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成果報告書 

東静岡地区における賑わいの創出に関する研究 

静岡大学地域創造学環 

担当教員：教授 白井嘉尚、教授 芳賀正之、准教授 祝原豊、准教授 川原崎知洋、助教 名倉達了 

参加学生：（地域経営コース２年）望月涼介 

（アート＆マネジメントコース２年）伊藤純平、黒田亜沙未、白鳥日和子、鈴木夏帆、 

                 唐坂梨紗子、萩原亜美、橋本直英、平田あかり 

（アート＆マネジメントコース１年）長澤由奈、柚木真理奈 

（スポーツプロモーションコース２年）塩崎陽也   

（スポーツプロモーションコース１年）内村仁志、沼田浩範 

１.要約 

「東静岡アート&スポーツ／ヒロバ」は若者をターゲットとしたローラースポーツ施設や、老若男女  

 問わずアート作品や様々なイベントに親しめる芝生広場を有し、様々な目的を持って訪れた静岡市内  

 外の人々の交流を生み、地域経済の活性化と賑わいの創出に繋がる場となることを目指している。 

  同地での平成29年度のフィールドワークは、地域住民及び専門家への聞き取り調査を行うと共に、   

 地域における文化的イベントのリサーチを通して、ワークショップを企画、実施した。これを踏まえ、  

 アート及びスポーツを介した賑わいの創出に向けた、継続可能なコンテンツ作りに取り組んだ。 

２.目的 

「東静岡アート&スポーツ／ヒロバ」では予想以上の利用者数があるローラーパークに比べ、芝生広 

 場の利用者が少なく、ヒロバ全体での賑わいの創出が課題となっている。 

   調査活動やワークショップ等の開催を通して、課題解決に向けた大学生ならではの仕掛けや幅広い 

 年齢層を対象としたイベントを考案し、それらを次年度以降に発展的に実施するための礎を築くこと 

 を目的とした。 

３.フィールドワークの内容 

（Ａ：予定どおり実施できた）

第1回 東静岡アート&スポーツ／ヒロバのグランドオープンイベントへの参加 

日時：5月13日 10:00-16:00 会場：東静岡アート&スポーツ／ヒロバ 

内容：コンテナペイントワークショップへ参加。また、ローラースポーツイベントの見学とアンケー  

   トを実施した。 

第2回 ヒロバの委託管理会社H.L.N.Aと静岡県ローラースポーツ連盟によるレクチャー 

日時：7月20日 14:30-15:30  会場：東静岡アート&スポーツ／ヒロバ管理棟2階会議室 

内容：静岡市及び静岡県内のローラースポーツの現状とヒロバのローラーパークの設立目的について  

    のヒアリング、ローラーパークの施設見学を行った。 
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第3回 静岡県立美術館川谷学芸員による地域における美術展のレクチャー 

日時：7月20日 18:00-19:30  会場：静岡大学教育学部A棟201室 

内容：川谷氏が企画に携わった、静岡市にゆかりのある現代の若手作家を市内で紹介する「むすびじ  

      ゅつ」や県立美術館の活動をもとに、地域社会における美術展の意義や展望についてのレクチ 

   ャーを受けた。 

第4回 用宗の地域課題に取り組む仁科氏による、スポーツと食のイベントについての解説 

日時：7月27日 14:25-15:55 会場：静岡大学共通教育A棟403室 

内容：「用宗みなと元気マルシェ」の現場発信者である仁科氏による、食と健康を通したまちづくり  

   イベントのヒアリングと座談会を行った。 

第5回  東静岡長沼地区の町内会長の皆さんとの顔合わせ、地域についての解説 

日時：7月27日 17:00-18:00  会場：東静岡アート&スポーツ／ヒロバ管理棟2階会議室 

内容：長沼地区の町内会長の皆さん達との顔合わせ、地域の歴史や文化のレクチャーと地域課題のヒ  

アリングを行った。 

第6回  学生企画ワークショップの準備作業 

日時：9月21日 10:00-17:00  会場：東静岡アート&スポーツ／ヒロバ管理棟2階会議室 

内容：H.L.N.A及び長沼地区町内会に協力を頂き、10月のイベントに向けた創作物の準備を行った。 

第7回 「めぐるりアート静岡」オープンイベントワークショップ開催 

日時：10月14日 9:00-17:00  会場：東静岡アート&スポーツ／ヒロバ 

内容：「めぐるりアート静岡」の参加作家である小笠原氏と共に、会期中のヒロバを彩るペットボト 

   ル製の「りんご」をつくるワークショップを立案し、実施した。 

第8回  「めぐるりアート静岡」連絡会へのオブザーバー参加 

日時：11月14日 18:30-20:00 会場：静岡市美術館ワークショップ室 

内容：１年生が「めぐるりアート静岡」を運営する連絡会へオブザーバーとして参加し、アートイベ 

   ントを実施するための行程など、アートマネジメントについて理解を深めた。 

第9回 ニュースポーツ体験  

  日時：12月 7日 8:45-11:30 会場：東静岡アート&スポーツ／ヒロバ、谷津山 

  内容：地域で継続可能なコンテンツとして紹介予定のニュースポーツ種目（フライングディスク・ノ 

        ルディックウォーキング）を地域住民と共に実践し、その特性を理解しながら、イベント内容 

    や方法を考える材料を得た。 

第10回 聞き取り調査 

日時：12月8日 9:00-12:00、10日 13:00-16:00  会場：東静岡長沼地区 

内容：平日と休日に分け、東静岡長沼地区における「東静岡アート&スポーツ／ヒロバ」の認知度等  

   を調査した。 
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第11回 ニュースポーツ体験会の開催 

日時：2月17日 8:45-13:00  会場：東静岡アート&スポーツ／ヒロバ、同施設周辺 

  内容：東静岡駅周辺土地区画整備事業の完成記念式典内でニュースポーツ（フライングディスク・ 

        ノルディックウォーキング）イベントを企画し、実施した。 

第12回  駿河凧体験（実施予定） 

日時：2月28日 9:00-17:00  会場：東静岡アート&スポーツ／ヒロバ 

内容：駿河凧職人の後藤氏による、伝統的な凧の作成、絵付け、凧揚げのレクチャーを受け、ヒロバ 

      における継続可能なコンテンツとするための体験会を予定。 

第13回 報告 & 意見交換会（実施予定） 

日時：未定 会場：東静岡アート&スポーツ／ヒロバ管理棟2階会議室 

 内容：地域住民の代表者、関係者に今年度の取り組みを報告すると共に、次年度に向けた意見交換会  

        を実施予定。 

全13回のフィールドワークに加え、ヒロバでのイベントに適宜参加した。また、事前・事後の指導に

より、取り組み内容や課題への理解を深めた。加えて、後期は毎週月曜に連絡会を行い、学生主体で行

うイベントやワークショップについて、準備と検討を行った。 

図1. ワークショップの様子              図2.ニュースポーツ体験の様子 

４.研究の成果 

  (1)当初の計画 

   以下の３項目を通して継続可能なコンテンツを考案し、課題解決に向けた礎を築く。 

① 地域住民及び専門家への聞き取り調査 

② イベントへの参加や調査 

③ 大学生ならではの仕掛けやワークショップなどのイベントの考案と実施 

(2)実際の内容とその理由 

  内容：A  

  理由：当初の計画に沿って行った。天候不良もあったが、屋外施設の課題を実際に体験できた。 

(3)実績・成果と課題 

  「東静岡アート&スポーツ／ヒロバ」の芝生広場の利用者数の増加という課題に対して、いくつか 
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 の取り組むべき内容を明らかにすることができた。まず、第7回のフィールドワークで行ったワーク 

 ショップでは、申込期間に告知方法を変更することで飛躍的に申込者が増加した。加えて、参加者

からは新たな体験や学び、交流を得られる機会の定期的な提供を期待する声が多かった。第10回の

聞き取り調査では、同施設の設置目的や利用方法が地域住民に広く理解されているとは言い難い状

況が明らかとなった。 

  こうしたことから、まずは同施設の利用案内やイベント案内の発信方法の見直しが指摘できる。  

 また、充実したイベントを行うための内容の精査、専門性が重要であると同時に、イベント期間外 

 でも体験できるコンテンツを創出することで、施設の魅力が高まり、利用者の増加に繋がることが 

 期待される。 

   学生たちは本年度のフィールドワークを通し、東静岡地区における賑わいの創出に向け、地域の 

 特性を踏まえたアートやスポーツイベントを行う意義や課題、事務的な手続きについても、知識の 

 拡充がもたらされている。これによって、発展可能な、集客につながる以下のコンテンツを考案 

 することができた。 

① 老若男女問わず参加可能なニュースポーツの体験会や道具の貸出しシステム。 

② ニュースポーツとアートを繋いだワークショップ。 

③ イベント予告や過去のイベントをアーカイブする掲示板システム。 

④ 場の特性を活かしたSNSと親和性のあるアート。 

(4)今後の改善点や対策 

     一定の質を保ち、改善を続けながら魅力的なコンテンツを実現するためには、これまで以上に地  

  域住民の意見を聞き、反映することが必要であり、そのためのアンケート方法なども改善する必要 

   がある。また、屋外スペースで定期的な活動をスムーズに行うために学生のマネジメント力の向上 

  が望まれる。 

５.地域への提言 

「東静岡アート&スポーツ／ヒロバ」が地域住民にとって「私たちのヒロバ」となることが、地域 

  経済の活性化と賑わいの創出の鍵であると言えるのではないだろうか。魅力的な交流の場を創出す 

  る一人として積極的に利用し、イベント等を通して意見を伝えて頂くことが望まれる。 

６.地域からの評価 

 「めぐるりアート静岡」と「ニュースポーツ体験イベント」の参加者からは、「とても楽しめた」 

 「是非継続しておこなって欲しい」といった肯定的な意見を多く得られ、一定の成果があると評価さ 

  れた。しかしながら、地域の魅力発信や様々な年代の交流のための活動をおこなって欲しいという意    

 見も聞かれた。また、マネジメント力を総合的に高める必要性を指摘された。 
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清水区庵原地区の魅力発信に関する研究 

静岡大学地域創造学環 

引率教員：村田真一、水谷洋一、杉山卓也 

参加学生：和泉直人（地域経営コース2年）、矢勢才華（ア

ート＆マネジメントコース1年）、加藤鉄平、岸

野泰知、水野大貴（以上、スポーツプロモーシ

ョンコース2年）、大城ひいろ、山下宇光、山梨

空良（以上、スポーツプロモーションコース1

年） 

１．要約 

 「清水区まちづくり協働会議」の一環として、清水区の庵原地区を本学地域創造学環のフィールドワ

ーク先として了承して頂き、平成28年10月から対象地域の情報収集を中心に活動を開始した。 

 今期の到達点としては、地域が目指すまちづくりの方針を踏まえながら、庵原地区の生涯スポーツの

普及促進や移住促進の誘因となるシティプロモーションを展開することであった。その具体的展開内容

は、「スポーツと食の融合にみるイベント開催」であった。 

２．研究の目的 

庵原地区は、多種多様なスポーツで利用される清水ナショナルトレーニングセンターや庵原球場を

有し、健康づくり（Health promotion）や2020年東京オリンピック・パラリンピックの拠点として期

待されている。また、同地区はお茶やみかんを中心に多彩な農産物が栽培される農業地帯でもあるこ

とから、清水区では「まちづくり協働会議」事業として、これらの地域資源を活かした、健康で心豊

かなライフスタイルを提案するシティプロモーションという事業経緯があった。 

そこで、本年度は「スポーツと食」の融合によるオリジナルイベントを企画・実施する中で、改め

て、庵原地区の魅力やセールスポイントを引き出し、地域資源再認識の共有化を図ることを目的とし

た。 

３．研究の内容 

フィールド 

ワーク 

実施協力者 

■静岡市清水区役所地域総務課  望月知里、大原史明 

■清水区庵原地区連合自治会  青木通陽、小林宏次 

■㈱すろーらいふ 小田康介（編集長）ほか 

主な協力者 
■清水ナショナルトレーニングセンター「J-STEP」 

■天然酵母パンの店シュクール 

【フィールドワーク活動内容】平成29年度後期の活動 

第１回 

8 月 29 日(火) 

18:50～20:00 

［清水区役所］ 

イベントのコンテンツ決め 

・イベント開催に向けたコンテンツ決め 

・今年度の実施事業コンテンツ、事業担当、準備実施項目等に

ついて協議を実施 
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第２回 

 9 月 15 日(金) 

8:15～12:00 

［トレセン周辺］ 

庵原地区連合自治会と庵原地区の魅力ポイントを知るためのま

ち歩き 

・今後のノルディックウォーキングイベントでの庵原地区の魅

力が伝わるコース設定のためのまち歩き 

第３回 

9 月 24 日(日) 

9:00～12:00 

［トレセン周辺］ 

9 月 15 日のまちあるきをふまえて考えたノルディックウォーキ

ング仮コースの試行 

第４回 

10 月 11 日(水) 

9:00～11:00 

[トレセン] 

ノルディックウォーキング仮コース（初心者コース）の試行 

第５回 

10 月 30 日(土) 

12:00～13：00 

［学内打ち合わせ］

1 年生メンバーの顔合わせ（これまでの内容と、今後のスケジュ

ールを説明） 

第６回 

11 月 9 日（木） 

15：00～17：00 

[シュクール] 

天然酵母パンの店シュクールにて学生が考案したスイーツ案に

ついて検討 

第７回 

11 月 12 日（日） 

9：00～12：00 

[トレセン周辺] 

再検討して設定したノルディックウォーキング仮コースの試行 

第８回 

11 月 22 日（水） 

17：00～18：30 

[シュクール] 

天然酵母パンの店シュクールにて学生が考案したスイーツ案の

試作の確認とイベントでの提供方法について検討・決定 

第９回 

12 月 13 日（水） 

10：30～12：00 

[シュクール] 

天然酵母パンの店シュクールにて学生が考案したスイーツ案の

製作工程体験 

第 10 回 

1 月 15 日（月） 

18：00～20：00 

[学内打ち合わせ] 

イベント前最終打合せ 

第 11 回 

1 月 20 日（土） 

7：00～16：30 

[イベント当日] 

「庵原 deリフレッシュ day♪」の運営 

４．研究の成果 

(1)当初の計画  

上記の研究内容が従来どおりのものであった。大幅な変更なく実施できた。 

(2)実際の内容 

（Ａ：予定どおり実施できた） 

地域創造学環のフィールドワークは、複数年度に渡る取り組みを想定している。そのため、今

年度は、昨年度に纏めた地域課題の発見を基に、実際にそれを解決するための実践（アクション）

を追究した。その結果が、オリジナルイベントの開催であった。本年度は、イベント開催をひと

つのゴールとみなし、それに向けた各種団体との企画・調整や準備作業が取り組みの中心であっ

た。 

(3)実績・成果と課題 

実際の成果は下記の記録に示すとおりである。今年度は、「スポーツと食」の融合によるオリジ

ナルイベントを企画・実施することが主眼であったので、メンバーを「スポーツグループ」と「食

グループ」に分け展開した。だたし、両グループが独立しないよう、常に連携をとりながら（全
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体会議でお互いに進捗状況を確認しあいながら）展開できたことはとても意義深かった。 
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(4)今後の改善点や対策 

  今後は、イベントを開催したというアウトプット（事業実施）に留めず、それによって、いかに

地域住民が好変容したかのアウトカム（社会成果）やインパクト（価値の創出）にまで言及するこ

とが必要だと思われる。そのためにも、フィールドワークの方法論的課題についても見直す必要が

ある（例えば、社会調査の方法論的理解の推進等）。 

５．地域への提言 

 庵原地区の重要資源について改めて問い直すことができた。しかしながら、それは学生の視点に立っ

たものであったことから、地域住民との共創の中で発揮する必要があるのではないか。したがって、住

民主導型組織と学生の協働事業をさらに推進する必要がある。 

６．地域からの評価 

 ここでは、“地域”の構成主体を住民と自治体（行政）に分けて述べたい。 

 住民からどのように評価を受けたかについては、未だ検証できてはいないように思う。それが、先に

述べた、「アウトプット（事業実施）に留めず、それによって、いかに地域住民が好変容したかのアウ

トカム（社会成果）やインパクト（価値の創出）にまで言及すること」につながる課題である。しかし

ながら、イベント実施やそれに向けたワーキングを通じた住民とのふれあいでは、かなりの好感触を得

た“感覚”はある。この感覚を論理的に説明できることが次年度は求められるように思う。 

 自治体からの評価は、概ね良好といった感じである。本学側としては多くのことを学ばせていただい

たし、有り余るほどのサポートを頂き大変心強かったのだが、自治体側としては、学生の主体性をもっ

と受けたかったに違いない。今後は、学生の当事者意識をさらに喚起させるようなワークデザインが必

要であると感じた。 
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（別紙）成果報告書 

清水港周辺エリアの魅力発信に関する研究 

静岡大学地域創造学環                     

指導教員：教授 岩田孝仁、准教授 石川宏之           

            参加学生：（地域経営コース）2年 影山舞、本田圭美  

                                   1年 小坂優果 

（地域環境・防災コース）2年 梅田和典 

（地域共生コース）2年 杉山莉奈            

（ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｺｰｽ）2年 岩崎彩音、坂井宏輔、藤川智奈美 

1年 野村圭生、溝上敬佑 

（ｱｰﾄ&ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄコース１年）樋口加奈 

１ 要約 

 平成28年11月から清水区が実施する「ＳＨＩＭＩＺＵ情報発信ツール開発プロジェクト」事業の一

環として、清水港周辺を対象エリアとしたインバウンド効果を中心市街地へ波及させるようなおもて

なしと情報発信のあり方を考えるフィールドワークを開始した。 

  今期の到達点としては、対象エリアで、①「外国客船寄港時用まち歩きマップ」のコンテンツ抽出、

②外国人観光客へ向けた外国語表記の施設紹介パネルの作成、③清水港線跡自転車歩行者道関連イベ

ント（ハロウィンイベント）に取り組んだ。 

２ 研究の目的 

清水港は大型客船の寄港が増加する一方で、国内外から訪れる観光客の受け入れ体制が十分に整備

されておらず、インバウンド効果が中心市街地へと波及されていない現状にあり、早急な対応が求め

られている。そこで、外国人観光客に対する清水ならではの「おもてなし」や情報発信ツールを検討

し、清水区の魅力であるウォーターフロントに点在する商業施設・商店街・お寺など様々な地域資源

を紹介するツールを開発する。また、清水港線跡自転車歩行者道沿いに整備されたポケットパークで

イベントを実施し、利活用の促進を図ることで交流人口や活動人口の増加を目指す。 

３ 研究の内容 

地域創造学環のフィールドワークは、複数年度に渡る取り組みを想定している。二年目となる今年

夏に対象エリアの現状を把握するため、浜田地区連合自治会と清水地区連合自治会の案内でまち歩き

を実施した。また、11月に港町商店街、次郎長通り商店会、河岸の市の商店、清水区内のお寺や観光

施設でインタビュー調査を行い、外国客船寄港時用まち紹介パネルを作成した。 

実践活動としては、10月に静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・るの協力を得てハロウィン

関連の講座、清水銀座商店街振興組合の協力を得て清水港線跡自転車歩行者道関連イベント（ハロウ

ィンイベント）を実施した。 

フィールド 

ワーク 

実施協力者 

■静岡市清水区役所地域総務課 望月知里、大原史明 

■静岡市国際交流協会 鈴木弘子 

■清水地区連合自治会 隅倉正員、浜田地区連合自治会 藤ヶ谷武敏 
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■静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 

■清水銀座商店街振興組合、港町商店街振興組合、次郎長通り商店会 

取材協力者 

浜田地区 

■一期 ■魚市場食堂 ■魚彩 ■魚萬 ■海里 ■大間新栄丸 ■岸家  

■禅叢寺 ■ふかくら ■まぐろや やす兵衛 ■丸兼水産 ■焼鳥番長びっくり串

■山下天丼本店 

清水地区 

■梅の家 ■エスパルスドリームハウス清水店 ■Cafe みそのや ■サンライス

■實相寺 ■清水港船宿記念館「末廣」 ■次郎長生家 ■肉のふくだ ■晩翠 

■100 円ショップレモン ■風月堂（工場）■むすびや掬屋 ■美濃輪稲荷神社  

■妙慶寺 

【フィールドワーク活動内容】 

第１回 

打ち合わせ 

今年度の 3つの活動内容とその日程を話し合った。 

(1)「外国客船寄港時用街歩きマップ」のコンテンツ抽出 

(2)「外国人旅行客向けポップ（まち紹介パネル）」の作成 

(3)清水港線跡自転車歩行者道関連イベントの実施 

第２回 

打ち合わせ 

3 つの活動計画について具体的に話し合った。 

(1)「外国客船寄港時用街歩きマップ」のコンテンツ抽出 

(2)「外国人旅行客向けまち紹介パネル(ポップ広告)」の作成 

(3)清水港線跡自転車歩行者道関連イベントの実施 

第３回 

外国客船寄港時まち歩きマップのコンテンツ抽出 

(1)概要説明・まち歩きにおけるアドバイス等 

・外国客船寄港時の観光案内ブースや通訳ボランティアの現状・課題 

・マップ作成についてのアドバイス 

(2)午前：浜田地区まち歩き、午後：清水地区まち歩き 

・浜田地区では 2 班（寺院エリアと巴町・島崎町・新港町エリア）に分かれた。清水地区

では次郎長宅跡、清水港船宿記念館「末廣」、次郎長生家などを巡った。 

第４回 

打ち合わせ 

・ま・あ・る広報チラシ掲載（ハロウィン特別企画）の写真撮影 

・「外国客船寄港時用まち歩きマップ」のコンテンツまとめ 

・ハロウィン特別企画（ま・あ・る講座、清水港線跡自転車歩行者道関連イベント）の概

要について 

・商店街調査と最終打ち合わせの日程について 

第５回 

打ち合わせ 

・今後のフィールドワーク日程の確認および調整 

・10 月 21 日ま・あ・るでのハロウィン特別企画お菓子＆仮装グッズ講座の概要（当日の

業務分担と事前準備、グッズ講座の進め方） 

・10 月 29 日ポケットパークでのハロウィンイベントの概要（当日の業務分担と事前準備、

進め方） 

第６回 

打ち合わせ 

・静岡市清水区役所職員の方々へ 1年生 4名が自己紹介。 

・10/21 ハロウィン特別企画（お菓子＆仮装グッズ講座）、 

10/29 ハロウィンさんぽ（トリック・オア・トリート in しみず） 

事前準備の確認。 
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第７回 

ハロウィン特別企画 

（お菓子＆仮装グッズ講座 静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・るにて） 

(1)お菓子づくり（午前） 

・学生が外部講師の協力を得て小学生たちとハロウィン・クッキーにアイシングして、デ

コレーションマフィンをつくった。 

(2)仮装グッズづくり（午後） 

・学生が小学生たちとハロウィン用の仮装グッズ（カボチャの籠と飾り付けたマント）を

つくった。 

第８回 

清水港線跡自転車歩行者道関連イベント実施 

・「ハロウィンさんぽ in しみず」を開催した。台風接近のため、メイン会場をポケットパ

ークから清水区役所内に変更した。 

・清水中心街を歩きながらクロスワードを解答して景品をもらえるイベント、ハロウィン

用の撮影メークと仮装アイテムを身につけて記念撮影、仮装コンテストを実施した。 

第９回 

外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告)の作成のための調査 

・各店舗や施設の要望を調査し、希望にあった外国人旅行客用ポップの作成につなげる。 

・3 班に別れ、港町商店街・次郎長通り商店会・お寺を回り、事業概要の説明、協力のお

願い、調査シートに基づきインタビューを実施。 

第10回 

外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告)の作成のための調査 

・各店舗や施設の要望を調査し、希望にあった外国人旅行客用ポップの作成につなげる。 

・3 班に別れ、浜田地区の寺・商店、河岸の市の店舗を回り、事業概要の説明、協力のお

願い、調査シートに基づきインタビューを実施。 

第11回 

外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告)の引き渡し 

・学生から各ポップ広告の紹介 

・浜田・清水地区連合自治会長から意見・総評 

・学生から各店舗・施設へポップ広告の引き渡し 

４ 研究の成果（Ａ：予定どおり実施できた） 

当初、9月に外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告)の作成のための調査を計画していたが、2年

生のインターンシップと重なったことで、11月に変更した。また、清水港線跡自転車歩行者道関連イベ

ント「ハロウィンさんぽinしみず」では、台風接近のためメイン会場をポケットパークから清水区役所

内に変更した。 

協働先から提示された課題に対して、各自が外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告)を発表し、

外国人観光客に対する効果的なプロモーションの提案ができた。また、「ハロウィン特別企画（お菓子

＆仮装グッズ講座）」や「ハロウィンさんぽinしみず」においては、静岡市こどもクリエイティブタウ

ンま・あ・るや清水銀座商店街振興組合のスタッフと共に協力しながら、大学が指定管理者や商店街等

と連携した清水港線跡自転車歩行者道沿いポケットパークの利活用のあり方を示すことができた。 

５ 地域への提言：外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告) 

(1)浜田地区（一期、魚市場食堂、魚彩、魚萬、海里、大間新栄丸、岸家、禅叢寺、ふかくら、まぐろ

や やす兵衛、丸兼水産、焼鳥番長びっくり串、山下天丼本店） 

担当：岩崎、梅田、影山、小坂、坂井、杉山、樋口、藤川、本田 

-11-



焼鳥番長びっくり串       丸兼水産           禅叢寺 

岸家              一期  

(2)清水地区（梅の家、エスパルスドリームハウス清水店、Cafe みそのや、サンライス、實相寺、清水

港船宿記念館「末廣」、次郎長生家、肉のふくだ、晩翠、100 円ショップレモン、風月堂（工場）、

むすびや掬屋、美濃輪稲荷神社、妙慶寺） 

担当：岩崎、梅田、影山、坂井、杉山、野村、藤川、本田、溝上 

梅の家            エスパルスドリームハウス清水店 實相寺 

Cafeみそのや           

６ 地域からの評価 

・外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告)の作成について、各店舗やお寺などの要望を捉える難し

い作業であったが、よくパネルにまとめられている。今年度の活動を通して着実に社会的実践力が培わ

れていると思う。 

・学生たちは各店主へ成果物の「外国人旅行客用まち紹介パネル」を引き渡し、大変喜ばれていた。 

・平成29年10月21日の静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・るでの講座の様子は平成29年10月22

日朝日新聞朝刊にて「ハロウィーン準備 静大生が先生役に」として取り上げられた。 

・外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告)の作成については、平成30年1月30日静岡新聞朝刊「清
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水寄港の外国人に 静岡大生が案内パネル 英語と中国語 港周辺や店舗に提供」、平成30年1月31日中

日新聞朝刊「中国語と英語で観光マナー紹介 静大生がパネル作製」として取り上げられた。地域から

の注目度、期待度の高さがうかがえる。 

研究活動の様子「清水港周辺地域フィールドワーク」 

外国客船寄港時用まち歩きマップのコンテンツ抽出 

ハロウィン特別企画                             ハロウィン特別企画 

（お菓子＆仮装グッズ講座）                  （清水港線跡自転車歩行者道関連イベント実施） 

外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告)    外国人旅行客用まち紹介パネル(ポップ広告) 

の作成のための調査               の引き渡し 
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商店街の賑わい創出 

静岡大学 地域創造学環 

教  員：[駒形通4丁目商店街]教授 伊藤文彦、准教授 井原麗奈、准教授 高橋智子 

[浅間通り商店街]  教授 平岡義和、准教授 川原﨑知洋 

参加学生：[駒形通4丁目商店街] 

（地域経営コース） １年 岡本怜音 

（アート＆マネジメントコース）２年 井口紗那、大澤七彩 １年 稲垣茉里 

[浅間通り商店街] 

（地域経営コース）２年 水野なな子 １年 吉田慎太郎 

（地域共生コース）２年 佐藤恵美、西子幸裕 １年 青木佑未 

（地域環境・防災コース）２年 服部智美 

（アート＆マネジメントコース） １年 佐野乃雪 

（スポーツプロモーションコース）１年 宮村勇希 

【駒形通4丁目商店街フィールド】 

１要約 

静岡市民の生活を支える商店街として機能してきた駒形通4丁目商店街。生鮮商品や生活雑貨を販売

する商店が連なり、買い物客でにぎわっている。 

学生は、昨年度から4丁目商店街全店舗に聞き取り調査を行い、各店舗の個性を引き出すための作業

に取り組んだ。今年度は、各商店の聞き取り調査をもとに、商店街マップを作成。商店街の人々と集ま

り意見交換会を行った。今後も定期的に、意見交換の場を持っていく予定である。 

また、浅間通りフィールドと合同で、商店街の活性化のための実践例を学び、今後の活動の手がかり

を求めて富士市吉原商店街、三島市内の商店街の視察を行った。 

２研究の目的 

 駒形通りは生鮮食品や生活雑貨を販売する商店が連なり、古くから市民の台所として親しまれてきた。

しかし近年、大型商業施設の参入や商店主の高齢化などの要因から、商店街の活気が徐々に失われてき

ている。本フィールドワークではこのような背景を踏まえ、4丁目商店街の活性化に取り組むことを目

的とする。 

３研究の内容 

 地域創造学環のフィールドワークは、複数年度に渡る取り組みを想定している。2年目となる今年 

度は昨年度の全店聞き取り調査を踏まえ、商店街マップの作成や先進地視察、意見交換会の開催を行っ

た。 

フィールド 

ワーク 

実施協力者 

■静岡市 経済局 商工部 商業労政課 西脇慎二 

■駒形通 4丁目商店街のみなさん 

■アーティスト アサダワタル 

取材協力者 
■富士山まちづくり株式会社 代表取締役 佐野荘一、鈴木大介、上原薫 

 ■三島商工会議所 まちづくりアドバイザー 田代稔 
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【フィールドワーク活動内容】平成29年度後期の活動 

第１回 

9 月 25 日(月) 

14:00～19:00 

［現地見学］ 

アーティスト アサダワタル氏と現地見学 

アサダワタル氏とともに、駒形通 4 丁目商店街を歩き、町の様子を

観察しながら、まちの魅力を生かすことができるか、議論。 

第２回 

10 月 26 日(木) 

16:00～17:30 

［現地見学］ 

駒形通 4丁目商店街見学 

後期から新しくフィールドに入った 1 年生 2 名とともに、駒形通 4

丁目商店街を歩き、2 年生から今までの活動を説明しながら、今後の

活動について議論した。 

第３回 

11 月 15 日(水) 

18:30～21:00 

［現地意見交換会］ 

駒形通 4丁目商店街マップ完成、配布と意見交換会 

 昨年度から行った全商店の聞き取り調査を基に作成した商店街マッ

プを各店舗に配布。 

 またその後、これからの活動について商店街のみなさんと意見交換

を行った。 

第４回 

12 月 7 日(木) 

8:15～17:30 

[商店街活性化事

例を視察] 

富士市吉原商店街視察 

・富士山まちづくり株式会社 代表取締役 佐野荘一氏に富士市吉原

商店街の歴史と、現在までの活動内容をご説明いただいた。 

・富士市吉原商店街を実際に歩きながら富士山まちづくり株式会社

佐野氏、鈴木大介氏、上原薫氏に説明を聞いた。 

三島市内 商店街視察 

・三島商工会議所 まちづくりアドバイザー 田代稔氏に三島の商店

街の歴史と現在までの活動内容をご説明いただいた。 

・三島広小路駅から三島大社前まで田代氏と歩き説明を受けた。 

第５回 

2 月 17 日(土) 

18:30～19:30 

［現地意見交換会］ 

駒形通 4丁目商店街のみなさんとの意見交換会 

 この 1 年の活動の振り返りと今後の活動について商店街の皆さんと

の意見交換を行った。 

４研究の成果 

(1)当初の計画  

現状を商店街事業者が把握し、事業者が主体的に商店街振興に参画する機運をつくることを目

的に、各商店の聞き取り調査、商店街マップの作成、先進地視察を行うことを予定。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

A 予定通り実施できた 

理由 

予定していた各商店の聞き取り調査、商店街マップの作成、先進地視察を実施できた。また、 

マップの作成配布を通じ、意見交換会へ商店街から新たな参加者が見られた。 

(3)実績・成果と課題 

○商店街マップの作成 

  全店舗の聞き取り調査を元に、各店舗の魅力が伝わる商店街マップを作成した。 

    配布後商店街の店主からは評判が良かったため、掲示用の大判ポスターも作成した。 

    ◯SNSでの発信 

       学生たちがマップを作成したことによって、商店街の方々の気持ちが前向きになりつつある。
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その一つとして、商店街のFace Bookページが店主たちによって開設され、その日の目玉商品な

どが頻繁にアップロードされるようになった。 

  ◯HPデザインの更新 

       学生たちがマップに描いた商売繁盛の神様である「えべっさん」のキャラクターを商店街の方

が気に入り、商店街のキャラクターとしてHPに使用し始めた。 

(4)今後の改善点や対策 

予算をつければ地域の活性化が見込まれると考えている静岡市の発想と対応については改善の

必要がある。 

研究課題を市が提案し、申し合わせて応募させるのではなく、教員側から課題を募集する、も

しくは市と教員が協議して課題を検討するなどの対応が必要と思われるので、今後、担当部局に

おいてさらなる検討を期待したい。 

５地域への提言 

商店街の方の中から、主体的に地域を盛り上げようとする機運がより高まって行くことが望まれる。 

６地域からの評価 

マップの作成に関して、学生は相当の時間とエネルギーを使った。しかし商店街側からは配布したと

ころで、お客さんからの反応は一切無く、集客には繋がっていないので、広報・集客の的が外れている

という指摘を受けた。大学側としては、あくまでも学生の調査およびデザインの能力向上と人の繋がり

を作ることを目的として行ったものであり、商店街に儲けをもたらすために作成したものでは無いので、

そこに商店街側と大学側に齟齬が生じている。 

写真1 9月25日 空き店舗の下見           写真2  10月26日 1年生のフィールドの見学 

-17-



写真3  12月7日 富士市吉原商店街視察       写真4 12月7日 三島市三島商店街視察 

【浅間通り商店街フィールド】 

１要約 

 商店街のイベントなどに参加するとともに、先進事例などにも学び、その経験を踏まえて、商店街の

方々と協議し、可能な取り組みについて模索した。 

２研究の目的 

 浅間通り商店街は、古くから浅間神社の門前町として栄えてきたが、近年車の普及により商店街を通

って浅間神社に往復する人が少なくなり、高齢化の影響もあり、閉まる店も増えてきた。そこで、本フ

ィールドワークでは、神社との関わりも利用しながら、商店街に活気を取り戻すことを目的とする。 

３研究の内容 

 2年目となる今年度は、前期に行った浅間神社の見学、ヒアリング、安倍の市への参加に加え、山田

長政祭りに参加し、浅間通りの昭和展を見学するとともに、駒形通りグループとともに、吉原、三島大

通り商店街の視察を行った。それらを踏まえて、商店街の方々と意見交換を行い、次年度に向けた準備

としてぶら門前ツアーに参加し、ツアー企画について検討した。 

フィールド 

ワーク 

実施協力者 

■静岡市 経済局 商工部 商業労政課 西脇慎二 

■静岡浅間通り商店街振興組合の皆様 

取材協力者 
■富士山まちづくり株式会社 代表取締役 佐野荘一、鈴木大介、上原薫 

■三島商工会議所 まちづくりアドバイザー 田代稔 

【フィールドワーク活動内容】平成29年度後期の活動 

第１回 

10 月 8 日(日) 

8:30～18:30 

［イベント参加］

山田長政祭りへの参加 

静岡浅間通り商店街で行われた山田長政祭りにスタッフの一員とし

て参加した。 

第２回 

11 月 2 日(木) 

15:00～19:00 

［現地見学］ 

静岡浅間通り商店街「浅間通りの昭和」展、静岡市文化財資料館見学 

後期から新しくフィールドに入った 1 年生に、2 年生が静岡浅間神

社の歴史や概要を紹介。静岡浅間神社境内にある静岡市文化財資料館

にて「昭和の原風景」展を見学。その後浅間通り商店街で開催中の「浅

間通りの昭和」展を視察しつつ、2 年生から商店街の概要、今までの

活動を説明し、ともに今後の活動について議論した。 
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第３回 

12 月 7 日(木) 

8:15～17:30 

[商店街活性化事

例を視察] 

富士市吉原商店街視察 

・富士山まちづくり株式会社 代表取締役 佐野荘一氏に富士市吉原

商店街の歴史と、現在までの活動内容をご説明いただいた。 

・富士市吉原商店街を実際に歩きながら富士山まちづくり株式会社

佐野氏、鈴木大介氏、上原薫氏に説明を聞いた。 

三島市内 商店街視察 

・三島商工会議所 まちづくりアドバイザー 田代稔氏に三島の商店

街の歴史と現在までの活動内容をご説明いただいた。 

・三島広小路駅から三島大社前まで田代氏と歩き説明を受けた。 

第４回 

1 月 20 日(土) 

19:00 ～21:00 

［現地意見交換会］ 

静岡浅間通り商店街のみなさんとの意見交換会 

 浅間通り商店街の歴史部会、安倍の市担当の方々にお集まりいただ

き、安倍の市や昭和展を中心に学生たちの疑問、提案を話し、回答と

ともに、今後の活動についてさまざまな意見をいただいた。 

第５回 

2 月 17 日(土) 

10:00 ～15:30 

［イベント参加］

ぶら門前ツアーに参加 

 ぶら門前ツアーに参加し、その経験をもとに、若者向けのツアー企

画などについて検討した。 

４研究の成果 

(1)当初の計画  

各種の催しなどに参加し、商店街の理解を深めるとともに、先進地の状況なども見て、それをも

とに商店街の方々と意見交換し、次年度に向けて商店街と連携した取り組みを模索する。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

A 予定通り実施できた 

理由 

活動内容欄に記載したように、各種イベントなどに参加し、他の商店街の視察を行った結果を

踏まえ、商店街の方々と意見交換し、次年度に向けた取り組みに着手できている。 

(3)実績・成果と課題 

商店街の方々との話し合いにより、学生が協力できるのは同世代の若者に向けた企画や情報発信

であるということが明確になった。課題は、そのための知識やスキルを習得することである。 

(4)今後の改善点や対策 

商店街で活発に活動している人が限られ、妙案があるわけではないが、外部の人も含め多くの人

を巻き込むための工夫が必要である。また、浅間神社とのより一層の連携の可能性を探る必要が

ある。 

５地域への提言 

 浅間神社は祭り、催しの際には多くの人を集めており、その一部が流れてくるだけでも影響は大きい

ように思われる。その可能性をさらに探ることが求められている。 

６地域からの評価 

学生たちが関わることに対する期待はあるが、それぞれの商売で手一杯であり、連携に手間暇をかけ

る余力はないと考えている。それゆえ、商店街の方々になるべく負担をかけない取り組みが求められて

いる。 
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写真１ 山田長政祭りのお手伝い       写真２ 浅間通りの昭和展（安本商店） 

