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ー論文要旨ー

１．関係人口論の背景と課題、再定義と定量評価方法の提案と観光政策の役割

人口減少時代の地方創生総合政策の柱である移住定住政策と交流人口拡大政策の

波及効果は地域限定的にしか機能していない実態がある。閉塞感の中、2017 年に論じら

れ始めた「関係人口」が第３の人口として注目されている。「地域の外側に居住し、関心を持

ちながら関与する人」という定義のもと、2018 年度には総務省の「ふるさと創生事業」の中で、

2.5 億円の事業予算が付され,全国 30 のモデル自治体での取り組みが始まっている。

筆者は、交流人口の活性化による地域活性化を目指してきた観光産業に「関係人口

論」の視点を取り入れ、人口減少自治体の観光戦略化と政策事業化をおこなうことにより、

関係人口論の中で「無関心層」とされてきた交流人口（観光人口）の関係人口化を効果的

に行うことができると考えた。依然、訪日観光市場の 5 倍の規模を保つ国内観光市場の確

固たるリピーター化戦略を推進することで、観光活性化を通じた関係人口創出が可能であり、

深刻な人口減少状況が訪れた際の外部からの支援の可能性を広げ、人口減少自治体の

地域経営を補完することが期待される。また、将来、自治体の枠組みの中では成り立たなく

なる地域経営の補完的人口構築が地域の外側に可能となる。

当研究では、まず、先行研究のレビューを行った上で、関係人口論の問題点を抽出した。

これまで関係人口論は、言葉の学術的な定義が不明確であり、また、都市と地方という相反

的 2 主体の関係論に偏重する傾向が強かった。また、評価の方法論、特に行政が政策立

案し、説明責任として事業評価を行う上での定量評価の方法が確立していなかった。

本論では、定量評価の方法として、関係人口の総量自体を計測することは不可能である

が、既存の自治体統計類や諸政策・諸事業の実績の中には、ふるさと納税制度や自治体

クラウンドファンディング、災害復旧時のボランティア数、農業ボランティア数、ふるさと住民票

登録者数など関係人口のインパクトを数値として評価でき、かつ指標化することができるもの

が少なからず存在していることを指摘し、来るべき本格的人口減少時代に備えて定量評価

指標化と定性評価を交えた定点定期観測を行うべきことを提案した。また、関係人口の活

用事業の間接的インパクト評価方法として、関係人口の数ではなく事業実績自体を評価す

る手法「関係人口レバレッジ」の提案を行った。

２．大分県佐伯市をフィールドとした調査と実証事業、課題抽出と政策提案

本研究では、筆者が自治体コンサルタントとして政策立案と観光戦略の立案・遂行を行っ

ている、典型的な人口減少自治体である大分県佐伯市（人口約７万人）で、2018 年 4 月

から 12月までフィールドスタディを行った。佐伯市の人口構造および人口動態、産業構造の

分析、定量評価指標に基づく分析、観光産業と１次産業のバリューチェーン上で活躍する

約５０名の方々のインタビューとアンケート調査を行い、市の第二次総合計画（2018-2027)
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における観光基本計画に「関係人口」の考え方を取り入れながら、持続可能な観光産業に

いていくための考察と政策提案を行った。また、2018 年度予算を使い、実際にいくつかの関

係人口と関係人口を活用した課題解決の実証事業を開始した。

人口動態では、大分市への転出者が圧倒的に多く、ついで福岡市、東京都の順であった。

一方、転入は、大分市が多く、九州管内からの転入を合わせると約 8 割に及んだ。2015 年

に開通した東九州自動車道により大分都市圏とは 60 分以内に結ばれ、10‐20 代の転出と、

30 代の子連れ U ターンとが同時に起きている。このため、佐伯市の関係人口は、都会生ま

れよりも地縁者を中心に構成すべきであり、転出後も継続的に佐伯市との関与性を維持す

る施策が有効であることが関係人口活用政策の柱となることが分かった。。

定量評価では、1 で提案した項目のデータを完全にはえられなかったが、ふるさと納税者

数や農家民泊、災害復興寄付者数などの増加指標から、関係人口としての活用の可能性

が示唆された。定性評価調査では調査対象者の市外居住経験や域外居住者との関係構

築が有効に機能していた。市外居住期の人的関係を U ターン後に上手く関係人口として活

用する例、転出先で佐伯市の関係人口として活動する者、地元から出たことがないが上手く

関係人口を構築している例などを取り上げる一方で、関係人口から移住・定住へ移行過程

にある地域おこし協力隊に関する定住に向けた継続的支援に関する課題も見ることができた。

筆者は、調査と並行して、佐伯市の特性を考慮し、佐伯市版「関わりの階段」を作成して、

交流人口の関係人口化、関係人口の移住定住化、移住予定者の定住促進に向けた諸政

策を提案した。その中で、観光政策として取り組めることは、ステップにおいても重要な役割と

して想定し事業化することが可能であることを示してきた。その中には、すでに運営者が高齢

化し、担い手が足りないキャンプ場施設への福岡市の大学生インターンの派遣や地域おこし

協力隊員の定住基盤となる活動組織の整備と観光事業の行政からの事業委託を行うため

のスキームの整備など具体的なものとして動き始めているものも含まれる。

佐伯市のような田舎人にとって、「（コミュニティの）外の力を借りることは恥だ」という強い自

負心が未だにある。あるいは「外の力を借りる」という発想自体がない。そして、現在地域がか

かえる諸課題は、コミュニティの中で解決できないものが累々と増えており、最初からできない

ものとあきらめてしまう行政職員が多い。佐伯市のように、9 つもの市町村が合併した自治体

では、各振興局（いわゆる支所）ごとに旧来のコミュニティの考え方が未だに残っている。

「外の力を借りること」を前提とする「関係人口」の発想は、「目から鱗」であったようである。

「関係人口」の考え方は、これまで地域内部での解決にとらわれていた行政やコミュニティに

発想の転換をもたらしつつある。インタビューの事例は、それを意識せずに実行している方々

の事例でもあり、人口減少自治体の行政の諸政策に「外の力を借りることは恥ずかしいことで

はない。お互い様の発想である。」ということが定着してくれば、関係人口の具体的な活用は

加速的に進むだろう。
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１．はじめに～研究の背景と目的～

1-1．研究の背景

2013 年から 2014 年にかけて増田レポート(1)が発表されて以降、「地方消滅」という言葉

が流布するようになった。政府は、地方創生総合戦略を掲げ、人口減少と高齢化の併進か

ら衰退が危惧される地方自治体について、「人口ビジョン」を策定させ「移住・定住政策」（総

務省）と「交流人口政策」（観光庁）の両輪で地域活性化の担い手と財源を確保しようとして

きた。移住・定住政策の核は年金生活者の移住と労働人口の移転（就農など）であるが、医

療や収入、こどもの教育の問題などから思うように進まず、自治体間でのゼロサムゲームと化

した。交流人口政策の目玉は、今世紀に入って目覚ましい経済発展を遂げた新興国中間

層の爆発的な海外旅行エネルギーを捉えた訪日観光客誘致政策（以下、インバウンド政策

と呼ぶ）であり、2003 年以降「ビジット・ジャパン・キャンペーン」として訪日観光客数の大きな

伸びという点においては成果を上げているように見える（図 1-1）。

図 1-1．訪日観光客数推移（2003～2017 年）

出所： 日本政府観光局（JNTO)訪日観光統計より筆者が作成

しかし、マクロ的視点から展開された政府の政策は、必ずしも人口減少地域の自治体にお

いて成果が得られているわけではなく、移住・定住が進まないばかりか、2017 年に 2,796 万

人に達した訪日観光客のもたらす経済的インパクトの恩恵を受ける自治体は限定的である。

（１）増田レポートは、①2013年 11月『中央公論 12月号』掲載の増田寛也 /人口減少問題研究会「壊死

する地方都市」、②2014 年 5 月の日本創生会議・人口減少問題検討分科会「成長し続ける 21 世紀

のために『ストップ少子化・地方元気戦略』」、③同月『中央公論 6 月号』掲載の増田寛也 /日本創生会

議・人口減少問題検討分科会「ストップ人口急減社会」の 3 編からなる。(小田切 2014,pp2-3)
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2018 年に総務省事業として開始された「関係人口創造モデル事業」は、人口ビジョンの

行き詰まりを自覚し、国内における人口減少地域と都市部との経済的共存関係を目指した

ものであるといえる。一方、インバウンド政策においては、観光（レジャートラベル）およびＭＩＣＥ

（ビジネストラベル）の両市場の取り組みが強化されたが、その結果は主要デスティネーション

への訪日観光客の集中であり、政府の意図する人口減少自治体での外貨獲得による地域

活性化は進んでいない。星野リゾートの由布院進出やドンキホーテの全国展開にみられるよ

うに、むしろ、首都圏中心の観光資本の地方進出を後押しする形で、東京一極集中経済を

強化する結果になっている。沖縄県名瀬市におけるユニバーサルスタジオ建設の中止は、こ

うした東京一極集中とリーク経済を拒否する意思表示のひとつであると受け止めたい。

閉塞感の中、2016 年頃から「関係人口」という概念が地域活性化の現場から語られるよ

うになった。2011 年東日本大震災後の復興活動に向かう都市で生まれ育った若者たちが

復興ボランティアとして流入したことから生まれた、都市と農山漁村地域との新たな関係を

再評価する結果として語られはじめた「関係人口」という概念は、総務省の「これからの移

住・交流施策のあり方に関する検討会」（2016 年 11 月～2018 年 1 月)で政策化が諮問さ

れ、2018 年度の新規事業「関係人口創出事業」として２.５億円の予算が組まれた(２）。こう

して関係人口は、交流人口、移住定住人口に含まれない「第三の人口」として、地域活性

化における役割に大きな期待が寄せられ、すでに行政現場での政策活用が議論されるに至

っている（３）。人口の社会減と自然減が同時進行する多くの自治体において、多角的に複数

の自治体に関与し、経済的・社会文化的インパクトを与えることができる「関係人口」が今後

の人口減少自治体の地域経営に果たす役割は非常に大きくなることが期待されている。

1-2．研究の目的

「関係人口」については、その定義や定量評価の方法論が確立していない。むしろ、関係

人口は定量問題ではなく、質（関与性の深さ）が問題であるとする言及が多く、地方自治体

が政策としてとりあげ、事業構築してその成果に対して説明責任を負うには不明確な部分が

非常に多い。また、関係人口の形成プロセスに関して想定される多様なパターンについても

ある程度の類型化を行い、第一次産業を中心とした地域産業とのバリューチェーンあるいは

バリューチェーン化が期待できる関係人口の関与パターンや観光政策をはじめとする地域経

営政策への活用の可能性をあきらかにする必要がありそうである。

（２）総務省「ふるさと創生事業」の新規事業として、予算が計上された。全国から 30 自治体 33 のプロ

ジェクトが「モデル事業」として 2018 年 4 月 27 日に採択された。

（３）雑誌「ガナナンス」ぎょうせい、2018 年 2 月号では「『関係人口』と自治体-人口対策・第三の道」と

して特集が組まれたほか、佐伯市の議会でも取り上げられるようになっている。
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また、今後地方自治体が政策的に関係人口を構築し活用していくためには、具体的な事

