復旧事業の拡充等が求められる。 
③これからの時代の地域デザインへの対応（step5、

7の問題） 
地域の持続性確保に資する「グリーンインフ

ラ」として、新たな事業制度による一体的整備、

保全事業を制度設計することも考えられる。 

④適切な財政負担のあり方への対応（step7 の

問題） 
災害の度に壊れたところを直す事業から、面

的一体的事業として、“壊れていないところも

含めて改善する”『新たな農山村空間の創出』

事業を創設し、効果的な財政負担のあり方を確

立することと、ＬＣＣの適正化も求められる。 

＜参考文献＞ 
・下鴨阪自治会むらづくり計画、谷上自治会む

らづくり計画(平成 29年 3月) 

・これからの時代の地域デザイン(国土交通省、

平成 29年 3月発行) 

・兵庫県統計書、国土交通省都市計画現況調査 
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１ 花壇苗農家および普及指導の現状 

県下の花壇苗農家は 97 戸（県花卉協会所属の

み）で、2,000 年の淡路花博以降の長引く市場価

格低迷、農家の高齢化等の様々な要因により厳し

い経営環境に立たされている農家が多い。 
 一方で、このような状況でも安定、さらには成

長を続けている農家も県下には存在する。そして、

そういった農家の経営タイプが１つではなく複数

あることがわかってきた。 
 花壇苗農家に対する経営指導は、切り花農家の

それとは異なり JA の部会組織等による統一した

指導体制がとれず、あくまで個々の経営方針にあ

わせた柔軟な対応が求められる。しかも、花壇苗

農家は県下に散在しており、普及員が自身の経験

や勤務地管内の情報だけで十分な指導をすること

が難しくなっている。 
 そこで、本研究会が県下各地の優良花壇苗農家

を調査し、経営タイプごとの特徴をとりまとめる

こととした。 
２ 調査内容および調査先 

 調査内容は次の５項目とし、栽培見学や雑談も

交えながら１時間半～２時間の聞き取りをした。 
（１）経営概要 

 ①労働力、②売上、③主な出荷先、④主力品目

について。 
（２）経営の変遷 

 就農当初から現在に至るまでの栽培品目の変遷

や、失敗とそれを克服した取組。 
（３）経営方針 

 聞き取りの中で、経営主の経営方針と思われる

発言を拾い上げた。 
（４）今後の展開 

 これからの経営の展開について思うところ。 

（５）その他 

 普及指導員の活動に対する意見など。 
 調査日および調査先は表１のとおりである。 

表１ 調査日および調査先 

年月日 農園名 市町名 

28.8.31 
杉本園芸 

浅井園芸 

養父市 

養父市 

28.9.13 
春本園芸 

Y’s LOOP 

佐用町 

たつの市 

28.10.11 

増田園芸 

花芳 

高見園芸 

加西市 

28.10.26 

山下ガーデン 

氷上ナーセリー 

三井花園 

丹波市 

28.12.13 
さんこうえん 

谷井園芸 

稲美町 

神戸市 

３ 調査結果のまとめ 

 聞き取りした内容を経営タイプ別に整理すると

次のとおりとなる。 
（１）共通 

①経営の柱になる品目を複数持つ。 
②営業してくれる「市場」を大切にし、出荷前

情報を市場へ発信する。 
③試作は継続的かつ一定量必ず実施する。 
④従業員が働きやすい労働環境づくりを。 
⑤商品が売れている間に次の手を考えておく。 
⑥儲けようと思うと失敗するので、消費者が買

いたいと思うものを作る。 
⑦時代の変化に柔軟に対応し、売れなくなった

品目に執着しない。 
⑧従業員の手をかけずに、いい意味で手を抜い

て作る仕組みを考える。 
⑨信頼できる仲間を持ち、売り逃げしない。 

（２）宿根草中心経営 

①周囲がやめていく商品はやめずに作る。 
②確実に売れるものをロスなくしっかり作る。 

（３）ラベル苗中心経営 

①完成品ではなく消費者が育てる「苗」を作る

という認識。 
②業者や機械に過度に頼らず、できることは自

分でして経費を削減する。 
（４）栄養系苗導入経営 

①注文獲得のためには「供給量」、「品質」、「つ

きあい」を大切にする。 
②実生品目を上手に盛り込む。実生では葉ボタ

ン（生産量の増減）が判断基準の一つ。 

テーマ：兵庫県の花壇苗生産振興における農業改

良普及指導員の経営指導能力向上に資する経営実

態調査 

所 属：神戸農業改良普及センター 

氏 名：福田 憲志（花壇苗経営研究会代表） 

研究概要                       
県下の鉢花・花壇用苗物生産農家（以下、花壇

苗農家）は県下に散在し、また経営形態が多様な

ため、農業改良普及指導員（以下、普及員）１人

の情報だけでは現地指導が難しくなっている。 
そこで、県下各地の優良農家を調査し、花き担

当普及員が現地指導において押さえておくべきポ

イントをとりまとめた。 
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③サントリーの商品の導入には戦略が必要。 
（５）鉢物導入経営 

①鉢物主力品目は出荷グループでの販売と情

報収集が重要。 
②電照やシェード等の設備が必要なので生産

ロットはハウス１棟単位。 
（６）育種導入経営 

①育種事業は常に次の手を作り続けないとい

けない不安がつきまとう。 
②品種選抜基準が育種家としての評価。 
③生産全体における育種事業の割合（時間）は

１割程度にする。 

 
写真１ 調査風景（さんこうえん） 

４ 考察 

 今回の調査研究により普及員が経営指導する際

に注視すべき点が整理できた。日々の現場活動の

中で、対象農家から確認しておくとよい項目は次

のとおりである。 
①業界の中での自分の立ち位置 
②基幹品目づくりの過程と今後の経営方針 

 ③新規品目の導入・更新の考え方（選定基準） 
 ④リスク分散の考え方 
 ⑤価格設定の考え方（ブランド戦略） 
 ⑥市場とのつきあい方 
 本調査研究の企画当初から想定していた、勝ち

残る花壇苗経営は複数存在することも確認できた。 
この調査から学んだことは、調査した優良事例

の農家はすべて、現在に至るまでの過程で数々の

失敗や経験を積んで今があるということである。

指導においては、①農家としっかり話し合った中

で進むべき経営の方向性について仮説を立てて、

②農家が自らチャレンジすると意思決定し、③普

及員と農家が一緒に現場で検証する「トライ＆エ

ラー」を繰り返していくことが大切である。 
５ 成果の活用 

 今回の調査結果は、県内花壇苗農家の経営改善

指導に役立てるとともに、新規就農相談資料とし

ても活用できる。農産園芸課、農業技術センター

とも今回の調査結果を共有し、次年度以降の施策、

研究へ反映していく。 
 また、この調査研究活動を今後も継続していく

ことにより、次の３つの効果が期待できる。 
（１）農家に普及員を認知してもらう 

 職員の異動サイクルが早まる中、初年度から現

地でスムーズに活動するためには、あらかじめ農

家と普及員がお互いを知っている状態が好ましい。

また、管内農家が視察に行く際にもテーマにあっ

た農家を選定でき、かつ依頼もしやすくなる。 
（２）若手普及員の早期育成 

 職場での人材育成が「研修」→「ＯＪＴ」→「自

己啓発」へと厳しさを増す中、同じ課題を抱えた

普及員が一緒に調査研究し、そこに若手が加わる

ことで移動の車中などで先輩の知識・経験や活動

手法、仕事観などを伝えることができる。 
（３）一人で悩むことからの解放 

 普及員同士が集まって話す機会を増やし、現場

の課題解決方法について気軽に相談できる関係を

構築する。テーマ別に調査研究チームが自然と立

ち上がる組織風土になればと期待している。 
６ さいごに 

 ご多忙のなか長時間の調査にご協力いただいた

農園の皆様には、貴重な情報をたくさん提供いた

だきました。心より感謝するとともに皆様の今後

ますますのご発展を祈念いたします。 

 
写真２ ほ場での聞き取り（山下ガーデン） 

＜花壇苗経営研究会メンバー＞ 
福田憲志（神戸農業改良普及センター） 
村上義勝（農林水産技術総合センター） 
尾田顕子（加西農業改良普及センター） 
山盛典子（神戸農業改良普及センター） 

＜協力者＞ 
青木綾（加古川農業改良普及センター） 
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１ はじめに 