写真３，４ ぶら門前ツアーへの参加 
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成果報告書 

フィールドワーク 浜通りの町並み保存と観光資源化 

～浜通りフォーラムを母体とした地域再生の実践～ 

静岡大学地域創造学環 

引率担当教員：准教授 太田隆之、教授 橋本誠一 

参加学生：（地域経営コース1年）藤田真由、矢ヶ崎花音 

（地域共生コース2年）大橋彩香、杉山莉奈、袴田朋伽、宮澤大己 

（地域環境・防災コース1年）大橋和真 

（アート＆マネジメントコース2年）松永千里 

（スポーツプロモーションコース1年）種茂勇斗 

１ 要約 

市役所と地元住民、企業が連携した地域再生の計画づくりを行うため、平成28年秋から浜通り活性化

フォーラムが立ち上げられた。本事業では住民の皆さんの活動に参加させていただき、8月に夏のイベ

ント「あかり展」で来場者に対する聞き取り調査を実施、10月、1月に空き家の活用に関するワークシ

ョップに参加し、今後の浜通りの活性化のあり方、活性化の方向性を議論した。聞き取り調査ではこれ

まで把握できなかった来場者の浜通りの認識を把握、分析して浜通りの認識や理解の中身を把握すると

ともに、空き家活用のワークショップでは具体的な事例を住民の皆さんとともに議論、検討することを

通じて地域づくりのあり方や動かし方を学んだ。 

２フィールドワークの目的 

浜通り地域には、魚商人が築いた運河や蔵のある町並みが残り、かつては小泉八雲が滞在したことな

どから、焼津の文化発祥のエリアであったと言われている。しかし近年は高齢化と人口流出により、地

域の活力低下が懸念されている。 

そのため本事業では、浜通りにある地域固有の資源を活かしながら浜通りを人々が訪れるエリアとす

るため、浜通り活性化フォーラムと連携し、実践的な地域づくりに取り組む。今年度は、浜通りで実施

されているイベントに参加して住民の皆さんの活動の実態を把握するとともに、浜通りにある空き家の

活用を検討する活動に参加し、空き家という「点」と浜通りという「面」の関係、点から面への展開を

考えることを目的とした。 

３フィールドワークの内容 

（Ａ：予定どおり実施できた） 

 １）実施日程 

第1回7月23日 「あかり展」準備への参加、行灯作成 

第2回8月5日、6日 「あかり展」への参加、来場者に対するアンケートを実施 

第3回10月17日 第１回浜通り「旧服部家」利活用ワークショップへの参加 

第4回10月31日 「あかり展」アンケート結果の報告と今後のＦＷの打ち合わせ 

第5回1月16日 第２回浜通り「旧服部家」利活用ワークショップへの参加 

【先進地視察研修】2月10日 岐阜県岐阜市川原町 

【先進地視察研修】2月14日 静岡県賀茂郡松崎町、南伊豆町 
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２)「あかり展」への参加と来場者に対するアンケートの実施 

 8月5日、6日に浜通り活性化フォーラムの会員団体の1つであるNPO法人「浜の会」が主催する「あか

り展」に参加し、イベントの様子を把握するとともに、来場者に対して本イベント情報の取得や浜通り

の由来、今後の浜通りのあり方についての認識を問うアンケートを実施した。アンケートは対面方式で

行い、2日間で50組の来場者に対して実施した。 

 準備への参加を含めて、「あかり展」に来場者の1人として参加し、主催者の浜の会の皆さんの準備活

動とそれに協力する地元企業の皆さん、住民の皆さんの活動を実際に見て、協力状況や一体感を体感す

ることができた。来場に対して実施した聞き取り調査は、これまでにフィールドワークを実施して把握

した住民の皆さんの興味関心や、自分たちの関心を踏まえて質問項目を検討して実施した。聞き取り調

査の結果は回答者の年齢や浜通りとの関係の有無で整理し、これらの属性によって浜通りの認識や今後

のあり方、浜通りに必要と思われることについての考え方が異なることを把握した。これらの結果は浜

通り活性化フォーラムならびに焼津市行政の皆さんの前で報告し、浜通りの現状の一端を共有した。 

昨年度はまちあるき等を通じて浜通りの概要を把握することが中心であったが、今年度は「あかり展」

という具体的なイベントに関わりながら、住民の皆さんの活動状況や浜通り「外」の人々の浜通りに対

する認識や評価を把握することができた。少子高齢化が進んでいること、人口減少が起きていることな

どのデータや知識はこれまでに把握してきたが、そうした事実群とは異なる地域の一面を把握すること

で、現場をきちんと把握すること、地域の内と外の視点から地域を把握することの重要性を理解した。

また、暗くなってから住民の皆さんらが作った行灯が映える様子や来場者の多さを初めて知り、地域の

魅力を活かしたイベントのあり方を学べたことを積極的に評価する学生がいた。 

 写真1 6日「あかり展」での聞き取り調査  写真2 学環学生が作成した行灯 

３）浜通りワークショップへの参加 

10月17日に開催した浜通りワークショップには、後期から新たに参加した1年生も住民の皆さんのテ

ーブルにそれぞれ参加する形式で実施された。ワークショップでは、昨年度作成した浜通り活性化基本

計画をベースに、浜通りにある空き家「旧服部家」の活用を検討するというもので、この回では空き家

活用を検討する上での手がかりを得ることを目的に実施された。NPO浜の会の会員、市役所職員、本学

学生らが4班に分かれて実施され、学生は各班に1～2名ずつ加わり、グループ内で意見を交わした。1年

生は2年生と比べると浜通りに関する知識が乏しい状態で参加することとなったが、計画の文面やNPO会

員の皆さんの話を聞きながら、ポイントの整理を行い、また前段で行った見学や説明を元に自身の感想

や見解を述べていた。更に、グループ報告ではグループを代表して報告をしていた。 

1月26日に開催したワークショップでは上述のワークショップで出た意見が整理され、その上で空き

家活用のあり方、そして観光面から考えた際の浜通りまでのルートのあり方などが検討された。上述の
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ワークショップ同様、学生は6班のグループに1～2名ずつ加わり、議論に参加した。このワークショッ

プでは焼津市の方からの具体的な活用のスケジュールや空き家活用をめぐる運営素案も示され、踏み込

んだ議論がなされた。上述のワークショップを含めて、空き家という「点」の活用と浜通りもしくは焼

津市という「面」への展開の可能性やそれを図る上での課題が議論された。観光振興という視点での活

用のあり方がいいかどうか、浜通りまでの導線のあり方について、NPOの皆さんと学生が意見交換しな

がら望ましいあり方を検討することができた。 

 写真3 10月17日WSでの学生による報告               

４)先進地視察  

浜通りにおける空き家活用、活性化を目的としたまちづくりの参考とするため、先進地視察研修会を

計画、実施した。視察先には岐阜県岐阜市川原町ならびに静岡県松崎町、南伊豆町を選定した。視察実

施の主たる目的としては、住民主体のまちづくり活動の経緯と実態の把握、そして空き家活用の実際を

把握することにあった。岐阜市の視察には焼津市民14名と本学学生8名、本学教員2名の延べ24名が参加、

松崎町ならびに南伊豆町の視察には本学学生9名、本学教員1名が参加した。 

 岐阜市川原町の視察では、ここでまちづくり活動を行う住民組織「川原町まちづくり会」事務局長事

務局長玉井博 氏による川原町におけるまちづくり活動の経緯と2004年に地元自治会が中心になって

締結された「まちづくり協定」についてのお話を伺った。その後、会の方の案内により、川原町のまち

あるきを行い、街並みや空き家活用がなされた箇所の見学を行った。参加者は「まちづくり会」と自治

会の関係や紳士協定である上記協定の順守状況を中心に質問し、現状を把握していた。学生は景観保全

を重視した街並みと町屋の活用状況を把握し、浜通りへの適用可能性についての意見交換をしていた。 

川原町はもともと歴史的資源といえる町屋が残っていたことや、事務局長である玉井氏を中心にリー

ダーシップを発揮する主体が複数いたことがまちづくり活動の基盤になっていたことから、浜通りの現

状と必ずしも一致しない面はあるものの、自治会による協定締結がなされたことや、観光を目的とした

まちづくりではなく、住民生活を軸に据えたまちづくり活動が結果的に観光客を引き寄せたことが参加

者と学生の関心を引いた。今年度のワークショップは観光を軸とした空き家活用をメインテーマの1つ

としていたが、そうではないオルタナティブを把握するに至ったことは、市民、学生にとって新鮮であ

り、今後の地域づくり活動のあり方や展開の方向性を模索する上で刺激があったと考えられる。 
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写真4 川原町まちづくり会事務局長玉井氏のお話    写真5 会の方のご案内による川原町のまちあるき 

 松崎町の視察では、町内の空き店舗を食事と手作り小物を提供・販売するお店を軸とする活用を行っ

ている「蔵ら」で、現在の活用に至る経緯や理念、町行政などの公的機関との連携に基づいた活動につ

いてお話を伺った。当初、高齢者を中心とした住民の「生きがい」の追求を理念として住民による手作

り小物の販売を軸とする活用を目指し、店をオープンしたが、参加した住民による食材提供が並行して

始まり、複合的な活動を行うとともに、地元行政らと連携して住民の活動の場としても活用するに至っ

た。一連の活動にみる行政などとの連携状況や空き店舗の活用の仕方に、学生は浜通りの空き家活用に

おけるモデルが見いだせるのではないかと議論していた。昼時の店の繁盛ぶりにも学生は驚いており、

刺激を得た視察となった。 

 南伊豆町の視察では町内の民家と空き店舗の活用状況を見学し、移住政策を中心とした南伊豆町の取

り組みの説明を伺った。町内の地方創生室が中心となって南伊豆町への移住のＰＲと、町内の移住希望

者や移住者の受け入れが行われていることや、現在までの移住状況について説明を聞きながら、学生は

人口減少、「消滅」に直面している町の取り組みからも浜通りの活性化、空き家活用のあり方にヒント

があると議論をしていた。 

 写真6 松崎町「蔵ら」の見学           写真7 南伊豆町における空き家活用のお話 

４フィールドワークの成果 

 ①「あかり展」参加を通じて、浜通りが有する資源とそれを活用する住民の皆さんの活動の実際を把  

握することができた。また、浜通り内外の人々から浜通りの認識を把握することができた。 

 ②ワークショップに参加し、地域の現状や魅力、課題を把握することができた。住民の皆さんとの意

見交換を行うとともに、議論の整理や報告を行うことで、グループで1つの仕事に行う上での作法
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ややり方を学ぶことができた。 

 ③先進地事例に参加し、住民主体のまちづくりの実際とその結果としての観光客が訪れるまちづくり

の事例を把握することができた。 

５地域への提言 

・浜通り外の人々による浜通りの認識や評価をまちづくり活動に反映することを検討してはどうか。 

 ・空き家活用のあり方について、これまで観光振興を軸に検討をしてきたが、住民のニーズを把握し

たり、住みよいまちのあり方といったことも検討しながら、活用のあり方を検討してはどうか。 

６地域からの評価 

「あかり展」は10年程度実施してきたイベントであるが、来場者に対する聞き取り調査、アンケート

調査のようなことはやったことがなく、今回の調査結果は興味深かった、という評価をいただいた。ま

た、10月から新たに加わった1年生も積極的にワークショップに参加している様子が伺えるというお言

葉を頂いた。 
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（成果報告書） 

お茶資源を活用した観光商品化に関する研究 

静岡大学 学生支援センター（静大フューチャーセンター） 

教  員：准教授 宇賀田栄次 

参加学生：奥洞知依、増田彩香 

１要約 

 本研究は、新たな観光提案につながるモデルとして、未来志向の対話の場であるフューチャーセンタ

ーをきっかけとして地域住民が主役となる動画作成が地域資源の活用に効果を与えることを明らかに

していく。「お茶」は島田市の代表的な地域資源であるが、本研究ではお茶を地域の日常生活シーンと

も捉え、島田市の日常風景や地域住民の普段の生活こそが魅力ある地域資源であり、観光資源としての

価値も見出すことができることを仮説立てた。 

 地元高校生や地域住民らが実際に行ったセッションと撮影によって、地域資源にヒカリをあてる短編

手づくりムービーが完成し、観光への誘導役を果たすとともに、地域住民の誇りや愛着にもつながる可

能性が示唆された。 

２研究の目的 

 本研究にあたり島田市からの期待は、島田市の代表的な地域資源である「お茶」に焦点をあてた観光

への提案である。地域資源を活用した観光商品化は全国各地で行われており、特に観光先での体験プロ

グラムや着地型観光などに顧客（観光客）のニーズがあると言われているが、そこには従来の観光事業

者による対応だけでなく、着地で生活している地域住民の協力や理解が欠かせない。すなわち、「お茶」

を含めた地域資源の観光化に対する地域住民の当事者意識を醸成することが前提となる。 

 宇賀田研究室や学生らで運営する「静大フューチャーセンター」は、多様な立場の人たちが集まり、

地域や組織の課題について未来志向での対話を通して考える場であり、大学を会場とした会のほか、地

域に出掛けて行う会も行ってきた。特に地域に出掛けた会では、参加者、特に地域住民の当事者意識が

高まり、地域での人のつながりによる課題解決への行動につながるケースも見られた。また、島田市で

は、県立島田商業高等学校の生徒が中心となって「島田フューチャーセンター」が活動をし、静大フュ

ーチャーセンターとも普段から親交がある。 

 そこで本研究では、静大フューチャーセンターが起点となり、島田フューチャーセンターで活動する

地元高校生や地域住民を巻き込み新たな観光提案につながるモデルづくりを目指して取り組んだ。 

３研究の内容 

 本研究では、地域住民を含む未来志向の対話の場を開催した上で、「お茶」を地域の日常生活シーン

とも捉えることで、島田市の地域資源や日常を地域住民が主体となって動画を撮影し、「YouTube」へ投

稿するという過程を計画した。「YouTube」は多くの若者が日常的に活用するだけでなく、顧客（観光客）

に対して地域資源の魅力をより明確に発信できる手段と考えられるが、本研究では住民主体で動画を作

成する過程が当事者意識の醸成につながると捉えた。つまり、新たな観光提案につながるモデルとして、

住民参加の対話の場づくりと住民が主役となる動画作成が地域資源の活用に効果を与えることができ

るという仮説を立てた。 

 未来志向の対話の場は、静大フューチャーセンターが主催し、NPO法人静岡フューチャーセンターサ
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ポートネットESUNEがセッションの企画運営を行った。参加者の募集にあたっては、SNS（https://www. 

facebook.com/events/2006472339624872/）を活用し、島田市役所ホームページ「しずおか中部連携中

枢都市圏」のページ（https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kouikirh/sizudaifc.html）でもイベン

ト告知を行った（右図：募集チラシ）。セッション名は「手

づくりムービーが生む新しい観光―地域資源にヒカリをあ

てよう―」とし、午前中3つのグループに分かれセッション

を行い、終了後グループごとに動画や写真を撮影するという

2部構成とした。 

 参加者は19名、内訳は高校生6名、大学生2名、社会人11

名であった。第1部では、「初倉」「川根」「金谷」というグル

ープに予め分かれ、「あなたが思う地域資源は？」「地域資源

にヒカリがあたるまち」「撮影コースを考えよう」というセ

ッションを行った。セッションを通して、参加者からは「島

田」「金谷」「川根」という島田市のお茶について地域が誇る

資源として挙げられただけでなく、お茶菓子やお茶を通した

人付き合い、祭りや日常風景までも地域資源に含まれること

が語られた。また、それらの地域資源にヒカリがあたる未来

について「地域住民が笑顔になる」「地域の人自身が地域を

好きになる」という言葉で表現された。 

 第2部では、「初倉」「川根」「金谷」という3つのエリアを対象にグループごとの撮影活動を行った。

初倉、川根については島田市、金谷については地元「金谷タクシー」の協力を得て1台ずつの車に乗車

し、それぞれのエリアで見つけた魅力を動画や写真に収めた。そしてその動画や写真は島田フューチャ

ーセンターに取り組む高校生の手によって編集され短編手づくりムービーとして完成する予定である

（2月末）。完成後のムービーを「YouTube」で公開することで、地域住民が主体となって発信する新た

な観光提案につながるものと期待できる。加えて短編手づくりムービーを地域住民が観ることで世代や

立場を超えた会話が生まれ、人のつながりに変化していくことも考えられる。 

飯盛（2015）は「地域づくり」を「地域の課題解決を行う具体的な活動」と捉え、特に産業や観光振

興などの分野においては「地域資源」と「つながり」が「銀の弾丸」つまり決め手になると説いている。

それは①地域資源の発見、再発見②意味づけや価値観の共有③資源の戦略的展開という「資源化プロセ

ス」を通して、地域住民がそれぞれの状況に応じて主体的に考えていくことが求められ、いろいろな人々

が相集い、相互作用によって、予期もしないような活動や価値を次々と生み出していくこと（社会的創

発）が重要だと説いている。そこには資源があるかないかの議論ではなく「資源にしていく」という地

域住民の姿勢が問われるとしている。また、尾家・金井（2008）は、近年高まりをみせる「着地型観光」

は町並み保存運動などにルーツがあるとし、「住民が観光を意識し行動することによって、地域に住む

誇りや生きがいを感じ、暮らしを豊かにしよう」とする結果、着地型観光が始まると述べている。 

セッションと撮影に参加したある社会人（島田市内在住）からも「もっとこのような機会が地域の人

ともてたら素敵な町になり、何でもないものが観光になれるのかなと思いました」との感想があり、地

元の高校生も「初めて訪れた」という場所もあった。これまで学生たちと取り組んできた「静大フュー

チャーセンター」の活動を通して、地域資源の再発見や人のつながりをきっかけとして地域が本来持っ

ている力（地力：じりき）が発揮されるという場面をいくつか体験してきた。このことを「地力発掘」

と呼び、地域課題解決だけでなく、インターンシップなどのキャリア教育にも展開をしている。本研究

においても、お茶資源を起点としながらも、地元高校生や地域住民らによって作成された短編手づくり
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ムービーが観光への誘導役を果たすとともに、地域住民の誇りや愛着にもつながる可能性を示唆したと

考える。 

参考文献 

飯盛義徳，2015，『地域づくりのプラットフォーム つながりをつくり創発をうむ仕組みづくり』，学芸出版社． 

尾家健生・金井萬造，2008，『これでわかる！着地型観光 地域が主役のツーリズム』，学芸出版社． 

４研究の成果 

（１）当初の計画 

   10月プロトタイプづくりの地域ツアー実施 

   11月フューチャーセッション、撮影  

12月ムービー完成、協力企業でのPR 

1月振り返り、まとめ 

（２）実際の内容とその理由 

 Ｂ：一部修正 

 理由 想定したスケジュールの確保、調整が進まず、計画実施が全体に後ろ倒しとなった。 

そのため、協力業者でのPRや振り返りを行うことができず検証に至らなかった。 

（３）実績・成果と課題 

   短編手づくりムービーを住民とともに作成できたことのほか、島田市役所を会場とし、地元高校

生や住民が参加するフューチャーセンターを実施できたことは本研究終了後の地域課題解決の

糸口となると考える。「お茶」への訴求について十分に取り組むことができなかった。 

（４）今後の改善点や対策 

   他市の「お茶」資源との連携や「ふじのくに茶の都ミュージアム」完成後の島田市における「お

茶」を含めた文化の魅力発見など、今後の可能性が広がると考えられる。島田フューチャーセン

ターと連携した支援を検討したい。 

５地域への提言 

  今回の取組によって本学の関係者はもとより地元高校生や住民の方も島田市の地域資源の豊富さ

に気づくことができたと考える。今後も一層住民参加での取組が広がり地域の人のつながりが強く

なることを期待したい。 

セッション（導入）の様子 セッション（グループワーク）の様子 動画・写真撮影の様子 
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６地域からの評価 

  本研究では、十分な検証が行えず評価をうかがうことができなかった。 
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静岡型生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）に係る連携事業 

静岡県立大学｢ふじのくに｣みらい共育センター 

      健康づくりワーキンググループ 

     教 員： 教授 合田敏尚、准教授 新井英一、講師 刀坂泰史

  教授 古賀 震、准教授 杉山眞澄、講師 糸川紅子 

  准教授 東野定律 

    参加学生： 山田瑞己、瀧賀祐生、久保田美成、鈴木杏奈

  菊地美奈子、八木捺季、秋山美涼、浅倉 晶 

  近藤理帆、源平麻衣、佐々木華、平井勇祐 

  森 智哉、村田謄行、薮田亜沙美、清水晃介 

  木村有希、西村拓馬、大村有紀、牧野莉央 

  山野萌音、清水美帆、小原未希、村上 彗 

  本多大樹 

１要約 

 アクティブシニアの地域交流や社会参加を促すための仕組みづくりを検討するために、静岡県立大学

「ふじのくに」みらい共育センター健康づくりワーキンググループの教職員と学生が、地域住民、行政

とともにCCRC事業連絡協議会を開催し、セミナーやイベントの立案・企画・運営のあり方に関する検討

会での議論や調査の結果をふまえて、シニア世代の健康リテラシーの向上に焦点を当てたイベントを健

康フェスタとして実施した。健康フェスタには、静岡県立大学の医療系学部等（薬学部、食品栄養科学

部、看護学部、経営情報学部）の教員と学生が多職種チームとなり、３つのグループに分かれて、健康

測定、健康習慣自己チェックおよび健康心配ごと相談を実施した。本イベントに参加したアクティブシ

ニアの一般住民 90名におけるアンケート調査の結果、個人の健康習慣や認知機能の確認を促すイベン

トには関心と満足度が高いことが示された。アクティブシニアにとっての地域交流拠点の重要な魅力と

して、個人の健康寿命の延伸にむけた、具体的で実践的な健康チェックや個別相談の場を定期的に提供

することを考慮すべきことが明らかになった。 

２研究の目的 

 アクティブシニアによる積極的な地域交流、社会参加を促す仕組み及び環境整備に関する実践的な知

見を集積し、「生涯活躍のまち」にふさわしい新たなコミュニティ拠点のあり方を検討することを目的とし

た。 

３研究の内容 

 アクティブシニアの地域交流や社会参加を促すための仕組みづくりを検討するために、静岡県立大学

「ふじのくに」みらい共育センター（COCセンター）健康づくりワーキンググループの教職員と学生の

メンバーを事務局としてCCRC事業連絡協議会を組織化し、イベントの立案・企画・運営のあり方や住民

ニーズの調査に関する検討会を、平成29年9月26日（火）と平成29年11月8日（水）に実施した。その成

果に基づき、平成29年12月10日（日）に、静岡市南部生涯学習センターにおいて、健康の「見える化」

と相談による不安の解消に焦点を当てたイベントを健康フェスタとして実施した。また、駿河「共生」
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地区の65歳以上の住民から無作為に抽出された1,000名の住民を対象として、「生涯活躍のまち」におけ

る暮らしについての実態調査（39項目）を、郵送による無記名アンケート調査によって実施した。 

 健康フェスタには、静岡県立大学の医療系学部等（薬学部、食品栄養科学部、看護学部、経営情報学

部）の教員と学生、地域健診センタースタッフ、行政専門職が多職種チームとなり、３つのグループに

分かれて、健康測定、健康習慣自己チェックおよび健康心配ごと相談を実施した。 

 健康測定コーナーでは、血圧、内臓脂肪、骨密度を測定するとともに、iPadなどの情報機器を用いて、

血管年齢の自己チェックを実施した。また、認知症リスクの自己チェックを実施するとともに、立つ、

歩くといった生活活動動作の障害のリスクを判定する「ロコモ度」の検査を実施した。 

 生活習慣自己チェックコーナーでは、ふじのくに健康長寿プロジェクトとして開発された「ふじ３３

プログラム（シニア版）」を活用して、筋力、バランス、柔軟性に関する体力チェックと健康習慣の自

己チェックを行った。また、静岡県健康福祉部とともに開発した「減塩５５プログラム」のチェックリ

ストを用いて、食塩の摂り方についての啓発活動を行った。 

 健康心配ごと相談コーナーでは、静岡県立大学COCセンター健康づくりワーキンググループの連携協

力者である地域専門職と大学教員が、管理栄養士、薬剤師、看護師の連携チームとなり、相談者の希望

にあわせて、食、薬、体に関する専門的な相談に対応した。また、休憩所には、ブックカフェとして、

アクティブシニアに関心の高い健康長寿のコツなどに関する書物を自由に手に取ることができるよう

にした。 

 事後のアンケート調査により、地域のアクティブシニアが、健康や食事に関する実践的なイベントの

中で、どの活動に関心が高く、満足度が高いのかを分析した。 

４研究の成果 

(1)当初の計画 

 当初は、9月に静岡県立大学CCRC事業連絡協議会を立ち上げ、10月 11月の検討会における情報の収

集を経て、12月に健康フェスタを実施するとともに、住民のニーズ調査を実施する予定であった。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

 Ａ：静岡県立大学CCRC事業連絡協議会を、予定通り平成29年9月26日（火）と平成29年11月8日（水）

に実施した。その成果に基づき、予定通り平成29年12月10日（日）に、静岡市南部生涯学習センターで

健康フェスタを実施した。実施内容も当初の計画通り、アクティブシニアに関心の高い健康や食事に関

する自己の状態の「見える化」を促す測定方法や教材を十分に揃えて、調査イベントを実施することが

できた。また、駿河区南部学区および富士見学区（駿河「共生」地区）の65歳以上の住民を対象とした

調査についても、行政の協力をいただき、当初の計画通り、平成29年12月18日から平成30年1月15日の

期間に実施することができた（回収率48%）。 

(3)実績・成果と課題 

 調査イベントとして実施した健康フェスタの参加者は90名であり、60%が女性であった。事後アンケ

ートに回答した80名（回収率88.9%）の参加者の年齢は、70歳代以上が半数以上（60%）であり、60歳代

が26%、50歳代が8%、40歳代が2%であった。参加者の92%は駿河区の住民であり、葵区（8%）の住民の参

加も見られた。イベントの情報の入手先は、回覧板（33%）とイベント会場（南部生涯学習センター）

における広報（28%）で約６割を占めていた。 

 参加者の90%以上が骨密度と血管年齢の測定に参加し、参加者の80%以上が内臓脂肪測定とロコモ度測
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定に参加した。参加者の約75%が生活習慣と食塩の摂り方の自己チェックに参加した。参加イベントご

との満足度は概ね高く、「非常に満足」、「ほぼ満足」と回答した者の割合は、健康測定コーナーでは95%、

自己チェックコーナーでは90%、健康心配ごと相談コーナーでは86%であった。 

 駿河区南部学区および富士見学区に居住している65歳以上の住民を対象としたアンケートの回答者

のうち、42%は75歳以上であり、14%が単独世帯であった。アンケートの回答結果を解析したところ、現

在の健康状態が「よい」あるいは「まあよい」と答えた者は25%に過ぎず、52%が医療機関へ通院してい

た。 

 学習活動、健康づくり・スポーツ活動、地域活動、友人や子どもの家等への訪問など、社会活動を目

的とした外出のどれもしていない者は44%であり、日中に一人になることが「よくある」と回答した者

は37%であった。日常生活に関する情報を家族あるいは友人・隣人のいずれからも得られていない者は

63%もいた。一方、家族との団らん、友人や知人と過ごすとき、地域活動に参加しているとき、あるい

は若い世代と交流しているときに生きがいを感じるなど、他人と関わることに対する生きがいを感じて

いる者は78%に達した。地域の一員として、何か地域のために役に立ちたいと「強く思う」あるいは、「ど

ちらかといえば、そう思う」というように、地域貢献の意欲の高い者は55%もおり、実際にこの１年間

に地域活動に参加したことのある者は69%に達していた。 

 対象者の半数以上（56%）は、健康のために食事に気を使っていると回答し、対象者の22%は食事に関

して困っていることがあると回答した。また、摂取している食事の質には男女差が見られ、女性よりも

男性の方が、食品群全体の摂取頻度が低く、主要なたんぱく質源となる食品群の摂取頻度が低く、野菜

の摂取頻度も低くなっていた。食事の質は社会関係の強さによって影響を受けており、家族や仲間と一

緒に食事をする者、近所付き合いをしている者、社会活動を目的とした外出をしている者、あるいは地

域活動に参加している者では、そうでない者と比べて、食品群全体の摂取頻度、たんぱく質源となる食

品群の摂取頻度、および野菜の摂取頻度がいずれも高いことが明らかになった。 

(4)今後の改善点や対策 

 CCRC事業連絡協議会における地域住民や行政との意見交換により、地域住民の健康に関する関心や健

康リテラシーにはかなりの格差があることが推察された。健康寿命の延伸に関心のあるアクティブシニ

アに対しては、健康イベント等の情報を集約して広く共有する手段を講じることによって、自主的な参

加が加速されるであろう。一方、健康に関する関心が薄い地域高齢者に対しては、健康フェスタのよう

なイベントを活用して、アクティブシニアの住民が率先して周囲の者を誘って参加することを促す仕組

みを作ることが、まず必要と考えられた。当該地域には、元来、他人と関わることに対する生きがいを

感じている者が多いことが明らかになったので、コミュニティ活動に参加する端緒があれば、帰属感が

生じて、おのずと健康リテラシーが向上することが期待される。それゆえ、自宅に引きこもりやすい高

齢者に外出を促す手段のひとつとして健康フェスタのようなイベントを捉え、健康に関する関心が薄い

高齢者であってもイベントに参加したくなる要素を明らかにする必要があると考えられた。 

５地域への提言 

 高齢者層、なかでもアクティブシニア層において最も関心の高い「健康」をテーマとし、大学の持つ

地（知）の拠点の実践的な知識と技術を、教員と学生がチームとなって実施するセミナーやイベントは、

アクティブシニア層には魅力的であり、参加意欲を高める内容を含んでいると考えられる。さらに健康、

生活習慣、食事などに関する自己の状態の「見える化」を促す教材の開発は、イベントへの継続的な参

加を推進するものと考えられる。 
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 一方、地域の高齢者は単独世帯が増え、食事に困っている者も存在している。社会活動を目的とした

外出の機会を失いつつある高齢者が半数近くに達しており、社会関係が稀薄になるにつれて、食品群の

摂取頻度の指標からみた食事の質が低下していることが危惧される。高齢者の半数以上は健康のために

気を使っていると回答しながら、実際には健康と食事のリテラシーは十分ではないので、社会参加を促

す仕組みを考案し、共助によってコミュニティの中で健康と食事のリテラシーを高め合う体制づくりが

必要であろう。食事を共にするという活動は、楽しさや快適さの体験を共有して社会関係を促進するこ

とにもなるので、地域交流拠点の機能のひとつとして、共食の経験と食事のリテラシーの向上を目的と

した「みんなの食堂」の存在があれば、コミュニティの求心力を高めるための様々な手段が考案できる

と考えられる。 

６地域からの評価 

 南部生涯学習センターに配架したチラシや回覧板の情報が健康フェスタの参加のきっかけになった

者が多いという状況から、本研究で実施した健康フェスタの意義は、多くのアクティブシニアにはわか

りやすく、魅力があることが伺えた。それぞれの参加型のイベントにおいて、「非常に満足」、「ほぼ満

足」と回答した者の割合は、健康測定、健康習慣自己チェックおよび健康心配ごと相談のすべてで、85%

を越えており、参加者からはきわめて高い評価を受けたと判断することができる。 
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清水区の「食」を通じた魅力発信について

静岡県立大学 「ふじのくに」みらい共育センター

学部連携課外活動プロジェクト

         教  員：准教授 高畑 幸

 参加学生：

食品栄養科学部：吉田茜(B) 川田久美子(B) 菅野真伎(B) 

                                                     平出栞(B) 山田瑞己(A･B) 鈴木杏奈(A･B) 

                                                 西尾春菜(A) 

国際関係学部 ：鈴木杏佳(A) 松井杏美(A) 西田真央(A) 

経営情報学部 ：十文字澄夏(A) ※カッコ内は所属チーム 

１要約

 静岡市清水区が「清水区魅力づくり事業」として、「清水区１００通りの健康レシピ」と題するレシ

ピ本を制作して区の魅力発信を行う事業に協働し、「ふじのくに」みらい共育センターの学部連携課外

活動プロジェクトとして、食品栄養科学部、国際関係学部、経営情報学部の学生が、学部を横断して参

画した。はじめに、食材選びや冊子のイメージについて市職員と意見・情報交換をおこない、冊子作成

の骨子を検討した。特産品を活かしたオリジナルレシピの作成、栄養価や健康効能の情報については、

食品栄養科学部の学生が研究・開発を担当した。また、冊子に関連する清水区内の地域資源を調査する

フィールドワークをおこない、生産者など現場の声を収集し、それらを取材記事として清水区地域総務

課に提供し、レシピ本に掲載する原稿とした。レシピ本に関しては、一部構成などにも学生がアイディ

アを提供した。さらに、レシピ本の完成に合わせて、その内容を紹介するプロモーション動画等を作成

し、より効果的な魅力発信の方法を検討した。 

２研究の目的

「食」を通じて「健康長寿のまち」としての清水区の魅力を発信することで、清水区の活性化と観光産

業に寄与すべく、若者目線からの意見やアイディアを取り込んだライフスタイル・レシピの提案をめざ

した。

３研究内容

 平成 28 年度、清水区で行われた区民意見聴取事業「清水区ディスカッション」において提案された

アイディアを具現化するため、本年度、清水区において「清水区魅力づくり事業」として『清水区１０

０通りの健康レシピ』冊子の作成が事業化された。昨年度の「清水区ディスカッション」から引き続い

て、静岡県立大学「ふじのくに」みらい共育センターが中心となり、教職員・学生が、冊子の素材やア

イディアなどの提供で、清水区と協働することとなった。 

 食品栄養科学部・国際関係学部・経営情報学部の学生から希望者を募り、清水区の地域資源の調査お

よび清水区の魅力発信に向けて、取材チーム（A チーム）として、学部連携課外活動プロジェクトとし

て活動を行った。 

一方、28 年度の「清水区ディスカッション」に参加した食品栄養科学部の学生は、メイン食材の選択、
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オリジナルレシピの考案、健康効能の情報提供などで参画し、オリジナルレシピチーム（B チーム）と

して、事業を進めた。オリジナルレシピの作成にあたっては、食品栄養科学部教員が監修・指導をおこ

なった。 

 平成 29年 8月 10 日（木）に、A・Bチーム合同の企画会議を開催し、清水区地域総務課より、レシピ

本制作の主旨、目的の説明があり、チームごとに活動を進めていくための検討が行われた。同時に、清

水区の食材や地域特性、地域資源などの情報を共有するワークショップを行った。これを受けて、9 月

20 日(火)に Bチームの打合せが行われ、オリジナルレシピ開発に向けて検討が進められた。 

 9 月 29 日(金)には、冊子に関連する地域資源のフィールドワークとして、駒越(枝豆)～折戸（折戸ナ

ス）～三保（トマト）～清水港（マグロ）～庵原（みかん）～両河内（お茶）を巡る清水区視察ツアー

を実施した。追加として、11 月 5 日（日）に担当学生がフェルケール博物館（お茶・蘭字）への視察も

行っている。B チームにおいては、視察ツアーを参考として、オリジナルレシピ作成を進め、A チーム

は、それぞれの生産者や食材をテーマに、清水区の魅力を発信すべく、レシピ本掲載用の取材原稿を作

成した。取材原稿は、教員の指導・確認を受けた後に清水区へ提供した。11 月 30 日（木）には、オリ

ジナルレシピの試作を静岡県立大学食品栄養科学部棟で行い、同時にレシピ本掲載のための料理の写真

撮影も行った。 

 A チームは、学部連携のため、時間調整が難しく、昼食を取りながらの編集会議を行うこととし、10

月 4 日（火）、12 月 5 日（火）11 日（月）14 日（木）19 日（火）と、ランチミーティングを重ねた。

レシピ本原稿案が仕上がってきたところで、1月 10 日（火）には、夜間に編集会議を開催し、構成や編

集に関して意見を取りまとめ、清水区に提案した。レシピ本プロモーション動画の制作に関しても打ち

合わせを続け、役割分担のうえ、情報やデータ収集にあたった。 

 1 月 2 月にインターネットや SNS を活用して、プロモーション動画の編集を進め、2月 16 日（金）に、

清水区が企画したレシピ本お披露目のレセプション（会場:ホテルクエスト清水）において、活動の報

告及びプロモーション動画発表のプレゼンテーションを行った。 

 レシピ本には、「折戸ナス」および「羽衣伝説」に造詣の深い教員による寄稿もあり、静岡県立大学

の知的資源を地域に還元している。 

４研究の成果

(1)当初の計画 

 当初の計画では、８月にチームを編成し、企画会議を開催し、９月にフィールドワークを実施、10 月

の企画会議を経て、11 月にプロモーション動画の編集会議を行い、１月にプロモーション動画を作成す

る予定であった。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

 Ａ：当初の予定通り、８月にチームの編成、企画会議を実施することができた。フィールドワークの

ための清水区視察も、夏休み終盤の９月末に開催でき、予定通り進んだ。清水区のレシピ本作成との調

整から、プロモーション動画企画会議は１月にずれ込み、清水区のレシピ本の校了が１月末となったた

め、プロモーション動画作成が２月初旬と、若干遅れたが、ほぼ予定通り終了することができ、2月 16

日のレセプションにおいて、発表することができた。 

(3)実績・成果と課題 

 レシピ本は全 60ページにのぼり、そのうち、オリジナルレシピの 14 メニューと一口健康メモ、メイ

-36-



ン食材の健康ポイントを Bチームの食品栄養科学部の学生が担当し、教員が監修した。メイン食材の紹

介ページの生産者や企業への取材記事、およびページの構成を Aチームの学生が担当し、教員が指導・

助言をおこなった。また、「折戸ナス」の項と「トマト」（三保地区・羽衣）の項で、教員が専門的知見

から学術的な資源紹介を執筆し、レシピ本の中に、学術的・知的要素を加味することができた。「地（知）

の拠点」としての、静岡県立大学「ふじのくに」みらい共育センターの地域貢献・研究活動にふさわし

い内容となった。

 プロモーション動画は、学生が撮影したものと清水区から提供されたデータ等を編集することで作成

した。ナレーションを考え、別途学生による録音も行った。今回取り上げた食材は 10 品目であり、清

水区の視察では多くの生産者を訪ねたものの、全てを取り上げることは困難であった。また、「食」以

外の清水区の魅力も発信したいとの考えから、港から始まり、清水区を代表する食材である由比の桜エ

ビのかき揚げを紹介し、レシピ本の案内で終了する形で構成を考えた。学生が積極的に情報データを収

集し、それを 3分弱の動画として編集した。これにより、関わった学生が清水区の魅力に気づき、地域

の魅力を発信することが地域活性化につながることを学んだのは大きな成果であった。特に、地元の生

産者や水産加工会社など、日頃は接することのできない人びとや企業などの地域資源を訪問することが

でき、新しい視点から「地域」を考える契機となった。清水区においても、学生の若い視点でのレシピ

考案や取材は、清水区の新たな情報発信となったはずであり、その点において地域に貢献できたと考え

る。 

(4)今後の改善点や対策 

 オリジナルレシピは、日常生活において気軽に安価に作れるものを、30 代から 50 代の働き盛りの人

びとをターゲットとして作成した。塩分を控える工夫をするなど、健康面にも気を遣ったが、食材の関

係で、通年購入できない素材も含まれる。季節を楽しむことができる反面、レシピ本を手に取った時に、

季節によってはすぐにレシピづくりに取り組めない可能性もあり、その点での工夫が必要である。 

特に折戸ナスは生産量が少ないため、清水区外では容易に入手できず、販売価格もやや高めである。し

かし、折戸ナスは清水区の在来作物であり清水の文化を代表する資源である。今後、清水区の飲食店な

どと清水区が連携して、手軽に折戸ナスを食する機会を作ってほしい。清水区が率先して地域活性化事

業として進めることに期待したい。 

 清水港には訪日外国人客を乗せた大型客船が寄港することもあり、プロモーション動画には多言語の

字幕やナレーションなども必要である。また、一人でも多くの人に情報を伝える手段として、SNS 等、

さまざまな手段を考え、広く伝達していくことが重要であり、その対策を検討する必要があると考える。 

５地域への提言

 清水区は、清水港を中心として栄えた歴史を持つ。清水港は貿易港として清水文化の中心地であった。

現在も、冷凍マグロの水揚げでは日本一を誇っている。また、清水次郎長の生家や世界文化遺産の三保

の松原など、観光資源も多くある。山に入れば、興津川上流の両河内は、静岡で最も高級なお茶の産地

であり、銘茶の隠れ里と言われている。海と山の幸に恵まれた清水区は、まさに「食」の魅力が満載の

土地柄である。これらの魅力を地域住民も一緒になって楽しみ、味わい、それを内外に発信していくこ

とが、清水区を元気にし、清水区の魅力を伝える最大の手法であると考える。レシピ本、プロモーショ

ン動画もその一手段であり、是非とも活用していただきたい。

 また、学生と地域が更に交流を深め、地域で地域を学ぶ機会を増やすことも重要である。清水区には、

今後そのような機会づくりを是非とも期待したい。今回実施したような、地域資源を楽しむ視察ツアー
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などにも積極的に関わっていただくことを希望する。