業モデルが必要である。総務省が 2018 年度に採用した地方自治体の事業モデルは、これ

までの移住・定住政策の事業パターンに類するものが多く、革新的なモデルの構築や観光

庁や農水省の交流人口モデルとの有機的な結合も考慮し、より多角的な関係人口創出パ

ターンを解明し、事業化することが期待される。

今研究においては、まず、①これまで不明確なままであった「関係人口」の再定義をおこな

うとともに、典型的な人口減少自治体であり、著者が具体的に市の地域経営と観光行政に

おける政策立案と、地域振興事業および観光事業の推進を行う立場にある大分県佐伯市

の現状と課題とを抽出し、②「関係人口」の総量と関与度を客観的にとらえるうえでの指標と

すべき数値を提案したい。また、③地方自治体が政策的に「関係人口」を構築して地域経

営に役立てて行くうえで重要となるであろう政策事例を明確にし、特に自身の研究分野であ

る④観光政策における「関係人口」論の活用と関係人口創出事業、関係人口をレバレッジ

として活用する事業スキームなど具体的施策の提案を行いたい。

２．「関係人口論」に関する先行研究

「関係人口」というテクニカルタームは、まだ新しく、学術用語としての位置づけが確立して

いるとは言い難い。「関係人口」という言葉を用いた論文は、田口(2017)を除くと、まだ、ほと

んど書かれていない。しかし、2017 年以降、地域経営や地域活性化の現場において、すで

に関係者の間で頻繁に使用される状況にある。総務省の関係人口検討委員会の座長を務

めた小田切 (2018)は、小川 (1990)の農村における交流人口論に言及し、関係人口は従来

農村部が目指した広義の交流人口であると述べている（４）。にわかに使われ始めた関係人口

について論ずる前に、そのルーツでもある広義の「交流人口」および域外からの関与者である

「よそもの」についての先行研究について概観することにより、関係人口論との関係性をおさえ

ておく必要があるだろう。

2-1. 交流人口論と課題

「交流人口」という言葉は、元来、定住人口に対する概念で、内容を問わず一定の地域と

外部とを移動する人口のことを表す一般的ものであったが、政策目的や研究分野において

限定的に使用されている。例えば、農政学分野においては、農山村地域と地域外との生産

工程や食体験を通じた人的交流を表すものとして使用されてきた（小川 1990）。

（４）小田切「関係人口という未来ー背景・意義・政策」『ガバナンス』2018 年 2 月号、p15
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小泉内閣の観光立国宣言（2003 年）以降は、人口減少地域における域外経済の吸収と

いう観点から、観光客そのものを交流人口として捉える定義づけが政府内でも行われており、

観光客＝交流人口という考え方が一般的になっている。総務省の資料によれば、住民一人

の減少は、国内宿泊客 25名、国内日帰り客 69名、訪日外国人観光客 8名の誘致で補う

ことができるという、「全国平均値を使った」消費支出上の方程式を示し、訪日外国人観光

客の誘致こそが人口減少地域における「地方創生」の推進力となるとしている。この意味に

おいても、狭義の交流人口は、移住・定住人口とセットで論じられており、観光を中心とした

一時的に地域に滞在する人々のことを意味する。

交流人口論に基く地域活性化の研究は非常に多く、ここで論ずるにふさわしいテーマでは

ない。しかしながら、交流人口自体が、国レヴェルのマクロ的発想によって生み出されて、そ

れに沿った日本版 DMO（5）が全国一律につくられようとしていること、一方でインバウンド政策

における地方特性に関する議論が乏しい点には留意が必要である。訪日外国人観光客の

宿泊は 2017 年に約 8000 万泊を記録したが、その 70％は依然①東京、②京都、③大阪、

④北海道、⑤沖縄、⑥千葉、⑦福岡の上位 7 都道府県に集中している。そして、訪日観光

客の総量こそ増えているが、この割合はこの 5 年間大きな変化が見られない（６）。

一方で今後頭打ちとされる国内旅行市場の年間総宿泊者数であるが、未だ約 4億 3000

万泊とインバウンドの 5倍強の市場を保っている。2030年のインバウンドの政府目標値である

6000 万人が約 1 億 7000 万泊したとしても、国内旅行客の 40％に満たないだけでなく、地

方部への分散という意味では、最も人口減少が問題となる中山間地や主要観光地から遠

い地域に関しては、直接的な経済波及効果が起きるとは考えづらい。

2-2. よそもの論

敷田 (2005）は、「よそ者」について、「同じ地域や空間内部にいる『関係者ではない異質

な存在』と定義している（7)。また、敷田（2009）では、その後、よそ者に関する相次ぐ成功事

例の報告が「よそ者信仰」として独り歩きしていることを懸念し、地域づくりとの関連性に関す

る分析を行っている。敷田は、山口（1974）、ラディン（1974）、ハイド（2005）、中西 (2001)

（5）Destination Management/Marketing Organization の略。欧州での第 2 次産業革命後に産業

見本市などを主催し、地域産品の国際マーケティングを行なう地域団体として発達したが、今日は

観光地経営を担う高度の専門性を有するプロ組織とされている。日本版 DMO は、「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」（2014）以降、地方創生主体のひとつとして 100 団体の組織化が進められている。

（6）p.20 2-7 表 2-2 参照

（7）敷田麻美「よそ者と協働する地域づくりの可能性に関する研究」『えぬのくに』2005．p83
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らの「トリックスター」論、ベッカー(1993)のアウトサイダー論、中西 (2001)の「ストレンジャー」

論、小松（1995）の「異人」論、折口信夫や赤坂（2002）の「まれびと」論、「植物的異人」論、

山口（2000）の「ノマド」論などを先行研究として抑えたうえで、「よそ者と呼ばれる人びとは、

地域づくりで注目される以前から、さまざまな分野の研究者や論者が注目してきた概念であ

る」（8）としている。

「よそ者、若者、ばか者論」（真壁 2012）は、地域固有のやり方を知らない「よそ者」の客

観性、固定観念にとらわれない「若者」の発想力、既成の枠組みに収まらない「ばか者」の推

進力によって、新たな地域イノベーションが可能となると論じている。多くの地域活性化の成

功事例が「よそ者、若者、ばか者論」に当てはめられ、全国各地から報告されてきた。2017

年 10 月に『関係人口をつくる』（2017b）を著した田中も、「関係人口」という言葉が世に出る

前、大阪大学の修士論文で島根県における域外居住者による地域活性化へのインパクトを

論じた際も「よそ者」という言葉を使用している（田中 2017a）。

一方、よそ者論に対する批判も多く報告されるようになった。よそ者、若者、ばか者のいず

れもが存在しなくても、外部的視点を持つことにより地域イノベーションは可能であるという論

旨で、具体的事例が述べられるものである。しかし、外部的視点を持つ契機としての知識や

人的関係、あるいは外部からの間接的な支援の存在を否定するものではなく、完全な地域

自己完結的な地域イノベーションの存在を証明するには至っていない。

例えば、地域イノベーション書の古典ともいえる中谷健太郎『たすきがけの湯布院』（中谷

1984、初版）には、生き生きと試行錯誤を繰り返しながら発展していく開花期前の由布院温

泉の姿が描かれている。主人公たちはいずれも湯布院町（現・由布市）の旅館経営者たちで

あり、「よそ者」ではない。中谷や玉の湯の溝口薫平らがまちづくりに奔走した 1970 年代、彼

らは 30 代半ばであったので「若者」ということはできるし、既成概念を超越した桁外れの推進

力は「ばか者」ではあるだろう。「よそ者」ではない彼らの動きで注目すべきは、外部とのネット

ワーク力である。大学卒業後に黒澤明の助監督を務めたことのある中谷は、映画界のネット

ワークを駆使して「湯布院映画祭」を生み出す。また、1971 年には溝口らとともに 50 日にも

及ぶ欧州での温泉地視察で、ドイツ人研究者との関係を樹立してその後の由布院の温泉地

づくりに生かしている。「関係人口」という言葉の無かった当時から、湯布院の人々は「関係人

口」を活用していたのである。こうした成功事例は、おそらく日本各地で見ることができるであ

ろう。

（8）敷田麻美「よそ者と地域づくりにおける役割に関する研究」『国際広報メディア・観光学ジャー

ナル』No.9, 2009､p83
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2-3. 田園回帰論

田園回帰は、英国における社会現象として、日本でも比較研究が行われてきた分野であ

る（小田切他 2012）。特に 2014年に「増田レポート」が公表され、「地方消滅」という言葉が

独り歩きし、多くの人口減少自治体と住民が不安に陥る中、農政学者を中心とする研究者

によって多くの反証が行われ、日本における田園回帰の可能性が論じられてきた。

中でも小田切は、2014 年の総務省のアンケート調査「農山村部への移住に関する意識

調査」に注目し、2005 年の同調査結果との比較で、20～30 歳代に大きな意識変化が起き

ていることに注目した。図 2-1および表 2-1に見られるように、「農山村部に移住したい」、「条

件が整えば移住したい」と答えた若者は、実に 35％を超えており、潜在的田園回帰願望が

増加しているとしている。こうした指向性の変化について、2011 年の東日本大震災と福島原

発事故を転機とする議論が多い。首都圏の大学生や若者を中心とする多くの若者が復興

現場に入り込み、それまで直接的に接触することのなかった生産者と出会い、言葉を交わし、

つながりを作ることで、都市と農山漁村との関係にパラダイムシフトが起きたという見方である。

しかしながら、実際に移住・定住に結び付くのは、2％に満たない。都市生活に必要としたレヴ

ェルの所得を得るための仕事の欠如、こどもの教育に対する不安、医療の問題など障壁は

大きい。彼らの潜在的な田園回帰願望は、実現しないながらも都市から生産地を支援する

という、新たな関係性を形成していくことになる。

図 2-1 都市住民の農山漁村への移住に関する意識変化

出所：小田切徳美「農山村は消滅しない」（JA 人づくり講演会資料）2015.4

原典資料は内閣府「農山村に関する世論調査」2014
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表 2-1 都市住民 20～40 代の農山漁村への移住願望の伸び

出所：「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」（内閣府）2014 年、 「都市住民

の農山漁村への定住願望に関する世論調査」（内閣府）2005 年から筆者が作成

2-4. 関係人口の定義と関係人口論

「関係人口」の概念が初めて登場したのは、2016年 8月に出版された『都市と地方をかき

まぜる』（高橋 2016）である。岩手知事選に敗れた後、東北地方で農山漁村と都市を結ぶ

ユニークな一次産品付き雑誌「東北食べる通信」（9）を発行していた高橋博之は、その中で、

疲弊する都市住民と農山漁村とをつなぎ共生関係を取り戻す接点として「食」の重要性につ

いて述べるとともに、生きていることのリアリティと他者との関係性を求める都市住民の中に多

く存在する「交流人口と定住人口との間に眠る」（10）ものとして「関係人口」という言葉を用い

ている。移住定住には様々なハザードがあり困難だが、都市に居住しながら農山漁村とかか

わるライフスタイルであれば現実的であり、都市住民の関係性希求エネルギー求心が重要で

あるとしている。高橋は後に（公財）えひめ地域政策研究センター（ECPR）での講演の中で、

「『関係人口』の定義は人それぞれにある」（11)と述べ、統一的定義づけを行っていない。高

橋の活躍の影響は大きく、今日、東北地方では民放のニュースでも頻繁に「関係人口」に関

する活動や事例についての報道が行われるに至っている。

同じ 2016年 12月には、指出一正の『ぼくらは地方で幸せを見つける』が出版されている。

指出は、関係人口の定義を「『地域に関わってくれる人口』のこと。自分のお気に入りの地域

に週末ごとに通ってくれたり、頻繁に通わなくても何らかの形でその地域を応援してくれるよう

な人たち」と定義している（12）。また、「人を数で語る時代とはさよならをして。顔と名前でしっ

（9）生産者と食文化に関する詳細の取材記事を掲載したタブロイド判の雑誌と生産者の作った旬の食

材をセットで都市の購読者に届けるというユニークな雑誌。全国に 34 誌。台湾にも拡散している。

(10)高橋博之『都市と地方をかきまぜる』2016、p107

(11)高橋博之「都市と地方をかきまぜる～関係人口が創る新しい地域社会～」（ECPR 第 40 回地域

政策研究セミナー）講演資料 .p3

(12)指出一正の『ぼくらは地方で幸せを見つける』2016, p219
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かりと覚える時代が、『地方創生』の次のステップ」（13)とも述べている。

著作物の明確なタイトルとして登場したのは、2017年 10月に出版された『関係人口をつく

る』（田中 2017b)が最初である。田中は主フィールドである島根県の移住・定住政策の具体

的な取り組みについて言及しながら、指出・高橋の「関係人口論」による地方自治体の経営

政策の再評価を行っている。田中はすでに大阪大学の修士論文「人口減少時代におけるよ

そ者との地域再生ー島根県を事例に」(2017）において、島根県内に住んでいない人々がど

のように島根の地域活性化に関与しているかの評価を試みている。また、農政学者である小

田切徳美監修で『よそ者と創る新しい農山村』（田中 2017a）で、多様なフィールドワーク事

例を紹介しているが、「関係人口にはこれまでの定住人口と交流人口もふくまれ」る（14)として、

その関係の強さによって交流人口と定住人口の間に幅を持って広がっていることに言及して

いる。『関係人口をつくる』(田中 2017b)においては、交流人口と移住定住人口の間に「関わ

りの階段」を設けて、関係人口は階段のステップ上にとどまる、あるいは必ずしもゴールを目

指さずステップ間を移動する人々であるとしている（図 2-2）。

図 2-2 関わりの階段

出所： 田中輝美『関係人口をつくる』2017b, p.61

（2017 年 6 月 4 日付「日本農業新聞」より田中が同書で紹介したもの）

(13)指出一正の『ぼくらは地方で幸せを見つける』2016,p245
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田中の関係人口論を学術的なものに高め、かつ、政府の政策導入に導いたのは、小田

