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「想定外」のリスクとどう向き合うか 
～ 求められる新たな意思決定の枠組み ～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

東日本大震災をはじめとした災害リスクのみならず、金融、エネルギー、食料、情報等、あらゆる分

野で、リスクに対応することが求められている。リスクを不確実性と解釈すると、測定可能なリスクと

測定不可能なリスクの２つに大別される。前者は、過去に発生した事象を基に、統計的手法により一定

の発生確率を予測できる顕在化したリスクである。自動車事故等がこれに該当し、事象の発生とその発

生要因の因果関係を一定程度明確にすることが可能なため、リスクそのものを軽減するとともに、事故

等の事象が発生した場合の対応などが比較的取りやすい性質を持っている。後者は、今まで過去に発生

した事象がない、または発生した事象が極めて少ないため、予見可能性が極めて低い潜在化した、いわ

ゆる「想定外」のリスクである。東日本大震災等の大災害がこれに該当し、予測に基づく対応が取りづ

らい性質を持っている。統計解析手法等の進歩に伴い、様々な分野において測定可能なリスクの範囲が

拡大し、従前より安心・安全に生活できる一方で、測定不可能な潜在的リスクは、従前以上に予見可能

性が低下している。 
科学技術の進展に伴い、技術の利用に伴うリスクの影響範囲が拡大するとともに、社会のネットワー

ク化・グローバル化の進展に伴い、リスクの影響が伝播する範囲も加速度的に拡大している。１国の財

政危機が欧州不安を引き起こし、ひいては世界経済への深刻な影響が懸念されるなど、社会が発展する

ほど潜在化されたリスクが引き起こす経済社会へのダメージがより拡大するパラドクスである。また、

リスクの影響を受ける対象の拡大に伴い、リスク処理の責任が社会全体に蒸発する副次的リスクがより

深刻化している。リスク処理の責任が曖昧になることで関係者間の調整に時間を要し、結果としてリス

ク処理の対応が遅れ、事態の深刻化を招く懸念が強まっている。これらの現象は、現代社会における構

造的問題であり、不可逆的な現象である。想定外のリスクが発生する可能性は、従前以上に高いと認識

することが求められている。 
想定外のリスクとどう向き合うか。リスク管理のあり方を、リスクの発生の消滅に偏重した従前の思

考から、リスクを閉塞させる思考へと拡大する必要があろう。どのような予測技術を駆使しようとも、

現代が不確実性の高い経済社会構造となっている以上、全てのリスクを予測し発生を防ぐことは不可能

である。リスクの発生を最小限にするとともに、想定外のリスクが発生した影響を最小限にする新たな

リスク管理の取組が求められる。リスクの影響範囲が社会全体へと拡大している以上、政府や一部の専

門家に委ね意思決定をするのではなく、地域社会の構成員も、当事者として意思決定をする必要に迫ら

れている。リスクコミュニケーションのあり方も安全性を過度に強調する取組から、情報を正しく伝え

リスク発生後の被害の最小化に向けた意思決定を行う取組へと拡大する必要があろう。危機管理能力向

上の鍵は、特定組織のリスク管理能力や科学技術の進歩ではなく、意思決定の枠組みにある。安全・安

心を一部の組織等に委ねるのでなく、当事者として向き合う姿勢が求められている。 

羅羅針針盤盤  
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行政体制議論と大都市制度 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 

1.はじめに 

 「大都市地域における地方公共団体の設置等に関する特別法案」の提出、道州制、出先機関改革など

行政体制をどのように再構築するかは、21 世紀のグローバル化、少子高齢化時代に適した新たな行政体

系のあり方を検討しさらには「国の形」を検討する議論である。二層制・三層制など行政階層の数の議

論ではなく。現代日本の行政体制の骨格の基本にある「標準化と階層化」、機能の基本にある「融合・

分立」の構図を検証し、行政を通じたパワー構造の変革を議論するものである。 

 