皮から革をつくる製革業は、兵庫県を代表する

地場産業の 1つである。企業数、出荷額では全国

トップシェアを誇り、県内の集積地域は姫路市の

高木・御着、たつの市の松原・誉田・沢田及び太

子町などである。今後、経済連携協定等による皮

革分野の関税撤廃により、革素材・革製品の輸入

量の増加が予想されるため、国産革の価値創造が

緊喫の課題である。兵庫県は製革業の振興を図る

ため、業界団体と協力しブランド化と新たな販路

開拓を支援している。 

県立工業技術センター皮革工業技術支援セン

ターでは、近畿経済産業局小規模事業者等支援委

託事業「兵庫県皮革大学校」を開講している。製

革業および革製品製造業の従業者等が対象で、実

習は日中、講義は夜間に開講している。製革業者

（タンナー）は革素材を高く販売したい。そのた

めには、消費者が国産の革素材や革製品に価値を

感じなければならない。本研究では、製革業にお

ける価値創造に向け、兵庫県皮革大学校を通し、

革素材の価値伝達のあり方を検討した。 

２ 革素材の価値伝達 

（１）製革業と知的財産権 

革素材の財産的価値を考えるため、平成 24年、

「皮革産業における知的財産権の活用方法」を開

講した。製革業と密接な関連がある知的財産権は

表１に示すとおりである１）。講義の内容はアンケ

ートの結果をもとに更新し、平成 29 年のテーマ

は「著作権と商標権のはなし」であった。 

表１ 製革業と関連がある知的財産権 

講義の受講や日々の技術相談をきっかけに、兵

庫県内のタンナー3 社を知的財産関連で支援する

機会を得た。兵庫県発明協会の専門家派遣事業を

活用し、弁理士等の専門家と共同で支援を行った。

その内訳は、発明の権利化、技術ノウハウの保護、

商標登録出願であった。 

（２）目に見える知的財産の活用 

表 1の知的財産権のうち、保護対象が明らかに

目に見えるのは意匠権と商標権である。また、消

費者が革素材の良し悪しを判断する重要な要素は、

見た目のデザインや手触りと考えられるため、革

素材の価値をわかりやすく伝達するためには、視

覚に訴える手法が有効である。 

兵庫県は、ひょうご天然皮革ブランド化戦略事

業等を通し、革製品メーカーとのコラボレート商

品の開発や海外の展示会への出展等を支援してい

る。ブランド化戦略の一部である商標に着目する

と、タンナーは自社の商標に信用を化体するため、

独自の取り組みを行っている。一方、革素材のデ

ザインの保護・活用に関する取り組みは必ずしも

積極的とはいえない。革素材は、レース地、織物

地のような、「地もの」の一種であり、意匠の保護

対象であるが、県内のタンナーで意匠権を活用し

た例は無い。 

毎年 11 月に開催される「ひょうご皮革総合フ

ェア＆たつの市皮革まつり」では、ニューレザー

コンテスト（NLC）が開催される。皮革工業技術支

援センターは、百数十点の応募革の整理、試験分

析、採点の集計等で全面的に協力している。近年

の出展作品は形状・模様・色彩が豊富であるため、

工業的に量産可能な革については、革素材のデザ

イン的価値を評価し、皮革デザインの権利化支援

が有効であると考えられる。意匠は工業デザイン

保護のための最も強い制度であるため、積極的に

活用することで革素材の価値伝達に寄与するから

テーマ：兵庫県皮革大学校を通してみた革素材の

価値伝達のあり方～製革業における価値

創造に向けて～ 

所 属：県立工業技術センター 

氏 名：鷲家 洋彦 

研究概要 

皮から革をつくる製革業は、兵庫県を代表する

地場産業の 1 つである。今後、経済連携協定等に

よる皮革分野の関税撤廃により、革素材・革製品

の輸入量の増加が予想されるため、製革業におけ

る価値創造が緊喫の課題である。兵庫県の製革業

者は創意工夫を重ね、新しい革素材を提案してい

る。本研究では、兵庫県皮革大学校における技術

者養成を通し、革素材の価値伝達のあり方を検討

した。
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図 2 キーホルダー 

である。製革技術は成熟し、ノウハウが重要であ

ることを考えると、技術の権利化より商標・意匠

を重視した支援の効果が高いと考えられる。 

（３）レザーアートコンテストの開催 

NLC の出展革は主にタンナー独自のデザイン提

案であり、なめしも仕上げも両方を自社で行って

いる。価値創造の観点からは、主導権は消費者サ

イドにあり、自社だけで完結する企業はうまく行

かず、消費者と価値を共有する企業が生き残る時

代になっている。消費者とタンナーが意見を出し

合いながら革をつくる取り組みが必要であろう。 

昨年度、シンガポールの世界的なクロコダイル革

タンナーのヘンローン社を訪れた際、社長の「な

めしは化学、仕上げはアートである。」との言葉に

感銘を受けた。なめしの現場ではベテランの職人

技が重視され、仕上げ工程では若手の感性を大切

にされていた。国内では、協同組合資材連主催の

「TLF 革のデザインコンテスト」が開催されてい

る。いずれも、デザインに着目し革に新しい価値

を生み出そうという点で共通する。 

兵庫県は日本最大の革の産地であるため、レザ

ーアートコンテストを提案したい。具体的には未

仕上げの無地の革をキャンバスに見立て、手描き

で 1枚の革を仕上げる。皮革用塗料等の技術的助

言はタンナーが行う。とくに、皮革と全く接点の

ない若手デザイナーや学生が皮革に絵を描くこと

で、新たな価値創造につながる可能性がある。NLC

と連携し、現行の 4部門に新たにレザーアート部

門を設けることでコンテストの活性化にも繋がる

と考えられる。 

３ 革製品を活用した革素材の価値伝達 

（１）新実習の開設に向けて 

皮革大学校の革製品製造実習では、平成 24 年

時点で鞄、衣料、靴の 3 講座が開設されていた。

自社の革素材の価値を伝えるため、革製品に加工

しようと考えるタンナーは多く、いずれの実習も

好評である。とくに、鞄実習（基礎コース、3 日

間）は、革縫製の考え方が凝縮されている。衣料

や靴の事業化のハードルは高いが、シンプルなデ

ザインの鞄は作りやすく、地場産業の催事で販売

できるアイテムである。また、事業展開しなくと

も、一度実習を経験しておけば、自社の革の特徴

を取引先に説明しやすくなる副次的な効果もある。   
革素材の価値を伝達するための手段として、タ

ンナーが自社で製作可能なアイテムの実習を企画

した。 
（２）編み加工実習の開講 

平成 25 年度、ミシンを保有していなくても、

少量の革があれば実施可能な「編み加工実習」を

開講した。キーホルダー（図 2）の製作を通し、

革紐の4本丸編み加工技術を習得する1日完結型

の実習である。兵庫県内から 16 名の参加者があ

り、業種の内訳はタンナー9 名、革製品製造業 7
名であった。零細企業では全員が戦力であるため、

3～4日の実習の参加は難しいが、1日の実習は参

加しやすいとの声があった。革紐の製造技術は想

定以上に奥が深く、受講生達が夢中で革紐を編む

様子が印象的であった。実習後、自社で鞄への活

用の検討や講師に紐加工を依頼する等、大いに刺

激になったと考えられる。

また、受講者アンケート

結果をもとに、平成 27
年度、6 本丸編み技術を

学ぶ応用コースを開講し

た。 
（３）小物実習の開講 

編み加工実習を通して、講師の消費者寄りの話

に受講者の反応が良いことに気づいた。そこで、

消費者目線で革製品を製作し、全国各地のクラフ

ト展で自ら販売するプロの作家さんに白羽の矢を

立てた。アイテムは革小物を選択した。革は個体

や部位によって品質に差があり、腹部は伸びが大

きく、背中部は伸びが小さい。技術的には、革の

部位に適した型抜き技術、およびクロム革とヌメ

革の違いを考慮した縫製技術に重点を置いた。そ

して、平成27年度「小物実習」を開講した（図 3）。
1 日目はクロム革、2 日目はヌメ革で小物製造技

術を学んだ。消費者が革や革製品のどこに価値を

見出すのかという観点の実習は兵庫県皮革大学校

初の取組みであった。講師には、革製品を売るた

めのノウハウを惜しげも

なく披露していただいた

ことに感謝したい。実習

後は、NLCの入賞革の試

作品作成を講師が請け負

う等で連携している。 
４ おわりに 

革素材のデザインと革製品の活用に着目し、革

素材の価値伝達のあり方を提案した。当所は、試

験研究による技術支援はもちろんのこと、消費者

が皮革の価値を感じるための企画や人材育成支援

も重要である。本研究が製革業における価値創造

の一助になれば幸いである。 
＜参考文献＞ 
1) 鷲家洋彦，皮革科学，62，1，p.21（2016） 

図 3 小物入れ 
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１ 研究背景・方法 

 わが国は2014年に男性の平均寿命も80歳を超

え、世界トップクラスの長寿国である。厚生労働

省によると、65歳以上の高齢者のうち認知症の人

は 2012年で約462万人、高齢者の 7人に 1人で

あったが、2025年には約 700万人と推計され、5
人に 1人になると見込まれている。 
 2015年に省庁横断的な総合的戦略として、「認

知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」が策

定された。基本的な考え方は、「認知症の人の意思

が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環

境で自分らしく暮らし続けることができる社会の

実現を目指す」で、7 つの柱からなる。このうち

4 つ目の柱「認知症の人の介護者への支援」の中

に「認知症カフェ等の設置」が示され、自治体に

認知症カフェの開設を促したため増加している。 
 認知症カフェは「認知症の人やその家族・知人、

医療やケアの専門職、そして認知症について気に

なる人などが気軽に集まり、なごやかな雰囲気の

もと交流を楽しむ場所」（武地,2015）である。 
 日本の認知症カフェは、厚生労働省の推奨によ

りオランダの「アルツハイマーカフェ」やイギリ

スの「メモリーカフェ」をモデルとしている。歓

談、講義、アクティビティを取り入れたカフェな

ど実態は様々である。参加者は継続的な参加意欲

を示す一方で、認知症の人・家族等にとっては「認

知症カフェ」というネーミングへの抵抗感や、運

営側にとっては運営が確立されていないこと、人

的確保と教育、運営資金など課題も多い。 
 そこで本研究では、2016年度より福崎町と本学、

町内の事業所との連携で開催している認知症カフ

ェの実践経過と課題から、認知症の人や家族にと

って認知症カフェの今後の可能性を踏まえた課題

を見出すことを目的とする。 
<方法と倫理的配慮＞ 

調査場所：認知症カフェ「空の雲」 
調査時期：2016年 8月～2016年 12月（5回） 
調査方法：実施記録 (KH Coder)、参与観察 
調査対象者：カフェ参加者(18名) 
倫理的配慮：カフェの実施記録は匿名性を保つ 
 
２ 福崎町における認知症カフェの実践 

１）福崎町の概要 

 福崎町は兵庫県の中央部に位置する。人口は約

2 万人、高齢化率は 27.3%（2015,国勢調査）で、

認知症の人の増加、要支援者の地域支援事業移行

に伴い在宅支援サービスの充実が急務である。 
２）認知症カフェ「空の雲」の概要 

日 程：毎月第 3土曜日 
時 間：13時～15時（出入りは自由） 
参加費：250円（飲み物、茶菓子代） 
特 徴：神戸医療福祉大学学生が運営に携わる 
活動数：8回／年（2016年度実績） 
開 始：2016年 8月～ 
場 所：ホームホスピスれんげ 

 参加者の募集は、地域包括支援センターから各

区長に回覧を依頼することと、閉じこもりがちな

人に直接声を掛けるという方法をとった。 
 
３ 認知症カフェの実践経過 

 第 1 回～5 回までの認知症カフェの参加者と実

践概要は【表 1】の通りである。 
１）参加者 

「認知症カフェのあり方と運営に関する調査

研究事業報告書」（2013）によると、認知症の人、

家族、支援者、一般市民が平均で 1:1:1:2 の割合

で参加しているのに対し、5回の実施では 0:0:2:1
で平均像とは大きく異なった。 
２）参加者のニーズ 

カフェ実施後に学生が書いた記録から参加者

の様子をKH Coder（樋口耕一）によって分析し

たところ、出現回数の多い言葉は「話(す)」「女性」

「参加」「学生」「認知症」であった。記録から参

加者のニーズが書かれた部分を拾い上げたところ、

「（若い人と）話がしたい」が一番多く、次いで「認

知症の話を聞きたい」「認知症の予防をしたい」「歌

を歌いたい」「将来が心配」「体操や歌は嫌」が抽

出された。 

テーマ：大学生と地域で創る認知症カフェの実践

と可能性 

所 属：神戸医療福祉大学 

氏 名：荒木 実代 

研究概要 

 認知症の人は 2012 年で約 462 万人とされ、高

齢者の 7人に 1人と推計されている。2015年には

「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」

の中で認知症の人の介護者への負担軽減策とし

て、「認知症カフェ」が位置づけられた。本研究は、

福崎町の認知症カフェの実践研究である。地域包

括支援センターと町内にある神戸医療福祉大学、

事業所とが協働し、2016年8月から大学生中心の

認知症カフェを始めている。実践経過から開催場

所、地域との協働、多様なニーズに対応するアク

ティビティにおいて課題が見い出された。 
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【表1：2016年度 認知症カフェの参加者・実践概要】 

３）実践経過 

 第 1回目では、全員でテーブルを囲んで話をし

ていたが、後からカフェに参加した人も会話に馴

染んでいた。輪投げや輪回しも積極的に参加し「と

ても楽しかった」という反応が多かったが、大学

と連携したカフェと知り、「認知症の話が聴きたか

った」と期待外れという反応も見られた。 

  
【写真1：第1回カフェの様子】 【写真2：第3回スタッフ】 

 第 2 回目では、1 つのテーブルを囲みながらも

会話は集団と個々に分かれていた。折り紙では参

加者同士が教え合う等、協力する姿が見られた。 
 第 3回目は、第 2回目に参加した夫婦の参加で

あった。前回は他の参加者に遠慮し自己開示や若

い人の価値観が聴けなかったため、再度参加した

と言われ、希望通り歓談中心のカフェになった。 
 第 4回目は、ホームホスピスの利用者と歓談中

心のカフェとなった。事前の告知不足も影響した。 
 第 5回目は、認知症の相談があった。第 1回目

の参加者、視覚障がいのある人等が参加し、一人

ひとりが皆の前で話す歓談中心のカフェとなった。 
４）大学生の活動の様子と変化 

最初は1年生2名と4年生1名の3名の学生と

始めたが、認知症カフェへの関心やコミュニケー

ション能力を高めたいと動機を明確に持っていた。

そのため、参加者とのコミュニケーションを楽し

むためには周辺地域の理解や、心身の状態に応じ

た配慮が必要であることを敏感に感じ取っていた。

また、参加者の病気と共に生きる姿から自らの価

値観や生き方、介護観を考える機会と感じる学生

もいた。このことから認知症カフェは参加者との

交流を通して参加者の期待を感じ、何ができるか

を考え、実践する場、一人ひとりへの配慮を学ぶ

場になっていると思われる。また、初回から参加

者が「来て良かった」「また来たい」と思えるよう

に話題やカフェの提供方法、アクティビティへの

改善提案や、チラシ配りをしたいなど回を追うご

とに学生は主体的に意見を出すようになっていっ

た。大学生も地域の一員として自覚を持ち、一緒

に認知症カフェを作るという気概が大学生自身を

育て、地域を育てる原動力になると思われる。 
 
４ 認知症カフェの課題 

１）馴染みの場所での開催 

今回、古民家を利用した新設のホームホスピス

で開催したため参加者に馴染みが薄かったことと、

「施設」のイメージがあり敷居が高かった可能性

がある。今後は地域住民の拠点である公民館や馴

染みのある場所での開催を検討したい。 
２）地域との協働 

安心してカフェに参加できるように参加者と

学生とが顔の見える関係を築く必要がある。今後

は町内全域への案内からまずは一つの地域を決め

て住民に呼びかけて開催することも検討する。民

生委員や区長に協力を得て認知症カフェへの理解

を求め協働していきたい。回を重ねるごとに地域

住民と学生が信頼関係を築くことで参加しやすい

認知症カフェになる可能性があると思われる。 
３）多様なアクティビティ 

 参加者のニーズにあった認知症の講義は、学生

中心のカフェ内容に合わないと実施しなかったが、

学生が講師役をするなど工夫して期待に応えてい

きたい。また学生の中には認知症カフェは通所介

護と異なるため歓談中心のカフェが良いと考えて

いたが参加者のニーズは様々だった。共に創るカ

フェになるよう参加者のニーズを聴く必要がある。

それを踏まえて毎回カフェの内容は学生が企画・

運営し、次回開催内容も事前に告知し、参加者が

「また行きたい」と思うカフェにしていきたい。 
＜参考文献＞ 
・武地一編著・監訳「認知症カフェハンドブック」,

クリエイツかもがわ,2015 
・認知症の人と家族の会「認知症カフェのあり方

と運営に関する調査研究事業報告書」,2013 

 参加者 家族 支援者 内容 

認知症の人 地域の人 学生(男) 学生(女) 

8月20日 

(第1回) 

0 7 

(男性0) 

0 3 歓談、輪投げ、

輪回し等 1 2 

9月17日 

(第2回) 

0 5 

(男性1) 

0 3 歓談、折り紙 

4 2 

10月15日 

(第3回) 

0 2 

(男性1) 

0 3 歓談 

1 5 

11月19日 

(第4回) 

1 2 

(男性1) 

0 3 歓談 

0 5 

12月17日 

(第5回) 

0 4 

(男性0) 

3 4 歓談 

1 2 

計 1 20(3) 3 40  
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１ はじめに 

但馬長寿の郷では、豊岡・朝来健康福祉事務所

とともに「高齢者や障害者が、住み慣れた地域で、

適切なリハビリテーションを継続的に受けること

ができるよう、圏域内で完結するリハビリテーシ

ョン体制」の構築に取り組んでいる。 
今回、リハビリテーションサービスの供給量不

足を補う方策の１つとして退院・退所後に継続し

て機能訓練に取り組むことができる仕組みづくり

に向けて取り組んだので報告する。 
 
２ 取り組みの背景 

平成 25 年度に我々が実施した調査から、圏域

内で完結するリハビリテーション体制を構築する

上で、通所・訪問リハビリテーションサービス（以

下、在宅リハサービス）の供給量が現状の約 1.3
～1.6倍必要であることを課題として挙げた。 
そこで、平成 26・27 年度には、在宅リハサー

ビス提供体制の充実に向け、関係機関と協議を行

った。協議の結果、①在宅リハサービスの利用目

的を明確にすること、②目標達成後には在宅リハ

サービスから通所介護サービス等への移行を勧め

ることの重要性を確認し、サービス移行を実現す

るための介護支援専門員とリハビリテーション専

門職（以下、リハ専門職）の関わり方をまとめた。 
この関わり方を基にして、昨年度からサービス

移行を推進している。 
今回、退院・退所後に在宅リハサービスを利用

しない場合にも継続して機能回復に取り組むこと

ができる仕組みを構築することが望ましいと考え、

退院・退所時にリハ専門職が作成する運動プログ

ラムとその指導に着目した（図１）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 圏域内で完結するリハビリテーション体制の構築 

 
現状では、退院後に運動を行うかどうかは患者

の自主性に委ねられているため、必ずしも継続性

を担保できていない。 
そのため、運動プログラムを介護保険サービス

事業所で活用・実施することで利用者に応じたリ

ハビリテーションが継続できるものと考えた。そ

して、これを実現するための課題を明らかにする

とともに、その解決策を検討することとした。 
 
３ 方 法 

医療機関・老人保健施設（以下、医療機関等）、

通所介護施設・グループホーム・小規模多機能型

居宅介護事業所（以下、介護事業所）を対象にア

ンケート調査を実施した。 
調査内容は、退院・退所時カンファレンスや運

動指導の実態、介護事業所における個別機能訓練

の実施状況やリハ専門職が作成した運動プログラ

ムに対するニーズ等とした。調査期間は平成 28
年 12月 7日から12月 26日とした。 

 
４ 結 果 

（１）アンケート調査 

10医療機関等（回収率 71.4％）、96名のリハ専

門職と 78 介護事業所（回収率 63.9％）から回答

を得た。 
①医療機関等調査結果 

「退院・退所後も機能訓練が必要である」、「機

会があれば機能訓練を継続してほしい」と考えて

いるリハ専門職が多かった（表１）。 
一方で、退院・退所時カンファレンスでは、主

に「入院時のリハビリ実施状況」、「退院後のリス

ク」に関する情報提供が行われており、退院後の

リハビリ内容について情報提供している者は少な

かった（表２）。 

テーマ：過疎地域におけるリハビリテーション専

門職と介護支援専門員の連携による効率的・効果

的なサービス提供のあり方について 

所 属：但馬県民局但馬長寿の郷 地域ケア課 

氏 名：中西 智也 

研究概要 

 但馬地域では、在宅リハビリテーションサービ

スの供給量不足を補う方策として退院・退所時運

動指導に着目し、リハビリテーション専門職が作

成した運動プログラムが介護サービス事業所へ提

供されることで、利用者に応じた機能訓練が継続

できる仕組みづくりに取り組んだ。                  
今後、在宅リハビリテーションサービスが不足

している地域においては、サービスの効率的な活

用のための多職種の関わりを整理し、共有する必

要がある。 
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表１退院時の機能について（N=96） 

項 目 回答数(人) 割合(％) 

ア）継続した訓練が必要である 33 34.4 

イ）機会があれば継続してほしい 53 55.2 
ウ）退院時点で十分に機能改善し 
ており、あまり必要ではない 

0 0 

エ）必要ではない 0 0 

オ）分からない 2 2.1 

カ）その他 8 8.3 

表２ 退院・退所時カンファレンスで伝える内容（複数回答） 

項 目 回答数

(人) 
割合

(％) 
ア）入院時のリハビリ実施状況 86 89.6 

イ）退院後のリスク 75 78.1 

ウ）退院後の改善見通し 43 44.8 

エ）退院後のリハビリ内容 39 40.6 

オ）退院後に必要な介護保険サービス 46 47.9 

カ）その他 5 5.2 

無回答 1 1.0 

 

②介護事業所調査結果 

デイサービス、グループホーム、小規模多機能

型居宅介護事業所のいずれにおいても機能訓練を

実施している割合が高く、今後も機能訓練を継続

していきたいとする事業所が多かった（表３）。そ

して、リハ専門職が作成した運動プログラムを多

くの事業所が希望していた（表４）。 
表３ 機能訓練の継続意思（N=78） 

項 目 回答数

(ヶ所） 
割合 
(％) 