切である。小田切は増田レポートに対する強力なアンチテーゼとして展開してきた「田園回帰

論」を田中の「関係人口論」と融合させることで、移住・定住人口、狭義の交流人口に属さ

ない大多数の人口の中から、「自分のお気に入りの地域に関心を持ち関与する人々」を抜き

出し、定義づけを行なおうとした。田中（2017a）の監修として書かれた「＜私の読み方＞「よ

そ者」「風の人」と農山村再生」（15)では、後に田中（2017b）で紹介される「関わりの階段」の

もととなる段階的分類を示し、「新しいよそ者」として定義している。2017 年秋にはすでに講

演やコラムなどで関係人口という言葉をとりあげるようになっており、全国町村会のコラムでは

「地域に対して、交流（観光）人口より深く関わり、定住人口より浅い関わりを持つ人々」（小

田切 2017b)と紹介している。また、自ら座長を務めた「これからの移住定住に関する検討

会」（総務省主管）の最終報告（2018 年 1 月）の中では、関係人口を第三の人口と位置づ

け、「長期的な『定住人口』でも短期的な『交流人口』でもない、地域や地域の人々と多様に

関わるもの」という曖昧な定義付けを行っている。

図 2-3 田口による「４つの関係人口」

出所： 田口太郎「『関係人口』の地域づくりにおける可能性」、2017a, p15

(14)田中輝美『よそ者と創る新しい農山村』2017a,

(15)田中輝美、同、pp58-62 に収録



16

同じ「検討会」に参加していた田口は、徳島県山村の過疎地域に自ら居住し、地域コミュ

ニティ内部の視点から関係人口を論じている（田口 2017）。田口は、関係人口を①都市か

らの目線であるか、集落 /地域からの目線であるか、②価値創造的なスタンスであるか、生活

を下支えしようとするスタンスであるか、の 2つの軸で 4つに分類している(図 2-3)。高橋、指出、

田中、小田切の視点が都市ニーズと農山村ニーズとの積極的マッチングであったのに対し、

田口は現代の農山村の中にも価値観の多様化が進んでいる点に注目し、近隣の自治体に

移住し､出身地域の社会的役割である地域行事や祭事などを域外に居住しながら支えてい

る「転出子」を中心とした外部者にも関係人口としての光を当てている。この点は、後述する

観光関連産業とバリューチェーンで活躍するＵターン者の移住動機にも深く関係している。ま

た、こうした地域出身者が自治体の枠組みを超えて関係人口化している実態から、自治体

運営の在り方自体の再定義と関係人口の積極的活用の必要性を指摘している点は重要で

あるとともに、地域の観光政策を考えるうえでの示唆に富んでいる。

2-5. 関係人口論の問題点 - 再定義と分析指標の必要性について

指出、高橋、田中の関係人口論の特徴として、移住定住人口や交流人口と異なり、人

数（数量）を評価指標としていない点が共通している。あえて、頭数ではなく質、すなわち関

与の強さあるいは深さが問題であるとしている。田中は、むしろ、数量指標を設けることにより、

本質を見失った自治体間競争が生じることを懸念している。

こうした定性的定義に対し、河井（2018）は定量的分析方法を「地域参画総量」という形

で提案している。しかし、河合の論点は自らのシティプロモーション論によるアンチテーゼの提

唱であり、「『定住人口』の獲得が困難になった状況を糊塗するために、微温的に語句が用

いられている」（１６）という政策批判でこそあれ、2011年以降の都市と生産地との間に生じたパ

ラダイムシフトを積極的にとらえようとする小田切らの関係人口論の批判という点では的を得

ていない。

また、関係人口論には、学術的に論じられたものではないが、地域の現場からの批判も存

在する。例えば、沖縄県久米島で地域おこし協力隊員をしている「いしお」さんは、関係人口

は手段として認識すべきであり、まず地域のプレイヤー（担い手）の育成こそが大切であると、

懸念を述べている（17) 。

(16)河井孝仁「地域参画総量が地域を生き残らせる - 関係人口を越えて」『ガバナンス』2018 年

2 月号 , p27

(17)「いしおのブログ」http://i-shio.com/2018/07/14/all-we-need-is-to-be-a-player1807/）
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一方、小田切や田口は、自治体の経営政策上は定量評価も必要としながらも、その評価

指標やメソドロジーの具体的な提案には至っていない。関係人口という曖昧なエネルギーの

総量を正確に把握することは難しいが、地方自治体で政策企画を行い、自己評価ないしは

比較評価を行う上では、指標を設定し、定量評価と定性評価の両面に関するチェックを実

施すべきあろう。

定量評価、定性評価の前提となる関係人口の定義に関しても、不明確さがあることは否

めない。これまでは、①都市部と地方部（指出、高橋、田中、小田切、田口）、②農山村部

コミュニティと近隣地域との間に確立する関係人口（小田切、田口）についての議論が中心

となっており、地方都市間、あるいは農山村部間の関係人口に関する議論がみられない。実

際には、パブリック・フットパスの構築・運営に関する北海道と熊本県美里町や福岡県中間

市の交流、支援関係、あるいは「ふるさと住民票」発行自治体間の相互便宜供与や協力関

係に見られるように、人口減少地域間にも関係人口が成立しているケースは少なくない。

最後に、関係人口が居住する地域 （18)の性格についても、都市部と地方部、あるいは消

費地と生産地、都会と田舎という相反的な組合せが関係人口論の中心となっているが、現

実には地方部においても小規模ながら都市というものは存在しており、必ずしも関係人口論

のスキームが当てはまらないケースがあり得る。

特に平成の大合併後は消費地と生産地を内包する人口減少自治体も存在する。今回

の研究対象である佐伯市はまさにその典型で、造船などの製造業とサービス業を中心とする

旧佐伯市と農林水産業による消費財供給地の旧 8 町村が平成の大合併で一自治体とな

った地域である。また、本論で参考事例として関係人口論的視点で検証を行うイタリア発祥

の「スローシティ」についても、基本的には旧都市国家としての地方都市と大都市との関係性

においてスローフードを中心に構築された成功事例ということができるであろう。

(18)人口減少地域から都市住民を「関係人口」として捉えるのと同様に、都市住民にとっても人口減

少自治体住民が「関係人口」としての存在意味を持つと考える。このことについては、佐伯市での

関係人口実施要事業「さいきッチン」の解説の中で後述する。
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2-6. 観光ガバナンスにおける域外関係者論

森重・海津・内田・敷田（2018）は、「交流人口論」、「よそ者論」、「関係人口論」を踏ま

え、当該自治体域の外部から地域に関わる来訪者を含めた関係者を①まちづくりへの関与、

地域資源等の利用権限の付与度合い、②内部化の度合いの 2 軸によって大きく 4 つに類

型化することを試みている(図 2-4)。類型化された域外関係者に対する観光ガバナンスを行う

ことが、観光まちづくりの政策推進に有効であるとしている。森重らは 4 類型化の中での関係

人口との関係性には言及していないが、類型②の権限獲得型、③消極低参加型、④積極

的参加型は「関係人口」として理解することができるとする。森重・敷田は、「たとえ一時的で

あっても応分の関わりを認め、地域外関係者も地域住民と対等な関係としてい考える『開か

れた観光ガバナンス』の必要性」（森重・敷田 2018）に言及している。

図 2-4 地域外関係者のかかわり方の類型化

出所：森重昌之・敷田麻美「観光まちづくりにおける来訪やを包摂した観光ガバナンス」、p29
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2-7. 「ミクロの観光学」の必要性

関係人口ないしは地域外から関与する人々の類型化、ガバナンスと政策活用に関しては、

多くの研究者により普遍性を整理する作業が行われてきた。それ自体は学術的にも、自治

体の経営政策的にも非常に価値のあることである。しかしながら、それは必ずしも個々の人口

減少自治体の現状に当てはまるものではない。そのことは、観光政策をみても明らかである。

近年、観光は政府の言う「地方創生」の目玉とされ、全国各地に従来の観光推進団体に

金融機関を加えた同じスキームの日本版 DMO が作られている。同じようにインバウンド観光

の重要性が取り上げられ、外国人観光客は人口減少自治体の救世主であるかの如く語ら

れる。果たして、このスキームは普遍的なものであるだろうか。人口減少に伴い、シュリンクし

ていくといわれる国内観光客の果たす役割はそれほど縮小し、軽視されるべきものであろうか。

否。国内市場の再活性化は、日帰り観光客を中心とする交流人口を関係人口化するこ

とによって可能となる。図 2-5 は 2017 年の我が国における観光市場規模と内訳を示してい

る。日本人国内延べ旅行者数は 6 億 4,751 万人（前年同期比 1.0％ 増）、うち宿泊旅行

が 3 億 2,333 万人（前年同期比 0.7％減）、日帰り旅行が 3 億 2,418 万人（前年同期比

2.8％増）と人口が減少しているにもかかわらず増加している。消費額においても、日本人国

内旅行消費額（確報）は 21 兆 1,130 億円で、前年比 0.8％増。内訳では、宿泊旅行消費

額は 16 兆 798 億円で前年比 0.3％ 増、日帰り旅行消費額が 5 兆 332 億円で前年比

2.3％増となった。

図 2-5 我が国の旅行消費額（2017 年）

出所：観光庁「旅行・観光消費動向調査平成 29 年年間値（確報）」2018 年 4 月 27 日,p5
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訪日外国人観光客は、約 2,869 万人（前年比 19.3％増）、消費額 4.4 兆円（前年比

17.8％増）と大幅な伸びを示したが、一人当たりの消費単価は 153,291 円（前年比 1.3％

減）で 2015 年の 176,167 円をピークに年々減少している。平均単価の中には実際に出発

国で支払われているパッケージツアーのみなし国内消費総額を個人旅行者を加えた旅行者

数で割った平均値 23,268 円が含まれているが、パッケージ利用率は市場の熟成度が高ま

るにつれて減少していくので、この額も比例して減少していく。現状の平均単価から約 10 万

円高い目標である 2030年の 6,000万人で消費額 15兆円（ひとりあたり 250,000円）という

数字は、大変厳しいものに見える。

政府は、現在の平均滞在日数の引き延ばし対策やナイトエコノミーの誘発、消費単価が

高い国々（アジアでは中国、台湾、シンガポール、香港、ベトナム、欧米では、英国、米国、フ

ランス、スペイン、ロシア、ドイツ、この他、オーストラリア）からの誘客を促進する考えであるが、

実際には中国（38.4％）、台湾（13.0％）、韓国（11.6％）、香港（7.7％）、米国（5.7％）の上

位 5 か国で全消費額の 76.4％を占めている（注 19）。すでに、外国人観光客が集中する地域

（白川郷など）では、オーバーツーリズムの問題が発生しており、訪問地・滞在地の分散化を

同時に行うことも必要になっている。

宿泊統計（観光庁「宿泊旅行統計調査（平成 29 年・年間値（確定値））」からみた訪日

観光客の宿泊地の分散傾向であるが、上位 7 都道府県（東京、京都、大阪、北海道、沖

縄、千葉、福岡）で全体の延べ宿泊数約 8,000 万泊のうち 70.4％を占めている (表 2-2)。

表 2-2 訪日外国人延宿泊数推移 (単位：万人）

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査（確定値）」平成 25～29 年を基に筆者が作成

（19) 観光庁「訪日外国人消費動向調査（2017 年度年間値）」、観光庁、2018 年 3 月
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この傾向は 2013 年（平成 25 年）から変わっておらず、その他の 40 都道府県の宿泊数の