2.行政体制の骨格 

 現代日本の行政体制の骨格は、「標準化」と「階層化」の二点から形成されている。「標準化」とは、

行政をめぐる利害関係の調整を効率的に行い、一貫した目的に到達すための規格づくりを意味する。軍

隊、官僚組織など縦型・縦割構造組織の基本要素であり、組織、ネットワークの中央集権的画一体質を

支える要素となる。国と地方自治体の関係もこの標準化の中に位置している。  

一方で重要となるのが「階層化」である。階層化とは、機能とそれに伴う責任を特定の層ごとに分割

し配分することを意味する。機能と責任を一体として特定層に分割し、特定層で担うべきではないと判

断した機能と責任は他の層に委ねる。階層化は、標準化の下で国が地方をどのような層に分け、機能と

責任を割り振るかを決定する。この階層化を通じて情報格差が多層的に形成され、上位者たる国が持つ

情報を下位者たる地方のどこにいつ配分するかで中央集権の権力的パワーを獲得し維持する構造がつ

くられてきた。日本の近代化における行政体制の構築は、ヨーロッパ大陸の政治的集中、官僚制に支え

られた合理主義に基づく法治国家の理念で進められた。一方、地方自治制度は、上からの官僚制と融和

的に連動させるため社会的触介として地主等名望家支配を展開、国家の原型を家に求める家族国家観に

支えられた共同体的構造を維持しつつ中央集権型支配を強化する形で進められた。この中央集権型支配

の基本を支えたのが「標準化と階層化」の構図である。 

なお、故丸山真男氏は著書『日本の思想』の中の「制度の進展と「人情」の矛盾」の節で、「明治以

降の近代化」に関して「第一に「実情」が共同体的習俗に根をおろしている限り、それは本来合理化＝

抽象化一般とは相いれないこと、第二に「制度」は既製品として、しかも各部門でバラバラに輸入され、

制度化のプロセス抜きに実施されることが少なくないので、いよいよ現実との間に悪循環を起こし、そ

の「改善」は役人の機構いじりとなること、第三に制度が「情実」に規制されて伸縮するので、尺度と

しての衡平をも果たし得なくなること」と指摘している。 

以上の指摘は、今日の国と地方の縦の上下関係だけでなく、地方間の横の関係にも重要な影響を与え

る。地方がそれぞれの情実によって制度の内容を伸縮させたとすれば、地方間の実情がぶつかり合い国

と地方の関係に対する個別のイメージが対立する。イメージの対立は、地方分権・地域主権議論を輻輳

させ中央集権構造を持続させる要因となる。行政体系の見直し議論ではまず地域を超えたイメージの共

有が大前提となる。 

 

政策論説 
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3.行政体制の機能 

一方で国と地方の役割を如何に配分するか機能面を支える理念として、「融合・分離」、「統合・分立」

がある。第 1の「融合・分離」の融合とは、国と地方自治体が同一の事務事業に相互に多層的に関わる

形態であり、階層化と密接不可分の関係にある。権限、財源等の形態であり、義務教育や様々な経由事

務などが具体例として挙げられる。一方で分離とは同一の事務事業については国と地方自治体が相互に

関わることなく明確に役割分担され、国と地方のどちらかに一元的に配分される形態である。国と地方

自治体の関係のほとんどが融合型であり、分離型に近いのは防衛と年金に限られる。（図表参照） 

第 2は「統合・分立」である。統合とは地方自治体の事務事業の展開において国の府省所管による縦

割りで実質的・形式的にも区切られることなく事務事業を執行できることを意味する。これに対して分

立とは地方自治体の事務事業展開において府省所管の縦割りで実質的に区切られ執行されている状況

を意味し、標準化と密接不可分の関係にある。国と地方自治体の関係は、統合型を目指しているものの

実質的にはほとんどが分立型となっている 1。 

以上の点から三層制の是非など行政体制を議論することは、骨格たる標準化・階層化と同時に機能面

での融合・分立構造を見直すことである。それは標準化の領域を限定化し縦割りの構図による弊害を克

服すると同時に、階層化による権限と責任の配分の明確化と簡素化を実現する取組みである。 

 