ア）今後も継続して実施していきたい 55 70.5 

イ）対象者や実施頻度を増やしていきたい 4 5.1 

ウ）対象者や実施頻度を減らしていきたい 0 0 
エ）個別機能訓練を今は行っていないが、 
今後は実施していきたい 3 3.8 

オ）機能訓練の実施は考えていない 5 6.4 

カ）その他 4 5.1 

無回答 7 9.0 

表４ 運動プログラムに対する希望（N=78） 

項 目 回答数（ヶ所） 割合（％） 

ア）はい 74 94.9 

イ）いいえ 4 5.1 

 
また、運動プログラム以外では、運動機能評価

や予後予測、退院・退所後のリスクや注意点、心

身機能・病状や体調管理に関する情報提供を希望

していた。 

（２）在宅リハビリテーション連携推進検討会 

 アンケート調査結果を基に、介護事業所に運動

プログラムを提供する方法を検討するため、介護

支援専門員とリハ専門職で構成される「在宅リハ

ビリテーション連携推進検討会」を開催した。 
検討の結果、情報提供する時間が限られている

ため、退院・退所後に必要な全ての情報を提示す

ることは難しいこと、担当している全患者のカン

ファレンスに参加できないことから、退院・退所

時カンファレンスを活用するだけでは不十分であ

ることが分かった。一方、カンファレンスの機会

以外でも運動指導や情報提供する時間を確保する

ことは可能であることが分かった。 
また、退院後一定期間内であれば、利用者の状

態に変化があった場合にもリハ専門職が相談に応

じることができることも分かった。 
そこで、退院・退所後に運動プログラムが介護

事業所に情報提供されるためのリハ専門職と介護

支援専門員が連携方法について整理を行い、『退

院・退所前後の切れ目のないリハビリテーション

の実施に向けた介護支援専門員とリハ専門職の関

わり方』をまとめることとした。 

また、運動プログラム以外に介護事業所が希望

している情報を整理し、運動プログラムと併せて

情報提供することとした。これにより、介護事業

所の苦手とする部分を補い、安全に継続して機能

訓練を実施できるのではないかと考えられる。 
 

５ 今後の課題 

今回、退院・退所前後の切れ目のないリハビリ

テーションの実現に向け、介護支援専門員とリハ

専門職が果たすべき役割を整理することができた。 
 今後は、介護支援専門員とリハ専門職の関わり

について関係機関に広く周知していく必要がある。 
また、退院・退所後に利用者の状態が変化し、

運動プログラムを見直す必要に迫られることも想

定される。そのため、当郷の事業や地域リハビリ

テーション活動支援事業を活用して、運動プログ

ラムを適宜見直していくための支援を行う必要が

あると考える。 
 今後は、これらの取り組みを行うことで、利用

者に応じた切れ目のないリハビリテーション体制

を構築するための一助としたい。 
 

＜その他の研究メンバー＞ 
 永田 智（但馬長寿の郷 地域ケア課）  
小森昌彦（但馬長寿の郷 地域ケア課） 
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１ ヘルスツリーズム市場 

Global Wellness Instituteの調査によれば、ヘ

ルスツーリズムの世界市場規模は、年平均約 9％
の成長率で拡大し、2012 年の 44 兆円から 2017
年には 67 兆円になると予測している。日本のヘ

ルスツーリズムの市場についても、世界3位の2.9
兆円規模（2012年）であり、今後も拡大が見込ま

れている。

２ ヘルスツーリズムの歴史              
日本においては、江戸時代に、農民・漁民が農・

漁閑期を利用して「湯治」をする習慣があり、温

泉地に長期間滞在して、日ごろの疲れやストレス

をとると同時に、心身の健康度を高め次の仕事へ

充電をしていた。第二次大戦後の温泉利用の傾向

は、個人での楽しみや保養より、団体バスを連ね

て集団旅行をする時期があり、高度成長期からバ

ブル期にかけての遊興宴会型騒ぎの時期を経て、

最近では休養や保養、健康づくり志向が高まりつ

つある。 

３ 世界のヘルスツーリズム 

ドイツでは、森林などの自然を活用した健康保

養地づくりに取り組んでおり、ドイツ国内には、

自然保養療養地が 374 箇所存在し、年間 1900 万

人が訪れている。その最大の理由は、社会健康保

険が適用され、4 年に 1 度 3 週間の保養を行うこ

とが法的に認められていることである。

 ドイツの自然を活用した療法の中に、気候療法、

クナイプ療法、横臥療法などがある。

気候療法とは、日常生活と異なった気候環境に

転地し、受動的な気候因子への曝露および能動的

な気候因子の活用による疾病の治癒、健康増進で

ある。クナイプ療法は、冷水浴に、温水浴を加え

「温・冷」という刺激を交互に加えることで、体

がそれに順応しようと生体反応を活用したもので

ある。

横臥療法は、軽度の寒冷に曝露しながら静かに

横たわる療法で、直射日光や風から守られた屋外

で実施することにより、持久力の向上および、身

体のストレス解消と回復促進効果があるといわれ

ている。

４ 日本におけるヘルスツーリズム 

山形県上山市の「クアオルト健康ウォーキン

グ」は、2009 年度 370 名からスタートしたが、

2016年度には 13,000名を超えて、上山市外の方

が 4割参加している。  
 熊本県天草市は、“天草プリンスホテル”女将の

国武裕子さんが案内するウォーキングとヘルシー

な食事とのパッケージで天草の魅力を伝える「天

草へルスツーリズム一女将と歩く、早朝ウォーキ

ング」が、延べ参加者が 50,000名を超える（2016
年 12 月末現在）名物企画となった。2009 年 10
月 1 日 20 名でスタートしたが、現在では 100 回

以上のリピーターがいる。

５ ウエルネスウォーキング 

ドイツの自然を活用した療法を参考に考案し

たのが、ウエルネスウォーキングである。ウエル

ネスウォーキングとは、ドイツのクアオルト（療

養地・健康保養地）で治療としても実施されてい

る気候療法などの手法を用いたウォーキングで、

心拍数を管理しながらウォーキングをする。心拍

数の目安は「160 一年齢」の基準で、歩行の速さ

を調整する歩き方である。

このようなヘルスツーリズムを、日本観光協会

では、「医科学的な根拠に基づく健康回復・維持・

増進につながる観光である。」と定義している。

６ 多可町健康保養地推進計画 

多可町では、自然環境や地域資源を活用し、町

民の健康増進や介護予防対策に役立てようと健康

保養地事業を 2015 年度から取り組みを始めた。

「健康寿命」を延ばすとともに、町外から人を呼

び込み「交流人口」を増やすことで地域を活性化

することを目指すというものである。 

同町からの候補地として提案されたウォーキ

ングコースの調査（2015年 4月 20日～21日）を

行い、「兵庫県立なか・やちよの森公園渓流のコー

ス」に設定した。さらに、観光施設も同時に調査

し利活用の検討をした。 

それから、同町のプロジェクト推進課とエーデ

ールささゆりのメンバーにて先進地である山形県

上山市と熊本県天草市の視察を行い計画の将来像

テーマ：多可町における健康保養地推進計画の取

り組み 

所 属：神戸山手大学現代社会学部観光文化学科 

氏 名：西村　典芳 

研究概要 

多可町では、自然環境や地域資源を活用し、町民

の健康増進や介護予防対策に役立てようと健康保

養地事業を 2015年度から取り組みを始めた。「健

康寿命」を延ばすとともに、町外から人を呼び込

み「交流人口」を増やすことで地域を活性化する

ことを目指すというものである。

そこで、健康保養地に欠かせないウォーキングコ

ースの開発や多可町ウエルネスリーダー養成、ウ

エルネス弁当（低カロリー・減塩）の開発し検証

した。
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の共有を行い、町民対象に（2015年 9月 5日）事

業説明会を開催し、「健康保養地の可能性につい

て」説明をした。さらに、多可町ウエルネルリー

ダー養成講座（2015年 9月 26日～28日）を開催

し 25名の人材養成をし、宿泊型のモニターツアー

を同町にあるエーデルささゆり（2015年 10月 25

日～26日）にて実施し、10名の参加があった。 

また、今回のプロジェクトで開発された塩分と

カロリーが調整された地産地消の「ウエルネス弁

当（500kcal,塩分 3g）」も開発した。 

７ 実証実験の方法 

2015年 11月 21日から 5週間にわたり、和歌山

県立医科大学衛生学教室との連携で介入群と対照

群に分け検証した。 

介入群は、１回につき 5ｋｍのウォーキングを

毎週土曜日に１回、合計 5回行った。検証した内

容は、開始時と終了後（4週間後）に、「新型自律

神経センサー（VM302）」での測定だけでなく、ロ

コモ度チェック（立ち上がりテスト、2 ステップ

テスト）血圧の変化、唾液アミラーゼの変化と心

理的な指標として POMS 調査および SF-36v2、

Chaldar Fatigue Scale（日本語版）のデータの変

化を測定した。対照群も同様に測定をした。 

ウォーキングコースは、兵庫県立なか・やちよ

の森公園の渓流谷の遊歩道を、渓流の広場から展

望台までの往復 5ｋｍ・高低差 164ｍのコースを利

用した。 

８ 実証実験の結果 

自律神経機能の働きを示す指標（ccvTP）が介

入群は向上した。血圧も介入群は、収縮期血圧（最

低）に降圧効果が確認できた。SF-36v2 は、介入

群は身体機能が向上し、一方対照群は体の痛みが

増加した。POMSは、介入群は緊張(不安)、抑うつ

(落込み)、怒り(敵意)、疲労および混乱は有意に

下がり、対照群も、緊張(不安)、抑うつ(落込み)、

怒り(敵意)、混乱は下がったが、疲労は下がらな

かった。以上のような結果から、多可町における

ウォーキングは疲労改善効果があり、ストレス軽

減効果があることがわかった。 

以上のような取り組みが評価され、“太陽生命

クアオルト健康ウォーキングアワード 2016”を受

賞した。 

年度 域外参加者 参加人数 

2015 64 309 

2016 251 602 

2017 155 679 

表１：参加人数（2017年 10月 30日現在） 

さらに、2017年 6月から本格的に「毎週木曜日

ウォーキング」を始め 679名（2017年 10月 30日

現在）参加している。 

９ 大学との連携 

2016年 3月本学と共同研究契約を締結し、ヘル

スツーリズムを研究する西村研究室が担当し「ウ

エルネスウォーキング開発及び指導者養成並びに

実証実験」を行うことになった。 

まずは、多可町ウエルネルリーダー養成講座

（2015年 9月 26日～28日）に学生も参加し実証

実験をお手伝いする人材を養成した。さらに、ウ

ォーキングの途中に、脈拍の計測ポイント「ハー

トポイント」、「森林浴」などの看板を研究室でデ

ザインしてコース上に設置した。また、自然療法

プログラムで使用する「腕浴」「横臥療法」の設備

を、学生と多可町役場と公園関係者の協力で設置

をした。 

実証実験時には、計測が終了した方から順番に

3グループに分け、10名に 2名の学生リーダーを

配置して歩いた。バス乗車前にストレッチをし、

測定会場から出発点まで 5分移動し、下車後予め

設定されている「ハートポイント（脈拍測定地点）」

まで歩き、脈拍を「160－年齢」を超えないような

歩き方をアドバイスした。 

１０ 最後に 

今後は、日本版の健康保養地を目指して、関西

近郊の企業の健康保険組合との保養契約を進め、

健康経営の支援が出来るようにしたい。

＜参考文献＞ 

・上原巌,ドイツ・バート・ウェーリスホーフェン

市における保養地形成過程,日本造園学会誌,64, 

pp493-496,2001 

・西村典芳,ヘルスツーリズムの現状と課題―神戸

市立森林植物園におけるウエルネスウォーキング

の検証より,神戸山手大学紀要,18号,pp99-126 

,2017 

・社団法人日本観光協会,ヘルスツーリズムの手引

き,平成 21 年度ヘルスツーリズム推進報告

書,pp4,2010 

･西村典芳,ヘルスツーリズムによる地方創生,カ

ナリアコミニケーションズ,2016 

＜その他の研究メンバー＞

 水野敬（理化学研究所上席研究員）

［付記］本研究は、多可町健康保養地事業として

実施したものである。
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１．研究の概要 

１－１．研究の目的 ― 第１報をふまえて ― 

 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、今、問われている。 

そのような議論を受けて、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、1999年に『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」が社会的要

請に応え、高校生が自ら生きる地域とその未来を

形づくる主体として成長していくことに寄与する

という手応えを教科指導の実践活動から得ている。 

本稿では、第１報で示した教科「福祉」の概要

と、教養として教育課程に教科「福祉」を置いて

いる教養校・A 高校の生徒によるアンケート回答

の定量分析に続き、その自由記述の回答について

定性分析を試みる。以って、高校生へのシティズ

ンシップ教育への教科「福祉」導入の有用性を考

察し、未来の地域社会を担う高校生への公教育の

あり方について追究する。 

１－２．研究方法と倫理的配慮 

○研究対象  公立 A高校（教養校）において、

教科「福祉」を履修した３年生（総計 92名） 

2011年度卒業（12期生） 32名 

2012年度卒業（13期生） 60名 

○研究方法と調査時期・実施場所

・授業アンケート調査

・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

１）定量分析（４件法）－第１報で報告済－

  生徒の教科「福祉」に対する意識調査 

２）定性分析 ― 本稿での報告事項 ― 

① 生徒が記述した「ことば」「表現」に着目し、

その顕出頻度と記述内容を軸にキーワード

を教科「福祉」の関係者で抽出。

② さらに関係者で協議を推し進め、キーワー

ドをカテゴリー別に分類・統合し、教科を

通して生徒に「培われた力」として体系化。

③ シティズンシップ教育の「クリックレポー

ト」（後述）の柱と照らし合わせ、教科「福

祉」の有意性について考察。

○倫理的配慮

生徒への授業アンケート調査にあたっては、

調査の目的・個人情報の取扱について十分な説

明と質疑応答の機会を持った。

２．定性分析の結果 ― 生徒の自由記述より ― 

２－１．教科「福祉」での学びを通して培われた力 

①創造力 ②コミュニケーションスキル 

③リーダーシップ ④公共心 ⑤規範意識 

⑥他者を思いやり尊重する ⑦意欲 ⑧忍耐力 

⑨切磋琢磨しながらお互いを高めあう力 

⑩自分らしい生き方や成功を追求する力 

⑪社会を創造し運営する力 

⑫自立した一人の人間として力強く生きて 

いくための総合的な力 

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（第２報） 

～ 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： 福祉科教科主任 教諭 吉田 高子 

研究概要 

筆者は昨年度の本学会で、現在、一部の高等学校

で専門教科として実施されている教科「福祉」を、

国民的教養として、すべての高校生を対象に、シテ

ィズンシップ教育の一環として教育課程に導入す

ることの意義について提起した。しかしながら、発

表では、教科「福祉」ならびに実施校の教育課程の

概要、生徒への授業アンケート調査の定量分析の結

果を報告するに留まった。 

第２報では、前回の発表に続けて、課題として残

った高等学校でのシティズンシップ教育における

教科「福祉」の有意性について、実施校での状況と

生徒が事後に記した授業アンケートの記述内容を

具体的に示しながら、教育的効果を質的に分析を進

め、考察する。その上で、未来の地域社会を形成す

る主体として、高校生が成長して行くために求めら

れる高等学校での教育内容と、公教育として果たす

べき高等学校の役割・今後のあり方について議論を

深めたい。
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２－２．国民的教養としての教科「福祉」を通し

て培えた力を体系化 

３．教科「福祉」による教育活動の概要 

３－１．教科書による学びの内容 

○主要科目「社会福祉基礎」（実教出版）

第１編 社会福祉の理念と意義
・福祉の理念

・人間の尊厳と福祉社会の創造

第２編 社会福祉の歴史と福祉社会の課題 
・国内外における社会福祉の状況と

歴史的背景

第３編 生活を支える社会福祉・社会保障制度 
・各領域別の福祉施策と制度

・国民生活を支える社会保障制度

第４編 人間関係とコミュニケーション 
・コミュニケーションの基礎

・人間関係の形成

第５編 地域福祉の進展と社会的支援制度 
・福祉社会の創造と未来の展望

３－２．授業実践の事例（ 5科目 16単位 ） 

○初学時の土台づくりとしての歴史教育

今日の福祉社会が築かれるまでのプロセスを

日本史・世界史・地政学から学ぶ

○テーマ「科学技術と生命倫理」新聞記事の活用

内容 出生前診断・ゲノム編集について世界各

国の状況を比較し、グループでの討議を

通じて検討、未来の社会のあり方を考察 

○グループおよび個別での社会問題の探究学習

・座学による調査研究の手法の学び

・グループワークによる課題解決型学習

テーマ「買い物難民」問題について

・個別の課題設定による調査研究および発表

○テーマ「ケアとは何か」（卒業論文）

・夏期休業中の課題 中間レポート（800字）

・卒業論文（1600字）

３－３．総合的な学習・課外活動 

○総合的な学習の時間 … 地域学（探究活動）

○校外・地域からの外部講師による講義

○行政機関・高大連携プログラム（神戸大学他） 

○ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ・社会貢献活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