増加総計 359 万泊よりも、上位 7 都道府県の増加総計 796 万泊の方が伸びが大きい。

また、訪日外国人の延べ宿泊数が過去 5 年間の平均で年 25.2％伸びているのに対し、

日本人の延べ宿泊数については、0.2％の減少となっている。しかしながら、総人口が過去 6

年間 1.1 から 1.3％の幅で減り続けていることを考えると、減少幅は思ったよりも小さいことが

わかる。

このように訪日外国人の宿泊率と総数は確実に伸びてはいるが、主要観光地への集中

状況は改善できていないといえる。また、宿泊統計自体も都道府県ごとの数値であるため、

伸びの大きな自治体においても、市町村によっては大きな差があることが推測できる。一方、

日本人の国内旅行については人口減少にもかかわらずほぼ横ばい状態を維持している。

以上から、国からの大号令である「訪日外国人による地方創生」というマクロ政策について

は、各市町村ごとに慎重に波及の可能性を考えるとともに、宿泊数規模で訪日外国人の

5.4 倍、消費額規模で 4.8 倍の規模を維持している国内市場の有効性について、今一度、

真剣に向き合うべきであると考える。各自治体は、自らの置かれている地理的条件や観光

資源の特徴、周辺の観光客の動態などを把握し、日帰り観光客・国内宿泊観光客・ビジネ

ス客・訪日観光客などによる適正なポートフォリオを描いて、観光政策を立案・推進すべきで

あると考える。

近年は、観光立国をキーワードにしたインバウンド特化の多様な著作物が出版されている

が、各自治体や DMOがそれを鵜呑みにして観光政策や地域経営政策を立案推進すること

は、大きなリスクを伴うことを指摘したい。マクロの視点から提唱された観光政策論は、各地

域の産業や人口動態の現状や課題、地理的条件などによりターゲット市場も商品戦略もマ

ーケティング戦略も異なることを考慮したミクロの視点で読み直し、各地域が自らの観光戦略

と地域経営戦略を持つことによって、はじめて活きてくるのであることを敢てここで主張したい。

関係人口に関する調査分析は、そのミクロ視点の観光政策を考え、国内市場の再活性

化と人口減少地域への持続的交流を図るうえで重要な役割を果たす事が期待される。関

係人口を効果的にレバレッジとして活用して交流人口自体を増やし、かつ、新たな関係人口

を創出していくことで、近い将来訪れる本格的な人口減少と就労人口減少とを補完していく

地域経営について、真剣に考えなければならない時代にさしかかっている。

３．関係人口の再定義と地域経営政策における可能性

3-1. 関係人口の再定義 -多様性と多重性 -

先行研究のレビューでも明らかになったように、関係人口に関する包括的な定義は、いま

だ漠然としたものにとどまっている。あるいは高橋の言うように、関係人口の定義は、人や組

織によって異なるというほうが正しいといえるかもしれない。事実、田中は、広く定住人口も交

流人口も含んだ関係人口の定義を行っているし（田中 2017a）、小田切は総務省の検討委
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員会と農政学的研究の立場では、異なる定義を行っている。「長期的な『定住人口』でも短

期的な『交流人口』でもない、地域や地域の人々と多様に関わるもの」とする小田切の広義

の関係人口定義は、最大公約数的に地域と地域の外側とに成立するすべての関係性を包

括する大変緩やかな定義であるが、田中・高橋の都市と生産地、あるいは都市部と地方部

との共生関係再構築の視点からの定義、田口の超コミュニティ的、あるいは超行政区域的

に拡大された関係人口の定義も論じられている。

こうした議論を踏まえると、関係人口はかなりの多様性をもったものであるといえるだろう。

それは、小田切の定義する関係人口における「地域」をどのように区分するかによって、決ま

ってくる。例えば、「地域」が都道府県単位であることもあれば、市町村単位である場合もある。

我が国では、平成の大合併のように自治体の政策的統合が行わたことを考えると、合併前

の自治体のテリトリーで論じる場合もありえる。また、田口の論じたようにより小さなコミュニティ

単位であるかもしれない。あるいは、コミュニティと市町村と都道府県とが重層的構造を有し

ているといったほうが良いかもしれない。

以上のように考えると、関係人口の定義自体は、可変的なものであり、普遍的な定義を論

じることには、あまり意味があるとは言えない。むしろ、言葉の定義にとらわれず、その本質であ

る、「地域を越えて関心を持ち、関与する」という積極的関与性を持つ人々をどのような地理

的空間あるいは社会層の中で意識しながら、自らの地域の対象として関係構築していくか、

どのようにお互いのニーズにマッチしたソリューションを提供しあうかを考えることこそが重要で

あるといえるだろう。その意味では、人口減少自治体が諸々の政策や事業を立案・実施する

場合、その目的や方法によって、おのずと関係人口の対象は異なるものとして想定すべきで

ある。あえて関係人口を定義するとすれば、「個々の目的において、目的達成を遂行する主

体の帰属する地域の外部に居住し、地域に対して関与することによってプラスの経済的ある

いは社会・文化的インパクト、相互作用を地域にもたらす人」ということになるだろうか。

図 2-6 関係人口の多様性と多重性に関するイメージ
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3-2. 関係人口の政策活用の可能性

3-2-1.関係人口による交流人口活性化 -関係人口レバレッジｰ

関係人口の構築は、競争ではない。移住・定住と異なり、個人と自治体との一対一の関

係ではないからだ。ひとりの人間が複数の自治体や地域の関係人口として関与することが可

能であるだけでなく、有機的に複数の自治体を結び付けて相乗効果を導き出すことが可能

である。例えば、熊本県美里町のパブリック・フットパスの運営者は、北海道や福岡県、大分

県など複数のパブリック・フットパス運営者や愛好家と結びついており、各団体が相互に複数

の関与関係にあることから、1団体が 1名の新たな関係人口を獲得すると全ての団体が同じ

交流人口を獲得する可能性が生み出される。その意味で、関係人口は複数自治体の協調

関係の拡大にも貢献するといえる。そこで、KPI として定量評価が可能な交流人口活性化

事業で、関係人口を活用することによって、効果的に実績が期待できるスキームを「関係人

口レバレッジ」と呼ぶこととする。

3-2-2.交流人口活性化による関係人口創出

逆に観光を中心として交流人口の活性化が関係人口を創出するパターンが考えられる。

体験型の着地型ツアーやフードツーリズム（20）、エコツーリズムなどリピート性の高い旅行目的

や、訪問者と地元人が直接的に接する時間の長い交流形態において、関係人口が創出さ

れやすいと考えられる。例えば、2016 年に奄美大島で問題となった、龍郷町における超大

型クルーズ客船の寄港施設とプライベートリゾート施設の建設問題では、龍郷湾を守る会の

組織した反対運動に 6 万名近い反対署名が集められ、米国資本のクルーズ会社と東京資

本のデベロッパーは進出の断念を余儀なくされた。龍郷町の人口は約 6,000人なので、少な

くとも 54,000 人以上の署名は外部からのものであり、龍郷町を守る会の関係人口ということ

になる。もちろん、奄美大島には約 6 万人が住んでいるが、多くはインターネットを通じて集め

られた島外からの署名であり、奄美大島からの転出者だけでなく、過去に奄美大島を観光

客として訪れた交流人口が多数含まれると考えるのが自然である。彼らは、奄美大島の豊

かな自然や住民たちとの交流によって創出された関係人口であるといえる。

3-2-3.関係人口の拡大による地域経営の可能性

各自治体の人口ビジョンで示されているように、多くの地方自治体では、人口減少、超高

齢化と就労人口の減少を予測し、自地域の将来としての現実感を持っているといえる。それ

は、関係人口に対する期待が急速に高まっている背景でもある。

（20）NPO 法人日本フードツーリズム協会では、「地域ならではの食・食文化をその地域(土地)で楽しむ

ことを目的とした旅」と定義している。
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関係人口は、「関わりの階段」（p14,図 2-2）で示されたように、地域の特産品を購入したり、

ふるさと納税をしたり、頻繁に地域を訪れたり、二拠点生活をしたり、地域への積極的関与を

することで、プラスの効果をもたらしてくれる。また、田口（2017a）の論ずるように、地域からの

転出者は、出身地の家族やコミュニティに対して、消極的な関与も含め、コミュニティや行政

区域の枠を超えて、プラスの効果を発揮している。この他にも、様々な関与の形態があり

（図 3-1）、今後もその多様性は増していくと思われる。

図 3-1 関係人口の様々な関与形態

出所： 田中輝美『関係人口をつくる』2017ｂ、pp.226-227 を参考に筆者が作成

人口減少自治体では、こうした関係人口を地域の課題解決や産業の担い手不足の補完、

あるいは地域イノベーションの担い手として活用することができる。東日本大震災後の復興支

援ボランティアや自治体型クラウドファンディング（GCF）はそのよい例である。例えば、トラスト

バンク社の主催するふるさと納税のウェブサイト「ふるさとチョイス」を通じて、これまでに 357件

の地域課題案件の GCF が設定され、45 億円以上の寄付が行われており、2018 年 12 月

末現在も 83 件の GCF で寄付を受け付けている（21）。

また、鳥取県日野町、香川県三木町、徳島県勝浦町、佐那河内村の 4 自治体のように、

自治体区域の外に居住しながらも一定の行政サービスを受けることができる「ふるさと住民

票」を導入している自治体もある（22）。

（21）ふるさとちょいす GCF ページ：https://www.furusato-tax.jp/gcf/project?header

（22）加藤秀樹「『ふるさと住民票』の提案」、『調査研究情報誌 ECPR、2017 No.2』,p21
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3-3. 関係人口の定量評価方法の提案

先行研究でもみてきたように、関係人口は量ではなく、質すなわち関与の深さが問題であ

り、数ではなく一対一の顔と名前の見える関係構築が重要であるとの議論が主流となってい

る。しかしながら、関係人口論で用いられている「関わりの階段」の各ステージにおける関係

人口には、数量的に把握が可能となる指標は存在する。また、すでに農業支援や災害復旧

支援など地域課題の解決に関し、関与している地域外居住者は多数存在している。その数

量自体を計測し他の自治体と比較することはナンセンセスであるが、将来的な人口減少と就

労人口の減少が確実である以上、地域課題解決に関与できる関係人口の把握は政策上

有効であると考えることができる。

また、行政が税金を使って事業として関係人口構築事業を行う場合、説明責任として定

量的 KPI や定性的 KPI の設定と評価が必要となる。すなわち、総量としての関係人口自体

の把握は困難であるし、その数量自体を自治体間で競い合うのは、まさに本末転倒であるが、

関係人口をレバレッジのような政策手段として捉え、個別の政策事業や業態、地域課題に

関して限定的に定量分析や定性分析を行なえば、関係人口を活用したことの成果を評価

することが可能となる。

3-3-1. 評価方法①「関わりの階段」上の関係人口とインパクトの特定

「関わりの階段」各ステップにおける計測可能な数値としては、次のようなものが考えられる。

・ふるさと納税者数と寄付額

（ただし、現実的には返礼品目当ての寄付が多いのが現状であり、制度自体の是正

が行われないと、数値自体の信頼性は低い。）

・二拠点生活者 (デュエラー, ダブル・ローカル）数

・ふるさと住民登録数（ふるさと住民票発行数）

・都市部産直店舗拠点数

・農家直販会員数

・契約農林水産業登録者数

・着地型体験ツアーの参加者数・リピーター数

・主要商業施設、観光施設の年間会員数・定期購入者数

・災害発生時、復興期間のボランティア支援者数

・農業など期間限定労働・ボランティア参加者数
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3-3-2. 評価方法②地域課題解決参加者に関する数量測定