4.議論のトリガー 

以上の標準化・階層化、融合・分離、統合・分立の構図の見直しのトリガーのひとつとなるのが大都

市制度議論である。大都市制度議論の本質は、行財政の効率化、無駄遣いの排除ではなく、少子高齢化

とグローバル化による経済社会環境の変化に対して如何に対応し日本全体の持続的発展を確保するか、

すなわち、経済社会のパワーシフトに対応できる行政体制を如何に構築するかにある。  

 政令指定都市改革を中心とする大都市制度議論の大きな方向性として、「大阪都構想」に代表される

道府県と政令指定都市を一体化し、東京都・特別区の制度を基本とする大都市制度を志向する流れと、

政令指定都市を道府県の枠組みから外し、税財政制面も含め自立性の高い大都市自治体を構築する「特

別自治市構想」がある。特別自治市制度は、権限だけでなく税財政面も道府県から切り離し、より戦略

的で自立した都市経営を目指すものであり二層制を志向する。特別自治市構想では、道府県から区域外

として自立した特別自治市が、周辺基礎自治体に対して権限・財源面で如何なる積極的連携を展開でき

るか、一般市町村に匹敵する人口規模を有する行政区を如何に位置づけるか、その上で地域そしてグロ

ーバル社会の中での戦略的経営を展開することがカギとなる。 

行政区の位置づけ議論は、基礎自治体たる政令指定都市において地方自治体の大規模化と共にコミュ

ニティーを如何に構築するかと密接不可分の関係にある。大都市部では今後の急激な高齢化の進展に対

応しなければならないなど地域的、規模的格差が深刻化する。こうした行政制約が強まる問題に対して

近接性、補完性の原則を踏まえる必要がある。近接性とは、家族で対処できることは家族で、家族で対

処できないことはコミュニティーで、コミュニティーで対処できないことは基礎自治体で対処すること

である。そして、補完性の原則とは、市町村で担えないことは周辺市町村との連携かあるいはより広域

の行政組織で対処し、地方自治体全体で対処できないことは国に委ねるという考えである。行政体制と

地方自治そして民主主義の根底を支えるコミュニティーの再生による地域づくりを学校区、自治会・町

会、認可地縁団体、NPO などともに取り組める基礎自治体のあり方をイメージすることが行政体制議論

                                                   
1 金井利之(2007)『自治制度』東京大学出版会、pp.16-18。 
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の基本であり、その意味から大都市制度を睨んだ二層制・三層制の問題も地域による多様性を睨む必要

がある。 

図表   国と地方の役割分担（2010 年度） 
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19.0% 

9.6% 

1.5% 

6.3% 

20.3% 
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地方 98% 
国 
2% 衛生費 

 
地方 89% 

 
国

11% 

 
学校教育費 

地方 78% 国 22% 
 
一般行政費 

地方 78% 国 22% 
司法警察 
消防費 

地方 76% 国 24% 社会教育費 

地方 72% 国 28% 

 
 

民生費 
（除年金） 

地方 69% 国 31% 

 
国土開発費 

地方 66% 国 34% 国土保全費 

地方 63% 国 37% 商工費 

地方 40% 国 60% 公債費 

地方 39% 国 61% 農林水産業

 

国 100% 防衛関係 

100% 合計  

 

 

総務省「地方財政白書」より作成 

国と地方の歳出額純計全体に占める当該費目地方財政歳出額の割合 
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国家信用と財政危機 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 年のギリシャ、スペインなど欧州財政危機の深刻化を契機に「財政破綻」が現実味を持って先

進国でも議論された。財政破綻とはどんな状態か。第一段階は国債発行による「借換え」が上手く進ま

ず、歳出が滞る状態である。今日の財政運営では、歳出を賄うため新しい国債を発行するだけでなく、

過去発行した国債の満期返済資金をさらに国債発行で調達する借換え手法が恒常化している。この借換

えが上手くいかないと借金が現金で返済できず債務不履行となり、新規国債発行も滞り借金返済以外の

必要な支払いも困難となる。借換えが上手く進まない段階では、債務減額や返済繰延べを求めると同時

に、歳出削減を行い資金繰り確保に努力することになる。仮に資金確保ができても、金利が上昇し借換

えコストが増大する。 
しかし、より深刻化した段階では、一国の一般的信用構造を支える信用ピラミッドが崩壊する。国の体

制などによるものの基本的に、国家（中央政府）が一国の中で一番信用度が高く、次に地方政府、そし

て民間企業、個人の順番となる。もちろん、民間企業の財務内容や活動範囲、個人資産の大きさなどで

逆転することがあるものの、基本的にはこの順番となる。なぜ、国家の一番信用が高いのか、それは通

貨発行権を持っており、最終的には通貨を発行し借金を返済することが可能だからである。但し、借金

返済のために通貨を増発すれば、インフレに結びつく。外国為替市場の取引を通じて、インフレが激し

くなった国の通貨は下落圧力を強める。グローバルな市場では通貨取引を通じて、国の信用が計られ、

信用ピラミッドが相互に浮き沈みする。通貨の下落が激しくなると、自らの資産を守るため自国民が自

国通貨を売り外国通貨を買い始める。国民が自国の信用を見離す段階である。こうなると財政危機が国

家の経済危機にまで発展する。財政危機は自国通貨、国民の資産価値、そして国民生活に決定的な影響

を最終的に与えることになる。

政策シグナル 
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日本の貿易収支・所得収支とアジア 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 