３－４．A高校の教育課程の特色と独自性 

教科創設時のねらいは、福祉社会の担い手とし

て高校生に国民の教養として「福祉」を教科とし

て教育することにあった。しかしながら、介護福

祉士を養成する課程の設置も可能であるため、高

校教育の学校現場において、介護・老人福祉に傾

注した教科の展開が今日ますます主流のようにと

らえられ、実施されている。 

しかしながら、A 高校では未来の生徒自身が生

きる社会の創造を視野に入れ、社会保障を意識し

た社会福祉全般の領域を２年間で教養として教科

「福祉」を通して学ぶ教育課程を設けている。 

４．シティズンシップ教育の柱（クリックレポートより） 

2002年 英中等教育の必修「シティズンシップ教育」の骨子 

①社会的・道徳的責任 ②社会参加 ③政治的教養

５．考 察

“現在、高等学校で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。” ― これは、１年前の第１報で

筆者が投げかけた問題意識である。その改善・解

決の糸口として、筆者は“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「根

源的な価値」を内面に築くための哲学的な学びが

必要である”― と指摘し、教科「福祉」がその役

割を担えるのではないかということを提起した。

本稿では、シティズンシップ教育の柱を軸に、

「福祉」が教科としての指導を通じて生徒の内面

にバカロレア教育とも合致する力を具体的に育ん

でいることを、生徒の声を手がかりとした質的分

析によって提示することができた。

教科「福祉」は、生物学上のヒトを一人の人間

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と

いう可能性を、生徒の自由記述を裏づけとして実

証的に示す第一歩となった。しかしながら、本研

究だけで完全な実証を果たしたとは言えない。さ

らに多くの広範なデータの集積とより精緻な検討

が必要である。まずは本研究が新たな見知を見出

す鍵、すなわち、教科「福祉」の展開が高校生へ

のシティズンシップ教育における新たな教育方法

の一つとなり得るということを、本稿を通じて改

めて投げかけることができたと言えよう。超少子

高齢社会として先陣を切るわが国が、新たな世界

をリードする未来志向型の教育モデルを提示する

こと、そして、それが呼び水となって、今後の公

教育として高等学校での教育のあるべき姿につい

て議論のきっかけになることを期して本稿を結ぶ。 

［付記］本研究は、国立教育政策研究所・教育研究助成事業報告

書「共に生きるコミュニティの創造と支え合い意識の涵養と醸成

に果たす公教育の役割 ― 普通科高等学校における教科「福祉」

の実践を通して」（2013）吉田高子他．を基にしたものである。 

生きる力

人間力

知的能力・

運用力 社会人基礎力 社会力（狭義）  
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テーマ：オープンデータを活用した防災アプリ

「ハザードチェッカー」の開発 

所 属：兵庫県企画県民部科学情報局情報企画

課システム管理室 

氏 名：田中 健一郎 

研究概要 

ハザードマップは居住地や勤務先などに災

害リスクがあるかどうかを判断するのに役に

立つ。しかし、ハザードマップの公開は進んで

きているが、利活用率の低さが課題である。本

稿では、ハザードマップの利活用を促進するた

め、オープンデータを活用し、利用者が有用な

情報を容易に入手できるような Web アプリケ

ーションの設計・開発を行った。従来型の地理

的危険性のみの提供では利用者に真に必要な

情報を提供しておらず、情報品質の向上のため

には時間的危険性を示す気象庁の防災情報の

要素を加えることが不可欠であると考え、地理

的かつ時間的危険性の有無を合わせてワンス

トップで提供する機能を実装した Web アプリ

ケーションを開発した。

１ はじめに 

ダムや堤防などのインフラ整備に代表され

るハード防災は、それを提供することで住民の

意思決定や行動の有無にかかわらず一定の効

果が得られるのに対し、ハザードマップや防災

訓練、防災関連情報の提供に代表されるソフト

防災では、提供される情報が利活用されて自助

の準備や避難といった意思決定や行動に結び

つかないかぎり効果は得られない。 

平成 27 年の関東・東北豪雨では鬼怒川が氾

濫し、常総市の一体が浸水し、住民の多くが逃

げ遅れる事態になった。 

中央大学河川・水文研究室[1]が常総市にお

ける浸水域または避難勧告等が発令された地

区の住民を対象に、2015年 11月 21日から 20

15年 11月 23日の期間でアンケート調査を行

っている。 

有効回答件数 516 件のうち、災害発生時にハ

ザードマップを確認したかどうかについては

約 94%が「確認していない」と回答し、そのう

ち、日頃ハザードマップの活用状況について

「知らない，見たことがない」が約 65%、「ハザ

ードマップを見たことがあるがどこにしまっ

てあるかわからない」が約 19%とハザードマッ 

プの浸透率の低さを露呈することになった。 

ハザードマップは「つくる」だけでは効果

はなく、住民の「使う（見る）」、そして災害

に「備える」がないと効果はない。 

しかし、いくら行政が大事と思っても、住民

に「面倒」と思われてしまっては、住民は見て

くれない。昼休みや通勤の空き時間でも手軽に

見られるシステムが必要である。 

そこで、全国どこでも誰でも簡単にハザード

マップが確認できるシステムを作る必要性を

感じ、Webアプリ「ハザードチェッカー」を開

発するに至った。

２「ハザードチェッカー」の設計・開発 

ハザードマップが避難行動の意思決定に貢

献できるものとなるには、リアルタイムの防災

情報と組み合わせた利用が必要である。避難す

る必要が高いのは、図１に示したようにハザー

ドマップから見た地理的危険性と、洪水警報や

土砂災害警戒情報などの防災情報が発令され

ているかどうかという時間的危険性がいずれ

も高いときである。 

そこでアプリの開発に先立って、ハザードマ

ップを有効に活用すべく、地理的危険性、時間

的危険性をワンストップで知ることができる

ようなシステム設計を行った。 

地理的危険性には、国土数値情報（http://

nlftp.mlit.go.jp/ksj/）にて公開されている

浸水想定区域の GIS（地理情報システム）デ

ータなどを用いた。 

時間的危険性には、気象庁の XML形式で公開

している防災情報と XML ファイルと先端 IT 活

用推進コンソーシアムの API（アプリケーショ

ンプログラミングインタフェース）を利用した。 

利用者は、Webブラウザからハザードチェッ

カーのトップページ（URL: https://upper-bo

sai-apli-hyogo.ssl-lolipop.jp/confirm/lon

図 1 災害危険性マトリクス 
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lat.html）にアクセスし、簡単な操作で現在地

等の各種ハザードの有無や関連の気象防災情

報を知ることができる。 

図２では JR 神戸駅付近についてハザードチ

ェッカーを使って調べた結果が表示されてい

る。この WEBアプリを使って各種災害の想定の

有無や現在の気象庁防災情報を同時に確認す

ることができる。 

３ オープンデータの利用 

ハザードチェッカーに使用されているデー

タは一般に公開されているデータである。

一般に公開されている行政データの中でも

機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可

能な利用ルールで公開されたデータはオープ

ンデータと呼ばれ、近年ではこのオープンデー

タを有効に活用して社会的な課題を解決して

いこうという動きが国や地方自治体で活発で

ある。

平成 25年 6月 14日閣議決定「世界最先端Ｉ

Ｔ国家創造宣言」をきっかけに、オープンデー

タに取り組む自治体が増えてきた。

直近の大きな動きとしては、平成 28年 12月

に成立した官民データ活用推進法がある。官民

の保有する大量のデータを有効活用して、防災

や少子高齢化などの課題を解決していこうと

いう趣旨でつくられた。政府や都道府県は官民

データ活用推進計画の策定が義務付けられる

こととなった。 

行政のデータを外部に公開するメリットと

は何だろうか。行政が自己の保有するデータを

使って、業者にシステム開発を委託し、住民に

サービスを提供することで一定の効果は得ら

れる。しかし、それではデータを保有している

ところしか情報システムのサービスを提供す

ることができず、競争原理が働かず、システム

改善のサイクルが機能しにくい。データを公開

することで誰もが容易にそれを利用でき、特に

商用利用を認めたオープンデータとしてデー

タを公開することで活発な競争が生まれ、より

利用者目線で使いやすいシステムが生まれて

いく。

異なる種類のデータの組み合わせにより新

たな付加価値を生み出すというメリットもあ

る。例えばハザードチェッカーでは国土数値情

報の海岸線のデータと、国土地理院の測量計算

サイト（http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/sur

veycalc/api_help.html）を活用し、現在地か

ら海岸線までの最短距離を MySQL の空間関数

を活用することで計算し表示させている。これ

は津波危険度の一指標として提供しているも

のである。

４ オープンデータの課題 

行政によるデータの公開には課題がある。 

まずデータの量的問題として、自治体によっ

て公開・非公開のバラつきがあり、なかなか全

国レベルでデータが揃わない問題がある。 

また、データの質的問題として、各自治体が

独自ルールに基づいて公開するため、データ利

用者が、異なる自治体のデータを結合させる際、

形を整えるのに膨大な手間がかかるという、デ

ータのフォーマットの不統一性の問題がある。 

今後はデータの公開とともにデータ形式の

共通化、デファクト化を図っていく必要がある。 

５ 今後の展開について 

 「ハザードチェッカー」は利用者目線で、簡

便性を念頭において開発を行ったが、あくまで

パソコンやスマートフォンを通しての情報発

信ツールである以上、利用者の拡大には限界が

ある。今後の展開としては通信途絶時の対策や、

日常デジタル機器を直接操作することのない

人にとっても使える情報伝達手段の検討を行

っていきたい。 

また、自治体職員として、オープンデータの

公開と利活用のサイクルを機能させ、防災分野

に限らず、様々な分野で社会的課題を解決でき

るよう取り組んでいきたい。 

参考文献 

[1] 中央大学理工学部河川・水分研究室、

鬼怒川洪水時の浸水・避難状況に関するヒ

アリング調査結果,https://hydlab-chuo.jimd

o.com/，(2015)

図 2 ハザードチェッカーの操作画面 
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１ 調査の背景と手法 

 2017年 5月 9日、神戸新聞の一面に「荒れる成

人式、廃止も視野」という記事が掲載された。加

東市のお隣、加西市では成人式の必要性やあり方

を見直し、開催の有無を最終判断するために、新

成人や市民から意見を募集した。結局、アンケー

トの結果を勘案し、式典ありきの成人式ではない、

新しいカタチの「成人のつどい」として、2018年

も開催するようであるが、回答者の 3人に 1人が

成人式は「必要ない」としていたのも事実である。 

成人式の必要性については筆者も以前から気

になっていた。成人式は 1946 年に埼玉県の蕨町

で開催されたものがルーツとされているが、70年

も前の話である。もしも画一的で形式的なプログ

ラムを前例踏襲で毎年こなしているとすれば、必

然的に時代錯誤となり、不要と言わざるを得ない。

したがって、成人式担当職員としては、成人式に

現代的価値が加わるよう、改善・改革を毎年図っ

ていかねばならない。しかし、どんな変更を加え

ていくことが、成人式の必要性を高めるのであろ

うか。何をもってすれば、その年の成人式の価値

を客観的に量り、例えば前年の成人式より優れた

成人式だったと言えるようになるのであろうか。 

 このような問題を背景に、新成人式研究会主催

で、成人式の唯一の客観的な評価基準ともいえる

成人式大賞に、加東市は 2016年と 2017年応募し

た。本発表では、このチャレンジと新成人式研究

会から頂いた講評を、実験とそのフィードバック

と捉え、これをもとに現代の目指すべき成人式像

について考察するものである。

２ 第 16回成人式大賞 2016 

 2015 年度は教育委員会への出向 1 年目であり、

成人式事業に慣れないまま取り組んだが、成人式

大賞の講評では以下の 3点の改善に評価を頂いた。 

（１）社会貢献活動の実施 

 加東市の成人式事業における社会貢献活動は、

前回に「100 円の輪」活動が行われたが、従来か

ら行われていたものではない。今回も行うのかと

いうことから実行委員に議論させた結果、実行委

員の 1人が被災地支援活動を行っており、中学時

代の卒業式が 2011年 3月 11日で、東日本大震災

から 5年目ということもあって、義捐金募金活動、

宮城県の仮設住宅で作られた手芸品の販売活動に

決定した。それだけでなく、2015年 9月関東・東

北豪雨の発生をうけ、こちらの義捐金募金活動も

一時的に実施した。講評では、被災者支援事業 3

件は「荷が重過ぎる」とネガティブな表現の記述

もあったが、「現実にも所期の成果を収めていると

ころから、時宜に適したもの」とされている。 

図１ 義捐金募金活動の様子 

（２）式次第のデザインについての新工夫 

従来の式次第には厳粛な趣はあったが、若者ら

しくないと実行委員会で話題になった。実行委員

がデザイン案をスケッチし、市マスコットキャラ

クター加東伝の助の原作者にも協力を依頼して、

袴を着た加東伝の助を新たに描いていただき、伝

の助を大きく配置した式次第が完成した。講評で

は、「特徴のあるものとして」挙げられている。 

（３）「誓いのことば」でこれまでの感謝を語る 

従来、新成人代表はこれからの未来への誓いを

述べてきたが、2016 年の代表はそれだけでなく、

これまでの両親への感謝を具体的に語るスピーチ

原案を考えてきた。「誓いのことば」としてふさわ

しいかという事務局内の迷いもあったが、代表の

意志を尊重し、結果としてスピーチは来場者から

喝采を浴びた。2016年のテーマが「想 誓人」（想

いを誓える人）だったこともあり、講評では、「ユ

ニークなもの」とされている。 

テーマ：時代のニーズに即した成人式像とは 

～成人式大賞への挑戦を通して～ 

所 属：加東市教育委員会 

氏 名：上月　克己 

研究概要 

〇平成 30 年の時代のニーズに即した成人式像と

はどういったものか、過去 2 年の成人式大賞への

挑戦を通して模索し、次の2つを考えた。 

〇成人として主体的・自立的に社会に貢献する活

動の評価が高く、成人式を社会貢献へのチャレン

ジの場とすることに価値があるのではないか。 

〇住民協働意識の高まりと共に、社会教育担当部

署には一層まちづくりのための人材育成が求めら

れるが、実行委員会をその機会とできないか。 
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３ 第 17回成人式大賞 2017 