６地域からの評価 

 平成 30年 2月 16 日（金）に、清水区のホテル クエスト清水において、清水区主催で「100 通りの健

康レシピ」完成レセプションが行われた。生産者、地域自治会から、市議会議員、関係企業、静岡市各

課まで、多くの参加者の前でＡチームが「清水区の『食』を通じた魅力発信」と題して自分たちの取り

組みを発表し、プロモーション動画のお披露目および県立大学生が考案したオリジナルレシピの試食会

が行われた。 

取材先の生産者からは、「清水区の魅力が伝わる冊子になっている」と高い評価をいただいた。100 のレ

シピを紹介することによって、消費者がさまざまな食材と調理法にチャレンジすれば、地産の農水産物

の消費拡大につながるのではないかと期待の声があがった。 

また、プロモーション動画は、楽しく、わかりやすく作られていると好評であった。今後、SNS などの

媒体から、プロモーション動画を活用してレシピ本を紹介し、清水区の魅力を内外に発信して欲しいと

の意見が多く寄せられた。 

【参考写真】 

8 月 10 日 Ａ・Ｂ合同の企画会議 9 月 29 日 清水区視察ツアー 

11 月 30 日 オリジナルレシピ試作会 2 月 16 日 「100 通りの健康レシピ」レセプション 
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Ｓ型デイサービスの継続性に関する研究（課題名：Ｓ型デイサービスの継続性）

静岡県立大学 経営情報学部  東野定律 

経営情報学部 3年 井深智映,大石百華,小野田真依,川北実優,齋藤万里乃 

松室佳奈,八木美穂,若杉朱莉 

経営情報学部 4年 石川真梨子,榊原瑞香,白川紘行,寺田昌代,中村咲絵 

１．要約 

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包

括的に確保される地域包括ケアシステムの必要性が高まっており、自治体においても様々な取り組み

がなされている。 

本研究では、静岡市において実施されているS型デイサービスに着目し、S 型デイサービスの運営課

題や、各会場が抱える問題、参加者の利用状況や健康状態などをアンケート調査などにより明らかに

し現状を把握することで、今後の地域包括ケアシステムの構築におけるS型デイサービスの役割や、事

業を継続していくための基礎資料を収集することを目的とした。 

調査の結果、現在のＳ型デイサービスは、参加者にとってとても満足度が高いものであるとの結果

になった。参加するきっかけは口コミによるものが多く、介護予防や周囲とのつながりを目的として

参加している人が多い。また、おしゃべりをする機会が増えた、生き甲斐が増えた、行動範囲が広が

った、自身が周囲に勧めることもよくあるという点から、地域で繋がるきっかけ、また地域の高齢者

の居場所となっていることが示された。 

また、参加者が今後のＳ型デイサービスの活動において望むものとしては、歌・民謡・カラオケと

いった楽しみを求める活動とともに、健康指導や健康体操など、既存の内容に引き続き介護予防を目

的とする活動内容を求めていることがわかった。 

２．研究の目的 

2025年に向けて、市町村が中心となって、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてつ

くり上げていく地域包括ケアシステムの構築が急がれているが、静岡市においても平成29年度から新

しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施が予定されており、これらの事業で求められる多様なサ

ービスの一つとして期待されているのがＳ型デイサービス（平成27年度現在で253会場、実参加者数

6,403名）である。 

 本研究では、前年度2月中旬にした「静岡市におけるS型デイサービスの継続性」に関するワークシ

ョップで示された「利用者自身にとってＳ型デイサービスを利用したくなる内容（項目）は何か」、 

「提供する内容などについては、利用者にとって目的となる内容となるため、そもそも利用者はどう

して利用しているのかが分かれば、より幅広い対象者を得ることができると考えられる。」「実施形態

などが利用者の意向がどのように影響しているかなどを調べ、評価していく必要がある」という意見

を踏まえ、アンケートやヒアリングにより運営実態の把握と参加実態の把握をすることを目的とした。 

-39-



３.研究の内容 

地域包括ケアシステムを構築する上で、この静岡市におけるＳ型デイサービスを今後どのようなも

のにしていくのか、より多くの参加者を募るにはどのような内容を提供していくべきか、運営体制と

して現状ではどのような課題があり、改善が求められるのか等、事業の具体的な中身について、検討

を行うために、S型デイサービスの運営主体者に対して、運営状況として、参加者の参加状況、参加者

を募るための取組、現在実施している企画内容、今後行いたい企画内容を、運営状況としては、スタ

ッフ・ボランティアの配置状況、会場や設備の不便さ、他機関、他会場との連携の有無などについて

郵送による質問紙調査を実施した。

 また、現在S型デイサービスを実際に利用している高齢者に対しては、参加し始めたことでどのよう

な効果があらわれているか、参加を続ける理由を把握することで、今後長く継続して参加者を集める

ための方法を提案するために、個人属性に関する内容として、年齢、性別、住まい形態、外出の頻度、

健康状態、生活満足度、趣味嗜好などを、参加しているS型デイサービスについては、参加した理由を

はじめ、継続参加期間、参加頻度、会場までの距離、参加してからの心身状況の変化、現在の活動の

満足度、今後求めるものについて質問紙による調査を行った。

４.研究の成果 

(1)当初の計画 

 当初の計画では前年度の「地（知）の拠点整備事業」における地域貢献活動の実績を踏まえ、 

Ｓ型デイサービスを運営している実施主体者10箇所、参加者各5名計50名への調査を企画していた。 

(2)実際の内容（Ａ：予定どおり）とその理由 

  月～2月中旬にかけて静岡市健康長寿局地域包括ケア推進本部、および静岡市社会福祉協議会の

協力を得ることから、静岡市内すべてのＳ型デイサービスを運営している実施主体者277箇所に調査

票を配布し、240箇所から回収することができた。（回収率89％） 

また、参加者に関しても、静岡市社会福祉協議会のＳ型インストラクターおよび地域福祉コーディ

ネーターの協力を得ることにより、市内23箇所参加者計455名の結果を収集することができた。 

(3)実績・成果と課題 

 2つの調査で得られた結果についてまとめると主に以下の通りである。 

①参加者の調査結果から見たＳ型デイサービスの利用実態 

現在のＳ型デイサービスは、参加者にとってとても満足度が高く、健康増進、社会参加の促進

という部分で大きな役割を果たしていることが明らかになった。Ｓ型デイサービスに参加するき

っかけは口コミによるものが多く、介護予防や周囲とのつながりを目的として参加している人が

多いことから、地域包括ケアシステムの目指す地域の住民同士の支え合い（互助）のまちづくり

の一端を担っていることが明らかになった。さらに、おしゃべりをする機会が増えた、生き甲斐

が増えた、行動範囲が広がった、自身が周囲に勧めることもよくあるという点から、Ｓ型デイサ

ービス自体が地域で繋がるきっかけ、また地域の高齢者の居場所となっていることは間違いない。

参加者が今後のＳ型デイサービスの活動において望むものとしては、歌・民謡・カラオケといっ

た娯楽に次いで健康指導や健康体操など、既存の内容に引き続き介護予防を目的とする活動内容

を求めていることがわかった。 
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②主催者の調査結果から見た運営状況と課題 

<参加者を募る為の取り組み> 

調査の結果から参加者を募る為には、多くの会場の回答より、口コミが最も有効な方法である

と分かった。直接知る人からその評判を聞き、まずはどのような活動をやっているのかを理解し

てもらわなければ参加には繋がらない。また、既存の参加者を定着させるためにもまずは声かけ

をすることでＳ型デイサービスが利用者にとっての重要な居場所であることを認識してもらい、

定着につなげている。そのほかにも、活動内容が偏らないようにバランスを心がけている会場や、

参加者とのかかわり方を常に意識して接することで定着するために工夫している運営者が多くみ

られた。 

<男性参加者について> 

調査の結果、やはり男性の参加者が少ないことに悩む会場運営者も多かった。各会場で男性の

参加者を募る為に様々な取り組みはされているものの、男性参加者を増やすことは簡単なもので

はないことが明らかになった。 

 男性が参加してほしい理由を聞くと、男性の孤立を心配する声や会場がより活気づくという意

見、また設営において男性の力が必要という理由も見られた。実際に男性に対する取り組みとし

てほとんどの会場で「直接声をかけて呼びかける」取り組みがされていた。ある会場では、「男性

ははじめの一歩が重要。楽しそうな催し物の時、見学に来てもらうといい。」という意見もあり、

男性が一歩踏み出すためのきっかけを作ることで参加につながることが推察された。 

<会場について> 

 S型デイサービスの会場はおもに公民館や、地域の集会所など、古い建物であることが多く、さ

らに二階で行われているところも多かったため、参加者の階段昇降などの負担が大きい。今後ま

すます地域の高齢化は進み参加者の増加も予測される。より使いやすい会場の整備の必要性が高

いことが明らかになったといえる。 

<運営に関して> 

 運営者が活動の企画・運営に最も苦労したと答えたのは「参加者全員が楽しめる内容の考案」

だった。また、今まで好評だった内容を見ると、参加者全員で一緒になって楽しむ「遊びやゲー

ムを取り入れたリハビリテーション」が最も多く、個人活動になる「手芸」等はあまり好評でな

かったという結果になった。参加者が同時に楽しさを共有できる遊びやゲームは今後も参加した

いと思ってもらえる内容であるが、全員が楽しめる内容の企画を考えることに苦労していること

が推察された。 

図1 質問_S型デイサービスに来ることになったきっかけ   図2 質問_参加するようになった理由（MA）
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図1 質問_Ｓ型デイサービスでやってみたい活動        図4 質問_会場は利用しやすい環境だと思いますか

(4)今後の改善点や対策 

本研究の結果から、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるためには、Ｓ

型デイサービスの必要性は高まり、その役割はより一層重要視されていくことが明らかになった

が、今後、よりＳ型デイサービスに継続的に参加する人を増やすためには、参加者にとって楽しく

参加できること、そして参加者の健康を意識した活動を展開してことでより多くの参加者の確保、定

着が見込まれるのではないかと考えられる。一方、参加者自体は定着したメンバーになっているとい

う現状もみられることから、現在参加していない高齢者に対してどのように情報を提供していくか、

参加しやすい内容を企画できるかが鍵になると考えられる。 

口コミの広報も重要であるが、Ｓ型デイサービスの情報発信、ＰＲ活動、多世代交流を目的とした

小中学校との連携実施などが今後の検討課題として挙げられる。 

また、女性より社会的に孤立しがちな男性への積極的なアプローチが必要であるという男性の

参加が課題とされたが、男性も楽しめるプログラムづくり、男性の代表者の選任、より積極的な声掛

け、趣味や仕事などの役割を持たせる活動の必要性が示された。 

 他には会場のバリアフリー化、資金不足、実施形態の多様化、ボランティアの育成などが挙がり、

今後の事業の継続性を考える上で具体的な運営助成への対応の必要性が示された。 

５.地域への提言 

 参加していない高齢者にとってＳ型デイサービスを利用したくなる内容（項目）は何かを調べる

必要があると考えられる。そのために、現在参加していない利用者の属性、日常生活の内容、フ

ォーマル・インフォーマルサービスの利用、医療介護サービスの関わりなどの現状について調査

し、関連性を分析する必要がある。また、利用者がＳ型デイサービスを継続的に利用することで心

身状況や生活の質などにどのような影響を及ぼしているのかを評価していく必要があると考えら

れる。 

６.地域からの評価        

今回調査を行った実施主体者、サポート支援を行っている静岡市社会福祉協議会、静岡市の関連部

署の参加者の意見では、今回の調査はＳ型デイサービスの事業そのものの在り方、今後について考え

るいい内容になるという意見が得られた。 

また、Ｓ型デイサービス自体を継続することは、様々な効果を生み出すが、今後、市を初め、地域

住民、社会福祉協議会がＳ型デイサービスの継続性を保つための課題に対してどのようなアプローチ

ができるのかをそれぞれの役割を踏まえて検討することが望まれるという意見も多くみられた。 
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焼津市ゆかりの作家小泉八雲の地域資源としての活用 

―焼津＆八雲ＹＹプロジェクト― 

静岡県立大学 国際関係学部 細川光洋ゼミ 

指導教員：教授 細川光洋 

参加学生：原田幸枝、青島沙紀、佐々木真子、鈴木麻友子 

平松里苗、倉田麻有、生熊美汐、澤野華世子 

阿部風香、伊澤芳美、魚取あすか、奥野華純 

金子美生、狩野諒奈、小林美紅、榛葉佳奈 

守屋佳奈 

１. 焼津＆八雲ＹＹプロジェクト 

 『怪談』で知られる文学者小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）は、晩年、夏の避暑地としてしばしば焼津

を訪れ、家族とともに水泳などをして過ごした。八雲は、焼津の風物や伝承をもとに、「焼津にて」「乙吉の

だるま」「漂流」等の作品も残している。焼津小泉八雲記念館における展示をはじめ、小泉八雲顕彰会による

顕彰も継続して行われているが、八雲にちなむ土産物が地元でほとんど企画されたことがないなど、地域と

のつながりという面では課題があった。 

 こうした現状をふまえ、平成28年の夏、静岡県立大学細川光洋ゼミ（日本近代文学専攻）と焼津小泉八雲

記念館、焼津市観光協会の産館学の連携によって立ち上げたのが、「焼津＆八雲ＹＹプロジェクト」である。

小泉八雲とその文学作品を「地域の文化資源」としてとらえ、文学を通して地域の魅力を広く発信していく

ことを目指している。また、八雲作品の重要なモチーフである「妖怪」を緒として、学生たちの柔軟な発想

力をもとに、これまで文学に関心のなかった若者層へのアピールを図ることもねらいとしている。 

 本年度は昨年度の実績をふまえて、地域と連携したプロジェクトを継続・発展させ、その成果発表となる

秋の焼津小泉八雲記念館開館10周年記念シンポジウム「地域資源としての文学」の開催を目標に活動を行っ

た。 

２．研究の目的 

本研究は、「地域資源としての文学」をプロジェクトテーマに、焼津市ゆかりの作家小泉八雲と地域とを結

びつけ、新しい地域デザインに取り組み、焼津市の潜在的な魅力を発掘し、活性化させることを目的とする。 

取り組み２年目となる本年度は、地域ＮＰＯ法人や自治体とも連携し、外部への発信力を持つプロジェク

トへの展開を目指した。その成果を、シンポジウムの開催と活動報告冊子の作成により発表した。 

３．研究の内容 

 本プロジェクトが発足以来課題として取り組んでいるのは、以下の２つ点である。 

〇小泉八雲に関連した焼津のオリジナル・グッズ・特産品がほしい。〔PRできるグッズがない〕（観光協会） 

〇焼津小泉八雲記念館を訪れる来場者のほとんどが年配層であり、観光客や若者層の関心を高めたい。（記念

館） 

以上の課題に取り組むために、 小泉八雲にちなんだ商品の開発提案、 八雲作品と地域とを結びつける

学生による朗読会などのイベントの実施、を行うことを決定。この企画方針に基づき、以下の 4.研究の成果

(3)のような活動を行った。本年度は、ＮＰＯ法人浜の会や焼津市役所との連携により、地域のニーズ（地域

から求められているもの）に応えるかたちで企画を立案した。 

また、企画提案を充実させるために、八雲作品をゼミで読み込み、焼津の八雲ゆかりの地を実際に歩くフ

ィールドワークを行っている。単に調査するだけでなく、そこでの「気づき」を具体的な提案・行動に繋げ

ていくことを心がけてプロジェクトに取り組んだ。 
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４．研究の成果 

(1)当初の計画 

 昨年度からの継続課題であり、当初の計画通り以下(3)に挙げる４つの取り組み課題をほぼすべて実施する

ことができた。「商品開発」「朗読会」の企画の他に、シンポジウムの実施と併せて「八雲焼津文学散歩コー

ス」の冊子制作を考えていたが、今回はシンポジウム自体の内容の充実を優先させた。「文学散歩コース企画」

については、次年度に実施する継続課題として、すでに関係する自治体と計画の検討を行っている。これに

ついては、(4)今後の改善点に挙げた。

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

Ａ：予定どおり  

「商品開発」「朗読会」については以下のように実施し、外部からの評価も得ている。なかでも、焼津市役

所若者倶楽部と共同制作を行った「やいちゃん公式LINEスタンプ」の商品化（八雲妖怪担当）、「地域資源と

しての文学」をテーマに松江の学生たちを招聘して行ったシンポジウムのパネルディスカッションは、成果

を地域に発信し、還元するという意味で手応えがあった。実施プロジェクト全体としては、「Ａ評価」として

よいと考えている。 

(3)実績・成果と課題 

「焼津＆八雲ＹＹプロジェクト」の本年度の主な活動実績は、以下の通り。 

「焼津浜通り 第10回夏のあかり展」での朗読会並びに妖怪行燈８基の制作出展（於．焼津 常照寺）

8月5日（土）焼津浜通りで開催される「夏のあかり展」で朗読会を開催。「焼津にて」「耳なし芳一」を

県大箏曲部の協力のもとに朗読した。また、主催するＮＰＯ法人浜の会と共同で行燈制作を行い（7 月）、

八雲の妖怪行燈８基を出展した。朗読会については、「日経新聞」8/19 朝刊に写真入りで紹介されている。

②「やいちゃん公式LINEスタンプ」の焼津市役所との共同制作 

 焼津市役所若者倶楽部、イラストレーター・徳田有希氏と共同で、焼津市のマスコットキャラクター「や

いちゃん」をもとにした公式LINEスタンプを制作。細川ゼミは八雲の妖怪と「やいちゃん」のコラボデザ

イン10ヶを担当した。八雲の妖怪をLINEスタンプ化することは、昨年度の公開プレゼン以来提案してき

たことであり、継続した活動が評価され、実を結んだといえる。「やいちゃん公式LINEスタンプ」の制作

については、8月7日（月）に焼津市役所で制作発表会を行い、「静岡新聞」8/8朝刊に写真入りで紹介さ

れた。

③シンポジウム「地域資源としての文学～小泉八雲による地域づくり～」の企画・開催（於．焼津市文化

会館小ホール）

   10月8日（日）小泉八雲来焼120周年と焼津小泉八雲記念館開館10周年を記念して開催。第一部は紺野

美沙子による朗読会。第二部のシンポジウム・パネリストとして学生が登壇し、ＹＹプロジェクトのこれ

までの取り組みを紹介、島根県立大学短期大学部「ゴーストみやげ研究所」の学生とともに取り組み事例

発表と考案商品の紹介を行った（司会進行は細川）。八雲の曾孫である小泉凡氏、八雲研究者の梅本順子

教授（日本大学）、焼津小泉八雲顕彰会会長の松永六郎氏を交えたディスカッションで「地域の文化資源」

としての小泉八雲に光をあて、松江 - 焼津の連携をもとに、全国の八雲ゆかりの地（熊本・神戸）が連携

して魅力づくりをすすめる「八雲タウン」構想を提案した。 

  当日の参加者には、八雲の『妖魔詩話』のスケッチをもとに学生が制作した「妖怪クリアファイル」を、

ノベルティグッズとしてレジュメとともに配布した。シンポジウムについては、「静岡新聞」10/13朝刊の一

面コラム「大自在」でも「地域資源の豊かな“鉱脈”は、発掘する人が後に続く限り、きっと尽きることは

ない」と高く評価されている。 

④活動報告冊子2016-2017の作成

昨年度からのプロジェクトの活動を、パワーポイント資料等とともに紹介（2月17日発行）。 

以上のような実績・成果を適確に、積極的に発信し、地元企業・団体からさらなる協力を得られるよう努 

めることが継続の課題である。その上で、プロジェクトの質を高めていきたいと考えている。 
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(4)今後の改善点や課題 

(1)当初の計画項でもふれたが、地域と八雲文学とを結びつける「八雲焼津文学散歩コース」企画が課題と

して残っている。この「文学散歩」企画については、焼津小泉八雲記念館に藤枝市郷土博物館・文学館（藤

枝市）、中勘助文学記念館（静岡市）をあらたに加え、「駿河３市文学めぐり」（仮称）のバスツアーとして、

静岡市文化振興財団とともに2018年秋の実施を計画している。焼津での活動を核に、周辺地域と連携するこ

とで「地域の文化資源」としての文学の可能性をさらにひろげていきたいと考えている。いわば文学を地域

の観光資源として活用していく試みである。2018年春には静岡空港からＦＤＡ静岡－出雲便の就航も始まり、

「小泉八雲」による松江との連携もいっそう深まることが期待される。 

現在、小泉八雲の焼津に関する作品をまとめて読むことができる本がない。「文学散歩コース」の企画とと

もに、八雲の作品が地域で読み継がれていくための基盤づくりが今後の課題といえよう。単に観光資源とし

て活用するだけでなく、焼津において小泉八雲の知名度を高めることが、プロジェクトの推進には不可欠で

あると考える。 

５．地域への提言 

 秋に開催したシンポジウム「地域の資源としての文学～小泉八雲による地域づくり～」では、全国の八雲

ゆかりの地（松江・焼津・熊本・神戸）が連携して魅力づくりをすすめる「八雲タウン」構想を提案した。

ＦＤＡ静岡－出雲便の就航は、「小泉八雲」を共通の文化資源として持つ焼津にとっても大きな情報発信のチ

ャンスといえる。松江の地域づくりプロジェクトを一つの先行事例として、焼津発のオリジナリティある企

画がのぞまれる。 

また、近年『文豪とアルケミスト』の人気を契機として、若い世代も文学の「聖地巡礼」に高い関心を示

している（小泉八雲は中でも人気のあるキャラクターである）。首都圏に近い焼津は、小泉八雲ゆかりの地と

して魅力ある場所である。学生たちのアイディアも十分に活かせる領域であろう。 

６．地域からの評価 

 昨年度から活動を行ってきたこともあり、地域からは活動への理解と一定の評価を得てきた。ＮＰＯ法人

や自治体との連携も、来年度に向けて継続して進んでいる。 

「焼津＆八雲ＹＹプロジェクト」はアウトリーチ活動の一つとしてTwitter（八雲焼津プロジェクト）を利用

し、活動のツイート（発信）に対して多くの励ましの言葉をいただいている。 

 https://twitter.com/y_y_project 

これらの成果をもとに、次年度以降も「責任を持った提案」ができるプロジェクトとして、地域とともに

課題に取り組んでいき、期待に応えたいと考えている。
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〈焼津＆八雲ＹＹプロジェクト 2017〉

8/5 「第10回夏のあかり展」八雲作品朗読会 

（焼津市浜通り 常照寺）  

8/7 「やいちゃんLINEスタンプ」制作発表会 

（焼津市役所）  

10/8 シンポジウム「地域資源としての文学～小泉八雲

による地域づくり～」パンフレット

八雲のスケッチによる「妖怪クリアファイル」 

（シンポジウムのノベルティグッズとして制作） 
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イノシシによる農作物被害の増加と耕作放棄地の関係についての研究 

静岡県立大学 国際関係学部 湖中ゼミ 

教  員：湖中真哉 

参加学生：織部大地、高林睦菜、中村航大、早泉亮太、 

     丸山果鈴、村上依蕗、渡辺梓、渡邉泰済 

１要約 

 本研究では、指定課題「イノシシによる農作物被害の増加と耕作放棄地問題の解決について」に関し

て、牧之原市住民に対してフィールドワーク（野外調査）を行うことによって取り組んだ。 

 予備調査を平成29年8月18日、本調査を11月17 19日、補充調査を12月22・23日に行った。その結果、

住民からの聞き取り調査からは、イノシシによる農作物被害の現状が明らかになり、ドローンによる空

撮や地図を用いたマッピング調査からは、耕作放棄地を介してのイノシシの侵入経路が明らかになった。

その後、調査成果から農作物被害と耕作放棄地の関連性を検討するため、航空写真画像にイノシシの侵

入経路や耕作放棄地の位置といった情報を落とし込み、時空間分析を行った。 

分析の結果、当研究チームでは、牧之原市において近年耕作放棄地が増加したことで、人里へのイノ

シシの侵入経路が確保されたことで、特に勝間田地区においてイノシシの個体数が急増したと結論する

に至った。 

 当研究チームでは、調査結果とその分析結果に加え、牧之原市の現状（猟師の高齢化、人口減少）を

考慮すると、イノシシ個体数の劇的な削減を期待する対策は実現可能性が低いと判断した。そこで当研

究チームでは、新たな対策案として、要所要所でイノシシの流れをせき止めるという、「ピンポイント

対策案」を考案した。 

 12月22日の補充調査では、牧之原市役所を訪れ、調査で明らかになった成果についてプレゼンテーシ

ョンを行った。最終的には本研究チームが考案した「ピンポイント対策案」を同市に提言した。同市か

らは、当研究チームの「実際に現地に住む住民の声を聞き、問題解決のための提案をする」という手法

を今後の業務にも活用したい、とのご意見をいただいた。 

２研究の目的 

 現在牧之原市ではイノシシによる農作物被害が深刻化している。住民が「牧之原市は将来人間ではな

くイノシシが住む場所になってしまうかもしれない」と述べるほど、牧之原市の広域にその被害は及ん

でいる。勝間田地区では、特にここ2、3年でイノシシの捕獲頭数が増加し、生息数も増加している。そ

こで、当研究チームでは、牧之原市（特に坂部地区・勝間田地区）においてフィールドワークを行い、

なぜここ2～3年で牧之原市、特に勝間田地区でイノシシが増えたのかを明らかにすることを目的した。 

３研究の内容 

 地域の農家を中心にインタビュー調査を行い、地図を用いて各農家の農作物の被害やイノシシに関す

る情報を収集した。上記の目的をふまえつつ、（1）耕作放棄地が増加した理由、（2）調査結果から明ら

かになったことと対策案の2点について述べる。 
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（1） 耕作放棄地が増加した理由 

   （図1）茶畑とその耕作放棄地 

 耕作放棄地が増加した原因について、時間軸と空間軸を参照しながら、時空間マッピング手

法を用いて調査を行った。 

 ここ4、5年で勝間田地区、坂部地区において耕作放棄地が急増している原因として主に以下

のような要因が挙げられる。 

・ 荒茶価格の下落 

飲料品メーカーによるペットボトルのお茶の生産の増加によって荒茶価格が下落し、生産と

収入が見合わないことで茶畑を放棄する農家が増加した。 

・ 高齢化 

茶畑のなかには急傾斜地にあるものも多い。高齢化によって急傾斜地での作業が困難になっ

たため生産をやめ、茶畑を放棄する農家が増加した。 

・ 乗用摘採機の導入 

調査対象地には、いびつな形をした茶畑、大型の機械が入ることができない小さな茶畑、急

傾斜地の茶畑が存在する。静岡県による推進によって乗用摘採機を導入し、機械が入ること

ができない急傾斜地に位置する茶畑では、生産性を求めた農家がそのような茶畑を放棄し、

効率よく生産できる平地にある畑へと拠点を移したため、主に山間部において耕作放棄地が

増加した。 

・ 人口減少 

人口減少により、農家の後継ぎが減少し耕作の継続が困難になり、耕作放棄地が増加した。 

（2）調査結果から明らかになったことと対策案 

（図2）イノシシの溜まり場の形成 

図1はドローンで空撮した茶畑の耕作放棄

地の写真である。写真右側の耕作地は放棄

されてから5、6年経過したものである。耕

作地の背丈は人の背丈よりも高く、手入れ

ができる状況ではない。結果として耕作放

棄地はイノシシが逃げ隠れする場所となっ

た。人的関与の無い放棄された茶畑では、

石垣を壊されるなどの被害も起きている。 

調査の結果、坂部地区には以前からイノ

シシが生息していたことがわかった。図2

はそれらを航空写真にまとめたものであ

る。しかし、牧之原市北部からの繁殖力

の強いイノシシの流入によってイノシシ

の個体数が増加し、さらに東名高速道路

によってそれ以南へ南下できないこと、

そして東部に富士山静岡空港ができたこ

とによってイノシシが東進できなくなっ

たことなどが原因で、牧之原市の主に坂

部地区や勝間田地区がイノシシの溜まり

場となったと推測することができる。 

-48-



 また、調査を通して収集したデータを基にイノシシの侵入経路を分析した結果、勝間田地区と坂部地

区の間にここ4、5年で耕作放棄地が急増し、イノシシの流れをせき止めていた人的関与のある耕作地が

減少したため、坂部地区からイノシシが侵入し、勝間田地区でイノシシが急増したことが判明した。 

 急増したイノシシによる農作物被害を減らすためには、電気柵などの効果的な対策を広範囲にわたっ

て行うことが望ましいが、莫大な経費を要することを考慮すると、現実的ではない。そこで本研究チー

ムでは、イノシシの生息エリアを繋ぐ要となる地点のみに重点的に対策を施す解決策を提案した。 

４研究の成果 

(1)当初の計画 

 地図を用いながらイノシシによる農作物被害と耕作放棄地に関する質問を時間軸・空間軸を参

照しながら地図にマッピングしていき、その中で重要だと思われる地点でドローンを用いて空撮

を行い、空撮画像を基に再度質問をしながら調査を進めて行くことを計画していた。また、農家

だけでなく地域住民からも情報を得るために情報交換会の開催を計画していた。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

 情報交換会において、時間軸に重点を置くため、当初は質問項目になかった「農作物被害を受

けた時期」を質問項目に追加した（B）。 

情報交換会で得ることができた情報によってイノシシの侵入経路と考えられる耕作放棄地につ

いて追加で調査を行い、ドローンによる空撮も実施した（B）。 

当初計画していた「被害対策のデータベース作成」は、思いの外情報が集まらず中止した（C）。 

イノシシの侵入経路を分析して行く上で、勝間田地区で耕作放棄地が増加している地点で坂部地

区からのイノシシの流入があることが明らかとなり、その地点で効果的に行えると思われる対策

として「ピンポイント対策案」を考案した。 

(3)実績・成果と課題

今回調査を行った坂部地区と勝間田地区は山と平地が隣接する地域である。坂部地区では

以前からイノシシが生息していたが、勝間田地区では近年に至るまでほぼ見かけることはな

かった。そこで、なぜ勝間田地区でイノシシが急増したのか、という新たな疑問が浮かび、

この疑問に答えることに的を絞って調査した。 

農家への調査では、イノシシによる農作物被害があった時期や場所、耕作放棄地が放棄さ

れた時期や場所を中心に質問をし、得られた情報を地図と航空写真に落とし込み、分析した。 

 以下の図3 5はその一例である。 
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（図3）イノシシの侵入経路例（1）      （図4）図3の東南部拡大図 

 図3の北は坂部方面、南は勝間田方面である。イノシシが10年前から生息している写真右半分の山の

周辺に耕作放棄地ができたことでイノシシが山を下り耕作地に侵入するようになった。写真東南部の耕

作放棄地が5～10年前にできたことで、イノシシが白線で示したガードレールの隙間を介して耕作地に

侵入した（図4）。しかし、農家の方がガードレールの隙間や耕作地周辺に有刺鉄線を張るなどの対策を

した結果、イノシシは来なくなった。

                                  （図5） 

 写真北部は坂部方面、南部は勝間田方面である。写真北部の山にはイノシシは以前から生

息していた。しかし、山側の茶畑が7年前に耕作放棄地となり、道路を挟んだ水田も5 10年

前に耕作放棄地となった。これによりイノシシが白線で示したガードレールの隙間を通って

勝間田方面の平地に下りてきた。その後、水路を境に左右にイノシシが拡散していった。 

 以上を要約すると、人口減少や高齢化、乗用摘採機の導入により坂部地区と勝間田地区で

はここ4～5年で耕作放棄地が急増した。坂部地区と勝間田地区の間にあたるこのエリアに耕

作放棄地ができたことでイノシシの生息域が繋がり、イノシシの侵入経路を形成したと考え

られる。その結果、特に勝間田地区においてイノシシが急増したと考えられる。 
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(4)今後の改善点や対策 

 牧之原市ではイノシシによる農作物被害への対策が急務である。行政も対策を考えているが、

坂部地区や勝間田地区では「ワークショップばかりが開催され、実際に役に立たない」という地

域住民の意見が聞かれた。これは行政と地域住民の認識にズレが生じているものと思われる。「ピ

ンポイント対策案」は、このズレをフィールドワークによって解消できるものと考える。 

５地域への提言 

現地調査と住民に対してのインタビューによって得られた情報をもとに、イノシシが耕作放棄地

を通って移動していること、耕作放棄地の増加がイノシシの行動範囲の拡大と関連しており、そ

こを拠点として行動範囲を拡大していることを解明した。これにより、イノシシによる農作物被

害と耕作放棄地の増加には関連性があることが判明した。また、それに基づいて「ピンポイント

対策案」という提案を市に対して行った。 

 牧之原市においてイノシシによる農作物被害の解決は急務である。しかし、猟師の減少、イノ

シシの絶対数の増加、イノシシの解体施設の不足等の問題などがあるため、駆除によりイノシシ

の個体数を劇的に削減することは困難である。電気柵やメッシュなど効果的な対策を勝間田地区

の広域で行うことが望ましいが、莫大な経費を要することを考慮すると現実的ではない。それを

ふまえ、対策の効果が狙える地点、周辺耕作地の公益に関わる地点を限定的に対策する「ピンポ

イント対策案」を解決策として提案した。具体的な対策方法として、まず、農家を訪問して耕作

放棄地やイノシシの侵入経路を確認する。そして、農家からの情報を基にして効果があると見込

める箇所を特定し、市と農家が共同で電気柵など効果的な対策を施す方法等が想定できる。「ピン

ポイント対策案」ではイノシシの絶対数を減らすことはできないが、効率よくイノシシの侵入や

農作物被害を防ぐことができるのではないかと考える。 

この「ピンポイント対策案」では、多大な労働コストを削減できるため、人口減少による労力不

足を補いつつイノシシによる被害を防ぐことができる。また、イノシシを駆除するわけではない

ため、野生動物保護との両立もできる。猟師の方からは「イノシシは単なる害獣ではなく、地域

の財産である」という言葉をいただいた。本研究チームの「ピンポイント対策案」は野生動物保

護・地域資源の保護の観点からも有益である。 

６地域からの評価 

牧之原市役所で開催した報告会では、市やＪＡハイナンの職員の方、農家、猟師の方にお越し

いただき、調査結果やピンポイント作戦についてプレゼンテーション形式で報告し、フィードバ

ックをいただいた。牧之原市役所産業経済部お茶特産課からの評価結果は以下の通りである。 

・ ドローンを用いた空撮はとても分かり易かった。 

・ 客観的な数値と地域の方々の声を組み合わせた分析方法がとても参考になった。 

・ イノシシの生息域や動き、周辺の地形や環境に着目した点が良かった。 

・ 実際に現地に住む人々の声を聞いて問題解決をするという湖中ゼミの手法を今後の私たち

の業務にも活用したいと感じた。 

猟師の方からは、「できるだけ猟師がイノシシを殺さなくていいという状況が望ましいものであ

り、獣害を防ぐということが大事である。しかし、絶対数を減らさないと被害は減らせないこと

も事実である。行政などに援助をしてもらいながら、減らす方法と罠師などを育てていかなけれ

ばならない。」という印象的な意見をいただいた。 
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創業や新規事業を行うための地域の体制作りについての研究 

静岡県立大学 国際関係学部 宮崎ゼミ 

教  員：講師 宮崎晋生 

参加学生：宮崎ゼミ 長島佳寿美、北村由依  

１ 要約 

 地域産業界およびスタートアップ（新規起業）の連携と新事業探索の場を目的とし、地方都市の特

性を活かしたユニークな事業コラボレーションを興す「場」づくりを狙い、焼津市役所と連携し三回

のワークショップを開催した。 

２ 目的 

地域産業界およびスタートアップ（新規起業）の連携と新事業探索の場を目的とした。連続して3回

のワークショップを行い、協働する「場」づくりを目指した。 

３ 内容（Ｂ） 

 第一回：平成29年12月２日（土） 

映画上映による課題発見ならびに相互扶助・支援を目的としたFuture Sessionの開催（NPO

法人ワップフィルム、静岡大学舘岡研究室・SHIEN学会との連携） 

 第二回：平成30年１月20日 

事業構想アイデア発表ないし新事業提案についての企画書作成ワークショップの開催 

 第三回：平成30年２月17日 

企画発表の場（県立大学COCシンポジウムとの共催） 

期待される成果：製造、観光、食品など商工業分野における既存の業界・取引関係の枠を超えた地域

産業界の新しい連携や新規起業者のネットワークづくりが期待される。また、新事業提案ワ

ークショップは今後の焼津市の経済振興政策とリンクしており、新事業創出スキームづくり

への貢献につながることが期待された。 

４ 成果 

 以下、第一回および第二回ワークショップの記録である。 

●第一回ワークショップ 

 映画『未来シャッター』鑑賞後にワークショップを開催：ゲストに監督高橋和勧氏、静岡大学教授

舘岡康雄氏。 

【パネルディスカッション】 

（高橋和勧監督、舘岡康雄先生、司会：宮崎） 

高橋監督 

・ この映画の動機：映画産業では関係する企業利益の思惑が動いている。そこで、企業競争利益や

政治や宗教などをすべて超え、「映画は誰のものなのか？」「関わり合った全ての人々を幸せにしてい

るのか？」という問いかけから開始した。 

・ 題材が主として下町地域の中小企業である理由：本作の鍵概念、テーマは“マージナルマン”（境

界にいる人/全ての人間の心の変化）。モノづくりの切り口として、下町ボブスレーや江戸っ子一号、

コマ大戦などがあった。これらはすべてマージナルな目線つまり「水平的ネットワーク」が繋がり合

って実現したプロジェクトである。そういう人たちの働きを描く脚本を練っていった。 
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舘岡先生 