地域課題解決への参加者数については、以下のようなものが指標化できる。

・ GCF（自治体クラウドファンディング）の関与者数と寄付総額

・ 環境問題・社会問題などに関する署名数

例えば、佐伯市の実証事業として後述する「深島ねこ台帳」プロジェクトは、地域課題解

決型関係人口構築事業として企画立案し、実施している。また、関係人口レバレッジを活用

した観光客誘致（交流事業活性化）事業でもあり、数値目標設定と実績検証が可能である。

・地域課題： 離島への観光客誘致

ねこ 100 匹の餌代の確保と病気の治療

・関係人口設定： 『深島ねこ台帳』購入者

・関与の方法： 『深島ねこ台帳』を購入し売上金の一部を寄付

・関与の期間： 2019 年 3 月 30 日から無期限

・定量評価指標： ①『深島ねこ台帳 2019』の購入者数

②『同』売り上げ金額

3-3-3. 評価方法③関係人口レバレッジを活用した事業実績計測

表 4-4(p.39)でスケジュール化した実証事業⑨1)「さいきッチン」や実証事業⑭3)「ふるさ

とインターンシップ」は、関係人口をレバレッジとして活用しながら、観光客自体の数を増やし、

経済波及効果を伸ばすことを行政施策上のゴールとして構築した事業であり、事業実施期

間終了時に定量評価および定性評価が可能である。

例えば、「ふるさとインターンシップ」の場合は、以下の通りの測定が可能である。

・関係人口設定： 九州産業大学観光学科の学生 4 名

・関与のテーマ： 人口減少・高齢化地域における観光の担い手

スポーツツーリズムによる観光誘客

空き家の利活用

1 次産品の観光利用促進 など

・関与の場所： 宇目・本匠のキャンプ場

・関与の期間： 2019 年 8 月（1 か月間）

・定量評価指標： ①8 月期のキャンプ場利用者数

②アクテビティ参加者数

③指定管理施設（キャンプ場）の売上実績

・定性評価指標： キャンプ場指定管理者の負担軽減度、利用者アンケート
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3-4. 関係人口の定性評価方法

定性評価に関しては、対象者への直接的インタビューとアンケートが有効と考える。関係

人口を考察する場合、自治体と個人の関係以前に、個人と個人、あるいは組織と個人とい

う関係が構築される場合がほとんどである。関心、関与の深さを個々に観察し、地域課題と

障壁を抽出したり、成功例、失敗例など抽出し、事例を蓄積しながら、一定の法則性を見出

したり、政策立案に活用することに意味があるといえる。

自治体の政策立案にあたっては、説明責任を果たすためのゴールと KPI の設定が必要で

あることから、可能な限り定量測定も行なっておくことが望ましい。例えば、田中（2017b）が

島根県での成功例として取り上げている「しまコトアカデミー」（23）は、移住定住を無理やり勧め

ず、目標数値も KPI も持っていないかのように見える。しかし、座学、インターンシップ、ビジネ

スプランの発表という半年間プログラムを通じて関係人口を構築している以上、年間参加者

数や移住検討者数、都市部における起業やイベントへの参加者数などの個別のフォローに

ついて、定性・定量両面にわたって行っている。

(23) 島根県が 2012 年からはじめた、島根をフィールドとして地域を学び、訪問して「自分のかかわり方＝

コト」を考える 15 名程度の少人数の連続講座。現在は東京と大阪で開催されている。
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４．大分県佐伯市をフィールドとした調査と考察

4-1. 佐伯市における筆者の立場と研究の位置づけについて

筆者は、（株）JTB において行政および観光推進団体のコンサルティング事業を中心に業

務を行いながら、九州産業大学共創事業部の非常勤講師として教育・研究活動を行って

きた。2018 年 4 月、佐伯市市長室からの指名を受け、佐伯市における観光産業振興を推

進するという使命で（株）JTB から佐伯市に出向した。同市では、観光ブランド推進部のタス

クフォースとして市の観光事業を推進する（一社）佐伯市観光協会の業務執行理事として、

組織の改革にあたりながら、市長・副市長および同部への政策提言を行う立場にある。

同研究については、九州大学でのプロジェクト論文の位置づけではあるが、「観光産業の

振興」という市の第二次総合計画における観光基本計画をより実現可能で持続可能なもの

とするよう、関係人口論を活用する上での環境調査を行うとともにその可能性と政策提言を

行うものである。

4-2. 佐伯市の人口・産業特性と代表的人口減少都市としての意味

ここで大分県佐伯市を研究対象とする意義について、おさえておく必要がある。『地方消

滅』（増田 2014）に示された、全国 869 の「消滅可能性自治体」をはじめとして、今後深刻

な人口減少が危惧される多くの自治体にとっての有意性がなければ、当研究の意義は浅い

ものになるだろう。

4-2-1. 佐伯市の人口構造、人口構成推移と予測、大分市との関係性

佐伯市は、大分県南部の中心的工業都市として成長した。1970 年代半ばの石油危機

までは、合併前の周辺市町村部から木材の供給を受けての木材・パルプ業の他、造船業、

セメント業などが中心となっていたが、多くの中心企業が倒産した。市は 3 セクの「佐伯メカトロ

ンセンター」を設立して精密機器などへの産業転換を図ったが上手くいかず、平成の大合併

前年の 2004 年には解散に追い込まれている。2005 年には、旧・佐伯市と南海部郡の 5 町

3 村（上浦町、鶴見町、蒲江町、弥生町、宇目町、直川村、本匠村、米水津村）が合併し

て、人口約 8 万人、面積 907 平方キロの九州最大面積の自治体「佐伯市」となった。

佐伯市の人口構造は、表 4-1 に示すとおりである。2015 年の国勢調査によると、年

6.15%の減少を示しており、全国平均のマイナス 0.7％を大きく上回っている。高齢化率も全

国平均の 26.6％を大きく上回り、すでに 34％と 3 人にひとりが 65 歳以上という状況にある。

生産年齢人口率も全国平均の 60.7％を約 10 ポイント下回る 51％にまで低下している。合

計特殊出生率も、全国平均を上回るものの人口維持基準とされる 2.07 を 0.47 ポイント下

回る。

また、図６の人口構成推移によると、今後、一時的に老齢人口が増えるが、2020年をピーク
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に減少に転じ、2040年には老齢人口が生産年齢人口を上回る見込みである。少子高齢化、

人口減少、産業人口の減少、税収の減少、公共サービスの維持困難などの状況が迫る典

型的な人口減少自治体であるといえる。

表 4-1 佐伯市の人口構造（2015 年）

佐伯市 全国平均 備 考

総人口 75,674 人 69,469 人 (2018.3 )に減少

人口増加率 ▲5.50％ ▲0.7% 2010 から 5 年間の減少率

老齢人口（65 歳以上） 26,667 人

高齢化率 35.2% 26.6%

生産年齢人口（15-64 歳） 40,627 人

生産年齢人口率 53.7％ 60.7%

年少人口（0-14 歳） 8,380 人

年少人口率 11.1％ 12.6%

合計特殊出生率 1.60 * 1.46 人口維持基準 2.07

出所：佐伯市のデータは、住民基本台帳 2015 年 3 月 31 日推定人口から筆者が作成

(注 )全国平均値、佐伯市の合計特殊出生率は、2015 国勢調査データを RESAS で抽出

図 4-1 佐伯市の人口構成推移

（注）2016 年までは実績値。2017 年以降は予測値。

出所： 「佐伯市市勢要覧 2016」

①

②

③

④

①総人口

②生産年齢人口（15‐64 才）

③年少人口（0‐14 才）

④老齢人口（65 才以上）
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佐伯市は、漁業・養殖業の盛んなリアス式海岸部（蒲江、米水津、鶴見、上浦）と農林業

の盛んな山間部（宇目・直川・本匠）、商工・サービス業の発達した平野部（佐伯・弥生）に

分けることが出るが、文教・医療施設の発達した旧佐伯市内と東九州自動車道開通に伴い

新興住宅地と郊外型店舗の発展がみられた弥生地区に人口の傾斜が見られ、海岸部・山

間部の人口減少が特に著しい。2015 年の社会増減（人口移動）を市町村別にみると、工

学系学科高校のある津久見市（20％）、九州有数の工業地域の北九州市（小倉北区・南

区合計 10.32％）、造船業で共通する佐世保市（7.1％）からの転入超過が多い。転出超過

では、大分市（29％）と別府市（8.1％）が圧倒的に多く、佐伯市から 1時間圏内への転出超

過が 3 分の１以上を占めていることが特徴的である（図 4-2）。

図 4-2 佐伯市の社会増減（2015 年）

出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」（2015）のデータを RESAS を用いてグラフ化

年齢別にみると、全年齢層を通じて隣接する津久見市からの転入超過が目立つ。転出

では、全年齢を通じて 1 時間圏内の中核都市である大分市への転出超過がみられる。特に

高校・大学への進学者の多い 20 歳未満では、大学の集中する大分市と別府市で 33％を

占める。また、住居の購入の多い 30代、子どもから手が離れる 50代での大分市への転出も、

それぞれ 35.6％、30.8％と多い。
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図 4-3 大分市への県内からの人口移動

出所： 大分市「大分市人口ビジョン」2018 年、p5.

以上から、佐伯市と近隣中核都市である大分市との間には、転出者を中心とした強い関

係性がある事が分かる。大分市へは幅広く大分県内各市町村からの人口集中が起きてい

るが（4-3）、大分市自体の社会増減は 2014年以降転出超過に転じており、2014年時にはプ

ラスであった自然増減もマイナスに転じているため、2016 年 10 月から 2017 年 9 月期の総

人口は、49 名の減少に転じている（２4）。同期の大分市の社会増減をみると、県内からは

1,257 名の転入超過、県外へは 1,526 名の転出超過となっている(25)。最も多い転出先は

福岡県で、2,911 名が転出しており、第 2 位東京の 1,102 名の 2.64 倍であるが、福岡県か

ら 2,411 名の転入者があるのに対し、東京都からは 677 名しか転入者がない（26)。

佐伯市との関係では、大分市への転入が 631 名（県内第 2 位、11.1％）と多い一方で、

佐伯市への転出も 376 人（県内第 3 位、8.5％）と多い（表 4-2）。以上の人口動態から、佐

伯市は、大分市と同市を介しての福岡県との関係性が深く、市の経営政策および観光戦略

において、重視すべきであることが推測できる。このことは、後述する佐伯市の関係人口実証

事業を大分市内および福岡市内において企画したことの根拠にもなっている。

(24) 大分県「大分県の人口推計（年報）」2018 年

(25) 同 p5-6

(26) 大分市「大分市の人口ビジョン」2018 年、p6
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表 4-2 大分市の主な県内転出入自治体と転出入数（2017 年度）

出所： 大分県「大分県の人口推計（年報）」2018 年の数値を基に筆者が作成

4-2-2. 佐伯市の産業構造と観光産業の課題

図 4-4 は 2012 年時点の佐伯市の産業構造を大分県および全国平均とを比較したもの

である。漁業（733 名、構成比 2.6%）、造船を中心とする製造業（5,370 名、19.0%)、医療・

福祉(5,637 名、20.0％）が県・全国平均より高いが、宿泊業・飲食サービス業（2,072 名、

7.3%)が平均を大きく下回り、観光系産業が未発達であることがわかる。市では 2005年の大

合併時より観光サービス業の主要産業化を目指してきたが、その目的を果たせていない。

図 4-4 佐伯市の産業従事者（2012 年）

出所： 佐伯市市勢要覧 2012 年のデータを RESAS で図表化

また、宿泊業・飲食サービス業のひとりあたり生産性を産業別付加価値マップでみると、約

総数 順位・市町村（人数、％）

転

出

4,426 人 ①別府市

939 人

(21.2%)

②由布市

564 人

（12.7%)

③佐伯市

376 人

(8.5%)

④豊後大野市

351 人

(7.9%)

⑤中津市

350 人

(7.9%)

転

入

5,683 人 ①別府市

1,212 人

（21.3%)

②佐伯市

631 人

(11.1%)

③由布市

606 人

(10.7%)

④豊後大野市

486 人

(8.6%)

⑤臼杵市

453 人

(8.0%)
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93 万円と製造業や漁業の 3 分の 1 にも満たないことがわかる（図 4-5）。この金額は、宿泊業・