 残念ながら、本稿執筆時にはまだ講評が届いて

いない。したがって、各企画の改善についての詳

細な評価はまだ不明である。2017 年については、

筆者が重要な改善だったと考えたことについて記

述する。なお、総合評価としては、2016年頂いた

のが成人式企画賞であるのに対し、2017年は成人

式奨励賞である。企画賞とは「成人式の企画が時

代にマッチした新しさを持ち、総合的にみて奨励

賞に次ぐ内容のものと認められ、（後略）。」とある

ことから、頂いた総合評価は 2017年の方が高い。 

 2017年の改善で最も重要と考えるのが、テーマ

にこだわった運営と改善をしたことである。実行

委員の議論により、「個性」と「感謝」の 2つの意

味を込めたテーマ「花束～544 色の花を咲かせよ

うや～」が決定した（※544 は新成人対象者数）。

これら 2つの意味に基づいて企画が考えられた。 

（１）「個性」に関する企画 

 新成人のメッセージのパネル展示を行った。式

当日の出欠確認の往復葉書にメッセージを書ける

ようにした結果、近況を書いたり、将来の夢を書

いたり、中には「自由」と 2文字だけ大きく書く

人もいたりと、個性的なメッセージが集まった。 

（２）「感謝」に関する企画 

 地元への感謝の意味から、市民病院への車椅子

寄贈のための社会貢献活動を行った。実行委員に

看護師志望の学生と当時の病院事務職員がいたこ

とから、プルタブ・アルミ缶回収活動と募金活動

を通じて、車椅子を購入し、寄贈した。 

（３）テーマに沿った会場デザインの新工夫 

 前回の式次第に次いで、会場のデザイン改善に

取り組んだ。テーマが「花束」ということで、紙

花を大量に作って、会場を彩り、舞台看板の横一

文字も実行委員手作りの、花を豊富に描いたもの

とした。 

図２ テーマ「花束」に沿った手作り看板 

４ まとめ 

 以上の改善と評価を振り返ると、1 つには社会

貢献活動が高い評価を得ている。時代のニーズに

即した成人式像の 1つとして、新成人が大人社会

でどんな社会貢献ができるのかということを確認

する、チャレンジの場としての成人式と言えそう

である。社会貢献活動に取り組む成人式は東播磨、

北播磨に見られる。中学生時代の「トライやる・

ウィーク」のような受け身的な社会体験から一歩

進んで、「地域ビジョン委員会」のような自主的か

つ主体的な活動実践の機会となれば、社会の一員

としての自覚ある成人になったと言えるであろう。 

 もう 1つには、新成人の若い柔軟な発想から事

務局の想定していないアイデアが生まれ、それを

行きつ戻りつしながらも、計画に落とし込み、実

行して、実行委員会は高い評価を得ている。時代

のニーズに即した成人式像の 1つとして、アイデ

アの計画に始まるＰＤＣＡサイクルを通じた、次

世代を担う若い力を育てる市民力養成の場とも言

えるであろう。住民協働意識の高まりと共に、教

育委員会の社会教育担当課には一層協働につなが

る人材の育成が求められている。一年限りの関係

とはいえ、社会教育主事的立場から専門的技術的

な指導と助言を与え、成人式という国民的大行事

の実現に向け、新成人の実行委員を導くというこ

とは、未来のまちづくりを担う人材育成につなが

っていくに違いない。 

 しかし、これらのような成人式を目指すことは

決して簡単ではない。前例踏襲を排し、固定観念

にもとらわれず、行政で動くのではなく、20歳の

若者を動かして、その年だけのオンリーワンの成

人式を作り上げるのであるから、職員には十分な

意識改革とファシリテーション能力が要求される。 

 最後に今後の課題である。祝日法第二条の「成

人の日」の項目にあるとおり、成人式は、新成人

にとっては「おとなになったことを自覚する」日

であり、地域の方々にとっては新成人を「祝いは

げます」日である。新成人と地域の方々の、一部

ではなく多くが、この自覚と祝福・激励に関わる

ためには、どんな改善の可能性があるか検討し続

けたい。また、成人式大賞の評価だけでなく、式

典に参加した新成人へのアンケートも実施して、

参加者の満足度という観点からも成人式事業の質

を高めていくことを検討したいと考えている。 

＜参考文献＞

新成人式研究会編 2001『新しい成人式の創造－企

画・運営の手引き－』（新風書房）
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１ 居場所を取り巻く環境

昨今、居場所と称されるNPOの活動の形態が

急増している。NPO法人ひょうご・まち・くら

し研究所（以下、まちくらし研究所）および公益

財団法人コープともしびボランティア振興財団

（以下、ともしび財団）の「居場所アンケート調

査報告書」によると、兵庫県内の居場所の69.5%
に当たる341ヶ所が2000年以降に開設されてい

る。居場所は、地域の茶の間、集い場、ふれあい

の居場所、通いの場、ふれあい食事（の）会など、

その呼称はさまざまであり、高齢者の交流やケア

を中心に据えるものがあれば、障害者の自己実現

を促すもの、子ども食堂や学習支援など子どもに

関するもの、フリースクールなどを含めた青少年

育成に関わるものもある。

 このような居場所づくりやその運営を支える活

動も最近は増加してきた。認定 NPO 法人コミュ

ニティサポートセンター神戸（以下、CS 神戸）

は 2016年に「居場所サミット in 神戸」を開催、

神戸市兵庫区社会福祉協議会も 2017 年に「兵庫

区居場所サミット」を開催した。

このような背景をもとに、NPO 法人しゃらく

は、兵庫県しごと支援課の補助を受け運営する生

きがいしごとサポートセンター神戸西にて、10
回にわたって「居場所のかかわり方・つくり方」

講座を 2016 年度に開催した。主に神戸市内で居

場所を運営するゲストを招き、講演と質疑応答を

行った。

 この講座を通じて得た知見を元に、「このよう

な居場所が有する共通点や相違点はあるのか」「居

場所という活動形態が NPO の活動にどのような

影響を与えるか」など、居場所に関連する様相を

考えてみたい。 

２ 居場所の定義と類型

 居場所の定義は容易ではない。「私はここにい

てよい」「僕の得意なことはこれだ」というような

個人に対する承認の機能を有するという意味での

定義がある。当論文においては、何らかの社会的

目的を持ったひとが集まる具体的な場所を居場所

だと考えたい。

 公益財団法人さわやか福祉財団は、「地域の

人々が交流を目的として集まる場所のこと」を居

場所の定義とし、その種別として、自然発生型と

仕掛け型、単独型と併設型、常設型と一時型、対

象非限定型と対象限定型などに分類している。ま

た、湯浅（2017）は、子ども食堂の機能として、

栄養や知識、体験（交流）、時間、生活支援と分

類している。

このような定義、役割、分類から居場所には 2
つの特徴があると考えられる。

３ ステークホルダーの多様性

 現代社会は高齢化の問題だけではなく、地域の

つながりの希薄化により（無縁社会など）地域住

民が孤立化し、それに対する有効な手段がそれぞ

れの地域に満遍なく備わっているわけではない。

このような背景のもと、居場所の主催者の動機は

多様である。自身が接する受益者層のニーズに応

えようとするもの、自分自身が抱えた課題を解決

しようとするもの、自団体の事業の延長線上で居

場所に取り組むもの、本人の趣味や遊びを社会化

したものなどである。そのため、主催者の志向や

ネットワークが多様であるため、自ずと多様な人

たちが集まることになる。

４ アプローチの共通性

 ステークホルダーは多様であるが、そのアプロ

ーチには一定の共通性がある。特に、喫茶、レン

タルスペース、講座の組み合わせが多い。居場所

はその事業の特性上、受益者にアウトリーチする

ことが難しい。そこで、受益者が関心を持ち、立

ち寄ってもらいやすいプログラムを提供する必要

がある。これまで、居場所の特徴を述べてきた。

しかし、いくつか課題もある。

５ 人材育成

 居場所をビジネスモデルという観点から評価す

ると、居場所は収益を生みにくい構造になってい

テーマ：NPOが運営する居場所の課題と可能性 

所 属：特定非営利活動法人しゃらく 

氏 名：小嶋 新

研究概要

居場所と称される NPO の活動の形態が急増し

ている。生きがいしごとサポートセンター神戸西

では、神戸市内で居場所を運営する方をゲストに

招き、「居場所のかかわり方・つくり方」講座を

開催した。その過程で抽出された特徴および課

題、またその課題に対して行政が提示できる解決

策を検討する。居場所の将来性を考えると、小地

域多機能型 NPO と呼ぶことができる新たな運営

形態が現れる可能性もある。
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る。居場所は受益者が定期的に通うため、付加価

値は高くとも高額な喫茶や講座を開催することが

難しい。そのため、居場所から十分な給与を支払

うことが難しく、家計を支える世代が生計を立て

ながら居場所を運営することは容易ではない。

「居場所アンケート調査報告書」では、居場所の

スタッフの年齢は 60 歳以上が 78.8%である。一

方で主催者の高齢化（80歳以上などの意味）に伴

い、次世代スタッフの募集と育成も喫緊の課題で

ある。居場所の活動主体であるシニア（定年退職

前後の意味）が居場所の立ち上げや運営に関わっ

てもらうようにするためにはどうするべきか。

 これまでにも多くの取り組みが行われてきた。

さわやか福祉財団が主催するさわやかインストラ

クター（地域包括コーディネーター）養成研修は

居場所の立ち上げや運営にかなりの程度注力した

ものである。しかし、これらの研修やセミナーは

居場所の担い手育成に特化したものが相対的に多

くなく、また研修後すぐに受講者が即戦力になる

わけではない。

 また、居場所のステークホルダーは多様である

ため、居場所の主催者に求められる能力や経験も

幅広くならざるを得ない。現時点で、そのような

能力を有しているのは、社会福祉協議会のコミュ

ニティソーシャルワーカーや NPO の中間支援組

織の職員だけであろう。

 このように、居場所の担い手の養成を効果的、

効率的に行うことができる供給源が十分ではない。

そこで、各都道府県や市町村が生涯学習の一環で

運営する高齢者大学を居場所の担い手育成に活用

するべきではないかと考える。高齢者大学では、

高齢者が学んでから実践することが少ないという

課題がある。定年退職後の高齢者がある高齢者大

学を修了すると、次の生涯学習講座に参加すると

いうように、渡り鳥のようになってしまうという

状態である。しかし、「これまでのような趣味・

教養といった自己完結型の学習だけではなく、身

につけた学びを、地域活動の現場で実践すること

により、周囲の人を巻き込んでいく（文部科学省

2012）」というように変わっていくことが望まし

い。文部科学省は、このような生涯学習機関と地

域を結ぶコーディネーターの役割の重要性を指摘

しているが、生涯学習機関が実践の場所すべてを

自分たちで確保することは難しいだろう。そこで、

高齢者大学などの生涯学習機関と、社会福祉協議

会や中間支援組織の協働が有効であろう。

６ 場所

 居場所の主催者にとって「よい場所」が見つか

るかどうかは居場所を運営するためのひとつの登

竜門である。居場所に関わらず、NPO が新しく

事業を開始するために乗り越えるべき課題は数多

くあるが、居場所にとっての場所の重要性（立地、

空間、間取りなど）は、執務スペースとしての事

務所と比較にならないほど重要である。また、常

設型の居場所は立ち上げのあとのやり直しが効き

にくい。

高齢者や子どもを主なターゲットとして想定

するのであれば、小学校区をひとつのターゲット

のエリアとして考えるべきであろう。公益財団法

人生協総合研究所の2050研究会は「2050年 超

高齢社会のコミュニティ構想」にて、すべての小

学校区に集いの館を設置するべきだと提案する。

行政が解決できることは、居場所の開設希望

者と空き家のマッチングである。空き家の所有者

と移住者や希望者だけを仲介するのではなく、公

益的目的に限定した用途での使用を希望する所有

者を居場所の開設希望者と仲介する。

７ 将来

居場所は NPO や地縁団体に新しい視座を与え

る可能性がある。NPO や地縁団体が居場所を開

設することで、これまで自らが取り組んでこなか

った地域課題に半ば強制的に出会わせるからであ

る。そのニーズに応えるためには、地縁団体が

NPO のようにサービスを提供することが必要に

なり、それが地域運営組織に代表される地縁団体

の NPO 化を促すだろう。これまで高齢者のみを

支援していた NPO が居場所を通じて地域の障害

者や子どもと出会うことで、新しい受益者のニー

ズを発見することにつながり得るだろう。居場所

は、地縁団体の多機能化による地縁型 NPO、

NPOの小地域化を生み出す可能性がある。 

＜参考文献＞

岩永靖永・樋口恵子編（2015）「2050 年 超高齢

社会のコミュニティ構想」岩波書店. 
公益財団法人さわやか福祉財団編（2016）「シリ

ーズ 住民主体の生活支援サービスマニュアル

第 3 巻 居場所・サロンづくり」社会福祉法人

全国社会福祉協議会. 
NPO 法人ひょうご・まち・くらし研究所・公益

財団法人コープともしびボランティア振興財

団（2016）『居場所アンケート調査報告書』. 
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図 1: 実施風景 図 1: ふれあい屋台の 

位置づけ 

表 1: ふれあい屋台の要素 

図 2: 実施風景 

 

 
 

１ 地域の課題およびこれまでの取り組み 

 兵庫県中央部に位置する朝来市奥銀谷（おくが

なや）地域は人口約800人。生野銀山によって戦

国時代から繁栄を極めた鉱山町であるが、1973
年の閉山以降、人口減少と過疎化が急速に進んで

いる。とりわけ店舗の撤退は深刻である。戦前に

は中心地区の 1.2kmの通りに 39の店舗が軒を連

ねていたが、現在 3店舗にまで減少している。地

域の中心から 3km 離れたスーパーマーケットま

で行かないと生鮮食料品が買うことができない。

その中で高齢化率は 44%（2015 年）となり、車

を持たない一人暮らしの高齢者を中心に、買物に

対するニーズが高まっている。さらに、地域のシ

ンボルであった奥銀谷小学校が2009年に閉校し、

地域の新たな居場所づくりも課題となった。

市では 2005 年の合併発足以降、小学校区を基

本単位とした「地域自治協議会」によるまちづく

りが行われている。我々、奥銀谷地域自治協議会

もその一つとして活動を行っている。

我々はこれまでに買物支援と居場所づくりに

対して、2つの取り組みを行ってきた。一つは「三

河屋さん」。これは買物困難者に対して、週に一回

電話で注文を聞き、買物を代行して配達するサー

ビスである。もう一つは「ふれあい喫茶だんらん」。

これは、自治協議会の拠点施設に設けられたコミ

ュニティ・カフェで、週 2回美味しいコーヒーと

軽食を提供販売している。どちらも一定の利用者

を得ているが、三河屋さんは「実際に物を見て買

いたい」という声が、ふれあい喫茶だんらんは「家

から遠いと通えない」という声が上がっていた。

２ ふれあい屋台 

筆者は総務省の事業である「地域おこし協力隊」

として 2014 年 4 月に東京都板橋区から朝来市に

移住し、奥銀谷地域自治協議会のスタッフとして

地域おこしにあたった。テーマは「お店作り」で

ある。既存の取り組みを補完する形で（図1）、お

客様の近くに出向いていき、かつそこに人が集ま

り交流が生まれるような仕組みづくりを目指した。

特に買物支援においては「食」が最重要課題とと

らえ、そこで注目したのは「屋台」である。

屋台と言えば、縁日やお祭りに欠かせない軽食

店である。これを買物支援のために再デザインす

ることで目標を達成できると我々は考えた。我々

はこの新しい屋台の仕組みを「ふれあい屋台」と

名付けた。その要素は以下の通りである(表 1)。 
縁日の屋台 ふれあい屋台

いつ 不定期（縁日開催

時）。

定期的（週 1回程度）。

午前中や夕方の買物

時に開店。

ど こ

で

社寺・イベント会

場を借りて巡回

集落ごとに公民館前

等を借りて巡回

誰が 外部の露店商が

実施。沢山の店舗

が集まる

住民団体が運営し、住

民のスタッフが実施。

1店舗でもよい。 
誰に 一見さん（縁日の

来場者）

常連客（半径 300mの

地域住民）

何を たこ焼き・焼きそ

ば等の屋台料理

食卓の一品となるお

惣菜

どのよ

うに

非日常の楽しみ

を提供

「日常の中の非日常」

を提供

テーマ：移動式屋台店舗による地域おこしの試み 

～「ふれあい屋台おくがなや」での実践をもとに 

所 属：奥銀谷地域自治協議会 

氏 名：加藤 貴之 

研究概要 

我々は朝来市奥銀谷地域の振興策の一つとして

「ふれあい屋台おくがなや」を実施した。これは

地域の高齢者を対象に、買物支援と居場所づくり

を目的とした移動式屋台店舗である。地域内の 2
か所を借りて毎週決まった時間にテントを立て、

食卓の一品となるようなお惣菜を調理販売し、近

隣の住民に来店頂いた。我々はこの店舗を 2年間、

計 119回行った。その試行錯誤の中で、買物支援

と居場所づくりについて一定の成果を得ることが

できた。本稿ではこの取り組みについて報告する。 
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ふれあい屋台を始める方法は次の通りである。 
①運営主体と実施スタッフ（店長）の決定