（資料）財務省・日本銀行「国際収支統計」から作成。（注）単位:100 万ドル。 
2012 年 5 月の貿易収支は 9000 億円強の赤字となり、4 月の同 5200 億円の赤字を大幅に上回る規模と

なった。貿易赤字が拡大した主因は、電力需要が拡大する夏期を目前に控えて、原油・天然ガスなどのエ

ネルギーの輸入量が大きく増加したことによる。エネルギー価格自体は、ユーロ財政金融危機の再燃から

リスク回避の動向が市場で強まり下落傾向をしめしたものの、輸入量の増加が赤字額を拡大させる結果と

なった。電力、エネルギー政策の方向性が日本の貿易収支の構造を大きく左右し始めている。 
輸出は金額ベースで前年比 10%増と堅調な動きとなり、数量ベースでも同 9.4%増となっている。こ

うした輸出の増加は、対米向けの前年比 38%増が中心であり、アジア向けも同 4.5%増となった。しか

し、財政金融危機が実体経済面にもマイナスの影響を与えているため同 0.9%の減となった。また、品

目別では、自動車など輸送用機器が引き続き大きく増加している。但し、化学製品関係はアジアの景気

減速から 9 カ月連続の減少となっている。輸出の増加については、昨年の東日本大震災による大幅な落

ち込みに対する反動増の要因があるため慎重に判断する必要がある。対米輸出も米国経済の頭打ち感か

ら減速傾向が今後予測されること、中国をはじめとする新興国向けや欧州向けも減速傾向を強めざるを

得ないことなどの留意点がある。このため、輸出は全体として横ばいの動きになる一方、日本の輸入は

当面、エネルギーを中心に量的な増加が避けられず貿易収支は赤字傾向を続けざるを得ない。 
一方で、所得収支は黒字幅が拡大している。日本企業の海外進出や直接投資の拡大に伴い為替相場の

影響は受けるものの受取額が拡大傾向にある。日本経済に対する信頼性も、この所得収支の拡大を中心

とした総合収支の黒字に依存する面が大きい。日本の企業、経済のグローバル化に伴う海外からの所得

移転が大きな柱となっており、海外の日本現地法人の売上高に占める半分はコスト・価格面で競争力の

高いアジア地域となっている。日本経済のアジアとの一体化は着実に進んでいる。
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地域の観光資源を活かしたまちおこしの進め方 
～初期段階において自治体が果たす役割～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 北川 弘美 

 
大都市部への人口一極集中はもとより、今後本格的に、国家ベースでの人口減少が見込まれる中、

多くの自治体においては、消費者のニーズを的確に捉えながら、交流・定住人口を拡大して、地域内

における人・モノ・金の循環を活発にし、まちおこしにつなげることが重要な課題となっている。そ

こで本稿では、地域の観光資源を活用して持続的なまちおこしを展開していくための取り組みステッ

プの確認と取り組みの初期段階における自治体の役割について考察を行う。 

１．まちおこしにおける「観光」の役割 

「観光」は、旅行業や宿泊業などのいわゆる観光業だけではなく、一次産業や商工、飲食、教育な

どの様々な分野に波及効果を与えながら、地域における消費の増加や新たな雇用の創出などの経済効

果を生み出す裾野の広い産業であると言われている。さらに、活用方法次第では、例えばエコツアー

で得られた収入を荒廃した湿原の再生に充てたり、冬季しか使用しない建物を夏季に二地域居住の拠

点として開放するなど、地域の課題を解決する手段となることが期待されている。 
ただし、これまで主流であった出発地側の大手旅行会社がツアーを企画・造成し、着地側が安価な

値段で宿や食材などの素材を提供する「物見遊山型」の観光形態においては、出発地側が主導権を握

っていたため、受入側の地域には実入りが少ないという構造上の問題を抱えていた。 
観光が有する経済的、社会的な効果を地域内に還元できるよう、各自治体においては、地域の観光