・3つのパラダイムを私は提唱し、そのパラダイムシフトが起こっている。 

①リザルトパラダイム 結果をとにかく重視し、見えるもの･形が全て。仕事を分配、分業（切り離

し）。そこには命令と確実な実行を伴う。これは大量生産と官僚制組織の時代に適合したパラダイム

だが、今では時代遅れであり破綻しつつある。 

②プロセスパラダイム 関係性の重視、こちらから働きかけるのが半分、相手側からしてもらうのが

半分の関係。目に見えるものと、関係性のような見えないものが半分ずつ対象とする。 

③コーズパラダイム こちらから働きかけなくても向こうから望む答えがやってくるパラダイム。問

題が生まれたら相手からすぐに答えがやってくる。相手側に100％「してもらう」ことが出来る関係。 

この3つのパラダイムから「未来シャッター」を観たところ、この映画は、その映画の制作過程も配

給の仕方も、プロセスパラダイム的だということに気づいた。それが、この映画の新しい点である。 

【参加者のセッション】 

①場所、資金、未来がキーワード、資金があっても未来像と場所が対立するのでは？→最終的にみん

なが集まるFuture Sessionがあるのが理想。 

②焼津＝自然、海産物、産品、ただし今の問題の見方を変える、見直す必要がある。支援、連携が必

要→生活に戻っていく。外国人の増加→子供さんへの支援：サイクルが回る組織形成を。 

③自分の内面を自分のなかにとどめている問題として、空き家問題、商店街シャッター問題、外国人

問題があろう。「戦うのではなく、共存」「自然から教えてもらう」ことから、以下3つのキーワード

が出てきた。中小企業の底力、町の魅力発見→地域の良さを知る。好きになる。仲間ができる、コミ

ュニティーの構築 

④自然との共存：イベントを多く行う⇔コミュニケーション促進：コミュニケーションの方法として、

自分の視点を変える「重なり合い」 

⑤自分の心のシャッターを開ける→ 気づきが生まれる＋地域の活性化につながる＝ 人生の主導権

を取り戻すことができる 

【4つのコラボ新事業アイデアが抽出】 

１） 食のテーマパーク構想：個食・孤食から食のシェアへ 

 大盛りのどんぶり等が食堂街などで目を引いている。しかし一人で食べるのではなく、シェアして

食べることで個食・孤食から人々の「重なり合い」が自然とうまれてくる。 

 また冷蔵倉庫が多いこの街で、倉庫のビルを巨大シェア冷蔵庫として人々が食材を交換共有する仕

組みをつくってみるなど、食を通じた「重なり合い」をつくれるチャンスがある。 

２） 中心ではなく境界（マージナル）活性化：境界からの発信 

  多くの市街地活性化プロジェクトは「中心」の話である。しかしこれだけ「中心」活性化を謳って

もなかなか成果が出ていない。他方、市街地と非市街地の「境界」には名店や良い雰囲気の場所があ

る。港をみてみると、産業上「境界」となる砂浜はなく、防波堤や突堤か、工事加工所となっている。

「境界」を軸にするとまだまだ可能性が見えてきそうだ。新しい事業を興すには「マージナルマン」

が鍵を握るように、「境界」発の提案があると面白い。 

３） 海・山・街・港の焼津市まるごとテーマパーク： 

郊外の山は「焼津アルプス」と地元の人たちから呼ばれている。ただ岩山で崖もあり、普通にハイキ

ングするというよりは、頂上からパラグライダーで景色を楽しむなど活用方法がいろいろありそうだ。

また食、ものづくり（食品のみならずプラモの長谷川、世界有数の機械メーカー工場など含む）、海
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（海水浴や釣りのみならず深海探索、漁船など）など資源が豊富である。これを組み合わせて観光客

が回遊することは可能。 

４） 公共交通機関と連携した外国人こども食堂 

 大井川地区はじめ幾つかの地域で外国人労働者（フィリピンなど）の孤立した集落が発生している。

こうした労働者の皆さんは派遣労働者として食品加工業の作業で焼津に来ている。生活や経済的事情

で厳しい。外国人も地元住民も利用する「こども食堂」をつくり、「気前の良い場」をこどもの頃か

ら経験してゆけばよいのではないか？ 

 また、公共交通機関が乏しく、そうした地域の子弟がその外の地域の「こども食堂」まで来ること

は難しい。交通手段との連携が鍵か？ 

●第二回ワークショップ ： さらに議論を重ね、3案に集約 

①焼津市まるごとテーマパーク＝ 焼津市の楽しみ方提案  

・コンセプト：衣食住のテーマパーク＝一日焼津で楽しめるイメージ 

人口減少の解消に繋がる：焼津に愛着が持てるようになる、地域資源を体験し、気づける 

・具体的施策  

 ・街頭の無い海で星を見ながら、桜エビ漁を見る（乗れた人はラッキー→体験の魅力が上がる） 

 ・3つの港：漁師さんとの交流→焼津の人との交流（漁師飯を食べれる）に繋げよう 

 →大井川港を「365日楽しい大井川港」として企業に提案 

 ・山（焼津アルプス）→ナイトハイカーの先生とのコラボレーション、安全で楽しいハイキングを

企画実行。山での「星空カフェ」 

 ・食の体験：「マイ鰹節」を作ろう（長期企画）。「なまり節」の一日修行。「マイ佃煮」を作ろう：

自分好みの味を作れる。 

・効果→衣食住。自然を楽しみ、健康。 新しいライフスタイルの提案 

・課題： 

地元企業、地域資源をテーマに、イベントを行ってないときにどういう仕掛けを作るか？ 

②食のシェアリング 地産地消食堂 

・課題→孤食 老人、学生、単身赴任 

・コンセプト：食からコミュニティを創ろう 

・具体的施策 

 ・焼津魚センターに食堂→余った食材を持ってくる 

 ・誰が作るか？→地域の人→食材提供者、労働者にはチケットを 

 ・期待される効果→食料破棄の解消、孤食、地域のコミュニティ 

 日常のなかでシェアリングが生まれる街として焼津を創る。 

 最終的にはコミュニティで解決できるような街に。 

・課題 

シェアリングエコノミーの人を巻き込む（藤枝） 

現状では縦割りのコミュニティが問題。現状は小さなコミュニティはあるが、連携がない（気づけて

ないのだろうか？） 

③境界「マージナル」の活性化：サブカル満載「裏焼津」 

・コンセプト：周辺を盛り上げる→中心に波及 

・中心とは何処か、何か？：中心と周辺の定義を再考する 
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・周辺には何がある？ 

→製造工場、工場をベースに扱っているもの、はたらいている人に焦点→体験ツアー 

 冷凍保存倉庫→子供も大人が勉強できる工場ツアー 

・期待される効果：四季を通じて、リピーターが増える。働いている人の活性化。 

・巻き込みたい人たち：市街の工場を持っている企業、漁業、漁船保持者 

・将来→企業の活性化→雇用増加→企業の誘致 

・課題 

 サブカルの人が対象という意味ではなく漁業だけではない焼津の魅力をサブカルとして発信可能

か。 

 営業日：平日と休日のバージョンを作る必要があるか？ 

●第三回ワークショップ: 2月17日（土）開催予定（静岡県立大学COCシンポジウムと共同開催） 

 三案を発表し、来場者からのコメントを頂き、更なる改善を行う。 

５ 地域への提言 

・商工会議所や信用金庫のコミットメントと地域企業の新しい可能性の模索必要性：業界や産学官民

の枠を越えた課題のとらえ方・考え方を交流する場が一層必要である 

 参加者は多様であり、観光協会、子どもの学習支援NPO、機械メーカー、自動車部品メーカー、流

通コンサルタントなど普段はふれあうことのない人々が一堂に会し、地域の課題を多角的視点から解

釈し、知見を組み合わせる場が構築された。今後も継続した流れを創ることが出来れば幸いである。

その際に重要なのは産学官民金の連携である。 

・地方発の独自性ある発展モデルを：地域資源を自ら再発見し新しく組み合わせる創造のプロセスづ

くり 

 当事業において、Open Innovationという言葉が人口に膾炙したこの時期に、業界やセクターの枠

を越えた繋がりをすすめる端緒になった。さらに進めていけば、この地域で地域資源を再発掘しつつ

新しい組合せによって変革の導火線となり得るであろう。 

６ 地域からの評価 

 第一回ワークショップ参加者アンケートは以下の通りであった。 

・50-60代「幅広い年齢、立場、地域の方々と同じテーマで提案にたどり着いた」「ワークショップに

参加した島田商業高校生の活動に驚いた」「まちづくりに対して参考になった」「一度まとめた後で席

を自由に移動でき、自分で気づかなかったと思ったことが他の人のコメントで実は自分も気づいてい

たことに驚いた」「境界、マージナルマン：地理的境界と自分自身の境界に気づきが得られた」、「自

力のみに頼る事を美徳と思わないこと」 

・30-40代「いろんな方と交流が出来た。映画や先生のお話を通じて利他という未来のパラダイムを

学ぶことが出来た」「競争ではなく共存に気づいた」「他の地区で実施していることを知ることが出来

て良かった」 

・10-20代「様々な年齢の方と一つのテーマについて話をする機会は少ない為、貴重な経験となった」

「人同士のつながりが少なくなっているという気づきがあった」「積極的に周りと関わっていきたい」

「多くの人と色々な意見を出したり、感想を言い合ったことが楽しかった」「中心ばかりに目が行き

やすいが、境界には何か大きな重要なことが隠れているかもしれないことに気づいた」「自分のシャ

ッターをあけることが大切だから自分のシャッターを開けたい」「最後のテーマがとんでもない策が

出てきて楽しかった」「自分が思いつかないようなことを気づくことが出来た。たとえば、自分の未

-56-



来は自分でつくっていくということを学ぶことが出来た」「最後の具体策を出していくところが一番

楽しかった。いろんな人と話し合うことで1つの小さな案がどんどん膨らみ大きくなっていくのが面

白かった」「自分の心のシャッターを上げることが何かしらのきっかけになると気づいた。心のシャ

ッターを上げることでたくさんの大人の方とも話したことのない人ともコミュニケーションを取っ

て自分の大事な経験・力にしたい」 

７ 改善点および対策について 

 第1回ワークショップにて会場機材トラブルにより、参加者ならびにご協力していただいたNPOワッ

プフィルム様には多大な迷惑をおかけした。主催者はあくまで研究室側に全てある形式を取っていた

ため、会場トラブルに関するリスクなどで混乱が生じた。イベント開催する場合、主催者は大学研究

室、行政側は協賛とする形式では、この手のリスクをヘッジできない。また実質的な主催者として市

役所には多大なご協力・企画立案を頂いてきた。 

あくまで形式論かもしれないが、今後はイベント開催を伴う事業には、大学研究室側が単独で主催す

る形を取るのではなく、行政・自治体側も共同主催という形で入って頂けるよう条件をつけるべきで

はないか。 

第一回ワークショップ 第二回ワークショップ 
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しずおか中部連携中枢都市圏地域課題解決事業 

「インバウンド観光の推進に向けた着地型プログラムの開発」 

静岡県立大学言語コミュニケーション研究センター 

教  員：特任講師 天野 剛至
つ よ し

参加学生：張
チョウ

 春雨
シュンウ

、潘
ハン

 菁
セイ

１ 要約 

本研究は、従前より中国との関わりの深い静岡県牧之原市において訪日外国人（主として中国人）向

けに着地型の観光プランを開発し、またそれを情報発信することによって、同地のインバウンド向け観

光地としての可能性を探り、実現への提言を目指したものである。日本政府がインバウンド観光の強化

に着手したのは2009（平成21）年と比較的最近のことであり、諸施策もいまだ緒に就いた状況である。

しかしながら、ここ3～4年間、訪日外国人旅行者数は予測を上回るペースで大幅に増加しており、次な

るステップとしてリピーターの確保に向けた旅行需要の地域分散化が喫緊の課題となっている。そこで、

本取組では、遠からぬ将来やってくるであろう中国人旅行者の「脱マスツーリズム」への移行をにらみ、

また2020年の東京オリンピックの中国サーフィンチームの合宿所に牧之原市が選抜されたことを受け

て、個人旅行者が楽しめる牧之原ならでは体験型観光プランの開発を試みた。具体的には、静岡県立大

学に在籍する中国人留学生の協力を得て、現地フィールドワークを複数回実施し、中国人旅行者のニー

ズに合致する体験型プラン3点を考案するに至った。これら3点のプランについて、中国最大のSNSであ

る微博（Weibo）を通じて情報発信するとともに、中国語（簡体字）によるガイドマップを作製した。

結論的には、牧之原市には中国では体験できないこの地域ならではの観光資源ともいうべき素材が随所

にあり、中国人旅行者のニーズに適切にマッチしたサービス化と効果的な情報発信の取り組み次第によ

って、持続可能な地域創生につながる着地型観光目的地としての大いなる可能性を秘めているといえる。 

２ 研究の目的 

本研究は、牧之原市における訪日外国人（インバウンド）向け着地型観光プランの開発及びその情報

発信を通じて、地方小都市におけるインバウンド観光の受け入れ先（ホスト地）としての可能性を探り、

実現への提言を行うことを目的とする。 

観光庁は、2009（平成21）年4月に「アクション

プラン」を発表し、そこで初めて訪日外国人旅行者

数を「2010年までに1000万人、2020年までに2000

万人」という具体的な数値目標に言及した（2007

年835万人）。するとその後、わずか数年のうちに、

日本のインバウンド観光は、それまでの継続的な訪

日旅行プロモーションが奏功したことに加えて、円

安やビザの大幅緩和、免税制度の拡充といった諸効

果が後押しして、急速に拡大していく。2015（平成27）

年には、特に中国からの旅行者数が前年から倍増して拡大を押し上げたことにより、訪日外国人旅行者

数が1974万人に達し、2020年の前倒し達成が確実な情勢となった。そこで政府は2016（平成28）年3月

に、訪日外国人旅行者数の目標を「2020年に4000万人、2030年に6000万人」へと引き上げることを発表

した。 

図は日本政府観光局『JNTO訪日旅行データハンドブック

2017―世界20市場』からの転載 
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こうしたインバウンド観光の推進に期待されるのが、リピーターを増やすための「ニューツーリズム」

と「着地型観光」の2つの施策である。一般社団法人日本旅行業協会（JATA）は、2016（平成28）年2月、

「JATA 訪日外国人旅行 次のステージに向けた提言書」を観光庁に提出し、このなかで「（旅行需要の）

地域分散化による地域活性化」を重要課題の1つとして挙げている。すなわち、地方が主体的にインバ

ウンド観光のサービス化に着手し、地域活性化に繋げていくことが日本のインバウンド観光が次の段階

へと進む鍵を握る、と提言しているのである。というのも、旅行・観光市場は宿泊業、飲食業、運輸業、

スポーツ・娯楽産業、土産品産業等いわゆる「広い裾野」を形成し、経済的波及効果も大きく、地域の

活性化に直結するからである。 

ニューツーリズムとは、従来の大衆的な物見遊山の観光旅行（マスツーリズム）に対して、これまで

観光資源としては認識されていなかったような地域特有のコト・モノ（事物）の価値を見直し、地域の

特性を生かした体験型・交流型の旅行形態をさす（英語ではオルタナティブツーリズムという）。2007

（平成19）年6月に策定された「観光立国推進基本計画」では、ニューツーリズムとして「エコツーリ

ズム」「グリーンツーリズム」「文化観光」「産業観光」「ヘルスツーリズム」「その他長期滞在型観光」

の6種類が挙げられ、いずれも持続可能な地域密着型の観光を志向したものとなっている。このうち、

アニメ聖地巡礼（埼玉県久喜市ほか）などは文化観光の代表例であり、ほかにもスノーモービル＆農泊

体験ができる山形県飯豊町のグリーンツーリズム、富士山麓の溶岩洞窟を巡るエコツアーなど、多種多

様なニューツーリズムを日本各地で見出すことができる。なかには野生のサルが冬場に温泉に浸かる長

野県地獄谷野猿公苑やアニメ『SLAM DUNK』（スラムダンク）に登場する鎌倉高校前駅など、外国人旅行

者の間で先に注目され、後に日本人の間でも浸透するようになった事例があり、身近なところに外国人

が嗜好する意外な観光資源が潜在している可能性がある。 

一方、「着地型観光」とは、出発地の旅行会社が企画して参加者を目的地へ連れて行く従来の観光の

形態（発地型観光）に対し、観光客の受け入れ先が地域固有の資源を活用して地元ならではのプログラ

ムを企画考案したものである。その土地でしか体験できない付加価値を追求した観光であることから、

その体験を得るために観光客がわざわざ足を運ぶ形態をさしてこうした名称がつけられている。地元の

「人」との交流が価値を高める町おこし(地域創生)につながる期待が大きい一方で、行政と市民の協働

と受け入れ先による情報発信が重要である。 

そこで本取組では、外国人（中国人ほか）留学生の協力のもと牧之原市内でフィールドワーク（調査

活動）を実施し、地元住民では気づきにくい新たな地域の魅力を再発見し、体験型・交流型の観光資源

に活用することを提案するほか、多言語（中国語・英語）による情報発信を通じて観光者が興味をもっ

て訪問したくなるような着地型プログラム化を図ることを目的とする。 

３ 研究の内容 

本研究は次の2つによって構成される。1つは、外国人（中国人ほか）の視点から、外国人旅行者のニ

ーズに合致する牧之原市の魅力を発掘し、それを体験型・交流型の観光資源に転用することを提案する

ことである。このため、固定メンバーとそれ以外の流動的なメンバーによって構成された静岡県立大学

に在籍する留学生の協力者によってフィールドワークを複数回実施するものとする。ただし、今回は飲

食物を観光資源の対象からは除いた。上記の通り、飲食業は観光産業の裾野産業の1つであるが、助成

金が飲食物を対象外としているからである。従って、牧之原で体験できる様々なコト・モノ（事物）に

取り組み、それを評価することとした。 

もう1つは、こうした取り組みを多言語（中国語・英語）で情報発信することである。情報発信こそ

が、着地型観光の成否の鍵を握る最大要素であり、SNS及び紙媒体の両面で実施し、その反応を分析す

ることとする。 
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４ 研究の成果 

(1)当初の計画 

当初の計画では、以下の3つの調査を段階的に実施することとした。第一に、立地条件・都市規

模が類似している国内外のインバウンド観光地における着地型観光プログラムをベンチマーキン

グし、観光資源活用と観光情報発信について比較調査・分析を行う。第二に、静岡県中部在住の外

国人、他県在住の着地型観光について詳しい外国人、さらに県内外の留学生（中国・韓国・アジア・

欧米）をアドバイザーとして招き、外国人・若い世代の目線による域内の観光資源モニタリング調

査を実施し、魅力あるインバウンド商品の造成につながる具体的な検討を行なってもらう。第三に、

牧之原市の日常を撮影・編集した動画をインターネット上で多言語（英語・中国語・韓国語）にて

情報発信するとともに、発信した情報に対する海外からの反応を分析する。またその反応をもって

海外旅行会社への提案を図る。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

第一のベンチマーキングについては、予定通り行われた（Ａ）。カリフォルニア州オーシャンサ

イド市、山形県飯豊町
い い でま ち

、青森県弘前市などと比較調査を行った。このうちオーシャンサイド市は、

牧之原市と地理的条件が似通っており、人口が1980年には7.7万人の海岸線沿いの小規模な市であ

ったが、映画『トップガン』のロケ地となったことをきっかけに市の魅力が高まり、35年後の2015

年には人口が17.5万人へと2.5倍増に拡大している。映画のシーンでも使われた沖に向かって伸び

た592ｍの桟橋をはじめ、全米ビーチサッカー大会（2007～）、全米横断自転車レース（2006～）の

ホスト地となるなど、スポーツイベント開催を資源としたMICE（Meeting, Incentive, 

Conference/Convention, Exhibition/Eventの頭文字）による観光活動を展開している。飯豊町で

はスノーモービル（冬場）と農家体験（夏場）による着地型観光を展開している。ターゲットを台

湾に特化することで年間3,500人（2017/18年）の観光客を集客し、大きな経済効果を上げている。

また、弘前市にある観光施設「津軽藩ねぷた村」では津軽凧の絵付け体験が1,000円～と安価な値

段でできるほか、さまざまな簡易クラフトが体験でき、同じ相良凧を伝統工芸・芸能として有する

牧之原市にとって、クラフト体験を観光プログラム化することを検討する上で参考とすべきである。

しかし、上記の飯豊町・弘前市のいずれにおいても多言語による情報発信は活発に行われていない。

おそらく飯豊町はすでに台湾現地の旅行会社を通じてPRされたものとなっており（体験型観光であ

っても、すでに着地型観光ではない）、ねぷた村でもホームページやFacebookを見る限り英語や中

国語での発信・対応は皆無である。 

第二の外国人・若い世代の目線による域内の観光資源モニタリング調査についても、予定通り実

施された（Ａ）。ただし、本取組の途中で、ターゲットを中国人旅行者に特化したため、当初は欧

米人によるモニタリング調査も検討していたが、これについては実施を取りやめた。 

第三の牧之原市の日常を撮影・編集した動画をインターネット上で多言語（英語・中国語・韓国

語）にて情報発信することは、動画を取りやめ、ブログという形に一部修正して実施された（Ｂ）。

担当教員本人のパソコンが長らく不調だったため編集をすることができず、代わりに中国最大の

SNSである微博（Weibo）に写真付きでブログとして情報発信することとなった。 

(3)実績・成果と課題 

フィールドワークを複数回実施して、中国人旅行者のニーズを分析した上で、留学生の視点から

3つの体験型プログラムを考案するに至った。このうち2つはまだ実現化されていないオリジナルの

プランである。そして、最後に中国最大のSNS微博で中国語による情報発信を行った。 

はじめに、留学生たちが分析する中国人旅行者のニーズは以下の通りである。 
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① おいしい食事 

日本の食事は中国の倍以上の値段がする上に、量が少ない。また、中国の料理は温かく、辛い

のが一般的だが、日本では冷えた仕出し弁当やしょっぱい味付けが多く、満足度は高くない。日

本でしか味わえない新鮮な魚介や、焼き肉、食べ放題などが中国人の間で評価が高い。 

② 日本の文化体験 

中国人も国内旅行をすることは多く、雄大な自然や風光明媚なところは見慣れていることも多

い。むしろ、日本でしか見ることができない日常生活、家や畳、布団、お風呂といった生活体験

や、日本の伝統的な着物や古民家、囲炉裏といったものを体験できることが望ましい。 

③ 中国で体験できないこと 

中国では日本のようなキャンプ場やスキー場があまりない。また、バーベキューもできる場所

が限られている。このため、中国人旅行者が日本に来て、テントをレンタルして、家族や友人と

キャンプをしたり、バーベキューができたりすれば、非常に人気が出るだろう。（ただし、サーフ

ィンは東南アジアでは体験しても、日本に来て体験したいとは思わないだろう） 

次に、これらのニーズを想定しつつ、以下の3つの体験型観光プランを考案した。 

① 手用鸵鸟蛋 制作小台灯哦！！（ダチョウの卵の殻を使った照明づくり体験！） 

静波海岸にある「ダチョウ牧場の中のカフェつなぐ」（以下カフェつなぐ）では、ダチョウを3

羽飼育しており、またそこで取れた卵を使ってプリンを販売している。そこでは、残った卵の殻

を多肉植物用の鉢植えや、吊り下げ照明のシェード、卓上照明のシェードなどに再利用している。

私たちがこのカフェを昼食に訪れたとき、留学生たちがオーナーに質問したことがきっかけで、

ダチョウの卵の殻を使った卓上照明用シェードをつくる体験ワークショップの実施を依頼した。 

ダチョウの卵は子ども

の顔大のサイズで、硬度

は陶器と同等だが、電動

カッターやドリルで自由

に加工することができる。

作業自体は誰にとっても

（子どもにとっても）難

しいものではなく、驚く

ほど各自が作業にのめり込んでいた。安全面という点では、電動工具を使う以上低年齢の子ども

を対象外とするほうが望ましいだろう。 

この海辺のカフェでは、コーヒーを飲んだりケーキを食べたりする以外にも、芝生でバーベキ

ューをしたり、ハンモックで本を読んだり、さらには工作を楽しんだりと、のんびりと時間を過

ごすことができる。ワンストップでさまざまな活動ができるというのは、限られた時間を有効活

用したい旅行者にとって魅力的である。留学生たちからは、中国では聞いたこともないような希

少な体験ができ、さらにSNS等で誰かに自慢したくなるだけの魅力があり、ビーチにほど近いカフ

ェ周辺ののんびりとした雰囲気も家族や少人数での旅行にぴったりであるとして、高い評価と満

足度が得られた。 

② 手制 焙茶＆抹茶制作体验！（お茶の手揉みと抹茶づくり体験) 

こちらは既存の体験プログラムである。相良地区にある五月園では、お茶摘みだけでなく、摘

んだお茶の葉を天ぷらにして食したり、伝統的な手揉みによって茶葉を焙煎したりする体験が可

能である。留学生たちは最初に、茶摘み娘の衣装を着せてもらい、否応なしに期待感が高まった
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ようであった。ホイロと呼ばれる作業台の上でお茶の葉をしっかりと手で揉んで焙煎する作業は、

参加者みんなでワイワイ一緒にできるという点で中国人受けするだろうとの評価を得た。ただ、1

つ残念な点あるいは改良すべき点として挙げられたのは、畳の上で正座をして作業することであ

った。これが掘りごたつあるいは

テーブル上の作業であれば、体験

してみたいと思う中国人旅行者も

いるだろう。石臼を挽いて抹茶を

つくるのは子ども向けにちょうど

いい作業であり、夏場であればで

きた抹茶をアイスクリームの上に

かけて食べることができれば人気

を呼ぶだろう。 

③  “相良风筝”制作＆放风筝！（「相良凧づくりと凧揚げ！」 

牧之原市の相良地区には五角形をした相良凧が伝統工芸・芸能として現在に伝わっている。こ

の地域独特の風習として、親戚や自分に子どもが生まれた時に、家紋と一緒にその子どもの漢字

を凧に書いて贈り物にされている。こうした縁起物は中国でも喜ばれるものであり、また中国の

公園ではよく親子連

れが凧揚げに興じて

いるという。そこで、

私たちは相良凧保存

会の大石英雄講師に

凧づくりの体験ワー

クショップの開催を

依頼した。 

4本の竹ひごと糸で骨組みを作り、そこに和紙を貼った後、絵付けを行った。今回は自分たちで

自由に描いたが、旅行者には日本独特の絵柄の下絵に絵具で色を塗るほうが人気が出るだろう（青

森県弘前市の「津軽藩ねぷた村」では津軽凧の絵付けがメインとなっている）。ぜひ牧之原でもせ

っかくの伝統工芸を観光資源として有効活用することを検討してはどうだろうか。 

最後に、これらの活動情報を微博上に写真とともにアップロードした。新規に「日本静岡牧之原観光」

という名称のアカウントを設置して、ブログに掲載したところ、その記事が目に留まった見ず知らずの

人物からコメントが寄

せられるようになって

いる。このように、誰

かの目に留まるならば、

その情報が他の誰かに

クチコミで拡散してい

く可能性がある。しか

し、誰かが情報を発信

していかない限り、そ

の可能性すらないので

ある。 
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(4)今後の改善点や対策 

微博上で「静冈 观光」（静岡 観光）と検索すると、ほとんどが伊豆に関する情報に集中してい

るのがわかる。試しに「静冈 牧之原」と検索すると、わずか1件だけ検索結果に上がってきた。こ

のように、富士山静岡空港を擁し、中国・浙江省から視察研修も数多く訪れている牧之原ではある

が、（来訪者の年齢層が影響しているせいか）インターネット上ではまったくの無名な地である。

そこで、2020年の東京オリンピックを控え、中国サーフィンチームの選手・家族・関係者が牧之原

市を訪問することを想定して、定期的に中国語あるいは英語で情報発信を展開していくことが望ま

しい。選手の家族が牧之原市でどのように時間を過ごすか、それ如何によっては、その後牧之原が

中国人旅行者の間で注目を集める可能性もあることだろう。牧之原市には、今回私たちが取り上げ

た3つの体験以外にも、炭焼きであったり、国際お茶摘み選手権であったりと様々なコンテンツが

存在する。身近な日常の話のネタもまた、海外の人々にとっては魅力あるものに映るかもしれない

ということをぜひ覚えておきたい。 

５ 地域への提言 

着地型あるいは体験型インバウンド観光を展開するにあたり、初期段階（年間100組程度未満）では

地域をあげて大掛かりに取り組む必要はなく、一部の関心のある人々の集まりで対応しても十分であり、

むしろそのほうが望ましい。規模が小さい段階で外国人旅行者への対応のノウハウを蓄積し、少しずつ

その情報を周辺に共有していくことで、興味ある仲間を増やしていくことが理想である。ただし、その

間にも多言語（英語・中国語）による情報発信は不可欠である。そのためには、地元在住の外国人や静

岡県立大学の留学生などを活用して、イベントの事前事後の情報を翻訳してもらう、視察の際には通訳

として同行してもらう、といったかたちで協力を仰ぐことも一案であると思われる。できれば、牧之原

市役所産業経済部観光交流課が、大学の夏期休業期間や春期休業期間に留学生向けインターンシッププ

ログラムを設置し、行政みずから積極的に市内の観光環境の多言語支援と情報発信に取り組んではどう

だろうか。 

６ 地域からの評価 

体験型観光プラン作成に関わってくださった協力者のおひとり（「カフェつなぐ」のオーナー・平塚

千里さん）からは、以下のコメントをいただいた。 

県外から観光客が訪れて、「この辺にどこか観光するところはありますか」と尋ねられると、これ

まで既存の場所を紹介していた。しかし、このようにみずから体験ワークショップを実施して観光プ

ランをつくるなどという発想はなかった。けれども、今回留学生たちが全員楽しくダチョウの卵を加

工しているのを見て、意外なことが観光資源になりうるのだということを知った。 
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井川地域のPRについて 

静岡県立大学 食品栄養科学部 植物機能開発研究室 

教  員：助教 丹羽康夫 

参加学生：丸山果鈴、榛葉佳奈、ギュルセス イージャン、 

有村歌織、リン マオ シャン、加藤菜々子、川田萌香 

１要約 

井川地区には数多くの魅力的な特徴や伝統文化が伝えられてきているだけでなく、ダムやスキー

場など近代的な資産も存在する。しかしながら、それら多種多様な魅力の大部分については、広く

一般には知られて来なかった。そこで、井川地区における様々な魅力を発掘・発見すると共に、そ

れらの魅力を、地元でかつて活躍したという伝説的英雄「てしゃまんく」を活用することで、広く

発信することを目的とする活動を実施した。その結果、在来蕎麦の花にアサギマダラが飛来してい

る様子を新たに発見することができた。さらに、地元の小中学生とも協力し、地元の魅力を発信す

るためのイラストを生み出すことに成功した。 

２研究の目的 

井川地区は背後に標高日本第２位の北岳をはじめとする南アルプスを控え、地質学的にも地理的

にも数多くの魅力的な特徴を備えている。加えて、神楽や在来作物、行事食などの歴史や文化、伝

統も大切に伝えられており、さらにはダムやスキー場など近代的な資産があるにも関わらず、それ

らの魅力が十分に伝えられてこなかった。そこで、井川地区における多種多様な魅力を、学術的側

面や留学生目線からも発掘・発見すると共に、それらの魅力を広く発信することを目的とした。 

３研究の内容 

井川湖の渡船や遊歩道、焼畑や在来作物の栽培の様子、神楽やその練習風景など、井川地域の魅

力をインターネット経由で情報発信できるよう、学術的な側面も含む様々な視点から探った。焼畑

や在来作物に関しては、井川の小河内集落にあるお宅に長期間滞在しながら、実際に栽培をお手伝

いし、さらには地元の多くの方々から直接お話しをお聞ききすることにより、その魅力を探った。

大自然の魅力を探るために、井川湖や井川ダム、さらには畑薙ダム周辺の調査を行うと共に、日本

百名山に数えられている４つの峰の登頂、調査を行った。さらには地元に伝わる伝統行事や在来作

物を用いた食事の調査研究も実施した。様々な調査・研究から得られた情報を生かし、Facebook等

のSNS用のコンテンツを作成し、広く情報発信を行った。なお研究に際しては、静岡市葵区井川支

所と協働するほか、中山間地振興課と協働して実施した。 
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４研究の成果 

(1)当初の計画 

① 井川湖の渡船や遊歩道、在来作物の栽培の様子、神楽やその練習風景など、井川地域の魅力を

インターネット経由で情報発信できるようなシステムの開発を目指す。 

② 様々な調査・研究から得られる情報をもとに、Facebook等のSNS用のコンテンツを作成し、広

く情報発信を行う。 

③ 研究に際し、静岡市葵区井川支所と協働するほか、中山間地振興課と協働して実施する。 

④ 動画製作経験者である１０名程度の学生により、PRのための取材や動画作成を予定。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

① 井川湖の渡船や遊歩道、在来作物の栽培の様子、神楽やその練習風景など、井川地域の魅力を

インターネット経由で情報発信できるようなシステムの開発を目指す。（Ｂ） 

理由：プライバシー保護の問題やインターネット接続サービスへのアクセスの問題もあり、イ

ンターネット経由で情報発信できるようなシステムの開発は断念せざるを得なかったが、その

以外は概ね予定どおり実施することが出来た。 

② 様々な調査・研究から得られた情報をもとに、Facebook等のSNS用のコンテンツを作成し、広

く情報発信を行う。（Ａ） 

理由：概ね予定どおり実施することが出来た。 

③ 研究に際し、静岡市葵区井川支所と協働するほか、中山間地振興課と協働して実施する。（Ａ） 

理由：当初の想定を上回って実施することが出来た。 

④ 動画製作経験者である１０名程度の学生により、PRのための取材や動画作成を予定。（Ｂ） 

理由：当初予定していた学生ではなかったが、留学生２名を含む新たに組織したプロジェクト

メンバーによって概ね予定どおり実施することができた。 

(3)実績・成果と課題 

ご自宅に長期間滞在させていただいたり、各種行事に実際に参加させていただくことにより、井

川地区における多種多様な魅力を発掘・発見出来た。特に、在来蕎麦の花にアサギマダラが飛来す

る様子が初めて確認できた。加えて、南アルプスを含む井川の自然や食生活についても新たな魅力

を見つけ出すことが出来た。さらに、それらの魅力を地元でかつて活躍したという伝説的英雄「て

しゃまんく」を活用することで、広く伝えることを目的とした活動を実施する際には、地元の小中

学生全員の協力も得られ、地元の方々からも非常に評価の高いイラストを生み出すことに成功した。

その後、地元のミニコミ誌である「いかわね新聞」の協力により、さらに多くのアイデアを集める

ことができた。また、井川の方からの情報も含め、数多くの参考文献についての情報も得られた。 

課題としては、これまでにおよせいただいた多くのアイデアについて、イラスト化が追いついて

いないことがあげられる。 

(4)今後の改善点や対策 

井川の魅力を伝えるためのイラストについては、作成のための手順が分かってきたので、今後は

スピーディに対応できる目処が立った。また、実際に現地へ足を運んでみたくなるような仕掛け作

りや商品が必要であると考えており、現在そのアイデアの実現に向けての検討を始めている。 
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５地域への提言 

2月15日(木)に、井川小中学生の全員を含む地域の住民約６０名（井川地区の住民１割以上に相

当）の前で今年度の成果報告会を開催した際に、これまであまり認識されていなかった地域に伝わ

る伝統文化の新たな側面や価値観について、また今回新たに見つけ出した魅力について、井川で生

まれ、そして井川で愛されている伝説的英雄に活躍してもらうことにより、地域課題の解決をはか

る糸口となり得る可能性を示す提言を行った。我々が実施している取り組みは、井川の魅力を新た

に発見し、発信することにより井川を活性化すると共に、将来的には井川、さらにはオクシズ地域

への移住者の増加という効果の波及も期待できる。 

６地域からの評価 

2月15日に開催された成果報告会に先立ち、昨年12月16日に実施された井川小中学生の学習発表

会に参加し、彼らの取り組みに対して意見交換したこと、さらには、彼らから募集した井川地区を

盛り上げるためのアイデアについて、地元が生んだ伝説的英雄である「てしゃまんく」を登場させ

たイラストを作成し、缶バッチ化した後、進呈したことに対し、手作りの感謝状をいただくことが

出来た。また、成果報告会の際に実施したアンケートでは、軒並み高い評価をしていただけたと共

に、地元への提言のいくつかについては、是非とも一緒に協力したいとのお申し出や、大いに期待

しているとの激励をいただくことが出来た。成果報告会での発表内容は、静岡新聞の記事としても

取り上げられた。また、活動の様子はいかわね新聞の最新号にも掲載される予定である。 

井川小中学生からのアイデアと作成した缶バッチ

缶バッチの贈呈式（12/16）と感謝状 

てしゃまんく 
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井川神社の神楽 

小河内集落 

ニホンカモシカに遭遇 

成果発表会（2/15） お世話になった地元の方々と共に 

長期滞在させていただいたご家族 

在来蕎麦の花に飛来したアサギマダラ 

山の幸！ 
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子育て中の親や移住してきた方へ魅力的な都市公園をPRする 

静岡県立大学 短期大学部学部 副島研究室 

教  員：准教授 副島 里美 

参加学生：こども学科・社会福祉学科在学の49名 

１．要約 

 子育て世代の保護者に、本学短期大学部の中で保育士資格を希望する学生がインタビュー調査を行っ

た。 

 結果、都市公園は、「（大型）遊具が充実している」、「敷地が広く、子どもが自由に遊べる」、「自然が

豊かである」などの理由で、9割以上の対象者がポジティブな印象を持っていた。 

 一方、「こんな公園がほしい」という意見では、「遊具の充実」をあげる声が多かった。これには、大

型のすべり台やアスレチックなどのほかにも砂場や鉄棒などの声もあがっている。また、「綺麗なトイ

レ」や「大人が休憩できるスペース」、「駐車場」などの施設設備の充実を求める声も多かった。一方、

花や緑などの充実を求める声は少なかった。 

 子育て世代の保護者は限られた時間の中で公園に足を運んでいる。その限られた時間内で子どもを満

足させるための環境（遊具）を望んでいることが示唆された。 

 今後はこれらの施設設備の充実とともに、子育て世代の保護者が「憩い」を感じることができる時間

的な余裕をいかに作りだすかが、公園の魅力を伝える第一歩であることが課題としてあげられる。 

２．研究の目的 

日本における「公園」の歴史は短い。都市における公園のための制度（都市公園法）が制定されたの

は1956年であり、今から62年前のことである。それまでにも「公園」と呼ばれている施設はあったもの

の、それは欧米化政策の一環として、政府主体で設置されたに過ぎなかった。人々の生活の中に息づく

「オープンスペース」は、神社や野山であったが、これらもまた領主などの富裕層により管理されてお

り、実際の集いの場は飲食店や見世物などの盛り場的要素のある施設がその役割を担っていた。 

このような状況を人々に問題化する発端となったのは、都市化による「自由な遊び場」の減少である。

1980年代には多くの都市で「自分たちのための公園」の計画が叫ばれるようになった。しかし、「自分

たちのための公園」を作るためには大きな問題もある。第一に、公園利用者と地域住民の「目的」の違

いである。例えば公園利用者にとって「ゴミ」は一過性であり、ゴミ箱は必要不可欠な存在である。一

方、地域住民にとっては「ゴミの増大」はネガティブな問題である。また、自然をどれだけ残すのか、

対象を誰にするのか（子どもか高齢者か…）、どのように管理していくのか、などによっても、公園の

構造や運営方法は大きく異なってくる。特に現在のように多様化された社会においては、公園利用者と

地域住民という関係だけではなく、地域住民の中にも色々な考えがある。しかし、公園と地域はかい離

したものであってはならない。公園は「地域」と密着し、「地域」にとって価値あるものでなければな

らない。 

一方、「公園」は、地域住民にとって、憩いのスペースであり、人々の触れ合いのスペースとして大

きな役割を持つ。現代の都市化や情報化は、人々の居住スペースの縮小化、近隣の住民とのつながりの

希薄化、などを生み出している。このような中、公園は、地域住民とのコミュニティスペースとしての
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機能を有する。特に子育て中の保護者は、「子どもの遊び場」や「子育てで感じる様々な不安や悩みを