②メニュー決めと試作

 保健所の許可を取る上で、提供する料理を一種

類に決める必要がある。

③備品の調達

テント(1.8m×1.8m)、調理台、調理器具（コン

ロ、鍋等）、エネルギー源（ガスボンベ等）、食材

保管庫（クーラーボックス等）、衛生設備（水タン

ク等）

④保健所の許可取得

 食品衛生責任者の講習を受けたうえで、飲食店

営業許可を取得する

⑤仕込み場所（自宅の台所等）と運搬手段（自動

車等）の確保

⑥営業場所の決定

 地域内で比較的人口が密集している場所を選び、

土地所有者に許可を取る。

⑦オープン日、営業日時の決定

⑧近隣の住民への告知

また、ふれあい屋台の各回の営業方法は以下の

とおりである。

①材料の調達→②仕込み→③食材と備品の運搬→

④屋台の設営→⑤開店→⑥調理・販売→⑦閉店→

⑧屋台の撤去→⑨調理器具の洗浄、経理清算

３ ふれあい屋台おくがなや 

我々は2015年5月から2017年3月までの約2
年間ふれあい屋台を奥銀谷地域で運営した。店舗

を「ふれあい屋台おくがなや」と名付けた。運営

主体は奥銀谷地域自治協議会、店長は筆者である。 
メニューは揚げ物である。

地域の農家と連携し、地元

の旬の採りたて野菜をアレ

ンジした商品を調理販売し

ている。メニューは 1人前

1 パックで 100 円～200 円

のものが中心である。

備品については、地域お

こし協力隊の交付金を活用

して購入した。

許可については、2014年 11月に姫路市保健所

にて筆者が食品衛生責任者講習会を受講し、2015
年5月に兵庫県但馬県民局朝来保健所にて飲食店

営業の許可を取得した。

仕込み場所は筆者自宅、運搬は地域の方から借

りた大八車を利用させていただいた。

営業場所については、当初は奥銀谷コミュニテ

ィセンター（奥銀谷店, 図 2）の 1 か所で行って

いた。2016 年 5 月からは 300m 離れた個人所有

のガレージ（新町店）と合わせて2か所で行った。 
営業日時は、何度か変更したものの、奥銀谷店

が毎週火曜 11時、新町店が毎週火曜の 16時、と

火曜日に 2回行う形で定着した。 
 経理処理については、売上から材料費を引いた

利益を自治協議会の会計に入れて地域おこし協力

隊の活動費に充てるという運用を行った。

４ 結果 

 我々は同店の営業を、悪天候時を除きほぼ毎週

行った。筆者の調理技術の不足や体力面での苦労

があったが、周囲の支えにより 2年間で両店舗合

わせ 119回実施した。以下その結果である。 
来店客数 …… 19人/回 
売上 …… 6,400円/回（337円/人） 
粗利益 …… 2,600円/回 

来店客の約9割は店舗のある自治会区の住民で

あった。来店客の約 8割は毎週ほぼ欠かさず来店

する常連客であった。客層は 65 歳以上の高齢者

を中心に、中学生や比較的若い主婦の方もリピー

ターとなった。2017 年 1 月に行った聞き取り調

査の結果、以下の意見があった。

 「火曜日はお惣菜があるので食事が助かる」 
 「揚げ物は自分ではしないので嬉しい」

 「家の近くまで来てくれるので楽である」

 「屋台に行くと会話があって楽しい」

 「同じ区内でなかなか出会わない人とも、屋

台に行けば顔を合わせる機会になる」

 「出歩く機会になった」

５ まとめおよび今後の課題 

 我々は奥銀谷地域の買物困難と居場所づくりを

目的に「ふれあい屋台」の仕組みを開発し、2 年

間にわたり実践を行った。その結果、「週に 1 度

の食卓の一品」という限定的な形であるが地域住

民の買物を支援できた。また、屋台が開かれるこ

とによって、そこに住民が集い、ふれあいと交流

が生まれた。これは当協議会の既存の 2事業を補

完し、「外食」「内食」に対するいわば「中食」的

な事業を生みだしたと言える。

今後の課題は収益性である。1 日 2 回実施して

も 5,200円の利益であり、自立して生活するため

には不足がある。今後は効率化と品ぞろえの拡充

によって利益を伸ばし、継続性のある事業にした

い。また、このふれあい屋台の仕組みを他地域で

展開することでモデルの有効性を検証したい。

メニュー例： 

とうもろこしの 

さつま揚げ 
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研究概要 

   人口減少や高齢化が急速に進み、担い手の減 

 少、農地の荒廃や空家が目立つふるさと大路。 

   地域創生の動向を踏まえ、「ふるさとおおじ創

生会議」を設立し、行政との懇談会、先進地の視

察、意見交換会やフォーラムの開催、全住民対象

のアンケート調査などを実施し、その結果を反

映した大路地区の１０年後の構想として、農業

や住民の「元気・活力」、住民生活の「安全・安

心」、住民の「ふれあい・絆」を目標とした「夢 

 ある大路」をめざす活動の方向を定めた。 

   今回は、これらの経緯と、２９年度前半の活動

の成果と課題を含めて発表します。 

１ はじめに（大路地区の概要） 

  大路地区は丹波市東端に位置する静かな農山村で、 

面積約３０㎢。人口は２，１０４人で、昭和２５年 

の４，２２３人に比して半減し、高齢化率は今年８

月に４０％を超えた。

  農業は稲作中心で、１戸平均６０ａの規模。近年 

農地や山林の荒廃や空家の増加が目立っている。 

  自治協議会は８集落の自治会長を中心に、２３団

体で構成し、恒例の主な事業は、アグリフェスタ、 

健民運動会、ハイキング、元町マルシェへの野菜出

荷、味噌加工、広報「おおじの里」発行など。 

２ 研究目的と方法 

  このような大路地区の現状や課題を踏まえ、活力 

とやすらぎのある地域づくりのため、新たな推進体 

制として「ふるさとおおじ創生会議」を設立。 

  その課題研究として、４に記述する諸活動を展開 

し、「夢ある大路」への道すじを探った。 

３ ふるさとおおじ創生会議の設立 

  大路地区の地域づくりは、これまで丹波市の「元 

気な地域づくり事業」のもとで取り組んできたが、 

平成２８年度から１０年間の新たな事業となったこ

とから、大路地区独自に、地域創生への推進体制と 

して「ふるさとおおじ創生会議」を設立。 

  創生会議の委員は、各自治会から若者や女性の推

薦を求め、公募や自治協幹部を含む総勢２８名。 

地域課題に応じて、振興、福祉、交流の３委員会 

を設置し、その代表による企画委員会が全体の連絡 

調整を図ることとした。 

 また、会議の設置期間は１０年とし、委員の任期 

は２年(再任は妨げない)とした。 

４ 研究活動の概要 

（1）行政との懇談会 

  ７月１６日、市の担当者より「丹の里創生総合 

戦略」の説明を受け、意見交換。４０名が出席。 

  地域の活性化、子育て、女性の活躍、地域づく 

 りなどについて、意見や提案が出された。 

（2）先進地の視察 

  ８月２０日、ヨーデルの森、加西市九会地区ふ 

るさと創造会議、マイスター工房八千代を視察。 

 メーンの加西市では、ふるさと創造や網引湿原 

の保存の取り組みを学び、若者や女性の参画、行 

政職員の参加などを意見交換。２０名参加 

（3）若者や女性との意見交換会 

１０月８日、２９日に開催。延べ６３名が参加。 

テーマは「大路の課題と改善策」。主な意見は、 

農業振興、山林整備、都市との交流、空家対策、 

子育て、人間関係など。因みに、大路の良い所は 

「人の心が温かい」。悪いところは「人の悪口を言 

う人が多い」でした。これらの意見は、１２月の 

フォーラムで発表。 

（4）のこぎり山開発隊の結成 

 意見交換会で提案された山林整備の一環として 

登山道整備に取り組むこととなり、大路地区最高 

峰ののこぎり山開発隊の隊員を募集。３０名の応 

募を得て、早速１１月２７日には調査隊１０名が 

出発。以降毎月１回、登山道整備に取り組む。 

（5）ふるさと創生フォーラム 

  １２月３日、ふるさとおおじ創生フォーラムを 

開催。内容は以下のとおり。 

・記念講演 「兵庫の地域創生について」

講師は、県理事の梅谷順子氏 

・休憩タイム 地元ジョイアスバンドの演奏

・若者や女性との意見交換会の内容発表

・ふるさとおおじへの手紙４５通の紹介

・三尾山系(のこぎり山)開発への提案発表

・全体講評 梅谷順子氏

フォーラムは初の取り組みだったが、１００名

が出席し、意識統一の良い機会となった。 

(6) 新春交流会

１月２２日、大路地区初の新春交流会を開催。出

席者８０名、スピーチでは、２９年度に向けた抱負 

が発表された。 

テーマ  ふるさとおおじの創生をめざして 

 所 属  丹波市 大路地区自治協議会 

 氏 名   ふるさとおおじ創生会議 

代表 田村　庄一



28 

  ・記念講話 ・丹波市長  谷口進一氏 

        ・わかさ生活社長 角谷建耀知氏   

  ・記念撮影、ティータイム 

  ・スピーチ(抱負・提案) 

    ・農会長会  アグリフェスタの充実 

    ・振興委員会 三尾山系(のこぎり山)開発 

    ・福祉委員会 高齢者の健康づくり、防災       

    ・交流委員会 広報発行、地区内ハイキング 

 (7) 全住民アンケート調査  

  意見交換会やフォーラムでの意見や提案を設問の

中心として、中学生以上の住民を対象に意識調査を 

 実施。１８歳以上の１,８００人に１０問。回収は 

１， ０７２人。回収率は５９．６％。 

中高生９０人には別内容の７問。回収は５０人。 

主な結果は次のとおり。 

① 大路地区に満足していますか 

・満足している       １１．３％ 

  ・大体満足している     １９．４％ 

  ・普通           ５２．９％ 

  ・多少不満がある      １０．５％ 

  ・大いに不満がある      ４．０％ 

  ※不満は予想よりも少なかった。 

 ② 今後必要と思うことは（複数回答） 

   ・高齢者の見守り、介護予防 ６０．６％ 

   ・農業の活性化・確立    ５５．１％ 

   ・明日を担う人材の育成   ４７．６％ 

   ・若者や女性の輝く地域   ４６．１％ 

   ・地区防災組織の確立    ３３．９％ 

  ※高齢者福祉や農業への願いが多かった。 

 ③ 今後も継続すべき事業は（複数回答） 

   ・アグリフェスタ      ６９．０％ 

   ・健民運動会        ３９．６％ 

   ・広報「おおじの里」発行  ３９．０％ 

   ・元町マルシェへの野菜出荷 ３７．３％ 

   ・グラウンドゴルフ大会   ３１．０％ 

  ※最大事業への支援の思いは嬉しい。 

 ④ 意見・提案への賛同は（複数回答） 

   ・山や川を遊べる場所に   ４６．９％ 

   ・空家活用のネットワーク  ３５．７％ 

   ・悪口をやめ褒める運動を  ３２．７％ 

   ・自由なおしゃべりの場   ３０．６％ 

   ・農業の活性化で将来を   ２８．２％ 

   ※山や川を大切にとの思いがうかがえる 

 ⑤ 中高生の大路地区への夢（複数回答） 

   ・山や川が遊べる場所に   ４８．０％ 

   ・都市と田舎との交流    ２８．０％ 

   ・農業が楽しく元気に    ２６．０％      

   ・悪口やいじめがなくなる  ２２．０％ 

   ・三尾山が有名になる    １６．０％ 

   ※中高生も山や川への思いが強かった。 

 

 ５ 研究活動やアンケートからの考察 

  研究活動としての視察や意見交換、フォーラム 

 など、目標以上の参加を得て、さまざまな提案も 

 発表され、まずは目標ラインに到達したと思う。 

  当初は、「創生会議は何をするのか？」とか、 

 「ねらいがわからない」との意見も多く、受け止 

め方に差もあり、創生会議への共通理解に心を配 

 る時期もあったが、１年間の活動を通じて委員の 

 結束も深まってきたように思う。 

  また、アンケート調査による住民の意向（課題 

 や方向）が創生会議の思いと大差のないことも確 

 認できた。 

 

 ６ 今後の活動方向 

（1）１０年後への構想 

   一年間の研究活動を経て、各委員会の１０年 

後の構想を次のように定め、誰もが住みたい「 

夢ある大路」を目指していくこととした。 

 いずれも、長期的なプランと入念な検討が必 

要になると考えている。 

・振興委員会→地域の「元気・活力」を目指す。 

  農業、特産物、観光、都市との交流など 

・福祉委員会→生活の「安全・安心」を目指す。 

  防災、子育て、高齢者見守り、介護予防等 

・交流委員会→住民の「ふれあい・絆」を。 

  運動会、ハイキング、ふれあい、広報など 

（2）２９年度の活動 

２９年度は実践の初年度と位置づけ、すでに 

  歴史探訪ハイキング（５／１４）、三尾山登山 

  道整備（７月）、女子プロ野球協賛（７／２９）、 

  三浦豪太講演会（９／３）、健民運動会（９／ 

  ２３）、防災訓練（１０／５）などを実施済。 

   特に、三浦豪太講演会では、内外から３００ 

  人の参加を得て、意義深い一日となった。 

   この間の県及び丹波市の多大のご支援には心 

  からの感謝を申し上げたい。 

 

 ７ おわりに（今後の課題） 

 ふるさと創生を目指す私たちの活動は始まった 

ばかり。これからが重要。特に人口減少の歯止め 

や地域農業の確立には抜本的な対策が必要だ。 

加えて来年は役員改選期。役員が代わっても方 

針が的確に引き継がれていくことが重要であり、 

役員の半数交代や活動を通じての人材育成に心を 

配りたいと考えている。 
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１ はじめに 

 近年、都市住民の農山村への関心が高まってお

り、国民のなかでも「田園回帰」の注目傾向が強

まっている。田園回帰には内容と広がりを表す３

つの局面があり、移住による持続可能な地域の実

現のためにはこれらを重層的に論じる必要がある

とされている。田園回帰の３つの局面とは、第１

に、移住そのものを指す「人口移動論的田園回帰」、

第２に、田園回帰と地域づくりの相互関係が議論

となる「地域づくり論的田園回帰」、第３に、都市

と農山村との双方向に人口が流動化することでそ

の関係自体が変化するという視点から検討を行う

「都市農村関係論的田園回帰」である。小田切

(2016)によると、以上の３点を時間軸にあてはめ

れば、第１の「人口移動論的田園回帰」はすでに

動き出している「過去」の田園回帰を対象とし、

第２の「地域づくり論的田園回帰」は「現在」、第

３の「都市農村交流論的田園回帰」は「未来」的

課題であるとされる。本研究では「現在」にあた

る「地域づくり論的田園回帰」の実現に向け研究

を行う。 

 この「地域づくり論的田園回帰」の実現の第一

歩として、「移住者と地域コミュニティとの関係づ

くり」が移住のハードルとなっている現状があり、

この点においてそのサポートを行う主体として、

地域運営組織への期待が高まりつつある。小田切

(2016)が、都市住民が移住し地域コミュニティへ

定着していく過程における様々な主体による支援

を「移住者支援のバトンリレー・モデル」として

まとめているが、その中で地域運営組織が移住者

を地域住民とつなぐ役割を担っているとされてい

る。このように移住者と地域コミュニティとの関

係づくりにおいて、移住者になんらかの支援を行

っている組織を「移住者支援組織」と呼ぶことと

する。その上で本研究では「地域づくり論的田園

回帰」を実現させるプロセスにおける、移住者支

援組織の役割を明らかにすることを目的としたい。 

 
２ 移住による持続可能な地域の実現の可能性 

 「地域づくり論的田園回帰」の実現のためには、

移住者と地域住民とが一体となって地域づくりに

取り組むことが重要となる。そのようななか近年

注目されつつある理論として移住者の持つ外来的

な力と、地域が持つ内発的な力が相互に関係し合

うことで農村が発展するという「ネオ内発的発展

論」がある。この理論は「実践コミュニティ」の

概念を含有しており、移住者と地域住民が従弟関

係ではなく共に学べる環境が重要とされる（ウォ

ードら 2005）。学びの環境を如何にして育んでい

くかが、ネオ内発的発展論の論点となりうる。 
 また、最近の田園回帰の特徴として、若い世代

のローカル志向が高まり、この世代の移住者が増

加傾向にある。日本の地方において、地域の課題

解決のために若者世代の移住者と地域住民とが交

わり、地域発で新たな仕事が生み出される状況に

至っている。このような若者世代は、「クリエイテ

ィブ・クラス」と呼ばれ、アメリカでは新たな社

会階層として注目が集まっている。クリエイティ

ブ・クラスの人々はあらゆる多様性に寛容で、そ

して何よりもクリエイティブな人間というアイデ

ンティティを発揮できる機会を求め、居住地を選

択する（フロリダ2008）。「実践コミュニティ」が

形成され、ネオ内発的発展が生成されていく過程

における、このようなクリエイティブ・クラスの

存在は鍵を握る可能性がある。 
 

３ 調査結果 

(1) ひょうご地域再生塾 

 移住者に対する地域側の受け入れ体制の現状を

みるために 2016 年度に開催された「ひょうご地

域再生塾」を傾聴した。これは兵庫県企画県民部

地域振興課が主催し、西播磨、但馬、淡路、丹波

の４地域で移住者に対する支援を行っている団体

が「移住者の受け入れについて」活動報告を行う

ものである。傾聴した結果から、移住者と地域コ

ミュニティとのつなぎづくりに関して、「納得感」

や「寄り添う姿勢」が全体に共通してみられた。 

特に、丹波「株式会社 みんなの家」では移住者

が地域課題の解決に取り組む様子が伺えた。地域

づくりに意欲的な Iターン者を招き入れ、地域課

テーマ：田園回帰のプロセスにおける 

移住者支援組織の役割に関する研究 

所 属：兵庫県立大学環境人間学部杉山ゼミ 

氏 名：岑田 安沙美 

研究概要 

・本研究では「地域づくり論的田園回帰」を実現  
 させるプロセスにおける、移住者支援組織の役  
 割を明らかにすることを目的としたい。 
・先行研究や調査結果から、移住者支援組織は移 
 住者と地域コミュニティとのつなぎづくり、地 
 域のネオ内発的発展や、実践コミュニティの形 
 成を促すための支援を担うと考えられる。 
・「地域づくり論的田園回帰」の実現プロセスは 