資源を発掘して、自ら体験観光メニュー等を企画、造成、販売し、まちおこしにつなげることが求め

られている。 

２．地域の観光資源を活かしたまちおこしの取り組みステップと役割分担 

（１）取り組みステップと役割分担の考え方 

富士通総研では、北海道内の市町村に共通する政策課題について調査研究等を実施している、公益

財団法人北海道市町村振興協会様より、平成 22 年度に「ニューツーリズムによるまちおこしに関す

る調査研究」業務 1を受託した。この調査研究は、北海道大学観光学高等研究センターの佐藤誠特任

教授を座長、同センターの臼井冬彦特任教授を副座長とし、北海道市町村振興協会、市町村、北海道

運輸局、北海道庁等の職員で構成する調査研究会の主導のもと、旅行先での人や自然との触れ合いが

重要視される、新しい観光スタイルである「ニューツーリズム」を活用した持続可能な地域づくりの

指針をとりまとめた。 
本調査の一環として実施した、道内市町村向けアンケート、消費者向けアンケート、先進事例地域

へのヒアリング等を通じてとりまとめた、地域の観光資源を活かしたまちおこしの取り組みステップ

は図１の通りである。 
まずは取り組みの土台づくりから始まり、地域全体としての取り組み内容の検討及び個別プログラ

ムの開発・商品化に向けた取り組みを検討し（Plan）、具体的にプログラムを実施・運営（Do）し、

                                                   
1 詳細については、政策研究レポート（2011 年６月号）,「地域におけるニューツーリズムによるまちおこしの取組みに

ついて」, p.9-13 を参照。 
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実施結果をモニタリング（Check）した結果を取り組み内容や方法に反映（Action）させるといった

ＰＤＣＡサイクルによって、継続的な取り組みとして推進するとともに、さらなる事業の改善・拡大

を目指してイノベーションを図るという流れである。 
まちおこしの取り組みは、ある意味で他地域との競争であり、自らの地域の中で核となる事業者等

を選定することを求められる場面があるなど、中立性の高い官（自治体）が常に主体であることには

限界がある。このため、地域の住民や民間事業者が主体となって取り組んでいくことが重要であると

考えるが、地域住民や観光関連以外の民間事業者は、旅行会社とは異なり、旅行商品等を企画して事

業化・販売するノウハウを有していないことが多いことから、民と民、民と官との連携によって不足

を補いながら取り組むことができるよう、「地域・住民・民間の役割」と「市町村の役割」を区別し

て整理を行った。 

図１ 平成 22年度事業に基づく取り組みステップと各ステップにおける役割分担 

Step０
取り組みの土台づくり

・意識改革
・きっかけづくり

B-1 まちの実態の見直し
B-2 地域関係者へのヒアリング
B-3 人材・団体のリサーチ
B-4 地域を巻き込んだ場づくり

市町村の役割地域・住民・民間の役割

Step４
モニタリング

・事業改善に向けた取
り組み

B-13 プログラムの共通評価軸の設定
B-14 モニタリングに係わるノウハウ・情報

の提供
B-15 今後の事業運営に向けた検討の場づ

くり

A-16 内部評価の実施
A-17 外部評価の実施
A-18 フィードバックと改善策の検討

B-5 プログラムの企画方法の提示
B-6 地域の将来ビジョンづくり
B-7 取り組み体制の整理

Step１
地域全体としての
取り組み内容の検討

・事業目的等の整理

A-1 まちの調査の実施
A-2 地域資源の洗い出し
A-3 プログラム提供に向けたストーリーづく

り

改善

Step２
プログラムの開発・商
品化に向けた取り組み

・事業化に向けた準備

B-8   ノウハウ・情報等の提供
B-9   人材の派遣等
B-10 各種補助金等の活用支援

A-4 マーケット分析 A-5 プログラム策定
A-6 販売方法の検討 A-7 ビジネスモデルの検討
A-8 プロモーション方法の検討
A-9 実施体制の検討 A-10 数値計画の作成、
A-11 企画書の作成

改善

Step３
プログラムの
実施・運営

・事業運営・商品販売

B-11 ノウハウ・情報等の提供・助成
B-12 流通・販売・プロモーションのための

ネットワーク紹介

A-12 情報発信・プロモーション
A-13 地域内・外へのアピール
A-14 販売チャネル・ネットワークの構築
A-15 具体的な商品の販売

改善

イ
ノ
ベ
ー
シ
�
�

地域に取り組みの基盤と
なる体制が無い場合は、
まず、行政から働きかけ

ることが必要

 
 