共有できる仲間や先輩との出会いの場」として、重要な拠点となる。 

このような観点を鑑み、本研究では以下の目的を設定した。 

第一に、子育て中の保護者が魅力的と感じる公園とはどのようなものかを調査すること。 

第二として、卒業後、保育者や福祉的な職業を目指しており、将来的に「親」となる可能性が高い大

学生に「公園」について考える機会を提供すること、である。 

３．研究の内容 

研究1.対象公園の現状調査（8月～9月にかけての調査） 

研究Ⅱ.利用者インタビュー調査 

研究Ⅲ.フィールドワークを終えた学生の意識の変容 

 ※ここでは研究1・研究Ⅱの成果をまとめる 

４．研究の成果 

(1)当初の計画 

１．公園のポジティブ面の調査 

学生による「公園」の調査 

①安倍川公園、②池田山自然公園、 小鹿公園、④清水月見公園、⑤駿府城公園、⑥城北公園、⑦森

下公園、⑧登呂公園、について現地調査する。 

２．利用者インタビュー調査 

現地調査の際に、利用者に以下についてインタビューをお願いする。調査対象者は、乳幼児を持つ若

い世代の男女とする。 

①年齢（〇〇台か） 

②「こんな公園があればいいのに」という公園について教えてください。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

１．学生による「公園」の調査（B） 

①秋葉山公園、②池田山自然公園、 小鹿公園、④清水月見公園、⑤駿府城公園、⑥城北公園、⑦

森下公園、⑧登呂公園、とした。清水地区が少なかったため、一部変更を行った。 

２．利用者インタビュー調査（A） 

(3)実績・成果と課題 

１．学生による公園調査 

 各担当の学生が、公園の現地調査を行った。公園は保育所やこども園などに通う子ども達の散歩道

や遊び場でもある。また、将来親になるであろう学生にとって、公園の現状を改めて確認するよい機

会となった。 

 学生たちは、同じように見える公園であっても、地区によって内容に違いがあること（公園の意義

や付帯している遊具や設備の違いなど）、遊具（大型・小型）の異なり、安全への配慮、などを改めて

感じたようであった。学生がまとめた一部を載せる。 
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２．利用者インタビュー調査 

利用者に公園についてのインタビューを行った。調査対象者は、乳幼児を持つ男女262名である。イン

タビューの内容は、①年代（または年齢）、②性別、③公園に来る回数、④子どもの年齢、⑤（来てい

る）公園の印象、⑥このような公園がほしい、という要望、⑦そのほか特記事項、である。 

対象者の基礎データは、①年齢（20代：48、30代：139、40代：57，50代：6、それ以上11、不明1）、

②性別（女性：229、男性33）、③公園に来る回数（毎日：15、週に1～2回：82、週に3日以上：25、月

に1～2回：64、年に数回41、はじめて：23、そのほか：12）、④子どもの年齢（0歳児：20、1歳児：46、

2歳児：58、3歳児：72、4歳児：60、5歳児：59、小学校低学年：39、小学校中学年：20、小学校高学年：

18）、であった。 

【対象者の公園に対する印象】 

対象者の公園に対する印象を以下（表１・表２）に示す。 

公園のポジティブな印象としては、子どもが楽しめる様々な環境をあげている人が多かった。特に大

型の遊具やアスレチックなど、家庭では味わえない遊具を好む傾向が強かった。一方、火おこしやボー

子どもが楽しめる様々な環境がある 133

敷地が広い 125

自然が多い 77

敷地内がきれい・心地よい 38

付帯の（あるいは近くに）施設がある 22

駐車場がある（多い） 12

安心感がある 11

設備が整っている（トイレなど） 10

その他 85

513

遊具が少ない 15

視界が悪い・危険を感じる 7

交通の便が悪い 4

休むところがない・日陰がない 8

高い（入場料など） 3

駐車場がない 3

その他 21

61

表１：対象者の印象（ポジティブ面） 表２：対象者の印象（ネガティブ面） 
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ルを使った遊びなど、近年の公園では禁止事項としてあげられているものが、一定のルールの下ではあ

るものの、体験できることに興味関心を抱いている姿があった。また、敷地の広さもよい印象を与えて

いる。のびのびと過ごせる、子どもを思い切り遊ばせることができる、など都市化の中では味わえない

解放感に魅力を感じている姿があった。 

 一方、ネガティブは要因としては、遊具の少なさをあげている人が最も多かった。 

【保護者が望む公園】 

 保護者が望む公園を表３に示す。 

保護者が公園に最も望んでいることは、遊具に関するものであった。遊具の内容としては、大型すべ

り台やトロッコ電車などの大型遊具から、砂場やブランコ、など様々であった。一方、自然に関する要

望（花、木々、昆虫など）は30にすぎない。また、安全性を求める声も多かった。保護者は安全性の行

き届いた環境の中で、遊具という物体を通した遊びを欲していた。 

(4)今後の改善点や対策 

 今後は遊具への見直し、施設設備に対する見直し(綺麗な

トイレ、大人が休憩しやすいスペース、駐車場の確保)など

が検討課題としてあげられるであろう。 

今回は比較的大規模～中規模の公園が対象であったが、保

護者は、「（この公園は整備されているけれど）もう少し自宅

の公園を充実させてほしい」という意見もあった。保護者は

家事などで多忙である。その合間に公園に来ている。その時

間内に子どもを満足させることができる「遊具」を欲してい

ることが考えられた。つまり、子育て世代の保護者には、美

しい花や憩いの場としての緑などはあまり求められていな

かった。 

５．地域への提言 

子育て世代が、ゆとりの時間を得るためにはどのような 

政策が必要なのか、それを考えていくことが、市民に公園

の魅了をPRする第一歩なのかもしれない。 

６．地域からの評価 

 今後、学生が行った調査は、市が作成される「公園ガイドブック」の特集ページとして掲載されると

いうことであった。地域からの評価もこれを含めて考えたい。子育て世代の保護者に魅力的な公園は、

大型遊具や施設設備の行き届いた公園である。綺麗に咲き乱れている花や緑が多い公園は求められてい

なかった。緑が多い公園などは、「見通しが悪い」ということで排除される傾向にある。子どもに対す

る遊具や施設設備の充実をPRすることで、公園のよさが理解され、一定の評価が得られる可能性が高い

ことが示唆される。 

他写真 

遊具に関する要望 128

施設や設備に関する要望 68

駐車場 30

自然や自然の中での遊び 30

安全性 28

年齢に応じた遊び・低年齢児の遊び 17

屋内公園（屋根付き） 11

利便性 11

その他 85

408

表３：保護者が望む公園
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【学生の授業でのまとめの姿】 

調査発表 
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専門的知見による「しずまえ～お魚図鑑～」の制作

東海大学海洋学部水産学科（後藤研究室）

教員：教授 後藤慶一

参加学生：伊佐治暖 天野貴仁 内田智記 駕籠島哲彰

長野遥香 保坂洋斗 山口雄樹 但馬英梨奈

浅野滉人 坂口未記 久保田かおり

1. 要約

 約半年の期間で、学生主導により、幼稚園から小学校低学年向け手作り感満載のしずまえお魚

図鑑を完成させた。この図鑑には、17種類のしずまえ鮮魚の紹介、それらを利用したレシピ紹介

（親子でクッキングをイメージ）、しずまえを絡めたクロスワードパズル、魚の折り紙、しずま

え鮮魚のぬりえを収載している、これまでに類のない図鑑である。制作にあたっては様々なハー

ドルがあったが、学生と関係各位の協力で解決することができ、連携することの大切さを従事者

一同で再認識することとなった。制作数も限られており、また実運用するには修正点もあると思

われるが、キャラクターなどは今後しずまえ鮮魚をアピールしていく上で貴重な素材と考えられ、

その有効活用が期待される。 

2. 研究の目的

 「しずまえ鮮魚」を食育と絡めて紹介する幼稚園から小学校低学年向け図鑑の制作

3. 研究の内容

 児童の食育状況を鑑み、心と体の基礎をつくる幼少期に特に大切な「食」と「しずまえ鮮魚」

を絡め、お魚の特徴や、重要性、機能性、一つ一つの食べ物がどういう過程を経て食卓までやっ

てくるのか、どのような食べ物を選べば、健康的に過ごせるのかなどの様々な角度から食育を促

したい。その一助として、親と共に学ぶことのできる参加型の図鑑を制作する。この図鑑で幼少

期のうちから魚に興味を持ち、魚食を促し、ひいては、健やかな成長につなげたい。この図鑑の

特徴として、実際に児童自ら図鑑づくりに携わり、完成させる工程を組み込むことによって、思

い出の my図鑑になるとともに、長く持ち続けることができる、手作りならではの価値を見出し

た、世界で一つだけのオリジナル図鑑としたい。 

4. 研究の成果

（1）当初の計画

 図鑑の内容を決め、本文の作成、図鑑に掲載する魚の写真の収集、折り紙の著作権許諾と作図、

イラスト作成、クイズ作成、メニュー考案ならびに料理の写真撮影を行い、図鑑の原稿を作成す

る。草案を東海大学付属静岡翔洋小学校で評価してもらい、指摘事項を原稿に反映させる。水産

漁港課と修正原稿の評価を行い、約 100部程度を印刷する。
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（2）実際の内容

A（詳細は（3）に示す）

（3）実績・成果と課題

 当初の予定通り、100冊のしずまえお魚図鑑（46頁）を制作できた。

以下、制作にあたって、具体的な経緯等を項目ごとに列記する。

・図鑑の内容決定

 水産漁港課も含めてブレインストーミングを行い、次の内容とした。①しずまえ鮮魚 17 種の

紹介（写真とイラストで紹介、その特徴と主要料理を掲載、魚種によっては食育クイズ；時間を

相当要した）、②しずまえ鮮魚のクロスワードクイズ、③折り紙、④ぬりえからなる全 45ページ

前後の図鑑で、各魚のキャラクターを登場させ、レイアウトは学校風をコンセプト。→課題が判

明した

（課題）結果論ではあるが、そもそも限られた時間と人数での取り組みであったため、「手作り

感満載」という理想追求のハードルを少し下げるべきであった。計画立案時において一層現実を

踏まえたものにする必要があったと感じている。学生が力を振り絞ったため予定は達成できたが、

見方によっては質的には課題が残ったかもしれない。

・魚の写真

 当初、写真撮影はできるだけ自分たちで行うことを考えていたが、きれいな撮影がなかなかで

きないため、東海大学海洋学部博物館および東海大学海洋学部内の研究室に協力を申し出た。い

ずれの写真も研究素材であるため、あまり一般化したくないこと、また著作物であることに配慮

しなくてはならない（使用許可書を提出した）。→課題が判明した

（課題）静岡市が自由に使用できるしずまえ鮮魚の写真がない。行政機関として、予算を投じて

所有すべきと思われた。

・メニュー考案ならびに料理の写真撮影

 当初、メニュー考案ならびに料理の写真を自身で実施する予定であったが、完全オリジナルで

はハードルが高く（調理のプロではないため）、また書籍等の引用にあたっては著作権が関わっ

てくるため、東海大学短期大学部食物栄養科学科 高塚千広准教授および福一漁業株式会社 海

鮮食家 福一丸に協力を求めて進めることとした。→問題なく遂行（いい連携が図れた）

・折り紙

 魚の折り紙は著作権が絡むものばかりで、その使用許諾を得ることに難航したが、山田勝久氏

は今回の主旨を理解していただき、折り方を無償で提供していただけることとなった。ただし、

印刷物を転用する場合は著作権が関わってくるため、自分たちで折ったものを写真撮影し、掲載

することとした。対象年齢で折ることができることを鑑み、魚種選定や写真撮影に思いのほか日

数を要した。→問題なく遂行

・イラスト作成

 ある程度の経験がある学生に協力を求めたが、素晴らしい出来栄えのものもあれば、必ずしも

そうでないものもあった。その結果、統一感に少し支障が出てしまった。→課題が判明した

（課題）付属高校の美術部へ協力要請し、一人当たりの負担を軽減すべきであった。また実力の
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確認と図鑑の趣意のしっかりした説明が必要であると感じた。しかし、素晴らしい出来栄えのイ

ラストもあり、流用が可能であると考えられた。

・原稿の確認

 対象とする年齢層を見据えて、内容を吟味していったが、一部表現が砕けすぎていたため修正

を行った。とっつきやすい内容となるよう、学生が思考をめぐらし、本文内容（レイアウトも）

を作りこんでいった。

（a）原稿草案は東海大学付属静岡翔洋小学校の理科の教諭に内容を精査していただいた。数々

の指摘を受け、その修正を行った。

（b）原稿草案が修正できた時点、出版社に提出する一次原稿および一時校閲時に水産漁港課と

共に作業を行った（いい連携が図れた）。

（課題）確認には保護者にも参加してもらうべきであったが、今回は時間の都合上できなかった。

水産漁港課との共同作業ももっと回数を増やすべきであった（作成作業に思いのほか時間を取ら

れ、絶対的な時間が不足してしまった）。いずれも次回があるのであれば勘案すべきである。

・出版

 印刷をお願いする出版社に、全体的なレイアウトをよりよくしてもらうことを期待したが、時

間と予算の関係上、期待を上回ることはなかった。→課題が判明した

（課題）予算の兼ね合いがあるが、イラストレーターなど、デザイン関係の専門的な人を入れる

べきであった（あるいは専門学校等へ協力依頼）。

・追補

 一連の取り組みは、しずまえオクシズ祭りでパネル展示による活動報告を行った。残念ながら、

荒天のため、立ち寄っていただいた市民は少なく、状況的に意見交換などを行うことができなか

った。

 本助成事業の間接的な取り組みとして、「静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る」で

配架した「こども DOMO～しずまえお魚図鑑～」にも、本事業に従事した学生が参画して制作

を行った（印刷部数 3000部）。

（4）今後の改善点や対策

 図鑑の作成は初めての取り組みであったため、いくつものハードルを越えなければならなかっ

たが、学生の工夫と理解ある協力者により、当初の目的は達成できた。一般の人たちへ紹介する

にあたっては、手作り感が評価に値すると思われるが、学事で実際に活用していくにあたっては

課題が残ると推察された。なお、個別課題は（3）で付記した。

幼少期向けの図鑑にすべく内容を煮詰めていったが、学生は育児経験がないため、言い回しや

興味を引くコンテンツにするための工夫等、想像しながらのアイデア出しであった。内容の改善

には付属小学校の父兄にも協力を依頼すべきであったが、時間的な制約によりできなかった。時

間が足りなかった理由は、課題の開始が 8月からで、学生にとっては卒業研究と授業もこなしつ

つの取り組みとなり、そのような中で身の丈を超えた理想の図鑑制作を計画したことによる（4

年生以外もメンバーに含めたが、経験知的に主力にはなり得ない）。結果論ではあるが、そもそ

も年度下期が主体の活動であり（実質 6 ヵ月）、その中でできるベストな図鑑に軌道修正すべき
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であった。あるいは、もう少し早くに事業開始ができれば、学生の課題割り振りを円滑に行えた

かもしれない。PDCAを十分にまわせていないので、仮に継続するにあたっては、一連の課題を

鑑み、実運用可能な図鑑を目指すべきである（内容やボリューム等）。

図鑑制作の副産物として魚の絵やイラストがある。これらについては図鑑とは別に利用が可能

であるため、しずまえ鮮魚へ興味を持ってもらうという図鑑制作の主旨を少しでも具現化させる

ため、積極的に活用が期待される（大学ではシールや缶バッジとして使用する予定）。なお、し

ずまえお魚図鑑に登場するキャラクターや食育レシピなどについて、静岡市教育委員会で編集を

進めている副読本「しずまえ」において全面的に参考にしていただける方向で調整中である。

5. 地域への提言

 地域の意見を吸い上げるのは今後の課題となってしまったため、地域住民の実態が把握できて

いないが、魚離れが進行中であることは紛れもない事実である。今回 17 種類の魚に焦点を当て

たが、それらがしずまえで漁獲されることを知らない消費者も少なくない。今回の事業の成果物

である図鑑や副産物のキャラクターを介し、しずまえ鮮魚に一層の興味を持ってもらいたい。

6. 地域からの評価

 図鑑の完成が 2月になってしまったため、想定される世代の人たちにアンケート等を実施でき

なかった（アンケート等は計画にはない）。そのため、地域からの評価を受けていない。しずま

えオクシズ祭りに活動風景を展示したが、あいにくの悪天候で展示のみとなってしまった。今後、

図鑑を配布した先にて出た意見を集約されることをもって地域からの評価に充てていただきた

い。

（予定配布先）

静岡市教育長、静岡市教育局長、静岡市学校教育課他教育委員会関係、静岡市立図書館

静岡市内海岸エリアの小学校、静岡市しずまえ振興協議会
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     しずまえオクシズ祭り展示風景 1                折り紙の撮影 

しずまえオクシズ祭り展示風景 2               図鑑のお絵かき１ 

 図鑑のお絵かき２ 
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公園樹木や街路樹がもたらす、視覚的、生理的、心理的効果の研究 

－ 緑による課題解決型都市のイノベーション － 

東海大学 海洋学部 東ゼミ（研究室） 

指導教員：教授  東 惠子 

参加学生：鏡味嵩人 福島風昂 中原期生 久保春菜 福井康生 坂井俊 久保田朋希 西航輔  

若林行 井澤崚二 柳下元希 小川眞和 鈴木香子 窪田創 岡本雅士 大沼星弥   

安竹大直 大石健斗 

１要約 

都市空間における緑は、生物多様性の保全、ヒートアイランド緩和、二酸化炭素吸収、都市型浸水防

止、防災などに加えて人間の心理的快適性を高める効果が大きい。特に緑視率の向上を市民の豊かな生

活指標としても取り組まれている。 

本研究では、その緑に着目した「住んでよし、訪れてよしの静岡市」まちづくりを目的に静岡市内の

シンボル的地区を抽出し、緑化の視覚的、生理的、心理的効果機能を検証する。 

研究方法は、上位計画及び現地調査、分析、他事例研究、その実現の可能性を考察し、その実現に向

けた可視化をおこなう。静岡市のシンボル的地区として海の玄関口清水港日の出ふ頭、江尻地区を対象

に緑被・緑視率調査・分析、印象評価、参画意識調査アンケートを実施する。またその実現に向けるた

めには、人材の育成が不可欠であることから地域課題や取組み等、将来まちづくりイメージの共有を目

的として、学生の企画・運営による『住んでよし、訪れてよし-おもてなし静岡の未来（仮）』地域連携

フォーラムを開催し、地元、企業、行政機関と共に参画型、共創まちづくりに繋げていく。 

２研究の目的 

「住んでよし、訪れてよしの静岡市」の実現、環境共生型都市まちづくりは、都市再生の鍵であり、

加えて観光交流人口による地域振興が求められている。本研究は、静岡市・清水港の海の玄関口を対象

に生態系の保全、地球温暖化防止、防災、癒し、憩い等緑の多機能性に着目、視覚の生理、心理効果調

査によりその実現に向けた効果を検証することを目的とする。 

３研究の内容 

清水中心市街地と清水港を繋ぐ清水港線遊歩道の回遊性、海の玄関口日の出・江尻地区の賑わいと防

災の調和を緑化、清水港港湾関連企業を対象にした緑化への取組調査、クルーズ客船観光客を対象にし

た寄港地ニーズ調査等を行い、調査結果を分析、その実現に向けた提案を行った。 

４研究の成果 

(1)当初の計画 

研究対象地域として、クルーズ客船が寄港する海の玄関口日の出と江尻JR清水駅を繋ぐ遊歩道、富士

山世界遺産三保松原のエントランスとしての三保街道、東静岡駅周辺地区地域を対象に緑の視覚的、生

理的、心理的効果調査を行いその実現に向けた効果を検証することを目的とした。 

(2)実際の内容（「Ａ」） 

平成29年1月に国際クルーズ拠点に選定され交流人口の拡大を目指したみなとまちづくりを進めてい

る清水都心ウォーターフロント地区 日の出・江尻地区の整備に向けた、賑わいと防災の調和を緑化、

清水港港湾関連企業を対象にした緑化への取組調査、クルーズ客船観光客を対象にした寄港地ニーズ調

査を実施した。 

1）清水都心ウォーターフロント地区 海の玄関口日の出岸壁・江尻地区とJR清水駅を繋ぐ遊歩道  
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JR清水駅のべレストリアンデッキの延伸により益々清水駅周辺中心市街地と周遊性が求められてい

る。従来から多くの取組みが行われてきたが未だ課題は残る。昨年度、清水港線跡遊歩道590mの空間構

造調査その分析、SD法による印象評価実験を行い、ポケットパーク整備事業整備等に活用されている。 

本年度はその調査結果、改めて現地踏査を加え、課題を抽出、清水港周辺観光周遊性を向上させるた

め、他事例調査を行い、コンピュータグラフィックス（CG）改善提案シミュレーションを作成した。 

改善シミュレーション 緑の回廊
現況

現況

改善提案シミュレーション位置図 

①

現況 使用していないタンク群には錆

がでている。 

改善シミュレーション 

中）錆とり、現状通り塗替えを行った 

右）タンク前に植栽を行った 

改善シミュレーション 現状の塗替えを行った 

現況

現況 

改善シミュレーション 自転車道に静岡ブルーを塗装 

改善シミュレーション 

溜まり空間の機能としての付加価値を加えたシミュレーション清水港歩道

を通行する機能から、公園遊休地を活かしたオープンカフェ、清水港線遊歩

道を通行する機能から、公園のような溜まり空間の機能としての付加価値を

加えた

④ 

⑤ 

② 
③ 
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今後はこのシミュレーションを平成30年3月8日に開催予定の色彩セミナー、地域連携フォーラム「住ん

でよし、訪れてよし-おもてなし静岡の未来」で学生発表、企業、市民、行政関係者と意見交換し、実

現に向けた取り組みをおこなっていく。 

2）クルーズ客船観光客を対象にしたアンケート調査を実施した。 

クルーズ客船寄港に伴い清水港日の出地区は国内外観光客とともに県内外から多くの客船見学者が

訪れている。江尻・日の出地区は清水都心ウォーターフロント地区に指定され、港とまちが一体となっ

た活性化が期待され防災による安全と賑わいのバランスのとれた空間形成が喫緊の課題となっている。

空間整備を進めるうえでのニーズを把握するために、クルーズ客船観光客を対象にアンケート調査を実

施した。調査日：清水港クルーズ客船寄港日  回収数 223通、調査方法：対面によるアンケート調

査票（日本語、英語、中国語版）調査項目：回答者プロフィール、清水港の景観について、寄港時の見

学地・活動、寄港中の過ごし方、クルーズで訪れる港に求めるもの、ターミナル機能、印象に残った港

について等の設問を行った。結果は下記グラフを参照。抜粋を記載する。 

入港時、三保松原の松林の緑、風致地区である山

原の緑が視認され、清水入港路からは自然公園、風

致地区である有度山（日本平）の緑が視認でき、緑

視率が高い。また他港ではガントリークレーンは赤

白であるが、清水港ではみなと色彩計画によりアク

アブルーとホワイトの配色デザインにより富士山と

調和させていることや港湾関連企業の協力により、産業と調和した景観形成が「よい」78％と高評価さ

現況 マリンパークの老朽化した倉庫

改善シミュレーション放置自転車を遮蔽した緑

化、緑視率 25％で潤いある舗道

改善シミュレーションパブリックアクセスを

確保

改善シミュレーション 四季の花咲く樹木、彩ある空間 イノベーションして小さな水族館  緑の中のカフェテラス

現況エスパルスドリームプラザ前の舗道現況 清水港線から日の出に入ると海が

広がる空間に植樹されている

接岸時の清水港の景観 海からの清水港の景観 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

回答者プロフィール 性別、年代、国籍 
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れたと考える。また、接岸時の清水港の景観については、日の出ふ頭が物流機能と交流機能が輻輳する

空間になり、倉庫、上屋が立ち並んでいる。しかし日の出岸壁の自然石舗装デザインによることから思

いのほか、「よい」67％と評価された。 

クルーズ寄港する港に期待することとして

「入港時の美しい景観の港」が最も高く、「市街

地までの良好なアクセス」「魅力的な観光地」が

上位に挙げられた。「緑地、公園など憩える場」

は33人が回答している。 

3）清水港港湾関連企業の緑化に対するアンケート調査を実施した。 

清水港の国際クルーズ拠点港に選定され、クルーズ客船寄港の増加に伴い、クルーズ客52，551人と

急増し、今後は新たな港湾環境・その整備が求められている。新たな港の転換期に対応すべく、地域に

即したニーズや課題、将来の景観像を検討するため港湾関連事業者を対象にアンケート調査を実施した。

対象は、港湾関連企業及び協議事業者。調査方法は、173社に郵送による配布、回収 調査日時は、平成 

29年 10 月 17 日～10 月30 日 回収率 ：45.09％（78社）調査項目は、回答者プロフィール  清水港・

みなと色彩計画について（7 問） 現在の清水港について（3問）今後の清水港について（8問）。その設

問の中で緑化の協力意識を

抜粋する。 

今後の港の景観形成に必要

な取組として、「緑化」38社、

「港が見える眺望地点の整

備」37社、「船（海）からの

風景」35社、「ライトアップ」

27社、「屋外広告看板のコン

トロール」21社が回答して

いる。 

クルーズ寄港する港に期待すること 

緑化への協力意識 

今後の清水港の景観形成に必要な取組みついて 

清水港線遊歩道の回遊性、日の出地区の憩い、うるおいのある空間の形成への協力

（人） 

（人） 

緑化の協力意識は、「必要がある・協力す

る」は77％と高く、「必要性があるが、協

力はできない」が14％である。緑化の必要

性を91％があると認識していることがわ

かる。 

また、清水港線遊歩道の回遊性、日の出地

区の憩い、うるおいのある空間の形成への

協力については、「協力する」58社、協力

しない11社であり、58社の事業者が協力す

ると回答している。 

協力しない理由としては、内容次第で協力

すると前向きな回答を得ている。 
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今後は、これを基にフォーラム、説明会による意見交換を通じ住民や事業者との合意形成を図り緑に

よる美しいみなとまちづくりの取組みを緑地、壁面緑化等による整備を通じ、エリアマネージメントに

よるまちづくりの方向性が導き出せた。 

（3）実績・成果と課題 

本研究の成果として、調査、研究、課題解決を考察、その実現に向けた可視化を行うことができた。

この結果を基に実現に向けた地元の合意形成を図るための取組みが課題であり、取組みを進めていく。 

本研究成果は学生達により、平成30年3月8日 静岡市役所清水庁舎3Ｆふれあいホールで開催される平

成29年度清水港みなと色彩セミナーにて、調査結果を公開し地元の合意形成を図るための取組みを行う。 

（4）今後の改善点や対策 

計画的な緑化政策 特に清水港周辺の緑化計画の策定 

緑ネットワーク形成 地域課題に向けた緑の効果的な活用  

静岡市街路樹計画の策定 

みどり税の導入 

５地域への提言 

さまざまな課題を抱える現在、地域のオリジナルな「リ・デザイン」が求められている。市民、企業、

専門家と自治体との民主的な合意形成・計画決定やまちづくりのパートナーシップの仕組みづくり、老

若男女のシチズンシップをもつ人材が必要とされている。心の豊かさを形にできる知恵と工夫、特に地

域景観はそこに住む人々の営みを重ね、相互に調整し合うコミュニケーションを通してさらに洗練され

たものとなっていく。地域再生の営みは郷土愛育成の教場になると考える 

６地域からの評価 

今回の調査・研究の中で、地域の方々より以下のような意見や期待が寄せられた。 

学生との協働作業を通し、今まで気が付かなかった地域が持つ資産や資源、可能性を知ることができ

大変有意義であったと感じました。今後も地域づくり・人づくりに協働して取組みたいと考えています。 

地域の理解と環境向上に向けた取組みとして末永くこの様な活動を続けていただくことを切望しま

す。 

大学生のもつポテンシャルの高さに驚かされ、今後も一層地域とのかかわりを深め協働の取組による

共創を推進してほしい。 

様々な立場の異なる見方、視点の斬新さはこれからのまちづくりの必要性、可能性を実感しました。 

地域と大学が新たな絆による繋がりを持続してもらいたい。 

地域に大学が存在し、そこには様々な専門性と類を見ない若い力が存在する。地域づくりを共に進め

られる体制、社会を望みます。 
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生物多様性の確保に関する公園の実態調査

東海大学 海洋学部 水棲環境研究会 

担当教員：講師 田中克彦 

参加学生：原田匡人、鈴木敦也ほか 28 名

1 要約

 巴川流域の 4 地点において、定期的な調査を行い、水質と生物の記録を実施した。その結果、上流

部に近い山間を流れる河川の水質が良好で、特有の生物が認められたのに対して、住宅密集地を流れる

河川では高い pH が観測されたほか、オオクチバスなどの特定外来生物が確認された。これらの結果は

昨年度調査と同様であったことから、巴川流域の環境は概ね安定しており、大きな変化は生じていない

ものと考えられた。しかしながら、麻機遊水池において外来生物の増加が認められ、管理施策強化の必

要性が示唆された。

2 研究の目的

 静岡市内を貫流し清水港に注ぐ全長約 18 キロの 2 級河川である巴川には 17 本の支川があり、それら

には高部みずべ公園・能島親水公園・麻機遊水地第 3 工区等の水辺に親しむ公園が整備されている。そ

こに棲息する水棲生物や周辺環境等に関しては長尾川、大沢川、麻機遊水地について静岡県交通基盤部

河川砂防局河川企画課による「しずおか河川ナビゲーション」に若干の記載があり、水質に関しては巴

川中流域での報告がみられるが、その他の支川について市民が参照可能な公開資料は見当たらない。そ

こで本研究では、各支川の水環境および生物環境の把握を目的として調査を実施した。

3 研究の内容

 巴川の支川である大沢川、塩田川、吉田川、および

麻機遊水池（図 1）のそれぞれに定点を設定し、毎月

1 回、水質（水温、pH、COD（化学的酸素要求量））、

および出現生物を記録した。pH と COD の測定には

パックテスト（株式会社 共立理化学研究所）を用い、

生物については手網を用いた採集に加え、目視観察を

実施した。採集された生物については、現場で同定、

計数、計測するとともに、一部については持ち帰り、

詳細な同定を行った。目視によって確認された生物に

ついては同定のみにとどめた。また、代表的な出現種

については写真を撮影することで当該生物の確認の

証拠とするとともに、事後的な同定のチェックに用い

た。なお、オオクチバス等の特定外来生物が採集され

た場合には、その場で殺処分して持ち帰り、廃棄物として処理し

た。また、対照区として、より自然度が高いとみられる庵原川の

結果を合わせて示す。

図 1. 調査対象とした河川・遊水池 
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4 研究の成果

(1)当初の計画

水棲環境研究会では定例活動として水辺の環境調査を継続的に実施している。2017 年度は 4 月より

本調査を実施し、中途から本助成金を使用した。毎月 1 回、上記河川および遊水池の定点において、

水質、および生物に関する上記の調査を行い、その結果に基づいて各環境について評価を行う。さらに、

飼育展示や調査結果の展示等を通じた普及・啓蒙活動を実施するとともに、研究報告会を開催する。

(2)実際の内容（「B」一部修正）とその理由

調査については、塩田川においては 1 月まで予定通りに実施した。大沢川は 4 月に、吉田川および

麻機遊水池においては 8 月に、荒天や降雨による水位上昇等のために調査中止を余儀なくされたが、

それ以外の月は予定通りに調査を実施した（図 2）。 2 月分調査は 2 月末までに全地点で実施を予定

しているほか、助成対象期間終了後の3 月にも同様の調査を引き続き行う予定である。

調査に加えて、普及・啓蒙活動の一環として、11 月 1 日から 3 日にかけて開催された東海大学海

洋学部の海洋祭において、魚類等の飼育展示を行うとともに、各調査定点の環境について、ポスター展

示を実施した。また、2 月 16 日には、清水テルサ（静岡市清水区島崎町）において、本事業による調

査結果の報告会を開催・実施した（図 3）。

(3)実績・成果と課題

各地点の季節変化の理解のために、助成金交付前の 4 月以降から、吉田川、塩田川および麻機遊水

池については詳細な生物同定が完了しデータのとりまとめを終えた 1 月までの、大沢川および庵原川

のそれぞれについては同様にデータ処理が完了した 12 月および 10 月までの結果を記す。

水温は、いずれの地点においても、 4 月から上昇し、7–

9 月の高水温期を迎えた後、10 月以降低下するという気温

変化にともなうパターンを示した（図 4）。ただし、最高水

温には地点間の差があり、大沢川、塩田川、麻機遊水池お

よび庵原川では夏季水温が 25 °C を超えていたのに対し、

吉田川では 7 月および 9 月においても 25 °C を上回る

ことはなかった。これは吉田川の調査地点が上流部に比較

的近い山間部に位置していたことによると考えられる。

図 2. 調査風景 図 3. 清水テルサでの報告会の様子

図 4. 調査地の水温 (°C) 
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pHは、5–6 月を除いて麻機遊水池で低めの値をとり、大

沢川は多くの調査月において調査地点間の最大値を示し

た（図 5）。大沢川は住宅地を貫流しており、人間活動由

来の塩基性物質の流入が関係していると考えられた。なお、

塩田川、麻機遊水池においては 4 月から 6 月にかけて

pH が上昇する傾向があったが、人為的影響のほか、水温

上昇とともに増大した植物の光合成が作用した可能性も

ある。

COD は、pH と同様に、地点間で共通する季節変動パタ

ーンは見いだされなかった。調査地点間では、麻機遊水池が

常に 6 mg/L 以上を示した一方、吉田川は低水温期を除い

て低めの値をとった（図 6）。麻機遊水池は水が滞留しやす

いために有機物が豊富であり、値が高くなったものと考え

られた。吉田川は対象地点の中で比較的上流側に位置して

おり、平時は清浄な環境が維持されていたとみられた。2017 

年 4 月および 2018 年 1 月には 7 mg/L を超える値が観

察されたが、周囲に農地が散在することから、農地からの

排水や土壌の一時的流入も可能性として考えられ得る。

水生生物については、大沢川ではシマドジョウ種群、ス

ミウキゴリなどの底生種を中心に 14 の魚種が確認され

（図 7）、高水温期には遊泳性の魚類であるオイカワも多数出現し

たほか、モクズガニ、テナガエビ類などの底生生物がみられた。

塩田川ではオイカワが多く、それに加えて、マドジョウ、スミウ

キゴリなど 7 魚種がみられた。底生生物としてはモクズガニに加

えてアメリカザリガニが頻出した。吉田川は全体としてアブラハ

ヤ（図 8）が多く、4–7 月にはタカハヤも多数出現した。また、

シマドジョウ種群に加え、ホトケドジョウ、ヨシノボリ類、サワ

ガニといった他の調査地点で出現頻度が低い種がしばしばみられ

ており、全体で 23 種が確認された。吉田川ではサワガニに加え

て、ヘビトンボの幼虫など清浄な河川の指標生物が確認されたこ

とから、良好な河川環境が保たれているとみられた。

麻機遊水池においては、10 種の魚類と 7 種の底生生物が認め

られたが、オイカワ、アブラハヤなどの遊泳力の強い魚類は調査

期間中確認されず、代わりに、モツゴ、カダヤシなど流速の低い

環境を好む魚類がみられたほか、調査期間を通じてミナミヌマエ

ビが多数観察された。これは遊水池という環境を反映したものとみられ、巴川流域の生物環境を考える

上での本遊水池の特異性、重要性を示すものと考えられる。なお、ここまでの各調査地の結果は昨年度

と概ね同様の傾向を示しており、巴川流域の河川環境は安定的に維持されているものとみられた。

庵原川では 15 の魚種と 11 の底生生物が確認され、このうち、シロウオ、ボラ、シマイサキの出現

は調査地点が河口に近いことを反映している。カゲロウ・ヘビトンボの幼虫の生育が示すように河川環

境が良好で、それらが豊富なエビ類などとともに、ウナギやカワアナゴなど他の調査地点でみられない

魚種を含む魚類群集を支えているものとみられた。

図 5. 調査地の pH 

図 7. 大沢川採集生物

図 6. 調査地の COD (mg/L) 

図 8. アブラハヤ
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吉田川および庵原川を除く調査地においてはアメリカザリガ

ニをはじめとする外来生物が確認された。なかでも、大沢川で

はオオクチバス、ブルーギル、ウシガエルからなる 3 種の特定

外来生物が認められたほか、キンギョも確認された。大沢川は

住宅密集地を流れているためにペットの放逐が起こりやすいも

のと考えられる。また、麻機遊水池では昨年度に豊富にみられた在来種のミナミメダカが確認されず、

代わりに外来性のカダヤシが周年みられた。また、カムルチー（図 9）とミシシッピーアカミミガメも

複数回捕獲され、外来生物の影響が増していることが示された。

 以上の結果に基づき、東海大学海洋学部の海洋祭において、河川環境を再現したプール、水槽を展示

するとともに、ポスター展示を実施した。また、麻機遊水池においては、12 月 6 日に麻機遊水池保全

活用推進協議会主催の外来種駆除に参加したほか、1 月 21 日には柴揚げ漁にボランティアとして参加

し、伝統漁を体験する傍ら、小学生等低年齢の参加者のサポート、および採集された生物の解説等を行

った。2 月 16 日の報告会においては、清水区内の学習支援事業関係者も含めて約 40 名の参加があっ

た。

(4)今後の改善点や対策

 手網による調査は定性的で、異なる地点、異なる調査月間で生物の量を比較しにくく、各種生物の季

節的な個体数の変動を評価しにくい。そこで、調査努力の指標として各回の参加人数・時間を記録した。

今後は個々人の採集効率の差の補正などを考慮に入れる必要がある。また、小型の底生生物については

目視観察で見逃しやすい側面があるので、方形枠を用いて一定範囲内の生物を網羅的に記録するなどの

方法が考えられる。

5 地域への提言

 調査地によって、人間活動が水質および出現生物に影響を与えていることが示唆された。概ね昨年度

と同様であり、環境的には安定しているとみられた。したがって、緊急的な対策は必要ないが、生活排

水の影響が示唆される河川においては、一般に対する啓蒙・普及活動などを通じて長期的に改善を促す

余地があると考えられる。外来生物は、昨年同様、大沢川で顕著であったが、麻機遊水池においても外

来生物の定着が進んでいる傾向が認められた。本遊水池は他の調査地と異なる環境・生物相を示す重要

な水域であることを考慮に入れると、外来生物駆除など直接的な対策がより強化されるべきと考えられ

る。また、今回得られた結果について広く一般に周知するとともに、生物の運搬・放逐を防ぐべく普及

活動に取り組む必要があるものとみられた。

6 地域からの評価

 本調査を実施した水棲環境研究会においては、麻機遊水池にお

ける観察会をはじめとしたボランティア活動に取り組むほか（図

10）、幼稚園等における河川生物の水槽展示や長田生涯学習センタ

ーでの移動水族館をはじめとした普及活動を実施しており、好評

をもって受け入れられている。また、本事業からは離れるが、清

水庵原小学校の児童ら地域住民とともにモニタリング調査を担当

した「いはらの川再生プロジェクト」が国土交通省主催の多自然

川づくり事業において最優秀賞に選出されたことは、地域連携と

成果の一般への還元の意識が高く評価されたものと言える。

図 9. カムルチー

図 10. 学習会ボランティア
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麻機遊水池調査風景

麻機遊水池柴揚げ                麻機遊水池採集生物

移動水族館

川遊び体験補助

学習会補助 
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移住希望者目線での移住促進に向けた情報発信と地域ネットワークの構築に関する研究 