飲食サービス業従事者の比率が九州管内で最も高く黒川温泉を有する南小国町（約 285

万円）の 3 分の 1 に満たない状況にある。

図 4-5 佐伯市の産業別付加価値マップ（2012 年）

出所： 佐伯市市勢要覧 2012 年のデータを RESAS で図表化

表 4-3 佐伯市民の目的別外出先

市民の外出目的 回答が多い頻

度

コスモタウン 佐伯市街地

①平日の買い物（食料品日用品） 週 2～3 回 36.4% 29.5%

②休日の買い物（食料品日用品） 月 1 回 41.3% 23.8%

③買物（食料品日用品以外） 月 1 回 30.6% 17.7%

④外食（昼食） 月 1 回 27.7% 22.4%

⑤外食（カフェ、喫茶） いかない 7.9％ 18.6％

⑥外食（夕夜食・飲酒） 月 1 回 18.1% 41.4%

出所： 佐伯市「佐伯市市街地グランドデザイン」2018 年 12 月 第 2 回検討委員会資料、

p12 から抽出
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近年は外部資本の郊外型ショッピングモール「トキワインダストリー」やマクドナルド、すしロー

などのフランチャイズ店舗で構成された郊外型店舗集積地区「コスモタウン」の出現、コンビ

ニエンスストア各社の進出により、佐伯市外資本への消費流出が加速している。佐伯市市

街地グランドデザイン検討委員会に提出されたアンケート調査結果（n=2,215)でも、地元資

本の飲食業や小売業、サービス業が多い佐伯市市街地への外出機会は、夕食・飲酒を除

くとコスモタウンより低い（表 4-3）。域内経済循環率を高める取り組みも必要であるが、他地域

のような地域通貨などの取り組みは特に行われていない。

4-3. 佐伯市の総合計画および実施計画

行政の地域経営としては、ちょうど 2018 年度から「第二次総合計画（2018-2027）」およ

び実施計画 (2018-2020)が発効したばかりで、「さいき創生のまちづくり」というスローガンの中

で「佐伯がいちばん」という市長の選挙スローガンがそのまま反映されている（図 4-6）。

図 4-6 佐伯市「第二次総合計画（2018‐2027）」スローガンと基本政策

出所： 佐伯市「佐伯市第二次総合計画（2018‐2027）」

基本政策では 7 つの創生が掲げられ、産業振興の新たな核としての「観光産業の振興」

が謳われている。しかし、その中身は「プロダクトアウト」の発想に終始し、市場ニーズを的確に

反映しているものとはなっていない。また、「さいき」という地域に対する市場での「地域ブラン

ド」が確立していないばかりか、「地域イメージ」も非常に曖昧な状況であることに対する自覚
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に欠けている。特に佐伯の最大のアドバンテージである、すぐれた「食材」と田舎ならではの

「スローライフ」、観光業従事者を含む地元の生活者全般の「コミュニケーション能力の高さ」

に関しては、観光産業として活用するための、文化としての認識と市場ニーズとのマッチング

の必要性に関する認識が欠けている。これまでの「寿司街道」、「丼街道」(27) 、「伊勢えび街

道」、「岩ガキ前線」など食の単品プロモーション的食観光がリピート性に乏しく、かつ、地理的

訴求範囲が狭いことを認識すべきである。より遠隔地から、また、近隣都市からも頻繁に訪

問してもらうためには、「文化」や「人」、「体験」をからめたより高度の商品化やフードツーリズ

ムへの昇華が求められる。第２次総合計画中の観光基本計画に盛り込まれた「エコツーリズ

ムの推進」に関しても、国際指標に基づいた品質管理と環境配慮がなされなければ、ただの

ネイチャーツアーとしてみなされ、エコツアーとして認知されることはない。インバウンド観光を

含めた目標を定めるのであれば、国際基準の持続可能性指標 （28)の導入などをしっかりと検

討すべきである。

4-4. 佐伯市の関係人口の概観と政策化に向けた仮説

4-4-1.関係人口の重層的構造

佐伯市から大分市への転出者、あるいは旧郡部から佐伯市街地や弥生地区への転出

者は、佐伯市内旧居住区の農業やコミュニティの出事（でごと）について、自らを関係人口と

して意識することなく「当然の責任」として担っていると考えられる。2017 年度に佐伯市に移

住した 176 名の内訳をみると、U ターンが 124 名、I ターンが 52 名となっているが、その前住

地は大分県内が 102 名（58.0％）ともっとも多く、九州内他県の 37 名（21.0％）と併せると

79.0％と約 8 割を占めている。また、25 名（14.2％）が関東地方からの移住であることも特

徴的である。移住先として多いのは、旧佐伯市（113 名、64.2％）と高速インターに近い弥生

地区（18 名、10.2％）が多くなっている（29） 。旧佐伯市・弥生地区と旧郡部 7 町村区との公

共交通の利便性は低いが、道路状況の改善により自動車で 30 分から 45 分程度で結ばれ

ていること、東九州自動車道の開通により大分市と 40 分程度で結ばれたことから、転出者

の帰省利便性と頻度は高まったとみてよい。この点において，大分市への転出者は、佐伯市

内の出身地に頻繁に変えることができる「二拠点生活者」に近い状況にあるといえる。

(27) 2008 ～2017 年に実施された「丼街道キャンペーン」では、10 年間で約 30 万食を販売したが、

リピーターは約 1500 名しか育っていない。また、訪問者の 85％が大分市からで、福岡都市圏や

主要観光地である別府・湯布院からの訪問者はわずか数パーセントしかない。

（28）釜石市では、UNWTO の指定基準を満たした世界標準の GSTC 指標の認証を目指しており、

2018 年には、オランダにある指標認定団体「グリーンデスティネーションズ」から「世界グリーンデス

ティネーション 100」のひとつに指定された。

(29) 「佐伯市市街地グランドデザイン」資料、2018 年 12 月、p28
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また、佐伯市街地および高速インターチェンジの近い弥生地区からは、大分市への通勤

も可能となった。Ｕターン者数の多さは、その表れであり、子育てを田舎の良い環境で行いた

いと考える 20 代から 30 代が就労年齢（20～64 才）移住者の 63％を占めている。彼らと一

緒に転入したとみられる 20 歳未満の移住者 30 名を加えると、50 才未満の移住者は 130

名で全移住者の 73.9％を占める。

こうした移住動向の特徴は、小田切らが指摘する 2014 年以降の「田園回帰指向」（p12.

図 2-1 内閣府調査参照）と一致する。このことから、佐伯市は大分都市圏を中心に、福

岡・北九州都市圏、首都圏に潜在的Ｕターン人口を保有しており、彼らを関係人口として継

続的に維持することが持続的地域経営にとって大変重要となるということが仮説付けられる。

また、移住者にしめる I ターン者が 52 名と 30％を占めることも特徴的である。移住動機に

関する調査が必要だが、「スロー」なライフスタイルから醸し出される、佐伯市民の人当たりの

良さ、時間や関係性を気にしないコミュニケーション能力の高さ（観光客や初対面者を含む、

だれとでもどこでも会話が成立する。）は、それ自体が大きな魅力となっていること、また、自

然環境の豊かさや生活・通勤環境の良さ、1 次産品を中心とした生活費の安さなどは田舎

への移住を考える人たちにとっての魅力となっていると思われる。

しかし、地元市民の間ではほとんどその魅力に関する自覚がない。こうした能力・魅力は、

時間にとらわれないスローな観光行動形態の中で、訪問者と市民とが直接接する機会を増

やすことで最大限に機能すると考えられる。観光は、佐伯市にとっての関係人口構築のきっ

かけづくりのひとつとして活用されるべきであり、そのための観光政策と事業の策定・実施が期

待される。

図 4-7 佐伯市の関係人口構築イメージ

佐伯市外
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佐伯市の観光政策の目的は、当然ながら市外からの誘客であるが、合併後 13 年を経た

現在も、旧 9 自治体の枠組みに根差した組織運営や振興局枠予算が存続し、かつ、振興

局ごとの観光事業が多く継続されている状況が続いており、振興局という行政の枠組みと地

域主義の枠組みを超えた協力関係の確立が必要である。このため、佐伯市の関係人口を

考える場合、各振興局区を一地域とするケースと佐伯市全体を一地域とする場合との 2 段

階の構図 （図 4-7）を考慮しておく必要がある。

4-4-2.佐伯市における「関わりの階段」

ここで、田中（2017b、p..61)、小田切(2018、p.14)で紹介された、「関わりの階段」につい

ての佐伯における適合性について、考察しておく。関わりの階段は地域によりバリエーションが

存在する（小田切 2017b)からである。

田中と小田切の関係人口論では、地域に対する関心の強弱を y 軸と関与の強弱を x 軸

にとった「関わりの階段」によって関係人口の図式化が行われて、無関心→地域の産品購

入→地域への寄付（ふるさと納税等）→頻繁な訪問（リピーター）→地域でのボランティア活

動→準定住（二地域居住）→定住に至る、各ステージに対応した行政の施策が必要とされ

ている。無関心は一般観光客を中心とした関心と関与が極端に弱いステージであり、関係

人口の根源的リソースである。全国でふるさと納税先自治体の上位 20 位以内にランクされ

ている佐伯市では、ふるさと納税者の 5 割を関東地区が占めている（30）。また、水産加工品

や天然ふぐなどを提供している特定の事業者にリピーターがついているのを除けば、初回申

込者が全体の６割以上を占めており、寄付（購入）動機は佐伯市への関心度というより返礼

品（商品）の魅力によるところが大きいことが想定される。一方、特産品の購入という意味で

は、大分市を中心とした 1 泊圏内からの交流人口（観光客）や日帰りのビジネス客が中心と

なっている。例えば、市内最大の観光土産物店「海の市場〇（まる）」では、年間 40万人 （31）

を超える購入者がある。この中には、近隣市町村からの転出者や交友関係者、ビジネス上

の関与がある人たちなど関係人口に分類されるべき人々も含まれるが、具体的に内容を分

析することは難しい。

また、前述のように、佐伯市と 1 時間圏内にある中核都市・大分市には、多くの佐伯市か

らの転出者が居住しており、田口(2017a)のいう「転出子」を含む転出者として、出身地の家

業やコミュニティの活動の一端を担っているケースが少なからずみられる。

このため、本調査においては、佐伯市の人口移動動向や産業構造を考慮し、佐伯市の

実態に近い「関わりの階段」(図 4-8)を想定し、それに基づいた調査計画を行うこととした。

(30)佐伯市ブランド推進課にてデータ確認。全データ自体は現状非公表。

(31)佐伯海産物株式会社・西田社長からのヒアリング。
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図 4-8 佐伯市における関わりの階段

出所：小田切（2018）p15 の図「関係人口の図式化と『関わりの階段』」を参考に筆者が作成

図 4-8 は、田中（2017b）、小田切（2018）の「関わりの階段」を基に、佐伯市での現状と

調査結果を考慮しながら作成したもので、以下の点で、佐伯市の特性を考慮している。

・ふるさと納税者の特徴を見ると、返礼品への関心が最も高い。また、関東など遠隔地が多

く、小田切らの関わりの階段の「寄付（ふるさと納税）」ステージ該当者の比率は低いため、

特産物購入と同じ関心・関与レヴェルとし、関係人口①のカテゴリーに入れた。

・ふるさと納税者のなかでも、明確な寄付行為として把握が可能な、自治体クラウンドファン

ディングへの寄付者を頻繁な訪問者と同じレヴェルの関係人口②のカテゴリーに入れた。

・Ｕターン者（特に大分県内や九州管内）が多いという特性から、転出子を関係人口③に入

れた。

・地縁が薄い I ターン者と 3年間という有期資格の地域おこし協力隊員は、不安定な移住者

として、定住人口に入れず、支援を要する関係人口④とした。

4-5. 調査から政策立案までの計画と考え方

4-5-1. 調査から政策立案に向けての考え方

調査から政策立案に向けては、以下のポイントに留意しながら、（一社）佐伯市観光協会

の業務を兼ねる形で調査および関係人口を活用した政策立案に向けた準備を行った。

①市観光課および旧郡部の 8 振興局でのヒアリングを行い現状把握と課題抽出を行う。

②民間含めた主要な観光分野の主要人物に面談を行い、政策との差異を確認する。

③関係人口を上手く構築・活用しているケースを抽出し、詳しくインタビューする。

④会議や講演を通して、広く官民に関係人口の考え方と重要性の理解を促進する。

⑤市の当年度予算で実施が可能な関係人口創造事業を立案し、実施する。

⑥観光基本計画を関係人口論によって具体化した観光戦術を立案し、予算化する。
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4-5-2. 調査計画について