 図１に示すことができ、１と３の両段階で移住  

 者支援組織の支援が必要である。 
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題の解決を実行していくことに力が注がれている。

これは、住人が満足する地域を作り上げていくこ

とで地域の魅力が高まり、その結果として移住者

が増加し、さらなる地域の活性につながると考え

られているからである。 
(2) 聞き取り調査 

ネオ内発的発展、実践コミュニティの形成を促す

支援を明らかにするために、丹波「株式会社みん

なの家」のように、移住者の増加がみられる地域

で地域づくりに積極的に取り組んでいる３組織に

聞き取り調査を行った。１つ目は島根県雲南市

「NPO 法人おっちラボ」、２つ目は徳島県三好市

「NPO 法人マチトソラ」、３つ目は兵庫県篠山市

「合同会社里山工房くもべ」である。 

 
４ 考察 

 調査結果の考察により移住者支援組織は以下の

役割を担っていると考えられる。 

■移住者と地域コミュニティとをつなぐ支援 

(1) 移住相談者に寄り添う姿勢 

 地域側の利害を重視せず、移住相談者の幸せを

第一に考える姿勢や、何度もコミュニケーション

を図ることで信頼関係を築いていく姿がみられた。 

(2) 移住者を寛容に受け入れる地域の土壌づくり 

地域住民の良好な人間関係づくりにより地域

住民全員が納得した上での移住者の受け入れを実

現しようとしている様子が伺えた。また、若者世

代が持つ新しい価値観を学び、地域に伝えること

で住民の「意識改革」を促し、受け入れの際に生

じるギャップを埋めようとする地域もみられた。 

■ネオ内発的発展、実践コミュニティの形成を促

す支援 

(1) 地域内外の人々が交わりプロジェクトを実行

する仕組みづくり 

地域内外の人々が共にプロジェクトを実行し

ていく過程では、実践コミュニティを伴う地域の

ネオ内発的発展が起こる。したがって、移住者支

援組織がその仕組みづくりを行い、自らが中心と

なり周囲を巻き込みながらネオ内発的発展の渦を

地域全体へと広げていくことが有効といえる。 

(2) ネオ内発的発展を誘発する環境を整備する 

① 移住者との親交を継続し、必要に応じて人と人

とをつなぐ 

② 以下の要素を有する「拠点」を持つ 

１)移住者支援組織の本拠地である ２)開放的な

環境がある ３)地域内外出身に関わらず、気軽に

輪のなかに入ることができる雰囲気がある ４)多

様な形態での学習が実行できる設備がある 

５ 「地域づくり論的田園回帰」の実現プロセス 

 これまでに述べた先行研究や調査の考察結果か

ら、「地域づくり論的田園回帰」を実現するには以

下の図に示す過程が存在すると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図１「地域づくり論的田園回帰」の循環構造 

 

 まず、第１段階として、移住者と地域コミュニ

ティとがつながる段階がある。第２段階では、前

段階でつながった両者間において良好な関係性が

構築されていく。第３段階では、移住者と地域住

民によりネオ内発的発展がおき、クリエイティブ・

クラスの人々を中心として実践コミュニティが形

成される。第４段階では、前段階までの結果とし

て地域の魅力が高まり、それに共感した人々がさ

らに移住者としてやってくる。 

 上図の４つの段階のなかで、移住者支援組織が

支援するのは、１と３の段階である。第１段階に

おいては、移住者と地域コミュニティとをつなぐ

支援を、第３段階ではネオ内発的発展、実践コミ

ュニティの形成を促す支援を行っている。 

 

６ おわりに 

 これまでの検討から、「地域づくり論的田園回帰」

の実現プロセスには１と３の両段階での移住者支

援組織の支援が必要であると結論づけられる。特

に第３段階での支援は、移住による持続可能な地

域づくりを実現する点で非常に重要といえる。 

最近は移住にこだわらず「交流・通い」により

地域を維持しようとする研究が先行しているよう

だが、田園回帰の“現在”の局面にあたる「地域

づくり論的田園回帰」を今、実現するために努力

することこそが、地域の未来につながっていく道

程となろう。 

＜参考文献＞ 
・小田切徳美(2016)『田園回帰の過去・現在・未

来【移住者と創る新しい農山村】』農文協,安藤光

義・フィリップ,ロウ(2012)『英国農村における新

たな知の地平―Centre for Rural Economy の軌

跡』農林統計出版 ほか 
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１.研究目的 

 人口減少対策として観光による地域活性化を図

る地域は多い。淡路市もまた観光に力を入れてお

り、国営明石海峡公園・淡路ワールドパークなど

の観光施設や、たまねぎ・みかん・牛乳・淡路牛

などの名産品が多くある。実際に観光客数は年々

増加しており、観光地として成功しつつあるが、

それでも定住人口は年々減少しており、少子高齢

化も深刻化している。本研究では、その原因と課

題、対策について考察し、人口増加による地域活

性化策を提案したい。 

２.淡路市の人口現状と課題 

平成 27年の国勢調査によると淡路市の人口は

43,977人、人口増減率は－1.22％となっている。

それぞれ兵庫県 58市区町の中では 31位、46位

と低い順位であり、他地域以上に人口減少が進ん

でいる。また図１の総務省の住民基本台帳移動報

告による平成 28年の性別・年齢別の社会増減の

データから、20～34歳の年齢層の人口が流出して

いることが分かる。

 
図１ 淡路市の性別・年齢別社会増減(平成 28年) 

淡路市の人口減少の要因として高校卒業後の

進学や就職による移住が挙げられ、特に神戸市や

大阪府といった都市部へ転出する人が多い。 
このような現状から淡路市の一番の課題とし

て女性、特に若年女性の人口定着・増加を図るこ

とが必要であると考える。淡路市の人口増減には

男性よりも女性の社会減の総数が多いという特徴

がある。また女性の人口を増やすことは出生数を

増やし人口減少の根本的解決につながるため一番

の課題であると考える。さらに若年女性の人口増

加に重点を置くことで若者の住みよい街づくりに

繋がり、間接的に若年男性の人口増加にもつなが

り、人口全体の増加になると考える。 
３.淡路市の現在の取り組み 

（1）雇用面 

 淡路市の現在の取り組みとして「いつかきっと

帰ってきたくなる街づくり」をコンセプトに定住

人口促進の観点から雇用施策を行なわれている。

例えば淡路市の歴史・文化などを積極的に発信し

淡路市に親しみを持ってもらうことでＵＪＩター

ンの促進を図る、新規事業を行うための補助金の

交付や古民家の賃貸など企業の負担を軽くすると

いった取り組みがなされている。また平成 20 年

から行っている企業誘致奨励金は 39 社へ交付さ

れている。 
 それに加え淡路市は新たな街づくりとしてサス

ティナブルパークの構築を計画している。 サステ

ィナブルパークとはいわばコンパクトシティーの

縮小型の街であり、医療関連施設、生産施設、住

居・商業施設を一か所に集めて無駄の少ない行政

と快適で住みやすい街を実現しようとするもので

ある。  
現在、淡路市はサスティナブルパークの実現の

ためそこに移転する企業を企業立地奨励金制度な

どの助成金を充実させて募っている。そうするこ

とによって雇用が拡大する、雇用が拡大すれば人

口が増える、といったように循環的に経済が活性

化していく。そのような取り組みを淡路市は行っ

ている。  
（2）出産・子育て面 
 淡路市の出産・子育て政策の目標は、子どもか

ら高齢者までが「住み続けたい」、他の地域の人が

「住みたくなる」魅力を作ることである。そのた

めの施策として 健診等を通じて、親や子どもを

直接支援や多子世帯を促進している。具体的には、

赤ちゃん未来の宝物補助金事業を行っており、二

子以上の出産にかかる自己負担分を助成し、子ど

もが産まれると祝い金として第二子目からは5万

テーマ：淡路市の人口減少を食い止めるには 

 

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：橋本啓嗣、田中伊吹、廣瀬晴菜、 

杉山陽子、井筒裕香 

研究概要 

 本研究では淡路市を事例として人口減少と少子

高齢化の進行が顕著な郡部の地方都市の定住人口

増加のために、どのような条件整備が必要なのか

を検討する。とりわけ子育て支援施策、雇用開発

施策に焦点をあて、先進事例を参考にしながら、

淡路市の地域特性にあわせたその応用の可能性に

ついて考察していく。                       
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円が支給される。二つ目は、子育てしたくなるよ

う住む人やＮＰＯ等の関係機関の力を子育ての力

とする、世代間交流によるサポートである。その

施策として、子どもの医療費補助助成事業を行っ

ており、0 歳から中学三年生までの子どもの通院

及び入院にかかる保険の自己負担分を補助し、医

療費を無料としている。 
淡路市と近い位置にある神戸市、明石市の子育

て施策と比較したところ、大きな差は見受けられ

ず、むしろ他市より優れている部分もあるが、神

戸市・明石市よりも人口減少率が高く、人口増加

に結びついていないのが現状である。 

表１ 淡路市・神戸市・明石市の子育て政策比較 
 

４.女性の定住人口を増やすには 

 今後、若年定住人口を増やすには雇用面に関す

る取り組みが必要であり、その視点からサスティ

ナブルパークに注目してみる。雇用の場が少なけ

れば若者が都市部へ出て行くのは当然のことであ

り、現状で子育て施策と人口減少の関係が薄いた

めである。一方で雇用と子育てを結びつけること

や淡路市を新たに PR することで定住人口を増加

させることができると考える。 

（1）サスティナブルパークを生かす 

サスティナブルパークに企業を誘致すること

で、今までになかった新たな雇用を生み出すこと

ができる。特に画期的であるのが女性を必要とす

る企業を誘致したことで女性の働ける場が増え、

女性の流出を防ぐことに繋がるということである。 
さらに、淡路市の課題である若年女性の人口増

加を実現するため、老人ホームと学童保育を併設

した高齢者施設併設保育所をつくることを提案す

る。淡路市の高齢者人口は増加傾向にあるため、

老人ホームを増やす必要がある。そこに保育所や

学童保育を併設することで子供たちを預けられる

ようになり、子どもを持つ女性が社会に出て働き

やすくなる。また、子どもが社会性などを身に付

けることに繋がる、高齢者の認知症予防になるな

ど多くのメリットが挙げられ雇用と子育てを結び

つけることを可能にする。 
（２）サスティナブルパークから市を盛り上げる 

サスティナブルパークを成功させるためには

多くの人々に宣伝し注目度を高めることが必要で

ある。そこでサスティナブルパークについて知っ

てもらう PR 活動として、YouTube で淡路市の

PR動画を公開することを提案する。 
 現代社会では多くの人がネットを活用するため、

ネット上での PR は有効であり実際他地域の PR
動画が以前話題となっていた。 
今回提案する動画は淡路市全体を紹介しつつ

サスティナブルパークの良さを広告するといった

ものである。淡路市全体を紹介することで淡路市

への観光客数増加をねらい移住者増加につなげる

ためである。特徴としては他地域の PR 動画より

も観光要素を強くする点にある。図 2の左側は山

陰地方の PR 動画の画像、右側は動画のイメージ

画像である。その地名や地図を同時に載せるこ 

 
図 2 山陰地方のPR動画と提案するPR動画 
 
とで観光のイメージが湧きやすい、観光する際に

も動画を見ながら観光できるというポイントがあ

り、動画を見た人がサスティナブルパークに足を

向けるといった効果が期待できる。 
5．終わりに 

以上のように、サスティナブルパークは淡路市

の現状を打破できる施策であり、その成功率を上

げるために今回新たな方策を提案した。 
人口減少問題は一筋縄では行かない問題であ

るが、私たちは女性に優しい街づくりをすること

が一番の方法であると考えている。それは女性に

優しい街づくりが若年女性の定着増加につながり、

また出生率の向上にも資するからである。 
今後私たちは、さらに女性に優しい街づくりを

進める方法や、より多くの人々に女性に優しい街

について知ってもらう方法を研究していきたい。 
＜参考資料＞ 
・淡路市地域創生総合戦略・人口ビジョン 
・淡路市地域創生総合戦略人口ビジョン 
・地域創生・ツーリズム研究所 
・淡路市ホームページ ほか 
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１ ○○○○（小見出し） 

                       
 