常葉大学 造形学部 安武研究室 

教  員：教授 安武伸朗 

参加学生：小野寺夏海・水谷みなも・萩原園華・川口彩花・    

      北島彩香・前島なつ実 

１要約 

H27年度の自主研究、H28年度の地域課題解決事業における、課題の抽出と解決手法を継続、発展させた

研究と実践である。本研究室の学生が静岡市企画課移住・定住推進係、東京の移住支援センター、地域

のプロモーション会社と協力して、１つ移住促進に向けた情報の収集・分析と発信として、「静岡の嬉

しい暮らし方vol.2」の企画・編集、ならびにWebサイトの設計を行い、3月下旬に発行、配布、公開を

行う。 

２つめは移住者自らが静岡での暮らし方を広く深く実感できるためのコミュニティ開設のためのワー

クショップを設計した。しかし移住した人たちの参加は少数で開催を見送った。 

上記より、移住者目線での移住促進に関して、行政から情報提供による「受け手を開拓する段階」の成

果は期待できるものの、静岡市に移住した市民が「当事者として移住者を支援するネットワークをつく

る段階」には至らず、「市民による主体的な地域ネットワーク：まちづくり」には課題が多いことが推

察できる。 

２研究の目的 

A 行政と移住希望者、および移住者の間の見えない期待や不満を可視化し、双方のマッチングをより豊

かなものとする。 

B 移住者による自主的な移住支援のコミュニティ『静岡の嬉しい暮らし方』の設立を目的として、情報

共有の場を具体化する。 

３研究の内容 

A マッチング研究 

① 移住者インタビューによる、移住に関する潜在的な期待や不安の抽出と可視化。 

② 移住相談セミナー（東京）の運営支援、および説明ツールの開発。 

③ 移住PRメディア「静岡の嬉しい暮らし方」チラシ、パンフ、WEBサイト、動画等の企画、制作、発信 
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B コミュニティ創出の研究 

④移住者との交流の場「静岡の嬉しい暮らし方」コミュニティづくりWS      

移住してきた方々による「移住する人、した人を応援するコミュニティ」実現を考えるワークショッ

プを開催する。

「静岡の暮らしを知る、人と知り合うコミュニティづくりワークショップ」 

４研究の成果 

(1)当初の計画：上記３の①②③④参照 

(2)実際の内容 

①：A：10組を取材し、移住した方々の視点を抽出できた 

②：B：グラフィックレコーディングによりイベント運営を支援した。ツールは未開発 

③：A：A2サイズカラー14ページ冊子の発行（400部）、Webサイトの公開（いずれも3月下旬） 

④：C：12月、1月に2回のワークショップを広報したが、１組申し込みのみのため中止した。 

(3)実績・成果と課題 

実績・成果：静岡市の課題（移住者の獲得）に対して、行政からの情報提供という視点ではなく、移住

者視点による「実感があり、共感できる等身大の情報」を捉えて、冊子とWebという２つのメディアに

より、持続的な発信を図っていることが成果と考えられる。特に、冊子は2016年版が増刷されるなど、

東京の移住センターでの活用実績に応える活動であり、またWebは今後も継続的に学生が内容をアップ

デートしていく計画があることから、多様な展開が期待できると思われる。 

課題：前述したように、移住に成功している地域では、移住者自身によるコミュニティが形成され、自

助的な活動により移住者支援が成功している。比較すると静岡市は行政＋大学（学生）が活動している

段階であり、静岡市に移住した方々は、まだそのような機運には至っていないように思われる。移住者

が活発に街に新しい魅力を生み出している他の地域のように、静岡市もクリエイティブな30代の移住者

が、自発的に新しい暮らしの価値を作っていける街になるのかどうか、課題が見え隠れすると思われる。 

 (4)今後の改善点や対策 

前述のように、行政＋大学（大学生）というプレイヤーから、市民や事業所、移住した人々を巻き込ん

だ、移住を考え、支援する「場」を生み出すことができるかどうか？今後のテーマであると思われる。 

５地域への提言 

市民が自分の責任で課題を見つけ、解決できる街になれることが極めて重要であろう。行政が企画、解

決を行うのではなく、市民をそのように教育・啓蒙し、チャンスを生み出し、場所やネットワークや資

金で支援するような姿勢により、アントンプレナーシップが生まれ、街の力が増し、力のある移住者を

引きつけることになると考える。 

６地域からの評価 

現時点では、評価を受ける機会はありませんでした。 

-94-



静岡の嬉しい暮らし方（冊子） 

A2サイズ 二つ折り14ページ 400部発行（2018年3月20日） 
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静岡の嬉しい暮らし方（Web） 

静岡市のウェブサイトよりリンクして公開予定（3月末） 
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（成果報告書 記載方法） 

平成29年度 生涯活躍のまち静岡(CCRC)に係る連携事業 

「体力・心理機能」に関する研究報告 

常葉大学 保育学部 今村ゼミ（研究室） 

     健康科学部 内田ゼミ（研究室） 

教  員：今村貴幸、内田全城 

参加学生：今村ゼミ4年生、3年生及び1年生、内田ゼミ4年 

生、2年生 

1．要約 

 高齢者の健康コミュニティづくりを目指し、その現状把握のひとつとして市内在住の高齢者を対象に

した「体力・心理機能計測」及び運動と健康情報の提供を実施した。 

 第1回体力・心理機能計測は平成29年12月2日に実施し、体力測定項目7種目、心理機能計測E-SASを実

施した。参加者は男性7名、女性17名の計24名であり、ほとんどの参加者が定期的な運動実践を行って

いない状況であった。参加者のうち14名がロコモティブシンドロームに該当した。 

 第2回体力・心理機能計測は平成30年2月3日に実施し、前回と同様の項目で計測を実施した。対象は

前回参加した男性1名、女性5名の計6名であった。そのうち1名は、前回実施した運動指導及び運動実践

パンフレットをもとに週5日運動を実施していた。しかしながら、参加者のうち1名がロコモティブシン

ドロームに該当した。 

 今回の参加者は、運動の実施に対して興味関心はあるが、時間的な問題や一緒に運動できる仲間がい

ないなどの問題が多く見られ、実践に至っていない傾向が伺えた。その結果として、現時点でロコモテ

ィブシンドロームに該当する方が14名も存在し、今回該当しなかった方も、このまま運動を行わない状

況が続けば、ロコモティブシンドロームの予備軍として考えられる。これらの事は、生涯にわたり活躍

できることも難しくなってくることを示唆している。そのため、今後も継続的な「体力・心理機能計測」

の実施及び適切な運動指導や健康情報の提供及び参加者のコミュニティ形成を進めるための施策がが

必要になってくると考えられる。 

2．研究の目的 

 近年、高齢者を取り巻く問題は「サルコペニア」「ロコモティブシンドローム」「フレイル」「生活習

慣病」「認知機能低下」「栄養状態」「平均寿命と健康寿命の差異」など多岐にわたりが挙げられる。ま

た、日本人のライフスタイルの変化から他者との繋がりが希薄となりつつある。特に高齢者の社会的な

つながりは寿命との関わりがあり、単に身体的な健康状態の維持向上だけではなく、他者とのコミュニ

ケーションも重要な要素となる。 

 そこで本研究は、高齢者を対象とした健康コミュニティづくりを目的に、高齢者に必要とされる身体

機能や体力及び生活機能測定と運動実践を行う。さらに多世代交流を促進する観点から、大学生が主と

なって事業を運用し、参加者の健康管理に対する自助能力の向上に向けた支援を行う。 

3．研究内容 

 第1回体力・心理機能計測 

 開催日：平成29年12月2日（土曜日） 10：00～11：30（90分）

-97-



 開催場所：常葉大学静岡キャンパス水落校舎 7回第3・4会議室

 参加者：24名（男性7名、女性17名）

① 体力測定項目（７種） 

    握力、５M歩行速度、片脚立位時間、Timed Up & Goテスト、E-SAS 

    コロモティブ・シンドローム検査（立ち上がりテスト、２ステップテスト） 

           ※ ロコモティブ・シンドロームとは（通称：ロコモ、和名：運動器症候群） 

            ：運動器の障害のために移動能力の低下をきたした状態 

② 運動実践（３種） 

    スクワット、カーフレイズ、フロントレイズ 

③ 個別相談 

第2回体力・心理機能計測 

開催日：平成30年2月3日（土曜日） 10：00～11：30（90分） 

開催場所：常葉大学静岡キャンパス水落校舎 7回第3・4会議室 

 参加者：6名（男性1名、女性5名） 

① 体力測定項目（７種） 

    握力、５M歩行速度、片脚立位時間、Timed Up & Goテスト、E-SAS 

    コロモティブ・シンドローム検査（立ち上がりテスト、２ステップテスト） 

           ※ ロコモティブ・シンドロームとは（通称：ロコモ、和名：運動器症候群） 

            ：運動器の障害のために移動能力の低下をきたした状態 

② 運動実践（３種） 

    スクワット、カーフレイズ、フロントランジ 

③ 個別相談 

4. 研究の成果 

（１）当初の計画 

当初の計画通りに体力測定、心理機能測定及び運動実践指導は実施できていた。 

（２）実際の内容 

当初計画通りの内容で実施できた。 

（３）実績・成果と課題 

第1回体力・心理機能計測 

① 参加者数：２４名（男性７名、女性１７名） 

② アンケート結果（一部抜粋） 

・これからの日常生活においても大変役立ちました。ありがとうございました。 

・とても参考になりました。学生さんの協力とてもうれしかったです。 

・もっと健康に留意していきたいと思いました。 

・日々の運動に留意したいと思います。決心しました。 

・年相応の衰えを感じていたので、運動習慣ぜひつけたいと思います。 

・学生さん、先生方の対応がよく良かったです。 

・体の状態を知ることができてよかったです。 

③ 体力測定結果 
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 参加者の平均値 基準値（平均値） 

年齢（歳） 68.9±10.3 － 

握力（kg） 26.1± 8.2 男性39.8 ／ 女性24.7 

５Ｍ歩行（秒） 3.6± 0.9 2.6～3.4 

開眼片脚立位（秒） 40.1±22.6 21～100 

Timed Up & Go（秒） 6.2± 1.5 11 

※ロコモ度テスト：２４名中１４名がコロモティブ・シンドロームに該当した 

④ 実施風景 

第2回体力・心理機能計測 

   参加人数6名（男性1名、女性5名） 

   運動習慣についてアンケート結果

   ・特別実施していない。 

   ・週に1回程度。 

   ・週3回ラジオ体操、週1回太極拳を実施。 

   ・前回頂いた資料を活用し、週５回スクワット、カーフレイズ、プッシュアップを行った。以前

からテレビ体操→ウォーキング40分→階段250段昇り降りを、ほぼ毎日やっています。寝る前

にベッドの中でストレッチも続けています。ただ１月下旬から２週間程度風邪をひき、トレー

ニングがストップしてしまいました。 

   ・太極拳を月に1回程度実施。 

   体力測定結果

 参加者の平均値 基準値（平均値） 

年齢（歳） 63.3±9.4 － 

握力（kg） 27.0± 7.2 男性39.8 ／ 女性24.7 

５Ｍ歩行（秒） 3.1± 0.3 2.6～3.4 

開眼片脚立位（秒） 59.3±1.6 21～100 

Timed Up & Go（秒） 7.6± 0.9 11 

2ステップテスト 1.4±1.6 1.3未満ロコモ度1 

1.1未満2ロコモ度2 

※ロコモ度テスト：6名中１名がコロモティブ・シンドロームに該当した。 
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  実施風景

（４）今後の改善点や対策 

 第1回目の参加者よりも2回目の参加者が少なかった。このことは、第2回目の開催について、第1回目

の終了時に1度告知をしたのみであった事が原因として考えられる。今後は、開催告知を対象者がわか

りやすく行うことが必要であると感じた。 

 本測定に参加された方は、比較的運動の実践や運動に対して積極的に行動できる方々だと感じるが、

運動の実践が必要な方たちはまだ多く存在していると考える。そのため、積極的に行動を起こせない方

たちに対して今後どのようなアプローチをしていくべきか検討する必要がある。 

 今回は、2回実施したのみだったが、参加者からは定期的な実施を望む声が多くあり、次年度は定期

的な開催ができるようにしたい。 

5．地域への提言 

今回はパイロット事業として、水落地区を主な対象として開催しました。実施してみると、参加者の

中にはロコモティブ・シンドロームの予備軍もしくは該当者も含まれており、在住地域で身近に確認で

きる機会を確保することで早期発見や初期対応にもつながります。やみくもに運動を実践するのではな

く、個々の身体状態に合わせた運動の工夫といった個別性をより出していくことが必要だと感じます。 

また、運動を実践したいけどなかなか始められないといった方も多く存在し、他の地域では高齢者同

士をつなげる橋渡しとしての運動実践教室が成功を収め地域の活性化に一役かっている。今後、街中で

気軽に高齢者や地域在住の方が立ち寄れ、自由に利用できる「運動・健康情報カフェ」のような場を提

供できると良いと考える。 

運動の実践は、身体的な健康改善のみならず、認知機能、仲間づくり、健康寿命に大きく寄与するこ

とは世界的な調査研究で証明されている。しかし、なかなか運動を始められない高齢者のために運動を

1つのツールとして用いることは今後の社会環境からは非常に意義がると考える。 

さらには、運動機能や日常動作学および障害学を学んでいる学生が主体的に地域の方と関わっていく

ことで、継続性のある事業につながると思います。 

                                           以上 
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(成果報告書) 

  「小学校の通常学級在籍の発達障害児等への通級によるスヌーズレンの授業効果」 

                       常葉大学 教育学部 姉崎ゼミ 

                       教  員: 教授 姉崎 弘 

                       参加学生: 酒井 空、鈴木孝則  

1. 要約 

 今日、小・中学校等の通常学校の通常学級在籍の発達障害児への教育の在り方が大きく問

われている。この子どもたちに適切な教育や必要な支援を行うことは、時代のニーズともい

える。本研究では、これまで通常学校で十分な指導や支援が難しい発達障害児を対象に、別

室へ通級させ、そこで、学生と 1 対 1 でスヌーズレンの蛍光教材を用いて指導を実施した

結果、リラックスした楽しい学習空間の中で、学生の助言により、対象児の自己肯定感が向

上し、友達関係等のさまざまな悩みが解決の方向に向い、社会的スキルを新たに学習し友達

関係が良好に作れるようになった。この別室でのスヌーズレン教育は、今後学校教育で求め

られる指導法の一つであることが示唆された。 

 ここでは、1 年間にわたって継続した実践のできた酒井 空さんの実施した指導事例を取

り上げて報告する(鈴木孝則君の実践は 4 か月間の実践で指導途中のため今回は割愛する)。 

2. 研究の目的 

 小学校等の通常学級には発達障害等の特別なニーズのある児童生徒が数名在籍しており、

教師はユニバーサル・デザインの授業を創意工夫することで対応しているが、そうした指導

だけでは十分に対応できない児童生徒たちが在籍していることは確かな事実である。 

 この問題に対処するためには、通級による指導を活用することが有効であると考えられ

るが、静岡市では通級指導教室の数が十分になかったり、教師や保護者の通級指導に対する

意識が十分にない場合には、これを活用することができないと思われる。 

そこで、本研究では、今後の取組みを提案するために、静岡市特別支援教育センターと連

携して、研究対象校として小学校 2 校をお願いして、児童の興味を引く蛍光教材等を用い

た、いわゆるスヌーズレンの授業実践を通して、対象児がリラックスして楽しく学びながら、

対象児の課題である心理的な安定を図り、対人関係やコミュニケーションスキル等を高め

ることを目的として 1 年目の実践研究を推進した。 

3. 研究の内容 

(1)スヌーズレンとは 

 スヌーズレンは 1970 年代中頃にオランダの重度知的障害者施設で始められた取組みで、

うす暗い部屋の中で、視覚や聴覚、嗅覚、触覚等の五感を刺激して、利用者と介助者が楽し

い、心地よい時間を過ごす、いわゆる余暇活動として始められた。その後、世界でスヌーズ

-101-



レン環境の教育的・セラピー的効果が認識されるようになり、今日では、スヌーズレンはレ

ジャー、教育、セラピーとして活用されている。 

(2)指導事例 

1)対象児 : 小学 6 年 男子 自閉的傾向 授業者: 酒井 空 

2)期 間 : 2017 年 5   2018 年 2 月 

3)授業回数: 週 1 2 回 放課後のクラブの時間に放送室で実施 15 時 15 時 45 分 

4)教室環境: カーテンで部屋をうす暗くし、ブラックライトと蛍光教材、軽音楽を流す 

5)対象児の課題: 対人関係、コミュニケーションがうまくとれない、自己肯定感が低め 

6)授業の流れ:自立活動の指導として行う。 

 ①本人にやりたい活動を聞く。 

 ②初めに今の本人の気持ちを聞く。 

 ②キャチボールをする。 

 ③英語の簡単な文章づくり(光るアルファベットを使用)。 

 ④好きな絵を描く(光るクレヨンを使用)。 

 ⑤学校での出来事を話してもらうー必要な助言を行う。 

 ⑥最後に本人の気持ち(文章を書く)や教室での過ごし方(友だちへの関わり方)を聞く。 

    ブラックライトで光るボール     ブラックライトで光るアルファベット 

表１ 指導前と指導後の主な気持ちの変容（指導記録からの抜粋） 

日付 始まる前の気持ち 終わった後の気持ち 

H29/9/20 
悔しい。 楽しかった。 

H29/9/25 
○○むかつく。 何かをなしとげてのりこえたい。 

むくわれたい。 

H29/10/4 
モヤモヤしている。 楽しかった。 
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H29/10/27 
給食のペアが協力してくれなくて

むかむかする。 

すっきり！ 

H29/11/1 
みんながうらやましい。 みんな違ってみんないいんだ！ 

十人十色 

H29/12/4 
チャレンジテストが心配。 チャレンジテストがんばる！！ 

H29/12/6 
喧嘩していらいらする。 明日誤りたい。 

4. 研究の成果 

普段の教室とは違う、リラックスした空間の中で、美しく光るボールや英語カードを使っ

て楽しく集中して学習ができた。指導者との信頼関係を徐々に深めていき、普段の教室での

悩み事を打ち明けるようになる。そこで、指導者は、「じゃ、次回はその友達にこう言って

みようよ。」と助言したところ、教室でそれが友だちに言えて、それから友達のからかいが

なくなり、自分からいろいろな友達のそばに寄っていき、関わりが持てるようになっていっ

た。自分に自信がもてるようになり、自己肯定感が向上したと思われる。 

5. 地域への提言 

 通級指導教室が少ない中、無理なく取組める学習活動として、放課後のクラブ活動の取組

みの選択肢の一つに「スヌーズレンクラブ」のようなものを位置付けて、保護者と本人の了

解のもとに週 1 回程度取組むことが可能である。静かな学習環境の中で、魅力的な蛍光教

材を用いて、リラックスして個別に丁寧な関わりを行い、その中で、本人の気持ちや悩みに

寄り添いながら、本人の思いや行動を認め、必要な助言を行っていく実践は、通常学級在籍

の児童たちに適した教育法の一つであると考えられ、今後各学校での導入が期待される。 

6. 地域からの評価 

 11 月と 2 月に、2 回に分けて、今回の実践 

研究の報告会を開催した。(第 1 回・第 2 回 

スヌーズレン教育研究会として) 

 参加者はそれぞれ十数名と少数であったが、 

大変興味を持たれた先生方が多く、特に蛍光 

教材が効果的であること、また放課後なら無理 

なく参加しやすいこと、事例児の変容を促した 

ことを高く評価していただいた。 

 今後も継続した実践研究を実施していきたい 

と考えている。 

(今回取り上げなかった鈴木孝則君の指導事例は、できれば次年度報告する予定である。) 

実践研究報告を行う酒井 空さん(11 月) 
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公立図書館における多読導入を通じた地域生涯学習の推進

－図書館の英語多読サービスの推進－

常葉大学外国語学部

教授 良知惠美子

１．要約 

現在、多読を通じて地域の生涯学習のニーズに応える取り組みが、全国の公立図書館にお

いて着実な広まりを見せている。静岡県内でも静岡市立北部図書館や浜松市立図書館がこ

の動きを進めているが、中でも浜松市立図書館ではその動きは活発である。既に多読図書

に特化した予算が計上され、多読が図書館の重要なサービスの一つとして定着しつつあ

る。そこで本研究では、静岡市立北部図書館及び藤枝市立駅南図書館での多読サービスの

充実をさらに進めたいと考えている。 

２．研究の目的 

静岡市立北部図書館では既に多読導入の支援を行い、平成 28 年度は多読図書利用者を 

参加者とした月 1回の頻度で開催される多読相談会を開催してきた。平成 29 年度に入っ

てからは、利用者を中心とした多読サークル活動へと移行している。 

ただし、導入当初から多読図書の追加は十分行われておらず、サークル参加者も目立っ

て増加するには至っていない。一方、藤枝市では平成 28 年度に初心者向け講座を開催し

たのみで、図書館に多読図書は未だ配架されていない。このような現状において、地域図

書館の生涯学習としての多読サービスが静岡県中部地区に定着するよう、本事業において

支援を行うことを目的とする。また、常葉大学の学生と地域住民との対話の機会を多読支

援講座内に設け、学生のサービスラーニングの機会を提供したいと考える。 

３．研究の内容 

＜静岡市に対する支援事業＞ 

静岡市では、市立北部図書館を中心として多読図書が既に配架されており、昨年度（平成

28年度）は多読図書利用者の安定的な確保を目的として、月 1回の頻度で多読相談会を開

催してきた。今年度（平成 29年度）はそれを発展させ、利用者を中心とした多読サーク

ルが既に発足している。この動きをさらに促進させていくためには、継続的な多読図書の

確保が必要であり、さらには多読の楽しさを多くの市民の方々に知っていただき、現状を

踏まえたうえで、今年度の支援事業を行いたい。

＜藤枝市に対する支援事業＞ 

平成 28年度の常葉大学地域連携事業により、藤枝市図書課関係者の方々に、地域生涯学

習の推進に対して、公立図書館への多読図書の導入がもつ意義についてご理解を頂いた。

-105-



しかしながら、藤枝市の予算に多読図書の購入費を確保することはなかなか困難な現状が

ある。今年度も、市民の方々に多読の楽しさをさらに理解していただく活動を継続的に行

っていくことを本支援事業とする。

４．研究の成果 

（1）当初の計画 

＜静岡市に対する支援事業＞ 

①多読図書の更なる充実のための選書に対する助言

②現在開催している多読サークル参加者に対する助言、及び常葉大学学生をサークルに参

加させ、多読学習の問題点を市民参加者と共有する。

③更なる利用者を確保するための事業として、親子を対象とした英語多読用の絵本読み聞

かせ講座の開催

＜藤枝市に対する支援事業＞ 

①昨年度開催した初心者向け多読講座を今年度も 2回ほど開催する。昨年同様、常葉   

大学で多読学習を行っている学生に、講演会補助として参加してもらう形態を本年度も採

用する。

②多読相談会を開催するうえで、多読図書のスタートキットとして多読本を選書購入す

る。

（2）実際の内容とその理由 

＜静岡市に対する支援事業＞ 

①多読図書の更なる充実のための選書に対する助言 

多読図書を追加するための選書については、静岡市の購入のほとんどが学校協力貸出用の

副本だったため、追加のための選書は行わなかった。

②多読サークル参加者に対する助言等 

多読サークルについては市民ボランティアによる運

営が開始され、参加者の確保には苦労している面もあ

るが、積極的な取り組みは維持されている。常葉大学

からの学生による助言は参加学生の確保に困難な面が

見られ、今年度は十分に実現できなかった。

③親子を対象とした英語多読用の絵本読み聞かせ講 

座の開催（左図参照）

当初の予定通り、「親子で学ぶ英語多読」という演
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題で、東京明星中・高等学校教諭である鬼丸

晴美氏を招いての講演会を開催した。事前に

北部図書館関係者と入念に打ち合わせを行

い、当日は子ども 13名、大人 19名、合計 32

名の参加者があった。児童多読に関するパン

フレットを鬼丸先生がご用意くださり、子供

たちに多読を行う際に留意すべき点について

説明があり、その後参加者と個別に対話する

時間が持てたことは大変有意義であった。

＜藤枝市に対する支援事業＞ 

①多読入門講座の開催 

多読入門講座の初回を平成 29年 12月 16日（参加者 17名）に、第 2回目を平成 30年 1

月 27日（参加者 12名）に開催した。初回は昨年度に実施した講座を基本に置きつつ、今

回が全くの入門である参加者もおいでになられたので、多読の必要性と多読を継続してい

くための必要事項について概略を述べた。そのあと、多読スタートキットを用いて、実際

に多読本を読む経験をしていただいた。第 2回目は、「読むとはどのような行為か？多読

的読み方とは」という演題で、脳科学の視点から「読むこと」の困難さについて、また読

書教育の視点から「母語で読むこと」の困難さについて説明した。その後、多読的な読み

方を準備した資料を基に、分速を測定しながら読んでいただく経験をした。両会とも常葉

大学外国語学部英米語学科より、多読学習を行って経験を持つ学生に支援を依頼した。

②多読相談会を開催するうえで、多読図書のスタートキットとして多読本を追加する。 

藤枝市立駅南図書館には多読図書が配架されていないため、本事業予算より多読初心者向

け図書を購入し、それを用いて相談会を実施した。

-107-



（3）実績・成果と課題 

＜静岡市に対する支援事業＞ 

多読サークルへの支援や親子を対象とした講演会は予定通りの成果を収めることができた

と思うが、多読を公立図書館の市民サービスの一つとして位置づけていくためには、新し

い多読図書を積極的に購入し、利用者に提供していく意思が図書館側にあるのかが、今後

最も重要になってくるであろう。今回の事業では選書にまでは支援を行うことができなか

ったことは残念である。

＜藤枝市に対する支援事業＞ 

初心者向け講座を開催すると一定数の参加者が必ず見込める状況であり、参加者の意識も

高い。しかし、今回は事業予算で購入した多読キットを使用しての開催であり、藤枝市が

今後多読を図書館サービスとして検討していくことが可能なのか、つまり多読図書購入の

予算を確保できるのかが今後最も検討すべき点であると考える。

（4）今後の改善点や対策 

静岡市立北部図書館も藤枝市立駅南図書館も、多読に参加する市民の方々は、多読に熱い

思いを持っていることを感じる。多読はサービス開始からその後の運営を通じて、なんと

いっても多読図書を継続的に購入し、それを利用者に紹介していくことが求められる。一

般市民の方が個人的に多読を行うには経済的問題があり、それゆえに公立図書館での多読

支援に、行政サイドも積極的に乗り出すことを期待したい。

５．地域への提言 

静岡県全体の多読サービスのバランスを考えた場合には、静岡市を中心とした中部地区は

浜松地域に若干の遅れをとっていることは否定できない。今後中部地域にも充実した多読

サービスが市民の方々に提供できるような前向きの姿勢が期待される。また、常葉大学多

読ライブラリーと中部地区公立図書館との多読連携協働事業が展開できれば、幅広いレベ

ルに対応した多読サービスが提供できると考える。

６．地域からの評価 

今回連携事業を行った静岡市および藤枝市とも、多読に関心を持っておられる市民の方々

は相当数いらっしゃることが、ここ数年の支援活動で明らかになってきた。両市で行った

講演会後のアンケートには、適切な環境が公立図書館や大学を通じて提供できれば、多く

の市民の方々が多読学習を始め、多読が生涯学習の代表的な選択肢として今後益々成長し

ていくはずである。
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保育者確保政策のための基礎調査：保育者の潜在化する過程の分析 

常葉大学 保育学部 山本睦ゼミ(研究室) 

指導教員：教授 山本睦 

参加学生：杉山健人、石井晴奈、木川素代香 

鈴木亜紗美、関根愛梨、貫名みなみ 

早川紗季、横内果歩、大村蘭扇 

杉山未咲、松永実歩、湯淺彩乃 

滝奈津実、深沢舞雪、増田友香 

渡井沙奈 

要約 

 現在、保育者不足を解消する方策が国主導でとられているにも関わらず、保育者不足は

ますます深刻になっている。厚生労働省(2013)の調査によれば、潜在保育者(保育職の資格

を持ちながら保育現場で働いていない)でハローワーク求職者のうち、約半数は「賃金が希

望と合わない」、「多職種への興味」などの理由から保育者としての職業を希望しないとさ

れている。 

このように様々な要因からなる、保育職への離職をくい止め保育者を確保していくことが

求められている。このことに対し、劉(2016)は、潜在保育者を掘り起こすことは保育の質

を確保しながら、保育士人材の不足が解決できる重要な方策の一つである、と述べている。 

 そこで本研究では、保育職の離職の原因を明らかにするため、質問紙調査とインタビュ

ー調査の 2つの手法を用いて富士常葉大学保育学部卒業生を対象に調査を行った。 

 質問紙調査の結果、保育職ではレジリエンス(様々な困難に直面しても、その困難に立ち

向かい、それをのりこえていくための力)が退職に大きな影響を与えないことがわかった。

つまり、保育職ではフリーターやニートとは退職要因が異なり、保育職の退職要因は耐性

ではなく、個人の適性の問題であると考えられる。そしてインタビュー調査の結果からは、

実習の段階から就職活動、現場というプロセスの中に問題があることがわかった。特に実

習経験が一番強く影響していることから、入学前に保育職への理解・適性を身に着けるこ

とが求められると考えられる。改善策として大学進学時に自分の保育の適性を理解する必

要があり、保育者養成校は保育職に対する理解や実習時の適性を基準にした入学者選抜を

行うことを提案する。また、保育者養成校は中学・高校と連携し、職業体験や実際に保育

者の話を聞き学ぶことができるようなキャリア教育の機会を充実させていく必要があると

考える。 

研究の目的

本研究では、質問紙調査とインタビュー調査の 2 つの手法を用いて保育職の離職の原因

を明らかにするために調査を行った。質問紙調査では、レジリエンス（様々な困難に直面
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しても、その困難に立ち向かいそれを乗り越えていくための力）と保育者効力感（保育者

としての自信）に着目し、保育者養成校の卒業生のキャリア継続とレジリエンス・保育者

効力感の関係を量的に分析し、明らかにした。インタビュー調査では、保育士資格を有し

ている保育現場では勤務していない潜在保育士に焦点をあて、保育者が潜在化してしまう

原因とその過程を質的研究から明らかにした。この 2 つの調査結果から、保育者を潜在化

させないための対策を考えることを目的とする。

研究の内容

各研究課題の調査概要は以下の通りである。

1.質問紙調査 

【対象】富士常葉大学保育学部卒業生(1～4期生)339 名 

【時期】平成 29年 8月上旬に質問紙を配布し、同年 9 月下旬に回収した。計 98部回収し、

あて先不明で返ってきた 17 名を除き、回収率は 30.4%であった。 

【質問紙評価項目決定までの手続き】質問紙項目は先行研究を参考に作成した。質問紙の

尺度は森ら(2001)の保育者効力感尺度から 15 項目、川村ら(2015)のレジリエンス尺度から

29 項目を抽出、坂井・山本(2015)の正規雇用の保育者キャリアの特徴を参考に退職理由の

尺度を考えた。また、先行研究の信頼度を確かめるために常葉大学保育学部の学生に質問

紙を配布し、予備調査を実施した。これらの質問項目を項目ごと、1～5 までの 5 段階評価

で回答してもらい、統計処理により分析を行った。 

2.インタビュー調査

【対象】富士常葉大学保育学部卒業生 339 名（1～4 期生）に質問紙を配布し、返却時に連

絡先を記入してくださった 16 名 

【時期】平成 29 年 10 月 12 日から 10 月 28 日

【データ】セグメント数 689 の記述データを収集した。

研究の成果

(1)当初の計画

調査日程は Figure1 の通りである。

(2)実際の内容

4月 5月 6月 7月 8月

関連文献読み

込み
申請書作成

質問紙調査 質問紙配布

インタビュー調査 調査項目決定 調査練習

9月 10月 11月 12月 1月

報告書作成
報告書完成・報

告会

質問紙調査 質問紙回収

インタビュー調査 調査・分析

調査準備

質問紙作成

調査・分析

分析

Figure1 調査日程

-110-



予定通り調査を実施することができた。

(3)実績・成果と課題

2017 年 11 月に行われた「富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア 2017」において、

「保育者の潜在化する過程の分析：インタビュー調査から」最優秀賞を受賞。「レジリエン

スと保育者効力感が保育学部卒業生のキャリア継続に与える影響」優秀賞を受賞。

(4)今後の改善点や対策及び地域への提言

A&S の発表の様子
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しずおか中部地域課題解決事業 成果報告会の様子

地域からの評価

2018 年 1 月 20 日(土)に行われた成果報告会では、静岡市、裾野市の職員の方や地域の保

育所、幼稚園、こども園の先生方など多くの方々に参加していただき貴重な意見・感想を

いただくことができた。

引用文献

1)厚生労働省 2015 「保育士確保プラン」

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-

Hoikuka/0000070945.pdf (2017 年 11 月 14 日閲覧) 

2)厚生労働省 2017 「保育所等関連状況取りまとめ」

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-

Hoikuka/0000176121.pdf(2017 年 11 月 20 日閲覧) 

3)厚生労働省 2013 保育士としての就職を希望しない求職者に対する意識調査

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-

Hoikuka/0000026218.pdf(2017 年 12 月 11 日閲覧) 

4 )株式会社ポピンズ 2011 潜在保育士ガイドブック pp.20-22. 

5)鎌原正彦・大野木裕明・宮下一博・中沢潤 1998 心理学マニュアル 質問紙法 北大路書房

6)川村高弘・庄司圭子・三木さち子 2015 保育者のレジリエンスと保育者効力感の関連 神戸女

子短期大学 論攷 60 巻 pp.9-16. 

7)関口靖弘 2013 理論生成とグラウンデッド・セオリー・アプローチ 関口靖弘(編) 教育研究の

ための質的研究法講座 北大路書房 pp.112-131. 

8）森本美佐・林 悠子・東村知子 2013 新人保育者の早期離職に関する実態調査 pp.104-106. 

9)渡辺文雄・山内宏太郎 2010 調査的面接法 高橋順一・渡辺文雄・大渕憲一(編) 人間科学

研究法ハンドブック ナカニシヤ出版 pp.123-134. 

10)劉楠 2016 潜在保育士の就業意向は、どのように高められるか―年代と就業の有無を中心に

― pp.19-23. 

11)白井利明・高橋一郎 2013 よくわかる卒論の書き方 ミネルヴァ書房  pp.3-4. 

12)澤津まり子･鎌田雅史・山根薫子 2015 潜在保育士の実態に関する調査研究－離職の要因

を探る－ 就実論叢 第 45 号 pp.191-196. 

13)山本睦・坂井敬子 2014 保育士の研修効果に影響する諸要因の検討 pp.67-78. 