佐伯市での今後の観光戦略立案に向け、筆者は、フィールド調査から実証事業の計画・

実施、政策立案までを表 4-4 の流れで実施している。

表 4-4 調査計画： 佐伯市での調査から立案までの流れ

実施項目 時期 実施内容

①インタビュー対象

の抽出

2018 年

4 月

佐伯市観光課および旧郡部の支所の役割を担って

いる 8 振興局を訪ね、行政の立場から、面会してイ

ンタビューすべき観光および観光バリューチェーンに

携わる方々を約 50 名抽出した。

②第 1 回インタビュ

ー調査

同 5‐6 月 ①の対象者を訪問し、１時間から 2時間をかけたイン

タビューを実施した。インタビューに際しては、以下の

点を共通の質問事項として、質問の意図を悟られぬ

ように会話の中で聞き出すことに留意した。

・観光客、あるいは市外からの訪問者誘発状況

・地域の外側に関心をもち関与している人

（関係人口）の存 在がありそうか。

・個人の優れた能力が何か。

・能力が活かせていない理由、障壁は何か。

・外からの力（関係人口力）により解決の可能性

があるか。

また、この時期には観光関連業務でお会いする方か

らも上記 5 項目に該当する方について、アンケート対

象を選定した。

③SWOT 分析 同 6 月 第 1回インタビュー、市総合計画、観光基本計画等

を基に分析

④第 1 回講演会 同 6 月末 観光協会会員、市・県振興局担当者対象講演会

次ページへ続く

（注）第 1 回講演会

（一社）佐伯市観光協会の通常総会で協会会員、市・県南部振興局の観光担当

者が集まる機会を利用し、「トギ（関係人口）づくりとスローツーリズムで持続可能な

ふるさと佐伯を」と題し、筆者が講演を行った。ここでは、「関係人口」という新しい

都市と田舎の関係について、大分弁を交えながらわかりやすく説明した。
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表 4-4 つづき

実施項目 時期 実施内容

⑤観光産業化の

あるべき姿について

の勉強会

同 7 月末 総合政策部・地域振興部・農林水産部・観光ブラン

ド推進部に対し、筆者から「関係人口の政策活用と

バリューチェーン構築」に関する講演を実施

⑥実証事業検討－１ 同 8 月～ 関係人口創造事業「さいきッチン」他の立案

⑦アンケート対象

絞り込み

同 8‐9 月 第 1 回インタビューから関係人口の意識度を確認す

るためのアンケート対象を 40 名程度に絞り込み。

⑧次年度事業計画

骨子立案

同 8‐9 月 関係人口構築を目的としたスローツーリズム戦略

「佐伯市ぼちぼち（スロー）ツーリズム戦略」の立案

⑨実証事業実施 1.2 同 10 月

翌年度末

1)「さいきッチン事業」実施（当年度予算対応）

主要国内市場でのフードツーリズムを活用した

関係人口構築事業

毎月 1 回大分市で佐伯食材活用料理教室開催

2019 年度に参加者のスローフードイベントを

佐伯市内で実施。

2)「深島ねこ台帳」プロジェクト（当年度予算対応）

地域課題解決型関係人口構築事業

（GCF 型事業）

名前の付いた 100 匹の猫の図鑑発売

収益の島民への還元。餌代・治療代の基金設立

⑩次年度実証事業

検討

同 10 月 大学生インターンを活用した事業（次年度予算）

a) キャンプ場支援（宇目・本匠）

b) ホタル飛翔期支援（本匠）

⑪次年度予算立案 同 11 月 観光戦略における関係人口創出事業の予算提案

⑫アンケート調査 同 11 月 43 名に対する関係人口意識調査を実施。

⑬第 2 回ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 同 12 月 アンケート対象者から抽出インタビューを実施

⑭実証事業実施 3 同 12 月

～

翌年 8 月

3）「ふるさとインターンシップ事業」（次年度予算）

山間部キャンプ場への大学生長期インターン

12 月に説明会実施、募集開始。8 月に実施。

⑮スローフードを活か

したブランディングの

検討

同 12 月 -

19 年 12

月

市内で活躍するスローフード生産者、食の提供者の

ネットワーク構築。専門化との関係人口化。

コンビビウム（支部）の在り方の検討。
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調査にあたっては、市の総合計画・観光基本計画・人口ビジョン・住民基本台帳・市勢要

覧等の基礎データ、市観光課・観光協会の事業計画、RESAS で閲覧可能な人口・産業

関連のデータを参照した後、観光産業および観光バリューチェンとして第一次産業等に従事

し活躍が顕著な方々約 50名を市観光ブランド推進部、各振興局でご推薦いただいた。第 1

回インタビューでは、ひとり 1時間から現場の視察を必要とする場合は 2時間程度をいただい

て活動上の関係性や課題について抽出した。SWOT 分析を行った後、観光協会総会時に

協会会員、市・振興局・県南部振興局担当者を対象に関係人口に関する講演を実施した。

7月 31日には、市観光ブランド推進部に依頼し、「観光産業化に向けてのあるべき姿に関

する勉強会」と称して、小職から関係人口の政策活用に関する講演を行った。対象は、市

総合政策部・地域振興部・農林水産部・観光ブランド推進部の部長、課長、総括主幹で、関係

人口活用を推進する総務省の「ふるさと創生事業」の考え方と関係人口スキームを活用し

た政策立案事例についての知識の共有を目的とした。

筆者は、他にも市からの依頼で委員として参加している「市街地グランドデザイン検討委員

会」や「日本一の花のまちづくり懇話会」などでも、可能な限り、市外に居住する関係人口を

活用することにより人的資源やノウハウの不足を補うことを提案した。

8 月には、関係人口構築実証事業を立案し、10 月以降当年度予算を活用した 2 件（表

4-4、⑨1）さいきッチン、2）深島ねこ台帳事業）を年度内に実施、次年度に向けても 1 スキ

ーム 2 件（表 4-4、⑩3）の実施を予定している。これらはいずれも定量評価が可能なスキー

ムとなっている。

11月からは定量評価指標に関する情報取得と 43名に絞り込んだ調査対象者へのアンケ

ートを実施、12 月に 2 回目のピックアップ・インタビューを実施した。

4-6. 定量評価指標に関する調査結果と考察

定量評価のための指標については、前出の佐伯版「関わりの階段」における各ステップご

とに、表 4-5 の調査項目を設定し、情報ソースとなる担当部署や推進団体から情報収集が

可能か打診し、可能な場合はデータを収集した。

表 4-8 佐伯市における関わりの階段（p39 の再掲）
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4-6-1 佐伯市における定量評価結果

図 4-5 で示した定量評価項目に関する調査結果は以下のとおりである。

関係人口①

表 4-6 主要土産店での購買者数（2017 年度） ( )内は対前年比

店舗 海の市場〇 道の駅かまえ 道の駅弥生 道の駅宇目

購買者数 約 40万人※ 116,619 人

(74.9%)

228,430 人

(94.9%)

99,296 人

(87.9%)

出所：※佐伯海産株式会社より概数聞き取り。その他は佐伯市観光課統計による。

●都市部産直店舗拠点数： 現状、佐伯市単独での産直店は運営されていない。

●農家直売会員数： 統計がなく、実績を把握することはできなかった。

●ふるさと納税者数と納税額

表 4-5 佐伯市における関係人口の定量評価指標案

分類 調査項目 担当部署

関係人口① 主要土産店での購買者数 ・海の市場〇（民間）

観光課（道の駅 3 店舗）

都市部産直店舗拠点数 不明（測定不能）

農家直販会員数 不明（測定不能）

ふるさと納税者数と納税額 ブランド推進課

関係人口② 契約農林水産業登録者数 農林水産課（データなし）

着地型ツアー参加数・リピーター数 観光協会

農家民泊参加 /リピート者数 観光課

ふるさと住民登録者数 制度なし

関係人口③ 二拠点居住者数 市民課（データなし）

関係人口④ 定住想定居住者

・地域おこし協力隊員数・ I ターン数

まちづくり課

課題解決 災害・復興ボランティア数 社会福祉協議会

農業支援ボランティア数 まちづくり課

お試しプチ移住参加数 まちづくり課

ＧＣＦ/災害支援寄付者数･寄付総額 ブランド推進課

地域イベントへ支援者数・参加数 観光課他
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過去 5 年間の佐伯市へのふるさと納税額の推移は、図 4-9 の通りである。海産物（特に

旬の海産物を届ける定期便）を中心とした返礼品が人気で、県内ではキャノンのカメラを返

礼品として提供している国東市 (2017 年度約 32 億円 )に次いで第 2 位、全国でも 17 位と

好調であった。

図 4-9 佐伯市のふるさと納税額および件数の推移 （単位：千円）

出所： 佐伯市「ふるさとさいき応援寄付金実績」2018 年 3 月現在

http://www.city.saiki.oita.jp/city/hurusatonouzei-c.html
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2014 年までは低調であった寄付額は、2015 年にインターネットサイトを構築して以降、順

調に増え始めた。2017 年の大幅な伸びは、インターネットを使わない世代に対し、カタログを

作成して電話とファクシミリでの受付を開始したこと、また、ふるさと納税限度額までの金額を

ポイントに変え、いつでも好きな時に返礼品を申し込むことができる「ポイント制」を県下ではじ

めて導入したことが奏功した結果である。

しかし、2018 年 7 月には総務省から返礼品額が寄付額の 3 割を超えている自治体のひ

とつとして指摘を受け(表 4-7)、10 月以降はカタログを刷り直して指導に従っており、2018 年度

は前年実績を下回る見込みである。残念ながら、現状では購入動機を測るアンケート等を

行っていない為、どの程度の人々が応援・支援として佐伯市を選択しているのかはわからな

かった。しかしながら、売り上げ第 1 位となっている「やまろ渡邉」では、一件一件の商品発送

時に手書きのお礼状を同封しており(32)、頻繁な特産品購入者としての関係人口として位置

付けられる寄付者も少なくないと予測される。

表 4-7 総務省に指摘に対し改善意向が示されたかった自治体 (2018 年 6 月時点 )

出所：自治税務局市町村税課「ふるさと納税に関する現況調査結果

（平成 29 年度実績）」2018 年 7 月 6 日、p10

(32) 同社会長へのインタビュー調査時に同社で伺う。
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尚、市では 2017年 12月 26日に「ふるさとさいき応援基金条例」を制定し、寄附金は

一旦基金に積立てた後、2018 年度の市の事業予算に充当しており、寄付者へは領収証と

同封して報告が行われている。

平成 29 年度(2018 年度)基金積立額 518,736,707 円

①豊かな自然と文化を守り育てるための事業 115,100,000 円

②さいきのこどもたちを育てるための事業 97,700,000 円

③地場産業を応援するための事業 50,800,000 円

④みんなが安心して暮らせるまちを創るための事業 31,300,000 円

⑤みんなが元気になり、地域の活力を生むための事業 48,700,000 円

充当先未定分 175,136,707 円

領収証といっしょには、佐伯市の観光情報を紹介する A4 一枚もののチラシは同封されて

いるが、顧客管理や居住地毎、季節毎の情報提供などは行われておらず、関係人口化とア

プローチは不十分で、観光課や観光協会との連携が必要である。

ふるさと納税は、クラウドファンディングや災害時の寄付金として返戻金なしで設定される

場合がある。佐伯市では、2016 年、2017 年の台風および集中豪雨時に設定を行っている。

この点については、ＧＣＦ/災害支援寄付者数･寄付総額で後述する。

関係人口②

●契約農林水産業登録者数： 統計がなく、実績を把握することはできなかった。

●着地型ツアー参加者数・リピーター数

第 3 種旅行業資格を持つ佐伯市観光協会では、「結旅（ゆいたび）」と称する体験型ツア

ーを、2000 年から実施している。2013 年までは年間に 20 から 30 本のツアーを設定、チラ

シとウェブサイトで募集を行ってきた。中には、JR 九州大分との日帰りパッケージツアーも年

間数本含まれており、毎回 40 名程度の確実な実績が上がっている。また、U ターンで地元

のフレンチシェフである河野辰也氏とのグルメ体験ツアー「旬のさいきレストラン」も毎回 35 名

の設定に対し、キャンセル待ちがつくほどの実績が上がっている。

2014 年以降は、過去の参加者を中心に会員化を図り、募集型ツアーの設定本数を減ら

したうえで、少人数でも体験ができるものについては、会員用ブックレットを送付してその都度

受入団体や事業者へ直接的に行われるよう変更した。2017 年の募集型ツアーの実績は表

4-8 のとおりであるが、各事業者への申し込み件数やリピーター数の把握はできていない。

2018年度も担当者の負担増から設定は減少しており、今後はアウトソーシングを行って実績

把握と顧客管理を行う必要がありそうである。
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表 4-8 2017 年度「さいき結旅」着地型ツアー実績