（２）実践事例「地域資源を活かしたニューツーリズムによるまちおこし」の概要 

北海道市町村振興協会様では、平成 18～19 年度に実施した「地域資源を活かした地域活性化策に

関する調査研究」及び平成 22 年度の調査研究の成果を踏まえ、平成 23 年度は「地域資源を活かした

ニューツーリズムによるまちおこしに関する実践的調査研究」を実施した。本調査研究は、北海道大

学観光学高等研究センターの臼井冬彦特任教授を座長、同センターの池ノ上真一特任助教を副座長と

し、北海道市町村振興協会、市町村、北海道運輸局、北海道庁等の職員で構成する調査研究会の主導

のもと、上記（１）で整理した取り組みステップが、現実に地域においてどこまで有効であるか、ど

の程度の見直しが必要であるかについて実践的調査研究を行った。 
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具体的には、北海道内の市町村を対象として、調査研究の対象市町村を手上げ方式で募集及び選定

し、各市町村において、地域住民や民間事業者等で構成される協議会及びワーキンググループを立ち

上げ、ワーキンググループが主体となって、図１で示した各ステップの取り組みを実践した。なお、

本稿では、調査研究対象の２市町のうち A 町における実践事例の検証及び考察を行う。 
A 町は、これまでにも滞在型観光の促進に向け、体験観光のメニューづくりに取り組んできたが、

野菜のブランド化や栽培漁業に成功するなど、農水産業が安定していることもあり、継続的・発展的

な取り組みとしてまちおこしにつなげていこうという、まち全体の流れまでには至っていなかった。

しかし、過疎化・高齢化により基幹産業である農水産業の後継者不足が懸念されるため、地域の活性

化を図るためには都市住民との交流促進が必要であると考え、１次産業と観光産業の融合による経済

波及効果の高い滞在型観光を促進することを目的に、本調査研究に手を挙げた。 
 

（３）実践事例を踏まえた取り組みステップと役割分担の検証 

■生みの苦しみを伴う「地域ならでは」の資源の洗い出しの重要性 

旅行会社と比べて旅行商品等の企画に関するノウハウが少ない地域において、取り組みの初期段階

における、地域の観光資源の特定は、プログラム（旅行商品となる体験観光メニュー等）の成否を決

定づける重要な作業のひとつである。 
調査研究の開始当初、A 町では農産物の収穫体験等の体験観光メニューはあったものの、まちを挙

げての地域の観光資源の把握には至っていなかったため、自らのまちの評価・分析や、地域の資源の

洗い出しのため、まち歩き調査等の作業に着手した。A 町では過去に何度もまち歩き調査を実施して

きたが、今回は、まちに詳しい学芸員のガイドをつける等の工夫を行うことにより、当初はまち歩き

調査に懐疑的であったワーキングメンバーからも、今までとは違ったまちの側面を見ることができ、

新たな発見があったとの声も聞かれた。また、第三者である調査研究会の座長や会員の何気ない一言

が、大きな気づき（A 町では海が主な資源とされてきたが、実は沢や山にも多くの資源があった）に

つながる場面もあった。 
上述の通り、初期のステップで行う地域の資源の洗い出しは、後のプログラム検討で重要な検討材

料となるため、定型的にまちを歩く、資源を洗い出してみるだけではなく、ガイドをつける、第三者

と意見を交わす、地域の歴史や風習等の目に見えない資源に着目するなどの工夫を行うことにより、

資源を深掘りすることが重要である。 
特に、「地域ならでは」の資源の洗い出しは、想像以上に難しい作業であり、深く考えれば考える

ほど、「本当に他の地域に勝る資源なのか」という疑問に悩まされることが多く、実際、A 町におい

ても最後まで核となる資源の特定が難航し、「ステップ１→ステップ２→ステップ１」のように、プ

ログラムの検討が進んでも、再度、資源の洗い出しに戻るという手順を経た。なお、検討につまずい

た場合には、自らの地域を「プロデュースするのだ」という気持ちを持ち、まちの歴史や特徴等に基

づいてストーリーをつけることにより、既存の資源に付加価値をつけるという発想が重要である。 
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■地域の資源を活かした観光によるまちおこしにおいて官と民が担うべき役割 