-112-



「中心市街地活性化に向けた、「おび通り」の活用」に関する研究（研究課題名） 

常葉大学・造形学部・夏池研究室 

教  員：教授 夏池 篤

参加学生：和田 真子、工藤涼、曽賀大生、深澤 舞衣、 

鈴木桃佳、寺澤琴乃、浦田真美、渡邉奈美、 

押尾 ひかる、杉山 果那、丹羽 彩子、 

太田温子、石川立典 

１要約、 

島田市おび通りの活性化に向けて、2種類のイルミネーション照明作品の設置のワークショップを

とおして地域の活性化を行う。 

２研究の目的、 

「おび通り」における冬季にイルミネーションの実施計画があるとのことで、その発展的展開

としてイルミネーションのアニメーション化と大井川の河原石を利用したストリート照明の

制作ワークショップの実施。島田市を中心とした地域の皆さん、地域の作家、研究室学生が連

動したワークショップをとおして地域の資産を利用したアートイベントとの実現を目指して

いる。このイベント契機として将来的には現在島田市で実施されている他のイベント等との統

合による地域の活性化を実現していきたい。 

３研究の内容、 

〇大井川の河原石を利用したストリート照明 

・大井川より30個の河原石を採集し、それを分割し中にLEDテープを入れ、直線状と円環状の2

種類に配置し、おび通りの照明とする。 

〇テープLEDによるアニメ・イルミネーション 

3種類の動物（犬、猫、鳥）をLEDテープによるアニメーション形式で表示しおび通りの樹木3

ヶ所に設置する。 

４研究の成果、 

(1)当初の計画 

上記の研究内容の実施に当たりワークショップを通し参加者を中心に制作を行い、学生は及び地

域の業者等はアドバイザーとして地域との交流を図ることを計画していた。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

A、内容的には当初計画したすべてのことを予定通り制作することができた。 
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島田おび通りワークショップ日程表 

期 間 10/7（土） 10/28（土） 11/11（土） 12/2（土） 12/3(日） 12/9(土) 

場 所 
市役所会議室 SL公園 

・SL 公園＿石の照

明 

（市役所倉庫） 

・市役所会議室＿イ

ルミネーション 

帯通り 
市役所会議

室 
帯通り 

自然石照明関係 

13:00-14:00 

ワークショップ説明会 

10:00-17:00 

石割 

10:00-14:00 

石接着 LED結線 

10:00-17:00 

石明かり配線

設置 

アニメ・イルミ

ネーション関係 

13:00-14:00 

ワークショップ説明会 

14:00－17:00 

イラスト・アルミ線曲

げ 

  14:00-17:00 

アルミ枠に LED 結

線   

10:00-17:00 

アニメ・イル

ミ結線 

10:00-17:00 

アニメ・イル

ミ配線設置 

島田参加者の準

備するもの： 
ゴーグルまたはメガネ、ペンチ、軍手、帽子、タオル、水分補給飲料、作業のできる服装、 

B、当初ワークショップの参加者が少なかったためＮＰＯ法人クロスメディア、地域の知人に呼

び掛け、学生を中心に制作を実施した。 

理由＿実施内容が市民レベルでは難しかった。中学生以上の参加者と限定したこと。 

募集要項の配布が遅く募集期間が短かった。地域の広報誌への募集掲載が間に合わなかった。 

(3)実績・成果と課題 

動物のアニメ・イルミネーションは新しいイルミネーションの可能性を地域に示すことができた

のではないか。石の照明はアート作品であると同時に足元照明として地元の石を使った存在感の

ある作品となっていた。年末から年始にかけたこの時期は、どこでも多くのイルミネーションが

業者により設置されており、少し過剰気味であるといえる。地元の材料を使いながら自分たちで

工夫したものを設置すすることの中に喜びを見出していくことが一番の課題であった。参加者が

少なかったのが残念であった。このイベントを通じてNPO法人クロスメディア島田との絆ができ、

彼らの企画するイベントに協力することとなる。（無人駅アートプロジェクトへの参加協力）独立

している地域イベントの交流という点では収穫であった。 

(4)今後の改善点や対策 

今回は地域に照明作品を設置するということで、そのクオリティをある程度保証する必要があっ

た。同時に市民参加の中で作品を作っていくことの必要性も感じており、その双方を両立させる

ことの難しさを痛感した。そこに置く作品を重視した内容なのか、多くの市民が参加して楽しく

会を終えるのか、どちらかの内容にある程度絞ったものにしていく必要があるかもしれない。 

５地域への提言、 

今回この企画参加を表明したのは、私が生活する地元での事業計画であったからである。自分達

の町は自分たちで協力しながら作っていくことの必要性を強く感じるからである。町内会の行事

として古くからあるイベントを義務的に実施するだけでなく、創意工夫しながら自分たちのもの

として誇れるようなものを喜びをもって作っていけるような街づくりを期待したい。 

６地域からの評価 

作品の撮影とメンテナンスのために何度も現地を訪れている。ある夜アニメ・イルミネーション
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を店の前に展示した店主が現れ、私が企画者であることを知らず、これは常葉大の学生が制作し

たものであること、「イルミネーションでよくこんなアイデアが出せるね」と私に教えてくれた。

また、ここは犬の散歩の人が多く通るので犬のイルミネーションはすごく人気があるとも付け加

えた。また、別の日に石の照明の作品の撮影をしている時、じっくり作品を見ている年配の女性

が「よくこん石が割れたものだね」と隣の人に話しかけながら、中の光が水の流れのようだねと

つぶやき「何とかの流れって題名をつけたらどうかね」と話していた。河原石を素材とした作品

の狙いを説明しなくとも感じとていたようだ。このような人もいれば、多くの人は忙しい中で一

瞥しながら通り過ぎていく。制作に参加を依頼した島田在住の友人は、「ネットで作品を上げた

ら、通行人より東京の人のほうが興味を持ってくれた。」と話していた。 

・このワークショップは、（2017/12/10 付け静岡新聞に「島田・おび通り、色鮮やか 常葉大生ら光

のオブジェ」のタイトルで掲載された。

参考資料

おび通りライティング計画チラシ   動物イラスト作成 

河原石採集＿大井川採石プラント       河原石分割作業＿石材業者による協力・指導 
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イラストのフレームつくり  アニメ・イルミLEDテープ貼り付け    アニメ・イルミ設置作業 

 アニメ・イルミネーション「鳥」「犬」「猫」 

石の照明＿直線状           石の照明＿円環状 
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地域 中部トピックス 

島田・おび通り、色鮮やか 常葉大生ら光のオブジェ 2017/12/10

常葉大造形学部の教授と学生が制作したイルミネーションが

９日、島田市のおび通りに設置された。工夫を凝らしたデザインと、カラフルな光で通行人を楽し

ませている。 

 「しずおか中部連携中枢都市圏ビジョン」の中で、大学と連携して行う地域課題解決の一環。夏

池篤教授（６２）と教授の呼び掛けで集まった１２人が、おび通りを活性化するイルミネーション

のデザインと制作、設置を手掛けた。大井川の石を割って作ったという石のオブジェや、イヌやネ

コ、トリが動いているように見せるアニメイルミネーションを制作した。赤や黄、青などカラフル

な光を放ち、通りをにぎわせる。設置作業最終日の９日は、夏池教授と学生たちが協力して配線や

木への取り付けを行った。 参加メンバーの丹羽彩子さん（２０）は「通った人に喜んでもらいた

い。デザインが凝っているので、足を止めて見てもらえたらうれしい」と話した。 

 点灯期間は２０１８年２月１４日まで。 

大井川の石で作ったオブジェ 

配線作業に取り組む学生たち＝島田市のおび通り 
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若者視点による新たな情報発信手法の検討・実施に関する研究 

常葉大学 造形学部 未来デザイン研究会 

教  員：講師 ポンワルット チラユ 

参加学生：藤田真実保・渡邉菜摘・山口日和・桑原琴葉   

      緒方千裕 

１要約 

本研究は、未来デザイン研究会の5年間にわたるシビックプライドの発見と醸成の研究実績を活かし、

藤枝市民のシビックプライド醸成に寄与するラッピングバスのデザインを行った。学生は藤枝市の歴

史・風土・市民性を学び、フィールドワークで多様な景観を調査することから、市民の愛着の原風景を

ストックした。それらからパターンを抽出し、具象・抽象にマッピングし、行政とのディスカッション

を経てラッピングの画像を設計した。市長はじめ、多くの行政関係者やマスメディアとの間で本取り組

みの価値を共有した後、バスは実際に藤枝市民のために路線を走り始めている。

２研究の目的 

A 市民が誇りと愛着を再発見できるコミュニケーションの実現。 

B 文化的、美学的に高い品質を感じさせるPRの実現 

３研究の内容 

①市民インタビューなどによる、藤枝暮らしに関する潜在的な期待の抽出と可視化。 

②文献調査による、他都市のシビックプライド醸成のためのコミュニケーション活動の研究と共有。 

③調査結果＋中間案を元にした意見交換ワークショップ（行政や市民との共創） 

④開発プロセスの可視化をFacebookなどで公開できるしくみつくり  

４研究の成果 

(1)当初の計画：上記３の①②③④参照 

(2)実際の内容 

①：B：藤枝市在住の学生をインタビューした結果と、2016年度の藤枝市民を対象とした「誇りと愛着」

に関するワークショップ結果を捉えると、「蓮華寺公園」「花火大会」のような象徴以外には明確な愛着

が少ないことが推察できた。したがって、利用者調査から、開発者（学生チーム）の仮説を提示し、行

政と討議しあう方針に切り替え、次の３つの方向で開発をすすめ、ウを重要視した。 

ア《守って残す》昔からある文化・歴史を伝えていく 

イ《優しく見つめる》藤枝のこれからの未来を可視化する 
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ウ《壊して作る》今までにない藤枝像をつくり、誇りをうみだす 

学生チームは藤枝市の風景から図案のモチーフを抽出し、異なる視点での４案を提示し、複数回の協議

を経て、最終案が確定し、実際のバスに図案が施された。また、藤枝市からの要望を元に、キャッチフ

レーズが生み出され、本事業の趣旨が表記された。 

②：A：シビックプライド、地域振興など多くの文献を調査し、上記①のコンセプトの原案を構想した。 

③：B：上記①より、市民ワークショップを見送り、行政への中間プレゼンや意見交換を繰り返した。 

④：B：SNSは不特定多数への情報拡散の不透明さを懸念して取りやめ、今後、日本デザイン学会など学

術研究の場で公開できるように、プロセスの可視化を行なった。 

(3)実績・成果と課題 

実績・成果：藤枝市の課題（若者視点で情報発信を図ることで、若者が当事者として魅力を感じる街に

なる）に対して、開発者である学生チームが、主観的になり過ぎず、藤枝市を何度となく歩き、歴史を

学び、市民の暮らしに寄り添って現実に市民が目にする日々の暮らしを尊重する図案に取りまとめた。

この調査・研究・分析・仮説・プロトタイプの提示という、課題解決型デザインのプロセスを通して、 

行政・学生がまず藤枝市の魅力を再認識したことは見逃せない成果であろう。 

多くの新聞などで紹介され、2月末よりバスが路線を走り始めた今後、市民に対して「図案の効果」そ

のものは計測しにくいが、「プロセス」が記憶に残ることはありえるだろう。 

課題：労力対効果としての現実的な判断から「市民ワークショップ」を見送ったが、デザインプロセス

を公開して共創する方法に、大きな可能性があったことも否定できない。市民が「意思決定の当事者」

になる機会は大変重要だと考えるからである。 

また、行政との意見交換において、学生チームは「最終の意思決定のしくみ」が不透明に感じたことは

記載しておく必要があるだろう。一方、現場の担当者には大変献身的に情報提供していただき、学生チ

ームが行政の課題に対して、真剣に取り組むことができた。 

 (4)今後の改善点や対策 

前述のように、行政＋大学（大学生）というチームづくりの精度は、１つのテーマであると思われる。 

５地域への提言 

開発を担当した学生の多くが藤枝・焼津・静岡市民であり、本事業を通して地域課題を深く理解できた

反面、本人たちは今後の進路で県外も視野に入れているのが実態である。その最大の理由は「学生の問

題意識：100年を生きる自分たちが、生涯を通して成長しつづけられるような仕事やコミュニティを希

求している」からである。地域に貢献したい思いを吸い上げるためには、産業（未来につながる仕事）

の多様化は、重要な点であると考える。 

６地域からの評価 

現時点では、評価を受ける機会はありませんでした。 
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お茶資源を活用した観光商品化に関する研究 

                   静岡英和学院大学 人間社会学部 観光ビジネス研究室

                   教  員：准教授 崔  瑛

                   参加学生：日吉 亮太，栗田 吏穂，塩川 ことね

1 要約 

 島田市・川根本町を調査対象地として，お茶資源を観光商品に活かすための基礎的調査を行った．お茶観光関

連先行研究のリサーチと先進事例調査，地域内のお茶と観光資源を活かした取組み現状把握，茶業関係者意識調

査と観光需要調査を実施し，茶業関係者のお茶観光に対する考え方，観光客がお茶観光に求める要素を把握した． 

2 研究の目的 

 食資源を中核としたツーリズム推進において，地域産業及び地域民の生活に根付いた飲食・食文化を商品要素

に活かすことは，地域間差別化を図る上で大事なポイントである．静岡県は全国一のお茶生産地であり，お茶の

文化とお茶関連産業が住民生活と密接に関わっている．魅力ある茶産地が数多く存在するため，お茶関連資源を

活かした着地型旅行商品の催行本数も年々増加傾向にある．しかし，お茶資源を活かした観光を促進するために

は，観光客の受入体制の整備，お茶にまつわる体験メニューの多様化，ターゲット層の設定，観光商品化やマー

ケティング手法の検討等の課題を改善していく必要がある．本研究は，島田市と川根本町の観光促進におけるお

茶資源の活用策を考える取組みとして，（1）お茶観光の先行研究及び国内の先進事例把握，（2）島田市・川根本

町の観光資源の組み合わせ・周遊コース提案に向けた現状把握（お茶関連資源・お茶観光の拠点としての農家民

宿の現状，地域内のお茶資源活用の取組みとグリーンツーリズム推進状況，茶業・宿泊業・飲食業関係者の意見），

（3）お茶観光の潜在需要調査（島田市内のイベント来訪者調査，大学生調査，ウェブ調査）を行い，お茶を観

光資源として活用するための知見を得ることを目的とした．

3 研究の内容 

(1)お茶観光関連の先行研究

 お茶を活用したツーリズムに着目した国内外の研究を検索し，日本国内における研究蓄積の状況と，海外にお

ける研究内容を調べた．近年，国内では観光関連学会において，お茶資源の観光への活用に着目した研究が増え

ている．研究内容として，茶園や茶畑でのツーリズム関連活動内容，お茶観光に惹かれる消費者の重視要因に関

する研究等が報告されている．その他，中国，韓国の先行研究では，茶園に訪れる観光客の特徴把握，お茶観光

推進における課題の指摘（ゴミ処理，マネジメント体制とガイドの必要性），お茶関連プログラムに対する外国

人の評価に関する研究があり，国内外の先行研究から把握した内容を，本研究のアンケート調査の項目設定の参

考資料として活用した．

(2)お茶観光推進の先進事例（京都府におけるお茶観光の現状） 

 2017年8月に京都府宇治市の現地調査を行った．京都府農林水産部農政課の説明によると，山城地域の茶生産

地としての歴史を活かした取組みとして，7年前から宇治茶の世界遺産登録が推進されており，宇治茶の歴史を

象徴する茶園，農家，茶工場，茶商を含めた生産現場の文化的景観を構成資産として設定している．また，茶畑

景観を廻りやすくするための標識やビューポイント設置等，茶産地の観光推進を行っている．宇治駅周辺は，世

界遺産平等院周辺の商店街・歩道が整備され，多様なお茶関連食物が販売されており，京都観光客の立ち寄りス
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ポットとして定着している．京都府南部の和束町では，和束町活性化センター，和束町雇用促進協議会が主催す

る農家への教育プログラム，セミナー（接客スキル，民泊企画，外国人誘致）開催等の取組みがあり，おぶぶ茶

苑等の合同会社によるお茶観光関連ビジネスが展開されている．主な取組みとして，茶畑体験プログラム企画・

運営，茶畑オーナー制度，利き茶師養成講座の運営等がある．和束町では，お茶農家が経営するレストラン，カ

フェの開業も増えている．

(3)対象地における観光資源の組み合わせ・周遊コースの提案に向けた基礎的検討

1）島田市・川根本町におけるお茶関連資源 

 島田市，川根本町，掛川市（茶エンナーレ）への現地視察を行いつつ，島田市へのヒアリング（2017 年 12 月

８日）を行った．お茶関連の魅力的な資源として，世界農業遺産茶草場農法，お茶の郷（茶の都ミュージアム），

川根温泉（お茶摘み体験），川根本町の茶茗館，蓬莱橋等が挙げられた．地域内のお茶関連体験プログラムとし

ては，茶摘み体験，手揉み茶体験，抹茶関連体験，茶草場体験，川根本町の茶縁喫茶（農家でお茶試飲）が挙げ

られた．お茶関連市民参加型シティプロモーションである「島田市緑茶化計画」では，夜遊び体験プログラムの

なかに緑茶を材料にした食べ物（お茶バーガー等），お茶尽くしの茶ービスエリア（産業際）の開催等の取り組

みがあり，既存の観光客層と異なる若い世代へのアピールに向けたマーケティング活動が試験的に行われていた．

2）お茶観光の宿泊拠点としての農家民宿 

 お茶ツーリズムの宿泊拠点として，田舎暮らしや体験メニューを提供する農家民宿を取り上げ，地域内の現状

を調べた．静岡県内の農家民宿は 2018 年１月末時点で 28 軒であり，2017 年 10 月の 22 軒から短期間で増えて

いる．主に山間部での開業が多い．島田市には 2 軒（葛篭，いつか），川根本町には 5 軒（天空の宿，サンゴー

カントリーともしび等）の農家民宿があり，2017 年 10 月から 11 月に，対象地内で 4 軒の経営者にヒアリング

を行った．農家民宿のお茶関連体験として，茶摘み，手揉み茶体験等が主であり，個々の農家民宿の特徴によっ

て，「食事」，「経営者のキャラクター」，「周辺環境」など売りにするものが異なっていた．宿泊客層にも差がみ

られたが，現状では家族連れや高齢者の友人・知人グループが多く，課題として挙げられたのは，経営者の高齢

化，副業となっている点（生計を立てられない），季節の影響（冬は観光客が減少），受け入れ人数の制限等であ

った．

3）静岡県内のお茶観光関連の取組み 

 静岡県内で既に実施中のお茶観光関連取組みを調べるなかで，川根本町がモデル地区の一つとなっている美し

い茶園 de つながるプロジェクトの成果について把握した．志太榛原地区におけるグリーンツーリズム関連取り

組みについても把握したが，ここでは茶園プロジェクトを調べた結果のみ示す．美しい茶園 de 広がるプロジェ

クトは，2015 年度から 3 年間実施された．全 7 モデル地区の特徴を調べ，以下のようにまとめた．

川根本町では，「川根本町美しい茶園でつながるプロジェクト推進部会」が設置され，茶農家経営者が地域デ

ザイナーとなっていた．吊橋への訪問や茶歌舞伎などを体験に盛り込んだもの，インスタグラムを利用した川根

地区 取り組みの特徴 

対象地 川根本町 モニターツアーの実施（吊り橋・自然環境等の強みとなる資源を盛り込んだ体験，SNS 利用によるフォトコ

ンテストとの連携，ユニークな発想ができる参加者（コーヒー業者）の招待） 

その他

の地域 

富士

山南

東

沼津 お茶カフェや鎌倉古道等を利用したウォーキングプログラム，ウォーキングマップの作成

御殿場 農家民宿を核とした地域全体でのおもてなしや体験プログラムの実施

富士市大淵笹場 まつり開催，CM・テレビ・映画などのメディアやツアー客への PR 

静岡市清水区両河内 地区内イベントでの PR，茶園モニターツアー，回遊マップ，温泉施設での呈茶販売

藤枝市瀬戸谷・朝比

奈

茶園，ビューポイント，カフェ，玉露などの地域資源に対する評価調査と PR 活動実施，プロモーション

ビデオを使用した広報活動

森町天方・三倉 サイクリングツアー開催や移住者のスペイン人を起用したプロモーションビデオ作成

浜松市天竜区春野町 外国人目線によるモニター調査，3 ヶ国語対応のマップ作成，春野茶ロゴの作成
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茶のフォトコンテストおよびそれと連動したもの，発想の転換を目的としたコーヒー業界人を招いたモニターツ

アーの企画・運営が行われた．7 地区の共通した取り組みとして，モニターツアー実施，ガイドマップ作成によ

る周遊コースの提案があり，3 カ所でドローンを活用したプロモーションビデオの作成が行われていた．また，

お茶資源を核としながら，お茶以外の資源との組み合わせ（ジビエ，地元の食材を使った料理など）の方法を模

索しており，お茶と調和する食文化を地域の魅力として発信していこうとする取組みが見られた．

(4)島田市のお茶産業関係者の意見 

 ここでは，島田市内の茶商，農業者（茶工場と自園自製農家）への調査結果を示す．（204件依頼（回答率 16.2%））

・観光客増加に対する意見，業績推移 

 観光客増加については，国内観光客増加について 81.3%，インバウンド観光客増加について 74.2%が好ましい

と考えており，観光客による消費の増加（20.5%）への期待が高かった．一方で，観光客増加によって懸念・心

配されることとして，騒音・ゴミ増加（23.6%），交通渋滞・交通環境悪化(14.6%)，路上駐車問題（14.6%）が

挙げられた．近年の自社・自園の業績推移（過去 5 年間）について，かなり減少という答えが多い（40.5%）が，

今後の業績の展望は，やや拡大（35.3％）と横ばいが続く（23.5%），やや減少(23.5%)という回答となっていた．

・観光関連取組みへの意見 

 お茶関連産業の維持・再生のために必要と思うものとして，優先度が高かったのは，「販路・市場拡大」，「人

材の確保と育成」であり，「観光業との連携」，「観光関連取り組みの推進」を挙げる割合は比較的低かった．ま

た，観光関連の事業・取組みと本業との関わりとしては，現在取り組んでいる（11.8%），取組みを行う予定であ

る（2.9%）に比べ，観光との関わりはなく，今後の計画もないと答えた割合（41.2%）が高い．観光関連取組み

を行う（考慮する）理由として，新たな収入源確保（19.2%），販路開拓（19.2%），自社 PR（15.4%）を挙げて

おり，これから，観光客にサービスができるものとして，茶畑でのお茶の提供，お茶の販売・直売，お茶の試飲・

お茶関連案内，お茶に関する専門知識を教える，お茶農家の栽培方法・茶産地を教える，茶の樹観察の案内が挙

げられた．上記の結果から，茶業関係者の専門知識を活用する観光関連取組みへの発展の可能性も伺えるが，お

茶観光推進への参加については，比較的消極的な回答が多かった．

（5）お茶観光の需要調査結果（紙面の関係上一部のみ紹介） 

 ここでは，お茶観光需要調査の一環として実施したささま国際陶芸祭（第 4 回）参加者対象調査の結果を示す．

2017 年 11 月 25 日と 26 日にイベント会場でアンケートを実施し，95 名から有効回答を得た．回答者は，ほと

んど静岡県内の居住者であり平均年齢は 48.8 歳であった．今まで本学で実施してきたお茶観光関連の調査結果

から，お茶とお茶観光に対して，女性の興味が高いことを把握している．そこで，比較的に女性の興味・関心が

高い芸術・文化関連コンテンツをお茶のアピールに活用し，笹間地域の陶芸の要素をお茶観光と組み合わせるた

めのヒントを得るために，本調査を実施した．調査結果，島田市と川根本町の魅力として連想されるものは，お

茶，自然豊かさ，大井川，SL で共通しており，お茶をテーマとする観光といえば，多くの場合，お茶畑，お茶

摘み等が連想されると答えたが，お茶観光の具体的なイメージがわかないという意見も多く出た．お茶産地を旅

行する場合，ツアーより個人での自由旅行を好む傾向があり，85%がお茶産地への旅行に興味を持っていた．お

茶に関する体験としては，お茶の淹れ方教室，茶園・茶畑散策，茶畑ビュー観賞，茶摘み体験等が挙げられた．

一方で，本学で実施した大学生調査（有効回答 110 名）では，茶菓子・スイーツ購入，茶室・老舗茶屋・カフェ

でお茶を楽しむ，お茶風呂，お茶のコース料理に興味があると答え，お茶を食することに対する興味が高かった．

年齢層によって異なる傾向がみられ，若者は新しいテイストでお茶を楽しむことを好んでいることが示唆された．

4 研究の成果 
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(1)当初の計画と実際の内容 

 当初，観光需要調査の主な計画として，対象地内の観光施設・スポットの現状把握，周遊する観光客の動向把

握を掲げていたが，お茶の郷の休館や調査実施時期の問題（冬期実施）で目標としていたサンプル数の獲得が困

難になり，より確実に十分なサンプルを取得するために，観光需要調査の計画を変更した．若い世代のお茶に関

する意識調査（本学学生対象），島田市内の陶芸祭での陶芸とお茶への意識調査，インターネットによる女性の

お茶観光の意識調査を実施し，お茶観光の需要となりうるターゲット層の意識と行動の把握を試みた．茶業関係

者へのアンケートも調査時期が 12 月中旬になったことで，年末年始をはさみ調査票の回収数が予想以上に少な

かった（回収率 16.2%）．回収した調査結果を検討したあと，追加調査を行うことでサンプルの確保を図った．

(2)実績・成果と課題 

 本研究では，以下のような取組みを行うことができた．ここに記述できなかった成果は，観光関連の学会で報

告する計画であり，地域関係者の方々への報告と意見交換の場も設けていくことも今後の課題として挙げたい．

・行政の企画・観光・茶業部門の担当者（静岡県庁，志太榛原農林事務所，島田市，京都府）へのインタビュー

により，お茶観光に関連する取組みの現状，地域資源およびグリーンツーリズムの現状を把握した．

・農家民宿経営者（島田市 2 軒，川根本町 2 軒，富士市１軒），地域イベント「里山アート紀行」関係者へのイ

ンタビューにより，農家民宿の現状と課題，陶芸とお茶を融合したイベントの取組みについて把握した．

・アンケート調査（島田市内茶業関係者，宿泊・飲食関係業者，ささま国際陶芸祭来訪者，静岡英和学院大学在

学生の意見調査，お茶観光需要（女性）向けのウェブ調査（静岡県内（島田市・川根本町以外）と神奈川県西部・

中部）の実施によりお茶観光の潜在需要のニーズを把握し，示唆点を抽出した．

(3)今後の改善点や対策 

 2018 年度もお茶の観光商品化研究を続ける予定である．現在，着地型旅行会社が企画する県内の春のお茶関連

ツアーの情報発信が始まっている．春の時期の現地視察や現地での観光客調査を計画し，茶産地に訪れる観光客

の状況，評価意見を把握していく．継続研究では，今回の内容を補完し，現地調査とアンケート調査の準備時間

を十分に確保したい．また，具体的な観光資源の組み合わせ・周遊コースの提案を進める計画である．本研究は，

島田市・川根本町を対象地としたが，最終的な研究のゴールとして，静岡県内の他の茶産地にも適用できる知見

をまとめていくことが望ましいと考えている．  

(4)地域への提言 

 お茶産地に訪れる観光客の地域内の滞在時間を延ばし，消費増加を図るためには，宿泊拠点の整備が必要であ

る．現在，農家民宿の体験メニューの企画と実施は，農家民宿側の裁量で行っているが，体験メニュー開発，接

客の工夫については，宿泊客の評価意見を把握し，必要に応じて研修やコンサルティング等を通したサービス質

をあげる支援策を考える必要がある．農村観光が盛んになっているイタリアでは，アグリツーリズモ（農家民宿）

の運営に，地域性を活かした食文化（例えば，自家製食材・地元食材）を取り入れることが関連法律によって定

められている．島田市では，すでにお茶を活かした食物の開発が進行中であり，お茶観光の楽しみの 1 つの軸と

して，「食べるお茶」の文化とイメージを定着させていきたい．また，客層にあったお茶体験の多様化と PR の

工夫によって，お茶観光をイメージできる形で提案していくことが大事である．お茶との相性がいい要素を組み

合わせる取組みの多様化，商品構成と PR 方法のブラッシュアップ，体系的・効率的な情報発信が必要である．

 最後に，メディア露出頻度が増えると，観光客増加が見込める（例えば，富士市大淵のケース）が，注意しな

ければならないことは，観光客の地域内消費を促す仕組みを考え，お茶観光促進が地域経済への恩恵となるよう

にすることである．観光客増加は地域への負荷になりうるため，持続可能な形の観光を考えることが大切である． 
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東静岡地区における賑わいの創出に関する研究 

静岡英和学院大学 人間社会学部人間社会学科 経営学ゼミ 

教  員：教授 川島美奈子 

参加学生：天野良仁、石田京一、大城光結、姜寧寧、北川

みどり、竹内萌、中村葵、原田諭、望月利啓、ヴートゥー

ハー、梅田紗希、内山夢加、木村純子、酒井蒼空、定免亜

理、中村駿甫、西尾拓海 

１．要約 

東静岡駅北口「東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ」を活性化させるため、3年ゼミで3つの提案（A案：

グルメイベント中心、B案：花壇中心、C案：ダンスイベント中心）を立案し、東静岡駅近くにお住いの

地域住民の方300人（有効回答数76人）及び静岡英和学院大学人間社会学部人間社会学科の学生204人に

対してアンケートを実施した。その結果地域住民の方68％、学生53％がA案を支持したが、選択率を見

るとA案の選択率は学生の方が地域住民の方より有意に低く、C案は学生の方が地域住民の方より有意に

高かった。またイベントを知る媒体に関しては、両者とも選択率の高いものが「テレビ」「インターネ

ットニュース」であり、地域住民の方について有意に選択率の高いものが「新聞」「広報誌」「フリーペ

ーパー」、学生について有意に選択率の高いものが「Twitter」「Instagram」であった。 

２．研究目的 

 「アート＆スポーツ/ヒロバ」を活用としたイベントによって東静岡地区を活性化するきっかけがつ

かめるように、「アート＆スポーツ/ヒロバ」芝生広場を使用したイベント案を複数計画し、それについ

てのアンケートを行い、結果を分析することでイベントに対する提案を行うものが3年生の研究目的で

あり、東静岡地区周辺の保育園に勤務する保育士の方、小学生、高校生に対して聞き取り調査を行ない、

「アート＆スポーツ/ヒロバ」に対するニーズを分析するのが2年生の研究目的である。 

３．研究の内容 

 まずは「アート＆スポーツ/ヒロバ」

にどのような問題があるか、先行事例で

ある静岡県の行った「東静岡駅南口グラ

ンシップ芝生広場活用方策検討会議」資

料を分析した。その結果、東静岡駅周辺

の環境として、生活臭がないことや、人

が集まっている静岡駅と比べると、飲食

店が少ないこと、ベッドタウン化してい

ること、バスに乗ると日本平などに行け

るが、歩いて行ける場所に中心市街地の

ようなところがない、眺めてよいものが

あまりないことが明らかとなった。ヒロ

バの環境については、今までのイベント

では芝生の良さは活かせていないこと、イベント内

容が住民の方の参加したいものかどうか不明であ

ること、芝生に立ち入ってはいけないというイメージの浸透、近くにある公園と用途が似ていること、

特定のものを作るべきか融通無碍に使うか曖昧であったこと、知名度が低いこと、目的地にすべきか通

過点にすべきかはっきりしないことが明らかとなった。 

芝生広場の様子 
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 周辺環境とヒロバの環境が明らかとなった後、芝生広場の活用法を考えたところ、「グルメイベント

や定期市中心の使用法」「花壇やイルミネーション中心の使用法」「ダンスやライブ中心の使用法」3案

を計画することができた。 

 A案はグルメイベントや定期市を中心とし

た催事を芝生広場で行うものであり、既存事

例としては藤枝市藤枝駅南口で開催されて

いる「てーしゃばストリート」を想定するも

のである。藤枝駅は駅北駅南ともにイルミネ

ーションに力を入れており、それに加えて

「てーしゃばストリート」という催事を5月

から9月にかけて６回開催している。イベン

トの内容はマルシェ（市場）、音楽、ダンス、

自転車に関するものとなっている。藤枝駅南

側は東静岡駅周辺同様マンションが多く立

ち並ぶベッドタウンと言える地域であり、この事例

をもとに構成されたのがA案である。 

 A案では芝生広場をイベントスペースとし、グル

メイベントや定期市、ダンスイベント、ライブイベント等を交互に行う。旬の食材または静岡県内で有

名な食材を使い定期市を行い、小学生・中学生・高校生にマルシェの販売体験をしてもらう。また、簡

単な誰にでもできるフラワーアレンジメントを作る体験イベントも企画する。開催期間は藤枝てーしゃ

ばストリートに倣い、2か月間集中するものであり、その期間は週末常に違うイベントを開催し集客す

る。芝生部分にも工夫を行い花壇や小型で写真に撮りやすいようなイルミネーションを設置し、若者が

Instagramにアップロードしたくなるような仕掛けを作る。また花壇は富士山の形など、東静岡にしか

ないものを工夫するというものである。

 B案は花壇を中心とした芝生利用であり、既存

事例としては榛原郡吉田町の吉田公園を想定す

るものである。吉田公園はNPO法人しずかちゃん

が県の指定管理者となり、管理運営されている公

園である。自然に親しみながらレクリエーション

や憩いの場として誰にでも親しんでもらえる公

園づくりを目指しており、芝生広場はABC3つ存在

する。芝生広場の中でもBには花壇が設置されて

おり、花にまつわるイベントが3月下旬から4月上

旬にかけて開催されている。花壇コンクールも行

われ、園芸ミニ講座も開かれている。この事例を

もとに構成されたのがB案である。 

 B案では芝生部分を季節の花で囲い、ベンチ横に花壇を置く。

花壇の手入れに関してはコンクールを行い、イベントは季節ごとの花が咲く時期に合わせて行う。同時

に花壇ボランティアを募集し、管理をボランティアに任せるというものである。 

 C案は芝生広場をダンスイベント会場および練習場として活用するものである。大学のダンスサーク

ルを中心とした利用を想定しており、これによって大学間の交流や駅周辺の活性化が可能になるという

ものである。年に2回程度近隣の大学ダンス交流イベントを行い、恒例行事とすることで長期的な賑わ

てーしゃばストリートの様子 

吉田公園 花壇の様子 
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いを狙う。またダンス練習場として開放することにより、これまで東静岡駅の中などで練習し通行者に

迷惑をかけることがなくなることも想定される。さらに交流の場として活用されれば広場の使用頻度も

あがると考えられる。 

 このA案・B案・C案のうち、地域住民の方及び本学人間社会学部人間社会学科の学生がどの案を支持

するのか、またそもそも「アート＆スポーツ/ヒロバ」を知っているのか、また利用しているのか、芝

生広場でのイベントを行う場合を想定し、イベントにアクセスするために参考とする媒体を尋ねる調査

票調査を12月上旬から1月中旬にかけて実施した。地域住民の方に対しては東静岡駅周辺にお住いの300

人を無作為抽出法で抽出し、調査票及び回答用マークシートを郵送し、マークシートのみ返送していた

だく郵送調査を実施した。返送されたマークシートは78人分であり、うち有効回答数は76人分であった。

学生に対しては1年生対象の1科目、2年生以上対象の2科目、3・4年生対象の授業１科目を選び、有効回

答数204人分の回答を得た。 

 地域住民の方で調査にご協力いただ

いた方の年代別構成比に関しては、20代

が13％、30代が20％、40代が29％、50代

が26％、60代以上が12％であった。性別

構成比は男性32％、女性68％であった。

また、「アート＆スポーツ/ヒロバ」を知

っている人は79％、知っている人の中で

行ったことのある人は33％、知っていて

も行ったことのない人は46％、そもそも

知らない人が21％であった。どの提案を

選択するかという選択率に関しては、A

案68％、B案20％、C案5％、その他7％で

あった。イベントを知る媒体としては、

テレビ（48人）、広報誌（36人）、新聞（35

人）を選ぶ回答が多かった（複数回答可）。 

 学生の年代別構成比に関しては、10代

が39％、20代が58％、30代が3％、40代

が0％（1名）であった。性別構成比は男

性41％、女性59％であった。「アート＆

スポーツ/ヒロバ」を知っている人は

22％、知っている人のうち行ったことが

ある人は7％、行ったことがない人は

15％、そもそも知らない人が78％であっ

た。どの提案を選択するかという選択率

に関しては、A案53％、B案19％、C案21％、

その他7％であった。イベントを知る媒

体としては、テレビ（119人）、Twitter

（95人）、インターネットニュース（89人）を選ぶ回答が多かった（複数回答可）。 

 地域住民の方と学生の間で有意に選択率の異なるものはどの項目かカイ二乗検定によって検定した

ところ、A案の選択率に有意差があり、（P値＝0.0199）地域住民の方の方が、有意にA案選択率が高いと

いう結果であった。また、C案の選択率にも有意差があり（P値＝0.00286522）、学生の方で有意にC案選

-135-



択率が高いという結果であった。また「知っている/知らない」の選択率に関しては、地域住民の方の

選択率が有意に高く、学生の方が有意に低いという結果となった。イベントを知る媒体に関して地域住

民の方で有意に選択率の高かったものは「新聞」「広報誌」「フリーペーパー」であり、学生の方で有意

に高かったものは「Twitter」「Instagram」であった。 

４．研究の成果 

（１）当初の計画 

 当初の計画では聞き取り調査を事前に行い、聞き取り調査を反映させた形で調査票を作成する予定で

あった。また、調査票調査は1000人に対して行い、回収数200人～250人を想定するものであった。 

（２）実際の内容 

 聞き取り調査と調査票調査は2年生ゼミ、3年生ゼミと担当者を学年別にした関係上、独立させる方が

調査を進めやすいため独立させて行った。 

 また、調査票調査は予定外の費用が発生したことと、転記上の問題が生じたため、葵区150人、駿河

区150人の計300人へと規模を縮小した。 

（３）実績・成果と課題 

 調査票調査からは、以下の成果が得られた。まず、ターゲットを学生に絞らなくてもA案が支持され

ていること、若者をターゲットとするならC案の要素も加える余地があること、若者にイベントを知ら

せるためにはTwitterやInstagramを活用すると良いが、対象を絞らなければテレビやインターネットニ

ュースで知らせることが良いということが明らかとなった。 

 課題としては以下のようなものがある。A案グルメイベントについては企画、運営する人を育てる必

要性があり、またごみの発生が想定されることから、回収のためのコストやカラス等の野生動物、家庭

ごみの持ち込みなどの問題が発生する恐れがあること、出店者がただでごみを捨てる恐れがあることが

挙げられる。このうち出店者がただでごみを捨てる恐れがあることについては、ごみの回収費を徴収す

るという対策が考えられる。B案の花壇中心の案については、花壇のメンテナンスの問題が挙げられる。

ボランティアに依存すると、長期管理は難しいと考えられるためである。C案については、音楽を大音

量で流すため、近隣からの苦情が想定されることである。 

（４）今後の改善点や対策 

 A案については予算を明確化し、また実行部隊を明確化する必要がある。短期的に入れ替わる組織で

はなく、一定の年数携われる人づくりが必要だと考えられる。 

５ 地域への提言 

 東静岡地区にはマークイズ静岡のような近代的な商業集積はあっても、昔ながらの飲食店のようなも

のが集積している場所はない。したがって、定期的にグルメイベントが開かれるときに地域の飲食店が

加わり、自慢の一品などをアピールできる機会に活用して頂けると、来店のきっかけとなる可能性があ

ると考えられる。 

６．地域からの評価 

 静岡市以外から通学している若者は「アート＆スポーツ/ヒロバ」をそもそも知らないため、静岡市

以外の学生に存在を知らせる媒体として、TwitterやInstagramを活用すると良いことも同時に明らかと

なっている。地域の飲食店関係者や東静岡の地場産品を作ろうと計画している方々にとって、A案は東

静岡駅周辺の活性化のきっかけになるのではないだろうか。また、実行委員会を結成することで、中長

期的に東静岡のまちづくりに携わる人の育成やまちづくりに精通した人材づくりのきっかけになるの

ではないだろうか。 
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（成果報告書） 

IoT活用モデル事業の展開 

静岡産業大学大学 情報学部 佐野典秀（研究室） 

教  員：教授 佐野典秀 

１．要約 

IoT活用基盤【LPWA（LoRaWAN ）プラットフォーム】を利用したモデル事業として、当初は「熱中症

予防情報のＷｅｂ表示システム」を予定していたが、実証実験開催時期がずれ込んだため、「インフル

エンザ予防情報のＷｅｂ表示システム」に切り替え実験を行った。LoRaWANセンサーデバイスの温湿度

センサーを教育機関の運動場・体育館等や公園、人の集まる複合施設に設置し、気温と湿度をモニタリ

ングする。教育機関や公園・複合施設内で小さな子供を遊ばせる保護者にとって、インフルエンザ流行

期においてその予防は大切な課題である。市販のインフルエンザ警戒指針計を購入し各所に設置してい

る例もあるが、基本的にはこれらは現地での確認が必要である。本研究での提案するシステムでは

LoRaWANを利用してそれぞれの場所の気温、湿度をモニタリングし、Web表示することで現地での確認を

することなく、遠隔地からインフルエンザの危険を察知し、回避情報を提供できるようにするものであ

る。教育機関においては教職員が定期的に校内の気温、湿度を測定して回る手間を軽減し、小さな子供

を持つ保護者は公園等に出かける前にその日の公園の状態を知ることができるようになる。一般にイン

フルエンザは絶対湿度によって活動についての指針が示され予防に役立てられている。この絶対湿度は、

気温と相対湿度から算出、換算する表などが示されている。今回の実験ではさまざまな場所の気温と相

対湿度をLoRaWANセンサーデバイスで測定しWeb上で暑さ絶対湿度を表示することを目指す。なお、実験

では、現地の実測値との比較も行い、本システムで利用する温湿度センサの有効性も確認する。今回は

試験的に市内４箇所（本学グランド、本学体育館、駅前複合施設BiViなど）にセンサーデバイスを設置

し実験を行うものとする。 

２．研究の目的 

 藤枝市がソフトバンク社と連携して行っているLPWA（LoRaWAN）の実証実験にエントリーし、藤枝市

の今後のIot環境の開発に貢献するとともに、市民に向けた公共サービスへのIotの利用の可能性につい

てを調べることが目的である。 

３．研究の内容 

 ソフトバンクが提供するLoRaWANへ、温湿度センサを接続し、LoRaネットワークサーバを経由し、ソ

フトバンクのIoTプラットフォームとAPI接続によってセンサからのデータを受取り、表示するシステム

の実験を行う。今回の実験では、温湿度センサとして、LoRaWANへの接続実績のある温湿度センサ

ES920LRTH1（EASEL社製）を４基を使用した。また、屋外設置等を考慮し、防水効果のあるケースを利

用し、その中に温湿度センサES920LRTH1をセットした（写真１）。 
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 写真１ 利用した温湿度センサとケース 

このセンサを本学グランド、本学体育館、BiVi１階交流ルーム、BiVi３階図書館の４箇所に設置した。 

      本学グランド                   本学体育館 

      BiVi３階図書館                BiVi１階交流ルーム 

センサから１分間隔で、温湿度測定値がLoRaWANを経由して、ソフトバンクプラットIoTプラットフォー

ムに送られる。そのセンサデータを本学で用意したアプリケーションサーバにて読み出し、Webへ表示

する。今回、アプリケーションサーバとしてレンタルVPSサーバを利用し、このサーバ上でWeb表示を行

うアプリケーションを開発している。センサの信頼性の確認のために、各センサからの値と現地での実

測値（気温、相対湿度）を比較したところ、気温で±0.4°C、相対湿度で±0.7％範囲内での差異であ

った。 
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４．研究の成果 

（１）当初の計画 

 夏期における熱中症予防情報のWeb表示システムを考えていたが、ソフトバンクと実証実験開始時期

の遅れから、冬期のインフルエンザ予防情報の表示システムに切り替えて実験を行った。 

（２）実験の内容 

 Ｂ、開始時期の変更により、インフルエンザ予防情報のWeb表示システムに修正した。センサは同じ

ものが利用できた。 

（３）実績・成果と課題 

 以下に２月のある１日を例に、センサからの情報から１日の気温、相対湿度の変化のグラフを示す。 

        センサから得られた 6:00～翌日5:00までの気温の変化 

        センサから得られた 6:00～翌日5:00までの相対湿度の変化 
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一般にインフルエンザの予防情報には絶対湿度が使われる、換算表から上記の気温、相対湿度を