 
Ⅰ.はじめに 

  新たな「観光立国推進基本計画」において、観

光は我が国の成長戦略の柱、地方創生への切り札

として認識されている（観光庁 2017）。国はこれ

までから、「観光資源のポテンシャルを活かした魅

力ある観光地域づくり」を政策として掲げ、地域

の観光資源を磨き上げることにより、国内外から

の人の流れの戦略的な創出、交流人口の拡大、地

域経済の活性化を図ること、地域における雇用創

出・若者の定住促進につなぐことを狙い、取組み

を進めている。また、広域観光周遊ルートの形成

促進や観光資源を世界レベルに磨いて活かす地域

づくりの支援にも取り組んでいる（観光庁 2014）。   
 本報告は、開創 1300 年を経て地域に根差す仏

寺太山寺（神戸市西区）を例に、コミュニティの

資源である同寺を活用したツーリズムエリア開発

の可能性について考えることを目的とする。 
Ⅱ.ツーリズムとは 

  観光庁は「余暇、ビジネスその他の目的のため、

日常生活圏を離れ、継続して 1年を超えない期間

の旅行をし、また滞在する人々の諸活動」と定義

する１）。世界的に人の移動が活発化する中で、適切

な戦略のもとに政策を展開するための共通言語と

なるとらえ方が不可欠であり、本報告ではニュー

ツーリズム等の振興も念頭に、今後幅広いツーリ

ズムの検討に資することを考え、ピンポイントの

目的地を訪れる物見遊山的な「観光」ではなく「ツ

ーリズム」としてとらえる。ツーリズムは、訪れ

る人に対して地域の歴史や文化を学ぶ機会を提供

し非日常的で得難い体験をもたらすとともに、地

域経済、交通インフラや環境の整備などの地域活

性化に寄与する幅広い活動の総体を指す。即ち、

日常生活圏から離れ目的地に到達するまでの行程

も含めて広範なエリアをツーリズムの対象として

考え、開発可能性について検討を行う。 
 「物見遊山」という言葉があるようにツーリズム

は古くから行われていた。ここで神戸市太山寺を

例にツーリズムについて考えてみたい。 
Ⅲ. 研究対象太山寺地域 

1. 三身山太山寺（さんしんざん・たいさんじ）概

要とそれに纏わる歴史と文化 

  神戸市西区伊川谷町前開に位置する三身山太山

寺は、旧摂津の国から白川峠を越え、旧播磨の国

に至る国境にある。神戸市唯一の国宝建築物本堂

を有し、質量ともに豊富な文化財や自然が残され

ている。本尊は薬師如来で、病気平癒、健康祈願

のため太山寺詣が盛んに行われていた２）ことから、

寺と道が1つのツーリズムエリアを形成していた

ことが窺える。現在も明石市から神戸市須磨区板

宿辺りに庶民が協同で残した多くの道標が点在し、

一部は太山寺道として残っている。 
 また、太山寺には仏教の唱導と勧進を目的とし

て伝承された「石堂丸物語」が伝えられている。

石堂丸物語は父を探して九州から高野山まで旅を

し、親子と名乗れず高野山で修行の果てに地蔵菩

薩となる父子の物語である。昭和初期高野山苅萱

堂で売られていた土産物本の石堂丸物語 には太

山寺本堂の写真が紹介されている３）。 
2. 太山寺地域の課題 

  長期間にわたり人の流れが生まれ続けた太山寺

がある神戸市西区伊川谷町前開地区は平成3年に

市街化調整区域を外れ開発が進んだ。人口や店舗

は増えたが、かつての田園風景や伊川谷を経由す

る太山寺道の一部も失われている。また、ゴミや

河川の汚染などの環境問題も懸念される。このこ

とから、まちの開発を通して人口の確保ができた

としても、貴重な地域の資源を持続可能にするこ

との難しさを見て取ることができる。 
Ⅳ. ツーリズムエリア開発の可能性の検討 

  ツーリズムエリア開発にあたっては、経済・社

会・環境面についての持続可能な計画とそれに基

づく取り組みが求められている。目的地だけでな

く、目的地を含む地域とそこに至る経路全体を対

象に、現在だけでなく長期の視点を持つ開発が不

テーマ：コミュニティの資源を活かしたツーリズ

ムの課題～神戸市西区太山寺を例に～ 

所 属：兵庫県立大学経済学研究科 

（博士前期課程）地域公共政策専攻 

氏 名：天王寺 多恵子 

研究概要 

少子高齢化が進み人口減少社会の課題が深刻化

する中で、コミュニティの持続可能性が危惧され

ている。このような課題に対してコミュニティが

自主的・自律的に取り組むことが重要であり、中

でも地域資源を活用したツーリズムによる地域づ

くりに期待が寄せられている。そうした中で本報

告は、ツーリズムが持つしごと・人の流れの創生

に資する機能を効果的に活用してコミュニティの

再生や、地域の魅力発信により将来的な定住人口

の確保などに向けた交流人口の拡大を図るため

に、ツーリズム開発上の課題を検討するものであ

る。具体的には、神戸市西区太山寺を対象に勧進

と健康づくりに纏わる物語、目的地である太山寺

への道に焦点をあてて、コミュニティの資源を活

用したツーリズム開発の可能性を考える。 
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可欠である。具体的には ①ビジターの高い満足

度の獲得と地域経済の強化を図りつつ、②地域コ

ミュニティや、③環境に対する正の影響を引出し、

負の影響を最小化することが重要である。また、

ツーリズム地域は個別のエリアに留まらず、より

広範な地域との繋がりの中でも捉えられるべきで

ある。Gunn は小規模な目的地がより大きな地域

と繋がることで大きな利益を生む４）と指摘してい

る。このようなことをもとに、以下で太山寺にお

けるツーリズムエリア開発の可能性を検討する。 
1.ツーリズムの受容可能性 

 手始めに、太山寺に訪れる人を対象に調査を行

った（2016 年 4 月・5 月・10 月各 1 日、いずれ

も日曜日）。結果、リピーターが多く、訪れる理由

としては散策目的を主にあげ、お気に入りの場所

であるなど概ね肯定的な意見が多かった。また、

この地域をツーリズムエリアとして開発すること

については「自分だけのものにしておきたい」「あ

まり人に知られたくない」とネガティブな回答を

得た。地元の方に太山寺の良い所を情報発信して

多くの人が交流する地域づくりを進めることの可

能性を問うと、「地域住民の合意がなければ難しい」

と外部からの人の流れを拡大することに消極的な

回答が得られた。調査から良質な地域資源を幅広

い対象と共有することの難しさが明らかになった。 

2.コンセプトの検討 

 ここでは太山寺道を含めた健康を重視したエ

リア開発、さらに対象を「説経かるかや」の物語

に綴られたエリア全体に広げてツーリズムエリ

ア開発について検討する。 

1）太山寺エリアの開発 

 太山寺エリアとしては健康志向に対応するウォ

ーキングの開発である。太山寺の薬師如来と健康

祈願の道は、現代的に言えばヘルスツーリズムで

あると言える。歩くことは健康増進や医療費抑制

にもつながると分析され５）、多くの人にとって関

心の高いものである。人生100年時代を迎え、ま

すます健康志向が高まるなかで、身近なところで

楽しく健康づくりができるコミュニティをベース

にする持続可能なツーリズムの開発が可能である

と考える。太山寺までの歴史の道のりを歩く多様

なコースを設定することが考えられる。 
2）広域周遊ルートの開発 

 広域エリアとしては唱導と勧進の道を活かした

市域を越える広域観光周遊ルートの開発である。

石堂丸物語のもととなった「説経かるかや」は土

地ごとに再編成され、仏教版ツーリズムガイドと

しての役割を果たしていた。物語は個別地域を中

心に広域レベルでのつながりも描かれている。ス

トーリー性のある物語は、今日の広域観光圏での

ツーリズムの開発に不可欠な「コトづくり」にと

って重要な示唆を与えてくるものと考える。 
 九州太宰府苅萱の関跡→播州太山寺→京都苅萓

道心旧跡→高野山苅萱堂→善光寺（西光寺）への

道程で、今も地元の人たちによって「石堂丸」や

「苅萱堂」が魅力発信されている。 
3.コミュニテュに生まれた新しい動き 

 そうした中で、太山寺の参道に 2015 年 3 月民

家を利用したカフェ「太山寺珈琲」が生まれ、人

の流れについての小さな変化が生じている。SNS
で美味しいと評判の太山寺珈琲を目当てに来てい

る人は 30 歳代を中心に若い人が多く、お話を聞

くと「ネットで観て来た」「口コミで美味しいと書

かれているから」を来訪理由にあげる。経営者も

太山寺のランドマーク的な役割を担いたいと考え

ている。伝承された物語のように口コミが重要な

役割を担っており、SNSが現代の情報拡散手段と

して物語づくりに貢献していることがわかる。 
 このように小さな変化は現在、特段の課題もな

く生まれており、新しいツーリズムの開発とコミ

ュニティの共生を考えるにあたって参考となると

考える。 
Ⅴ. おわりに～地域の創生にむけて 

 ツーリズムに大きな期待が寄せられているにも

関わらず、未だツーリズムという言葉すら聴き慣

れないと言われることも多い。地方創生等の取組

の中で、ツーリズムエリア開発の重要性が増して

いるものの、エリア開発が上手く進んでいるとは

言い難い。きらりと光る地域資源や、埋もれた地

域資源を新しい文脈のもとで活用することは始ま

ったばかりと考えている。本事例を通して、訪れ

る人、住んでいる人が心の豊かさやゆとりを感じ

るツーリズムとエリアを開発し、地域創生につな

ぐための一方策として、小さなツーリズムから着

手し、社会全体に普及・共有できる仕組みを模索

することが重要だと考えた。 
 
＜引用：参考文献＞ 
1）国土交通省観光庁「観光入込客統計に関する共

通基準」, 2013. 
2）金井作次郎編『林崎村郷土誌』, p.36, 1919. 
3）笹川臨風『南嶺哀話 悟道の跡』, 1928. 
4）Gunn, C. Tourism Planning; Basics, Concepts, 

Cases 4th edit, Routledge, London, 2002. 
5) 国土交通省「健康増進効果を把握するための歩

行量（歩数）調査のガイドライン」, 2017. 
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１ 研究目的 

 本研究では観光による地方都市の活性化の可能

性と課題についての研究を、兵庫県三木市を事例

として行っている。三木市は神戸都市圏にあり、

ネスタリゾート、三木山森林公園、道の駅みきな

どの観光施設やその他多くの観光資源を有するに

もかかわらず、集客率が伸びていない。その要因

には地域一体となっての観光資源間の連携・連関

や情報発信力の不足もあると考えられる。そこで

本研究では、三木市が観光による地域振興をどの

ように位置付けているかをふまえながら、さらな

る観光客誘致には何が必要なのか、観光の地域経

済への波及効果を高め地域活性化に資するように

するにはどのような方策がとられるべきなのか、

について明らかにする。                     

                       
２ 各観光施設について 

 まず三木市の各観光施設が市内のどこに位置し

ているかを見てみる。簡易的な地図になるが、市

内の東側を中心としてゴルフ場が展開しており、

西側にネスタリゾート神戸を中心とした、レジャ

ー施設が点在している。三木までは神戸電鉄を使

用すれば行くことは可能であるが、そこからの公

共交通機関での移動の利便性を欠くため、自家用

車の利用が中心となる。 

                 
 また目的別観光客入込客数はゴルフを中心とし

たスポーツ・レクリエーションが一番多く、その

次は歴史文化といった順になっており、お寺巡り

などが盛んになっていることも見られる。なかで

もゴルフ場は西日本最多の26か所も所在してお

り、観光地別の観光客数では、ここ数年間、三木

市内で一番多く利用されている観光資源である。

しかし、ゴルフ人口そのものはここ 13年間で半

数に減少しており、将来的にゴルフでの集客は難

しくなることが予想される。 

 
基本的に三木市は兵庫県内からの観光客や、近

隣地域からの観光客が多くなっており、宿泊とい

うよりは、日帰りで観光に来るといった層が多く、

また、客層としてはファミリー層や夫婦での来訪

者が多くなっている。市内全域に観光資源が多く

存在しており、比較的観光資源に恵まれていると

いう印象を受ける。しかし、バスを中心とした公

共交通機関の数が少なく移動手段が限定されてし

まうという問題点があり、周遊しやすい環境が整

備されていないという現状にある。また若者向け

のコンテンツが欠如している印象を受け、若者離

れが深刻となっているとも考えられる。 
  
３ ゴルフによるインバウンド需要の拡大 

 平成 29年 10月に三木市役所の観光振興課にヒ

ヤリング調査を行ったところ、ゴルフの需要が多

いことからゴルフを一番に推進したいと考えてい

るとのことであった。実際、三木市におけるゴル

フ客数はそれほど減少していない。また 2015年の

リオ五輪でゴルフが正式種目となり、2020年に東

テーマ：三木市における観光による地域活性化の

可能性 

 

所 属：関西学院大学経済学部前田ゼミ 

 

氏 名：岩田篤紀 相良菜々美 田村知之  

中西叶 野田希 橋口裕香 

研究概要 

三木市にはレジャー観光施設が多く存在してい

る。なかでも、西日本で一番多くの 26ヶ所ものゴ

ルフ場が所在する。そうしたゴルフ場を含め、レ

ジャー施設の入込客数は上昇しているが、そのほ

かの観光施設・資源への入込客数は減少傾向にあ

り、一部の観光施設にしか人が集まっていない現

状にある。今後は、レジャー施設だけでなく、他

の観光施設にも目を向けてもらうような取り組み

を練る必要性が存在する。本研究ではそのための

方策について考察と提案を行う。 
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京五輪の開催によって世界的にゴルフ需要は高ま

りつつあると予想される。そこでインバウンド向

けにゴルフと観光を結び付けたゴルフツーリズム

を取り入れることで、活性化を図ることが可能と

考えられる。 

 ゴルフツーリズムにより活性化に成功した三重

県の事例がある。その事例では、タイのパタヤと

みえゴルフツーリズム推進部が提携を行い、相互

にゴルフ観光のプランを組んで交流を行っている。

ゴルフ旅行プランを立て、日程に現地の観光を取

り入れ、ゴルフと観光の一体化を成功させている。

また三重だけでなく、北海道ゴルフ観光協会でも

インバウンド向けのプランを立て、ゴルフツーリ

ズムよる活性化を成功させている。三木市にもこ

れらを行うことができるポテンシャリティは備わ

っていると見受けられる。ゴルフの後に三木なら

ではの名産品を頂き、体験型の観光を取り入れる

ことでゴルフ観光は成り立つと思われる。 

またインバウンドだけでなく、若者向けのゴル

フを同時に計画すべきである。若者のゴルフにお

ける印象としてお金がかかる、上達するのに時間

がかかる、敷居が高いなどがある。そこで若者に

気軽にゴルフを楽しんでもらうために、手ぶらで

プレイが可能、レッスン付きプレイなど、気軽さ

を若者に提供していくことで、若者のゴルフ離れ

を抑止することができる可能性がある。 

 

４ 現在の取り組みと評価 

 三木市観光協会は Facebook やホームページの

他に「みきマルまるナビ」というアプリを提供し

ている。このアプリは GPS を利用して現在地か

ら観光施設までルート案内をしてくれたり、クー

ポンなどを使うことができたりと観光客にはもっ

てこいのものとなっている。このアプリをもっと

広めていくことが必要になってくる。 
また Facebook の他にも、多くのユーザーがい

る Twitter であったり LINE であったり多彩な

SNSを活用して広告を行い、多くの方が目に入る

ようにメディアを有効活用していく必要がある。                      
 メディアの活用だけでなく、他の観光地にも周

遊しやすいように、交通機関の整備も行っていく

必要があるように思われる。実際バスの本数は一

時間に一本であるなど、不便を感じることが多く

なっている。また、近くの観光施設との連携が希

薄になっているので、連携を取り移動するインセ

ンティブを与える取り組みを推進していく必要が

ある。また、ゴルフ客が多いということは、ゴル

フ客を通じた知名度という資産があるわけであり、

それを有効に活用していく取り組みも必要である。                    
 

５ 今後の課題 

(1)ゴルフ観光の振興 

 一番の強みであるゴルフを使ったインバウンド

ゴルフツーリズムを行うべきである。ゴルフを三

木市内で行った後に、日本酒を飲み、温泉や金物

作成の体験を行うことが三木市では可能である。

そのためには宿泊施設の充実や多言語対応を行う

ことができるような対策や、発信を行うためのツ

ールの充実などを行う必要がある。同時に若者に

対するゴルフ対策として、レッスンや割安での利

用券やレンタルクラブ等のコンテンツを充実させ、

まずはゴルフにより三木に興味を持ってもらう方

針を取るべきであると思われる。 

 

(2)エリア DMOのような組織の必要性 

 インバウンドゴルフツーリズムを行うとすると

当然それらを取りまとめるDMOのような組織を

作る必要が出てくる。しかしDMOという概念が

出始めたのがここ最近であり、三木市は神戸の

DMO には参加しているものの、自市で行う予定

は現在のところはないということであった。

DMO でなくてもよいのであるが、インバウンド

ツーリズムとなると、ツーリズム協会やゴルフ振

興組合のような組織は必要と考えられる。それら

組織と市と民間が一体となり、連携をとることが

必要となる。 
 
(3)他市との地域間連携の可能性について 

 現在、三木市は他市との連携はあまり行ってお

らず三木市単体での観光政策を行っている。広域

連携を行い、相互関係を生み出し交流人口を増や

すことで、三木市内の観光客を増やすことは可能

となるが、宿泊施設がなければ宿泊のために三木

を離れる必要があり、必然的に三木市内に滞在す

る時間が減少してしまう。宿泊施設を充実させ、

広域連携を行い三木市の観光客を増加させるか、

それとも単体で観光事業を進めるのか二通りの策

を練ることが可能になる。 
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