平成 22 年度事業では（１）で示した通り、「地域・住民・民間の役割」と「市町村の役割」を区別

して整理を行ったが、２市町の担当窓口への聞き取りを踏まえた結果、現地において役割を明確に線

引きすることは難しいと判断し、平成 23 年度業務では、図２の通り、取り組みステップを一本化し

た。 

図２ 実践事例を踏まえた取り組みステップの全体像 
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■関係者への個別訪問 

l 地域関係者を個別に訪問し、検討会及びＷ
Ｇの趣旨やスケジュール等を説明。 

l 参加促進とともに、まちに対する問題・課
題の認識、今後事業として取り組みたい内
容等についてヒアリングします。 

■まちの現状・課題分析 

l インターネットや既存文献等を活用
し、人口や事業所、観光客入込客数の
推移、気候・風土、歴史・文化などの
まちの現状や課題を整理します。 

■まちあるき及びストーリーづくり 

l 地域資源を活かしたニューツーリズムによるまちおこしについて、なぜ必要でどのよ
うに取り組めば良いのかなどの認識を深めるため、基調講演を実施します。 

l まちの現状・課題に対する整理などを資料として活用し、「地域資源の再評価」「まち
おこしのストーリー」「ニューツーリズムプログラムの頭出し」についてワークショ
ップ形式で議論します。 

l まちあるきを実施し、実際にまちを歩いて状況を見ることで、まちの魅力ある資源の発掘や
問題・課題等の洗い出しを行います。 

■アイデアの深掘～企画書案の作成 

l マーケティングの基礎知識について、オブザーバーによる講演を実施します。マーケ
ティング手法等に関する講義のほか、練習問題の実施、前回までに検討したプログラ
ム案での実践等を行います。その他ターゲット及び販売チャネルの設定、ビジネスモ
デル案、販売計画、体制、スケジュールを検討し、企画書（案）として取りまとめを
行います。 

■ニューツーリズムプログラムの実践 

l ステップ２で検討した企画書（案）に基づき、地域資源を活用したニューツーリズム
プログラムを実践します。モニターツアー等ではなく、参加メンバーの実ビジネスと
してプログラムを催行し、参加者にきちんとビジネスとしてのリスクを負ってもらう
ことで、行政依存ではなく、責任を持った主体的な行動を促します。 

■ニューツーリズムプログラムの評価 

l 設定した評価項目及び基準に沿って、プログラムの内容や地域体制、事業プロセス等
を含めた評価を行うとともに、改善・見直しにつなげます。 

■ニューツーリズムプログラムの評価指針の検討 

l プログラムに共通する内部・外部評価項目及び基準を検討します。 

評
価
結
果
の
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映
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善
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び
事
業
の
拡
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事業立ち上げ時
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a) 財政的な支援
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体験メニュー提供
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d）

図３ 官と民の役割分担による 

継続的な取り組みイメージ 
ただし、役割を明確に線引きすることは

難しいものの、官と民はそれぞれに果たす

べき役割があることも本調査で実証された。

具体的には、A 町において動きが活発になっ

た要因のひとつに、町役場産業振興課の担

当者の庁内外への働きかけがあった。特に

事業立ち上げ当初は、地域住民や民間事業

者より、まち全体にネットワークを有する

行政関係者が主体となって、他部門への協

力依頼やキーマン探しを行うことが効率的

である。まちに対する熱い思いを持つ職員

がいるか否かで、まちおこしの方向性が決

まってくると言っても過言ではない。 
初期段階では官が火付け役となり、ステ 

ップが進むにつれて、官から民へ引き継ぐことが、 持

続可能な運営に向けたポイントとなる。この時、自治体には、事業の担い手育成や地域外への情報発

信・プロモーション協力など、地域のサポーターとしての役割が求められている。 

３．おわりに 

本稿では、A 町の事例に基づき、事業の初期段階における取り組みステップと役割分担に対する考

察を中心に行った。まちおこしの取り組みは、１～２年で結実するものではなく、数年かかる場合も

ある。現に A 町も平成 24 年度に入り、限界集落化している地域で廃校校舎の再活用をきっかけとし、

地区再生の新しい動きが出始めているが、これが大きなうねりとなり、新たな生業につなげていくた

めには、まだ時間を要すると思われる。本稿で示した考察は重要な視点であるが、事業が拡大するに

つれ、次に必要な視点は、企画したプログラムをビジネスとして継続させる「マーケティング」の考

え方である。マーケティングについては別稿に譲り、本稿では課題の提示にとどめることとする。 
富士通総研では引き続き、地域の資源を活かした観光を切り口として、地域に経済的、社会的効果

が還元される取り組みの基盤づくりを支援していきたいと考えている。 
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