使って絶対湿度を求めることができる。以下にそのグラフを示す。 

        センサデータから換算表によって得られた絶対湿度のグラフ 

この絶対湿度は、単位立法メートル当たりの水のグラム数で表される。この値が７を下回るとインフル

エンザを警戒すべきレベルと言われている。７～１１が注意すべきレベル、１１より大きければほぼ安

全なレベルと言われている。値が低いほど、警戒すべき度合いが大きいことを表している。この日は、

ほぼ、終日にわたって、警戒すべき状態であったことを示している。課題としては、この絶対湿度の値

はインフルエンザウィルスにとっての過ごしやすい環境を表す指数であり、必ずしも、感染の危険性の

すべての指標ではない。本来、密室の方が感染の危険は高いが、絶対湿度の値としては、密室の方が、

相対湿度、気温が管理されやすいため、警戒すべきレベルの値は低く出る傾向にある。 

（４）今後の改善点や対策 

 当初の計画であった、熱中症予防情報のWeb表示について、もし、チャンスがあれば挑戦し、同じセ

ンサを利用して、１年を通して健康に関する情報を提供するサービスの構築を目指したい。 

５．地域への提言 

 藤枝市は実証実験を通じて全国に先駆けて、様々なIoT関連のサービス提供ができるようになること

が期待される。今後も、さまざまな取組みに積極的に挑戦し、市民への公共サービスの向上にIoTが役

立つと信じています。 

６．地域からの評価 

 Webが完成次第、リンクをはり、広く市民に活用してもらい、評価をフィードバックしていきたい。 
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（成果報告書 記載方法） 

「旧東海道の活用について」に関する研究（研究課題名を記載） 

静岡産業大学 情報学部 堀川知廣ゼミ 

教  員：教授 堀川知廣 

参加学生：森野あすか、大野佑佳、大庭雄太、高瀬直樹、 

内藤鮎美、松田匡平、ﾚｨ ﾚｨ ｳｨﾝ ﾃｨﾝ 

１ 要約 

 旧東海道の魅力を多くに人たちに知ってもらうとともに、市民が旧東海道沿いの街やイベントな

どをツイッターで情報発信や受信ができ、常に最新の情報を、市民や訪問者が双方向で情報交換が

できる仕組みを構築するため、施設やお店などの固有のＱＲコードを張り付けたマップを作成した。

マップに掲載した施設やお店には固有のＱＲコードを印刷したパネルを配布し、それぞれがツイッ

ターに最新情報をつぶやきできるようにした。このマップを使って若い人たちが藤枝を訪問し、ツ

イッターで感じたことや映像を発信することで、藤枝の街の活性化に結び付ける。 

２ 研究の目的 

藤枝市には、岡部宿、藤枝宿、瀬戸染飯伝承館（旅人の休憩所）などがあるが、宿場などの個々

の活動だけで連携ができていない。また、歴史的な道を活かしきれていない。そこで、宿場が連携

し、旧東海道の魅力発信するとともに、東海道を歩く人にとって、歴史文化を感じることができる

東海道にするため、宿場などが連携する手法と旧東海道の利活用を提案する。 

３ 研究の内容 

藤枝市の市民が連携し、旧東海道の魅力を発信するとともに、藤枝市内の旧東海道沿いを訪れる

人、市民、施設やお店を運営経営している人たちが、感じたことや映像、商品やイベントなどの最

新情報などをＳＮＳで発信することで、藤枝を広く知ってもらうことができるよう、代表的なＳＮ

Ｓであるツイッターに直接つながるＱＲコードを張り付けた新しい発想のマップを作成、配布する。 

４ 研究の成果 

(1)当初の計画 

ＳＮＳで発信したくなる旧東海道のある街となるよう、歴史、文化、施設、人、モノ、空間、食

べ物、イベント、体験等が、この地を訪れる若者などに一目でわかる街道マップを作成する。 

具体的には、①既存の資料から、街道沿いの見どころ、魅力的な商品、おいしい店、面白人物な

どをピックアップ ②学生が街道とその周辺を歩き、映像撮影、住人、土産物や特産品など、学

生目線で興味あるモノ・ヒト・コトを、ツイッターで発信する画像・文章に作成 ③以上の内容

を学生がデザインしたマップにイラストを入れて書き込み、施設やお店の固有のＱＲコードを作

成し、これをマップに張り付け、スマホなどでＱＲコードを読むと、各施設やお店などのツイッ

ターにつながり、つぶやきの内容を確認できるようにする。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり）とその理由 

 ツイッターは若者達が自らの体験や出会いを映像と文章でつぶやき、このつぶやきを受け取っ

た人たちが、さらにツイートすることで、情報が広く早く伝わるとともに、紙ベースの観光地図
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では伝わりにくい最新の情報も伝えることができる。また、ホームページのように、作成者が伝

えたい情報とは違い、ツイートする者が、感じたままを伝えることで、様々な評価を知ることが

できる。 

 このような特性を生かし新しいタイプのマップ作りを行った。 

研究をスタートするにあたって、藤枝に関する既存のマップや資料を集め、マップに掲載する

モノ、コト、ヒトを選定し、学生がそれらを訪れ、体験し、味わい、インタビューし、映像と文

章を作成。また、訪問した施設やお店に固有のＱＲコードを設定し、ＱＲコードをスマホなどで

読み込むと、その施設やお店のツイッター画面につながるようにした。また、ＱＲコードをマッ

プに張り付け、マップからＱＲコードを読み込むとツイッター画面が現れるようにした。また、

施設やお店には、それぞれのＱＲコードを印刷したポスターを作成配布した。 

藤枝市を訪れた人たちはこのマップから、施設やお店の情報（つぶやき情報）を得ることでき、

施設やお店も自らイベントや新商品、近所の出来事、同業者の動きなどをつぶやくことで、ツイ

ッターを見た人たちに最新の情報を伝えることができる。 

課題である藤枝宿と岡部宿の連携についても、それぞれの施設やお店がお互いの情報を発信し

あうことで、より幅広い情報発信連携ができる。また、観光地図には載らないような、季節の風

景、住民の日常活動（蓮花寺池の毎朝のラジオ体操など）も、貴重な情報として発信できる。 

また、マップに掲載した施設やお店には、固有のハッシュタグ（＃＊＊ＥＤＯ＿ＨＷ）をつけ

た。マップに掲載していない施設や店なども＊＊にお店の名前などを入れ、つぶやくことで、新

しい固有のハッシュタグを付けた情報発信ができるようにも工夫した。 

(3)実績・成果と課題 

   作成したＱＲコードを張り付けた藤枝ツイートマップ（Ｂ２版）は下図のとおり。 
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(4)今後の改善点や対策 

マップに掲載した施設やお店が自らツイッターに投稿することで、内容が充実され、施設やお

店のＰＲにもなる。積極的な活用をお願いしていく。また、本研究では紙ベースのマップを作成

したが、スマホやタブレットなどで直接見ることができるグーグルマップなどを使ったマップに

も進化させることができる。この仕組みは、藤枝市だけでなく、全国、世界のどこでも使える仕

組みだと考える。ツイッターは世界言語に対応しているので、外国人がお国の言葉で発信するこ

とで、例えば藤枝を世界に紹介していくことにつながる、更なる進化を目指したい。 

５地域への提言 

  藤枝市には、２月７日に、説明会を実施した。担当の街道・文化課からは好意的な評価をいただい

た。先に示したＱＲコードの入ったパネルを施設やお店で活用し、新たな情報を常に追加していくよ

う依頼をしていく。また、２月８日の静岡新聞朝刊に紹介されたので、広く活用されることを望む 

６地域からの評価 

  このマップの活用は、これから始まる。マップに紹介した施設やお店の評価を随時伺いながら、マ

ップが成長する仕組みをさらに追及していく。 

ツイッター画面（藤枝蓮花寺池公

園）。右のＱＲコードを読むとツ

イッターの蓮花寺公園に接続 

マップに掲載した施設やお店などには、Ａ４番のパネ

ルを作成、配布した。施設やお店に訪れた人たちが、

パネルのＱＲコードを読み込むとその施設やお店のツ

イッターでつぶやきを読むことができ、その場でつぶ

やくと、施設やお店のツイッターページに追加される
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「若者層の就職時の首都圏等への流出」 

静岡産業大学 情報学部 太田ゼミ

教員 : 講師 太田裕貴

参加学生 : 澤口航・丹所知世・望月未夢・森田華菜・田中慧・丹所美由

1. 要約

 本研究の目的は、学生採用時における中小企業サイドと学生サイドのミスマッチ問題を

緩和する方法を提示することである。具体的には、売上高成長率をベースとして藤枝市に

存在する魅力的な企業を選定し、当該企業に対して学生がインタビュー調査を行い、企業

が有する魅力の背景を明らかにすると同時に、企業の採用時の課題を析出した。そして、

本研究の成果を「静岡の魅力ある企業探索 BOOK」という冊子にまとめた。

2. 研究の目的

本研究は、学生採用時における中小企業サイドと学生サイドのミスマッチ問題を緩和す

る方法を提示することを目的とする。わが国では、企業の 99%以上かつ働く人々の 70%以

上を中小企業が占めている（2016 年 6 月 6 日付日本経済新聞）。中小企業で長らく課題とさ

れてきたのが、学生を採用する際に生じるミスマッチ問題である。すなわち、（とりわけ地

元の）中小企業サイドは自社の魅力が学生サイドに充分に伝わらないことから人材確保に

苦労する一方で、学生サイドは都心部の大企業を志望する傾向が一般的に強いとされるの

である。学生が都心部の大企業を志望する理由としては、中小企業に比して大企業はネー

ムバリューがあり、安定していることが挙げられるであろう。

 しかしながら、当然ではあるが、大企業に就職すれば将来が安泰であるという保障はな

い。就職後に何をしたいかが不明瞭なまま企業に就職した学生はむしろ離職する可能性も

ある。問題とすべきは、就職後のプランが不明瞭な学生が「中小企業よりもネームバリュ

ーがあり、安定している」という理由で大企業を選択するケースである。仮に地方におい

て当該学生が一定数存在するのならば、地方から都心部への学生の流出は避けられないと

考える。当該流出を減少傾向に導くためには、地元の中小企業への就職を希望する学生を

増加させることが必要であるが、その際中小企業の魅力をいかに学生サイドが認識するか

が重要となる。そこで、本研究は学生サイドが地元の中小企業の魅力を認識できる方法を

提示する。そして、当該手法がミスマッチ問題の緩和に貢献すると主張する。

3. 研究の内容

本研究は①魅力的な企業の選定、②インタビュー調査対象企業に対するアポイント、③

インタビュー調査における取材項目の策定およびインタビュー調査の練習、④インタビュ

ー調査の実施、⑤冊子の作成の 5 段階で行った。
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①魅力的な企業の選定（9 月初旬）

中小企業の魅力を認識するうえで、事業内容を理解することは重要である。事業内容を

詳細に把握することで、他社にはないその企業独自の魅力が発見できる可能性がある。し

かしながら、ひとくちに中小企業の事業内容を理解すると言っても、企業数が多いことか

ら、学生サイドの負担も大きいと考えられる。企業数の多さに辟易して、中小企業の分析

を止めてしまう学生も存在するかもしれない。魅力的な中小企業を選定する他の方法はな

いか。そこで、本研究で注目する尺度が売上高成長率1である。当該尺度は企業の成長性を

分析する際に用いられるポピュラーな指標である。売上高は企業活動の成果である。売上

高を安定的に獲得できる企業は魅力を有する企業活動が成功していると考えられる。

 ただし、売上高成長率から魅力的な企業を選定できたとしても、当該企業の成長の要因

を把握できなければ、計算上の偶然であるかもしれない。数値の背景にある企業の成長要

因を探索する必要がある。そこで、本研究では、売上高成長率をベースに選定した魅力あ

る企業の中から、学生が関心を有する企業を選び、当該企業にインタビュー調査を実施す

ることで企業の成長要因を明らかにした。

 本研究では、最初に、学生 6 名（1 年生 2 名と 3 年生 4 名）に対して、筆者が本研究の目

的および売上高成長率に注目して魅力的な企業を選定する意義について解説した。次に、

学生とともに、藤枝市に存在する企業の中から売上高成長率を算定する際に必要となる売

上高のデータが『静岡県会社要覧 2016 年度』に収録されている 66 社を選定した。そして、

当該企業の中から売上高成長率が 2 期連続で正を示す 20 社を、本研究における魅力的な企

業と定義した。なお、2 期間の売上高成長率に注目した理由は、魅力的な企業は高成長が 1

期間だけでなく、数期間に渡って持続すると考えるからである。ただし、算定期間を拡大

することによるデータの欠落を回避するために、本研究では分析期間を 2 期間と設定した。

本研究で選定した 20 社は、少なくとも 2 期間において相対的に成長性が高い企業である。

高成長の背景には何かしらの魅力が秘められていると考えられる。企業が持続的に高成長

を達成している要因を明らかにするために、本研究ではインタビュー調査を行った。ただ

し、時間的制約が存在することから、本研究では学生 6 名を 3 グループに振り分け（1 グル

ープ 2 名）、グループごとに関心を有する企業 1 社に対してインタビュー調査を行った。イ

ンタビュー調査の対象企業の選定は学生の主体性に委ねた。そして、実際に企業の Web ペ

ージを閲覧し、企業の事業内容を分析することで、学生自身で当該企業が高成長を持続的

に達成している仮説を定立した。単に企業の Web ページを閲覧するのではなく、事前に問

題意識を持って作業を行うことで、企業の魅力と思われる点をより深く知ることができる。

Web ページ等の公表情報から企業の魅力を精査した結果、本研究では「株式会社ダルト

ン工芸センター」、「株式会社エクノスワタナベ」、「松葉倉庫株式会社」（敬称略）がインタ

ビュー調査対象企業として選定された。

1 売上高成長率（%）=（当期売上高－前期売上高）÷前期売上高×100 
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②インタビュー調査対象企業に対するアポイント（9 月下旬～10 月初旬）

 学生が本学のキャリア支援課の協力を得て、インタビュー調査を希望する企業に対して

アポイントを取った。

③インタビュー調査における取材項目の策定（10 月中旬）およびインタビュー調査の練習

 インタビュー調査で企業に尋ねたい項目を学生が事前に策定した。なお、取材項目の策

定の際には本学のキャリア支援課およびマイナビ（株）の協力を得た。取材項目について

は、企業の魅力を明らかにする趣旨の質問に加えて、企業の人事担当者を対象として学生

サイドとのミスマッチ問題に関する質問を設定した。また、今回のインタビュー調査では、

企業の若手社員に取材をする機会を得たため、若手社員に勤務企業で働く意義について尋

ねる趣旨の質問も用意した。

 事前に策定した取材項目をベースとして、学生はインタビュー調査の練習を繰り返し行

った。すべての学生が企業へのインタビュー調査は初めての経験であることから、キャリ

ア支援課の協力のもとで丁寧な練習を行った。

④インタビュー調査の実施（10 月下旬～11 月初旬）

 「株式会社ダルトン工芸センター」、「株式会社エクノスワタナベ」、「松葉倉庫株式会社」

の 3 社にインタビュー調査を行った。なお、インタビュー調査の詳細については別途添付

する『静岡の魅力ある企業探索 BOOK』を参照されたい。また、インタビュー調査につい

てはキャリア支援課およびマイナビ（株）の協力を得た。

⑤冊子の作成（11 月下旬～12 月中旬）

 インタビュー調査で発見した点を学生が整理し、取材シートを作成した。そして、取材

シートをマイナビ（株）に提出し、冊子の完成に至った。

4. 研究の成果

（1）当初の計画

 本研究の開始時点では、企業へのインタビュー調査に加えて、中小企業サイドおよび学

生サイドに対してミスマッチ問題に関するアンケート調査を実施する予定であった。

（2）実際の内容（B : 一部修正）

 本研究では、時間的制約の関係からアンケート調査に関しては実施できなかった。

（3）実績・成果と課題

 本研究における最も重要な実績は、学生サイドが企業の魅力を定量的に評価する方法を

提示したことである。具体的には、売上高成長率と呼ばれる尺度に注目した。売上高成長
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率の算定は売上高のデータさえ入手できれば誰でも容易に行うことができる。そして、選

定した魅力的な企業に対して、その魅力の背景を企業の Web ページ等に掲載されている情

報から分析すればよい。目的意識がないまま単に企業の Web ページを閲覧するよりも企業

の魅力と思われる点について深く知ることができると考える。本研究で提示する上記の方

法を学生サイドが積極的に活用することで、学生サイドが地元の中小企業の魅力を発見で

きる機会は増加するであろう。これはミスマッチ問題の緩和に貢献する。本研究の成果は

この点に求められる。

（4）今後の改善策や対策

本研究の課題は、売上高成長率が負を示す企業はすべて魅力に乏しい企業と設定されて

しまう点である。たとえば、長年に渡ってブランドを維持してきた老舗企業は成長性がそ

こまで高くないものの、事業の継続性の観点からは充分に魅力的であると評価できるかも

しれない。このように、多種多様な企業の魅力を完全に定量化することは難しい。しかし

ながら、その一方で、学生サイドにとっては企業の魅力を定量化することは企業選定の際

に有用となり得る。今後の研究の方向性は、企業の魅力を定量化しようとする姿勢に反対

するのではなく、多角的な視点から企業の魅力を定量化できないかを模索する点に見出せ

る。売上高成長率に加えて、魅力的な企業を表現する指標を検討することは学生サイドに

とっても有用である。それがひいてはミスマッチ問題の緩和に貢献するのである。

5. 地域への提言

 本研究では、中小企業サイドに対して、自社の魅力を学生サイドに発信するうえで Web

ページに自社の事業内容等の定性情報を開示するだけでなく、基本的な財務情報を公開す

るべきであるという提言を行う。可能ならば貸借対照表および損益計算書を開示すべきで

ある。中小企業の場合、両財務諸表の開示は義務付けられていないことから、学生サイド

が企業の基本的な財務情報を把握することは困難と思われる。これがミスマッチ問題を助

長している可能性がある。中小企業サイドにおける基本的な財務情報の自発的開示は、学

生サイドが中小企業の魅力を発見するための貴重な情報源となり得る。本研究は、学生サ

イドとの新たなコミュニケーションの道具として、財務諸表の開示の重要性を強く訴える。

6. 地域からの評価

 インタビュー調査に伺った企業 3 社に「売上高成長率の観点から企業の魅力を評価する

ことをどのように考えるか」という旨の質問をした結果、好意的な評価を頂いた。「売上高

成長率が持続的に増加していることは顧客あるいは消費者等の様々な企業外部者にこれま

での企業活動が高く評価された証である」と捉えている企業も存在した。筆者も同意であ

る。売上高成長率を用いた企業の魅力の定量化は、中小企業サイドにおける企業活動のモ

チベーションの向上につながる可能性も秘めているのである。
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写真「若者層の就職時の首都圏等への流出」 

静岡産業大学 情報学部 太田ゼミ

教員 : 講師 太田裕貴

参加学生 : 澤口航・丹所知世・望月未夢・森田華菜・田中慧・丹所美由

（1 枚目）

（2 枚目）
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（3 枚目）

（4 枚目）
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（5 枚目）
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お茶資源を活用した観光商品化に関する研究 

静岡産業大学 情報学部  

教  員：准教授 土居繭子、非常勤講師 吉野亜湖、 

准教授 柯麗華 

参加学生：大久保綾音、大野佑佳、野﨑啓介、他27名 

１要約 

 本研究の目的は、島田市のお茶を活用した新たな観光商品の開発を目指すことである。静岡産業大学

の学生と島田市の飲食店（６店舗）が、島田市のお茶を活用した新たな商品を開発することで観光客誘

客に結びつけることを目指して事業を進めた。本研究を通じて、今後の島田市や店舗のPRにつながる第

一歩を踏み出したと考えられる。さらに、実際、ニュースや新聞で取り上げられるなどして、視聴者・

購読者へのアプローチにつながった。 

２研究の目的 

本研究は「島田市のお茶を活用した新たな観光商品の開発を目指すこと」を目的とする。具体的には、

お茶という島田市の観光資源を活用しつつ、歴史復元メニューや歴史にインスパイアされて開発された

メニューを提供できる飲食店を作り、観光客誘客に結びつける。 

３研究の内容 

 島田市では、お茶を活かした商品化について、これまでも様々な試みがなされてきたが、個人旅行が

主流となりつつある現在、個人客をターゲットにした観光商品の充実化が必要となっている。また、2020

年のオリンピックに向け、インバウンド観光客へのアピールも急務である。 

 一方、静岡産業大学では、学生が主体的に問題解決を行なっていく課題解決型の授業が実施されてい

る。静岡の特産でもあるお茶資源を題材に、地域で起こっている課題の解決方法を地域の方々と一緒に

考えていくことは、地元の産業や社会のあり方を知る上でも本学学生にとって価値のある経験になると

考えられる。 

 そこで、本研究では、島田市の地域課題解決事業にエントリーし、学生とお茶資源の観光商品化を考

えていくことにした。 

＜地域への貢献＞ 

 地域への貢献として、以下の4つが考えられる。 

島田市の歴史が楽しめるメニューを作ることで、歴史ある島田の広報に役立つ。 

お茶資源を活用したメニューを開発することで、島田のお茶のPRになる。 

→飲食店と大学生が一緒に企画・実施することで、大学生の新鮮な発想をメニュー開発につなげ

られ、飲食店側も１回限りのイベントメニューではなく、継続的に提供するメニューとして商品

化できる。 

暦食を提供する店舗間のつながりを生み、今後のイベントなどで協力しあえる体制を作ることが

できる。 

学生とメニューを共同開発することで、若者視点の情報発信を行うことができる。加えて、外国

人留学生の自国へのPRも行えるので、インバウンド観光客対策にもなる。ゆくゆくは地元の高校
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生も巻き込み、若者の地元への理解を深めることができる。 

＜学生への学びの提供＞ 

 また、大学としては学生へ以下の学びの提供ができると考えた。 

学生は島田市の歴史を調査し、背景を知った上で課題に取り組む。文献調査というアカデミ

ックな調査方法を学ぶことができ、さらに地域の歴史を知ることで地域への理解が進む。 

各店舗との協働作業を通し、実社会での仕事の進め方を学ぶことができる。 

同年代の人だけでなく、様々な年齢層の方と話す機会を持つことで、視野を広げられる。 

考えた商品が実際に店頭に並び、商品化の動きが続くことで、その場限りの「授業課題」と

してではなく、学生が地域とつながる意識を生む。 

４研究の成果 

(1)当初の計画 

当初の計画は以下の通りであった。 

① 静岡産業大学「伝統文化演習」授業の受講生（外国人留学生含む）と島田市飲食店（５店舗程

度・9月実施予定）が５グループに分かれて、それぞれ島田市の歴史を調べ、それにちなんだ

メニュー開発を行う。 

② メニューが出揃ったところで、一同集まり、試食会（お披露目会・12月実施予定）を行う。 

③ 完成したメニューをそれぞれの店舗で提供する（年明け予定）。 

④ 市、店舗、大学生がSNSなどで情報発信を行う（適宜）。 

⑤ ④までのメイキング過程をテレビ局に追ってもらい、ニュースや新聞などでアピールする。

（2018年度以降、継続して店舗を増やし、マップ作成やガイドブック作成などをして2020年の

オリンピックまでに海外からの観光客も誘客できるようにすることが目標である。ゆくゆくは

高校生も巻き込み、若者の視点を生かしたメニューづくり、情報発信を行えるようにする。） 

(2)実際の内容とその理由 

① 上記計画に対し、静岡産業大学「伝統文化演習」授業の受講人数が予定より多かった（30名）

ため、６グループ・６店舗での実施となった。授業登録が確定する10月から事業が開始された。

学生達はそれぞれ島田市のお茶を試飲したり、島田市について学ぶツアーに参加したりして、

メニュー開発に臨んだ。11月から1月中旬まで、学生と店舗との打ち合わせにより各グループ

のメニューが練られた。当初は島田市の歴史にちなんだメニュー開発を行う予定であったが、

実際に学生と店舗との打ち合わせで出来上がったメニューは島田の歴史にちなんだメニュー

というよりは、実際に店舗で売れるということに重きがおかれたように思われる。 

② 2018年1月30日に６グループの商品を集めてお披露目会及び試食会が行われた。当初は12月の

予定であったが、12月は各店舗繁忙期であり、11月からのメニュー開発も12月では間に合わな

いとの判断で、1月末の開催となった。 

③ 1月30日のお披露目会以降、準備が出来次第それぞれのメニューを各店舗で提供予定である。

報告書作成の2月6日現在、１店舗では販売が開始されており、既に好評であるとの報告がなさ

れている。また、空港での販売を目指し、空港店舗との交渉を始めている。 

④ 参加学生、市、大学などがそれぞれSNSなどを通して情報発信を行っている。今後、各店舗で

の商品化が始まるのに合わせて引き続き情報発信を行なっていきたいと考えている。 

⑤ 2月6日現在まで、静岡新聞（2017年12月19日、2018年1月31日）、中日新聞（2018年2月1日）、

読売新聞（2018年2月2日）に掲載された他、第一テレビ、テレビ静岡などのニュースに取り上
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げられた。今後、テレビ朝日などにも取り上げられる予定であり、商品や事業のアピールがで

きていると考えられる。 

(3)実績・成果と課題 

＜実績・成果＞ 

 前述の「地域への貢献」に対する成果としては、お茶を活用した商品が６店舗で展開されるとい

うことで、今後の島田市や店舗のPRにつながる第一歩を踏み出したと考えられる。実際、新聞やニ

ュースで取り上げられるなどして、視聴者・購読者へのアプローチにつながった。また、店舗と学

生との共同開発ということで、学生のアイデアの中には、店舗にとって新鮮に思えるものもあった。

この点で、店舗と学生との共同作業は良い作用を及ぼしたと考えられる。 

共同開発された商品に関して試食会でとったアンケート結果を店舗・学生にフィードバックし、

商品に生かす機会が生まれた。試食会参加者からは、島田茶をPRするための率直な意見が多数寄せ

られた。また、「すぐにでも商品化できる」「緑茶の新しい活用方法で面白い」など高評価を得た商

品もあった。さらに、空港での販売へ向けての動きがあることで、海外の方への島田茶のPRにも期

待がもてる結果となった。 

一方、前述の「学生への学びの提供」に対しては、店舗との共同作業を通して、実際の商品を作

る難しさや、仕事の仕方などを学生が学べたことが大きな成果となった。店舗との打ち合わせの段

階で、ターゲット設定の大切さ、現場で売る際に何を重視しなければならないか、材料費なども考

えて実際に売れる商品にしなければならないことなど、様々なことを学生達は学んだようだ。また、

学生たちからは、「教室内のみの授業とは違い、刺激が多く、記憶に残りやすい」「充実感がある」

との意見があがった。 

＜課題＞ 

事業を通して、上記のように実りのある結果となったが、他方で、以下のように予定通りとはな

らない点もあった。

第一に、今回、当初の目的では「島田の歴史にインスパイアされた商品を作る」ことを目指して

いたが、実際には、歴史に関係のある商品とはならなかった。理由としては、（1）実際に売れる商

品を考えた結果、歴史を追求するよりも、お客様の手に取りやすい商品アイデアとなったこと、（2）

開発期間が短く、歴史にちなんだメニューを練り上げる時間がなかったことが考えられる。 

 第二に、当初は、店舗間の繋がりを生み、今後のイベントで協力しあえる体制をつくることがで

きると考えていたが、実際に店舗が一同に会する機会は、これまでのところ「お披露目会（試食会）」

の1回のみであった。各店舗それぞれに忙しく、全ての店舗メンバーが顔を合わせる機会を持つこ

とは難しかった。 

 第三に、当初は、プロジェクトの開始時期から「島田市と島田茶を盛り上げよう」と学生、島田

市、店舗全体での盛り上がりを作りたい、さらにこの動きに賛同してくれる店舗を広く募りたいと

考えていたが、実際には、大学の授業開始後の始動となり、時間的な余裕もないことから、協力的

であった６店舗への協力のお願い、という形をとることになった。全体として「島田市、島田茶の

活性化」の盛り上がりを全体で共有することのないまま事業を開始することになってしまった。そ

のこともあり、「お披露目会（試食会）」で一つの区切りとなり、今後の展開がそれぞれの店舗様に

委ねられることになってしまった。今後、継続的な展開が見込まれるかどうか、それが課題となる。 

第四に、実際に事業が進んでいく上で、ほとんどの学生は熱心に取り組んでいたが、その中で学

休みがちになる学生（ドロップアウトしてしまう学生）も出てしまった。「授業の一環」として取

り組む学生に、責任感をもってプロジェクトを遂行させる難しさを感じた。また、授業が終わった
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後に、学生がどのように継続的に関わっていけるかが課題として残った。 

(4)今後の改善点や対策 

 上記の課題への対策として、まず「時間不足」を改善する必要があると考えられる。対策として

は、事業の開始時期を早めるため、事業への募集を前年度に行い、年度始めから１年間活動できれ

ばよいと考える。大学のカリキュラムとも関係するため、できれば前年度秋までに採択が確定され

れば、大学での授業で事業を進める上では動きが取りやすい。１年間時間があれば、店舗への周知

などにも時間がとれ、動きに賛同してくれる店舗を広く募ることもできると考える。また、店舗同

士で情報交換する機会も設けることができるのではないだろうか。学生に対しては、より準備期間

を増やし、グループでの話し合い、店舗との打ち合わせに余裕を持たせることで、商品開発に関し

てより深く関わることができると考える。 

 「時間不足」改善の他に、本事業が今後継続的に展開していくための体制づくりが今後の改善点

としてあげられる。本事業の成果（商品や、プロジェクトで作成したリーフレット）を島田市の他

店舗にも宣伝し、この動きに賛同してくれる店舗を増やしていく必要がある。そのためには、島田

茶商品開発で島田市を盛り上げようというプロジェクトチームを作り、定期的に活動をする必要が

あると考える。ここに、どれだけ大学と学生が絡めるか、検討していく必要がある。 

５地域への提言 

 前述のように、地域を持続的に盛り上げていくためには、地域の人にどれだけ主体的に動いてもらえ

るかが課題となると考える。本事業で完成した商品がまず注目されることが必要である。そして、その

商品の広がりを島田市の他店舗にも認知してもらうことで、本事業への賛同を募ることで、参加店舗を

増やし、島田市の大きな動きにつながると考える。そこで、本事業で生まれた商品を長く店頭に置いて

もらえるよう、店舗へイベントなどへの声がけをしたり、観光客への宣伝を定期的に行ったりするなど、

定期的なサポートが必要であると考える。 

６地域からの評価 

 試食会の参加者からは、商品に対して「茶の味や香りをもっと出した方が良い」「他の材料の味が茶

に勝ってしまっている」「島田は抹茶を作っているところが少ないので、抹茶よりも緑茶を使ってほし

い」などの意見があった一方で、「緑色がお茶らしくて良い」「茶の香りがよく出ていてすばらしい」「学

生らしいインスタ映えの商品で、観光客に人気が出そう」「お土産にしたい」などの意見もあった。 

 アンケートの結果、６店舗の商品はどれも「他の人にオススメしたい」という回答者が過半数を占め、

今後の展開が期待されていると考えられる。 

 以上のように、本事業が一過性のものとならないよう今後も継続して取り組み、島田市と大学との連

携が地域への貢献となることを期待している。 
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「お茶資源を活用した観光商品化に関する研究」 

研究成果報告 写真 
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「しずまえキャラクター」で四季折々のデザインを！  成果報告書 

静岡産業大学 情報学部 植松ゼミ 

教員：特任講師 植松 頌太 

参加学生：北村 大、森保 翔太 

1. 要約 

 静岡市では、主に同市水産漁港課が中心となり、市内の用宗漁港、清水港、由比漁港の 3 つの

港で水揚げされる魚介類を「しずまえ」ブランドとしてプロモーションしている。同ブランド

の中では、同課職員が創作した「しずまえキャラクター」が随所に活用されており、このキャ

ラクターを用いてより魅力的なブランド展開を目指すことが本研究の目的であった。本稿では

一連の取り組みのうち、2017 年 10 月 28 日に静岡市にて行われた「しずまえ・オクシズ祭り」

への参加と、本年度のデザイン成果物の制作について報告する。 

2. 研究目的 

 本研究では、「しずまえブランド」のアイデンティティを崩さないことに主眼を置いた。こ

れは静岡市 水産漁港課（以下 水産漁港課）からの本助成に関する「大学等との連携を希望する

地域課題調査票」においても次の通り記述されている。 

「しずまえキャラクター」で四季折々のデザインを！ 

「しずまえ」とは、静岡市の前浜のことで、静岡市が海岸エリアの地域ブランド化を目

指して平成 26 年に誕生した愛称である。その PR に際しては、静岡市職員がパワーポイ

ントでキャラクター等を作成し、それを用いて各種イベント等に参加したり、毎週水曜

日に Facebook で情報発信したり、「しずまえカレンダー」を作成し HP 等で公開したり

している。 

HP 等で公開している「しずまえカレンダー」も職員の手作りで、職員が毎月知恵を絞っ

て作成している。今回、「既存のしずまえキャラクター」を使用し、学生の感性で四季

折々の「しずまえデザイン」を作成していただき、今後の「しずまえカレンダー」作成

の参考にしたい。なお、「選ばれし 1 点」を成果として提出するのではなく、たくさんの

作品（アイディア）を提出していただきたい。また、可能であれば、大学の学祭やイベ

ント等において、「しずまえデザイン展」を企画・実施していただきたい。 

（大学等との連携を希望する地域課題調査票 より） 

-173-



3. 研究内容 

 本章では 2017 年 10 月 28 日に静岡市にて行われた「しずまえ・オクシズ祭り」への参加を中

心として、研究内容を述べる。 

 本研究におけるイベント参加においては、学内でのポスター告知によって学生の参画を募っ

たのちに、ミーティングと準備を重ねて遂行された。本イベントに関わった中心的なメンバー

は、筆者（情報学部 特任講師）、学生 A（情報学部 4 年次生）、学生 B（情報学部 1 年次生）を

中心とする少人数のチームであった。 

3-1. ふたつの「PBL」 

 ここで、アクティブ・ラーニングの概念に内包される「PBL」について述べる。問題解決アプ

ローチとして、一般的に知られるものに Problem-Based Learning (PBL)と Project-Based 

Learning (PJBL)1がある。これらは problem と project と類似しており、どちらも頭字語から

「PBL」と呼ばれることから区別しにくい。（根本, 朴, 北村, 鈴木, 2010） 

 本研究は、研究内容の特性としては PJBL に寄った性質を持つものであるが、「地域課題解決

事業」という名にもある通り、行政が求めるのは問題解決、つまり problem-solving である。し

たがって、本研究におけるアクティブ・ラーニングにおいては、problem と project の双方の性

質を持つ「PBL」を展開する必要があった。 

3-2. 本研究における PBL 実行指針 

 本研究における PBL にあたっては、1997 年と国内において早い段階から PBL が導入されて

いる三重大学の事例（三重大学高等教育創造開発センター, 2011 年, p.6-7）ならびに、筆者が研

究協力を行なっている、名古屋大学大学院 情報学研究科（2017 年度の組織改編により国際言語

文化研究科を前身とし発足）の小川明子准教授が中心となり 2008 年より研究が継続されてい

る、DST（デジタル・ストーリーテリング）実践プログラムである「メディア・コンテ」の実

践における経験を基盤として実行した。本研究においての PBL の実行指針を次に示す。 

1 PJBL の定義については Buck Institute for Education のウェブサイトに詳しい 

https://www.bie.org/about/what_pbl（2018 年 2 月 15 日アクセス）

-174-



1. 具体的・現実的な問題を学生と共に見つける 

2. 学生に問題解決を志向させる 

3. 学生各自の視座からの問題設定を行う 

4. 教員はファシリテーションに注力する 

5. 問題解決に必要な資源を確保する 

6. 学生各自が学外でも問題解決に取り組める環境を確保する 

7. 学生による自己の省察（ふりかえり） 

 上記の指針制定は、本研究をより具体的に構造化して理解する助けとなり、筆者（教員）自

身のスタンスを明瞭にしたほか、学生各個人のエンパワメント効果を高める上でも有用であ

り、本研究の独自性のひとつと言える。 

4. 研究成果 

 本研究の成果として、「しずまえ・オクシズ祭り」への出展とならび、オリジナルグッズの

制作を行った。順にそれぞれの成果について述べる。 

4-1. 「しずまえ・オクシズ祭り」での成果 

 2017 年 10 月 28 日に静岡市  葉緑地にて行われた「しずまえ・オクシズ祭り」にて、ブース

を提供いただき、本学として出展を行なった。イベントはあいにくの悪天候の中であったが、

本学ブースは終日賑わいをみせ、特に「しずまえ鮮魚」にフォーカスした展示・体験コンテン

ツは、来場者に好評を博した。本学ブース内では次のようなコンテンツを提供した。 

・魚介類の漢字のルーツに関するパネル展示

・活魚の水槽での展示, 魚のイラストを用いた塗り絵と擬似魚釣りゲーム 

・これらに関連する魚の漢字や生態についてのクイズと粗品の進呈 

これらのコンテンツを通じて、児童から大人まで幅広い来場者に体験・学習機会を提供するな

ど、本研究が教育的な価値において、優れたものであったことを述べたい。（fig.01-04） 
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4-2. 「しずまえ」オリジナルグッズの制作による成果 

 本年度は、A4 資料配布用ビニールバッグ、車両貼り付け用マグネットステッカー、ペーパー

クラフト将棋、マグカップ、マウスパッド、タンブラー（2 種類）の 6 点の「しずまえ」ブラン

ドのプロモーションのためのオリジナルグッズを制作し、水産漁港課へ納品した。 

 成果物の制作にあたっては、一般的なデザイン実務ワークフローに準じた作業手順をとり、

まず前述の同課職員が創作したイラストレーションを、実務現場で多用されるデザイン用ソフ

トウェアである、Adobe 社の Illustrator で扱うことができるよう、ベクターデータ2 への変換

と、印刷媒体向けの CMYK 色空間への設定を行った。 

 また、我が国で広く用いられている DIC 株式会社（旧 大日本インキ化学工業）が制定するカ

ラーガイドである、「DIC カラー」を用いて実際に印刷・表示された際の色調を統一し、「し

ずまえカラー」として、DIC 183 をアイデンティティカラーとして指定することで、ブランド価

値の向上を目指した。 

2 ベクターデータ：拡大縮小をしても画質が劣化しない画像形式のこと
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 上記の施策により、今後も継続的に水産漁港課が様々な印刷媒体やディスプレイメディアに

対して、イラストレーションやロゴタイプを使用することが可能となった。これらの納品物を

ベースとした同課による幅広いブランド展開がなされることを願う。 

4-3. 今後の改善点や対策 

 本年度の事業は概ね当初の予定通りに進行することができたが、主に参加学生の少なさを理

由として、例えば「しずまえ・オクシズ祭り」の際には、参加学生らには終日休みなくブース

での来場者の対応を求めざるを得ないなど、参加学生各個人に多大な負担がかかってしまう状

況であった。今後はより多くの学生の参加を得ることができるよう、本年度の実績を広く公表

するなどして、改善を目指したい。 

5. まとめ 

 以上を振り返れば、本研究は単なる「イベントへの参加」や「デザイン成果物の制作」に留

まらず、コミュニケーション・デザインやホスピタリティなど、人文社会的な知によって構成

された実践研究となりつつあり、筆者を含めたすべての参加メンバーが各々の役割を自覚した

上で、能動的な実践を行うことができた。今後も引き続き、静岡市 水産漁港課と連携を深めて

研究を進めたい。 
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