ツアー名 実施日 参加料 実績

１ あじさいロードウォーク 2017 6 月 17 日 300 円 100 名

２ 南田原でブルーベリー狩り＆ジャムづくり① 7 月 27 日 3,500 円 16 名

３ 同② 8 月 3 日 3,500 円 雨天中止

４ 水ノ子灯台・九州最東端クルージング(8 回 ) 7/9-8/31 5,000 円 83 名

５ 着物で歩く城下町 (16 回） 7/16-9/3 2,000 円 17 名

６ 宮明さん＆なっちゃんと行く！

屋形島歴史深掘りツアー

11 月 3 日 1,000 円 12 名

(注）資料掲載の「移住者交流会（12 名）」は、ツアーの性格から実績より除外した。

出所： （一社）佐伯市観光協会「平成 30 年度通常総会」資料 ,p8 をもとに筆者が作成

●農家民泊参加者数・リピーター数

大分県には「ＮＰＯ法人大分県グリーンツーリズム研究会」（会長 安心院グリーンツーリズ

ム研究会・宮田静一氏）があり、県下の各地区の研究会は統一された基準とマニュアルによ

り、農泊教育旅行を中心とした受入に力を入れてきた。佐伯市では、「さいきグリーンツーリズ

ム研究会」が 2011 年から発足して農家民泊を行っている。2018 年 4 月現在、20 軒からな

る受入れ農家は、いわゆる『民泊』ではなく、保健所から『簡易宿所営業』許可取得している。

全戸あわせて 100名規模の受入が可能で(33)、隣接する臼杵市野津地区と連携すると 200

名規模の修学旅行などにも対応している。また、スポーツ合宿や台湾からの定期的な数学

旅行の受入など、インバウンドにも取り組みが定着してきた。山間地だけではなく、漁村部にも

会員があり、漁業体験などもできる点で、安心院や野津などとは異なっている。

体験プログラムについては、「さいき元気塾」として活動しており、宿泊受け入れ農家に任

せきりにせず、他の研究会メンバーが協力して活動をサポートしている。また、会計面でも研

究会自体が市の支援を受けて独立した会計機能を持っており、各農家での立替などを行わ

ずに都度資金を得ながら受け入れ準備を行うことができるように配慮されている。受入料金

(1 泊 2 食ひとり 6,500 円）、体験プログラム(1 プログラムひとり 1,500 円）と料金面でも統一

されている。

2017年度は、大口団体として、福岡市のジュニア・ラグビースクール(60名 )、岡山県の中

学校 (100 名 )、広島県の中学校 (92 名 )の他、訪日団体として台湾の中学校 (22 名 )の他、

米国オハイオ州ケンタッキー大学から 49名の大学生が研究会の農家民泊を利用している。

(33) 2013 年には 27 件 120 名規模まで増えたが、高齢化のため受入施設が減少した。
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ケンタッキー大学とは大分文理大学が外務省の「カケハシ・プロジェクト」を利用して行って

いるもので、佐伯市内にある同大付属高校の高校生も米国へ交換派遣されている。

筆者も 2018年 9月に、九州産業大学のサマープログラムに参加するタイの学生と講師を

農家に 10名、漁村に 20名宿泊させ、アンケートをとったが、農泊に関する回答が非常によく、

参加した講師から自分の大学の生徒を連れて再度宿泊したいとの希望もいただいている。

こうした学校単位の交流や修学旅行の受入は、将来的な観光客としての再訪や関係人

口化が期待できる入口であり、市では 2019 年度から台湾の中学校との交流協定締結を支

援していく方針である。

関係人口③

●ふるさと住民登録者数

制度自体が未構築であった。今後は大分市を中心とする転出子の関係人口、水産加工

業を中心とする外国人研修労働者、二拠点生活者などを対象に「ふるさと住民制度」(34)を

構築することを検討すべきである。

●ニ拠点居住者数： 統計がなく、実数を把握することはできなかった。

関係人口④

●移住想定居住者

2018 年 12 月までに 16 名の地域おこし協力隊員が活動した。現在は 12 名が活動中。

2017 年度は 52 名の I ターン者があり、現在も居住中。

課題解決型

●災害・復興ボランティア数

2017 年 9 月の台風 18 号に伴う災害復興支援に関しては、9 月 18 日から佐伯市社会

福祉協議会内に「佐伯市災害ボランティアセンター」を設置、442名 /日、10月 13日の閉所

までに寄せられた 215 件の支援依頼に対し、延 1,861 人 (ピーク時が活動参加した(35)。

●農業支援ボランティア・有償サポーター数

市農林課では、2018年 4月に、有償支援制度「さいき農業サポート人材バンク」を設立し、

募集・管理を始めた。対象事業者 223 件中、約 4 割の 89 件から、必要性を肯定する回答

があり、繁忙期の支援を中心に現在約 30 軒が登録し、人材を募集している。同取り組みは

大分県では初めてとなるが、主として市内での募集が行われており、関係人口活用の視点

からは認識されていない。

(34)「構想日本」が提唱する関係人口構築手法で、中四国の４自治体がすでに取り組んでいる。

(35) https://www.facebook.com/pg 佐伯市災害ボランティアセンター-1058224044231981/posts/）
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●お試しプチ移住参加者数

市まちづくり課が募集している移住者プログラム「お試しプチ移住」の運営を委託されてい

る（一社）佐伯市観光協会によると、2017 年度の参加者は 12 名、2018 年度は 15 名であ

った。プログラムの内容は、全員が同じプログラムを体験するものとなっており、残念ながら島

根県の「しまコトアカデミー」（前出）のような個人個人のニーズと地域ニーズのマッチングとい

った形では実施されておらず、今後は内容の再検討が必要である。

●GCF/災害復興支援寄付者数と総寄付額

「ふるさとチョイス」（株式会社トラストバンク）によると、これまでのＧＣＦは 45 億 6500 万円

規模、災害復興支援寄付金は約 53 億 8800 万円規模に及んでいる。

佐伯市ブランド推進課では、現状ＧＣＦ（自治体クラウドファンディング）の設定はない。しか

し、2016 年と 2017 年の台風および集中豪雨時には、復興支援の受付先として返礼品無し

の納税サイトを設定して寄付を募った。各年度の設定と実績は以下の通りである。

表 4-9 復興支援納税サイトの設定期間と実績

年度 設定期間 寄付金実績 件数 備考

2016 10/7-4/14 1,322,000 円 86 件 台風 7,9,10,11 号

2017 9/21-12/25 5,039,800 円 218 件 台風 19 号

出所： ふるさとチョイス災害支援 ttps://www.furusato-tax.jp/saigai/cities/index/44205

●地域イベントへの支援者数・参加者数

2017 年度、市外でのイベントとして開催されたものとして、JR 大分駅隣接の広場での「喰

うちょくれ佐伯」やいくつかの災害復興イベントが実施された。こうしたイベントには、大分・別

府都市圏への転出者を中心として、約 3,000 名の大分県民が足を運んでいる。

2018 年度は、広域観光ルートの開発を行うべく、筆者より高千穂町での観光プロモーショ

ンイベントを新たに提案し、実施した。高千穂町観光協会が運営する観光物産拠点「がまだ

せ広場」からの支援や高千穂町の町営放送や防災スピーカーを使っての広報などの支援を

受け、12 月までに 2 回開催されたプロモーションイベントには、延べ 800 名が参加した。

4-6-2. 定量評価項目に関する考察

前項でみたように、関係人口とそれに関連する定量評価項目の数値の把握は非常に難

しい。また、それぞれの数値も関係人口を把握する目的で取られているわけではないので、

明確な基準が設定されているわけではなく、過去の方法論の踏襲でしかない。

今後は、調査の目的と方法とを明確化し、市としての定点観測ができ、かつ、他の自治体

との相対評価ができるようになると良いだろう。
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4‐7. 定性評価項目に関する調査結果と考察

4-7-1. アンケート調査結果と分析

市観光課および 8 振興局より紹介された第 1 回インタビュー対象者および通常の観光事

業を通じて面談した方々から抽出した 43 名に対し、無記名のアンケートを郵送でお送りし、

返信用封筒にて郵送回収した。質問項目は表 4-10 のとおりである。

表 4‐10 アンケート調査質問項目
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表 4-10 つづき

（注）回答者にはアンケートの目的がわからないように「関係人口」という言葉を使用していない。

質問項目は、大きく（１）基礎データ、（２）移動・居住に関する項目、（３）市外居住者との

交流と自身・地域の変化に分けた。（２）は過去に佐伯市以外での居住経験があるかどかを

確認し、長期地域居住者（佐伯市以外の場所に居住した経験がない）、U ターン、Ｉターン、

婚姻による転入、職業選択による転入の別を確認することを目的とした。（３）は関係人口に

関する質問項目で、どの程度地域外との関係性を重視しているかを確認するための項目で

定量評価が目的ではない。

アンケートについては、43 通の送付に対し、38 通の返信 (88.4％)があった。各調査項目

に関する回答結果と分析は以下の通りである。尚、前述したように、38 名のデータは佐伯市

民ないしは佐伯市で観光産業および観光産業バリューチェーン上にある方々を代表するサ

ンプルではないことを考慮する必要がある。
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図 4-10 アンケート対象者に関する基礎データ

調査対象者の約 4 分の 3 は、行政から何らかの支援を受けている。

年齢的には、60代が一番多く約 40％を占める。60歳以上では 47.4％となっており、担い

手の高齢化、後継者問題が課題としてあることが読み取れる。一方で 30～40 代も 39.5％

を占めており、図 4‐11①で 60％を占めている U ターン者が多い年齢層であることがわかる。

調査対象者は、旧佐伯市と旧郡部 8振興局区の 9地区から抽出したが、出身地としては

旧佐伯市の出身者が最も多かった。。大分県内他都市から 2 名、県外出身者も 3 名おり、

また、米水津振興局区の越間（はざこ）で宿泊・体験施設兼自然保護活動センターを営む

方 1 名は、NPO 法人本部を大分市に置き、佐伯市で活動する二重拠点者であった。
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図 4-11 居住・移動に関するデータ

①移住・居住形態（n=38)
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④出身地以外居住経験の有無 (n=38) ⑤平均居住箇所数 (n=33)

合併後の出身地以外での居住経験がある者は、38 名中 33 名 (87％)と多く、平均すると

2 か所以上の場所での居住経験を有する。居住経験が多かったのは、関東・東海地区 (18

名 )、関西・中部地区 (17 名 )、大分県内 (14 名 )、九州管内他県 (12 名 )の順となっており、

比較的に大都市圏での生活経験者が多いことが分かった。
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図 4-12 佐伯市への居住動機と居住満足度に関するデータ

出身地以外での居住経験者 33名のうち合併後の佐伯市内のみでの移動（例えば、鶴見

地区から旧佐伯市地区への移動）経験者 2名を除外した 31名に対し、佐伯市への移住満

足度（①大変良かった、②どちらかといえば良かった、③どちらとも言えない、④あまり良くなか

った、⑤良くなかった、の 5 段階評価）について設定した問いに対し、④あまり良くなかった、

⑤良くなかった、を選択した者はいなかった。①大変良かった、②どちらかといえば良かったを

選択した者が、計 22 名と 71％を占めた。

もちろん、④あまり良くなかった、⑤良くなかった、を選択すべき者は、すでに転出していると

考えられるので、71％というシェアについて論じる意味はあまり無いが、定住者としての佐伯

市に対する満足度は比較的高いといえる。

②移住動機 (n=31,複数回答 )と特性 (単位：人 )
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グループ A.他動的移住動機（動機①～⑤のみ）選択者： 15 名 (43.4%),平均年齢 57.7 歳

グループ B 能動的移住動機（動機⑥～⑬のみ）選択者： 7 名 (22.6%),平均年齢 38.3 歳

グループ C 能動的・他動的移住動機両方の選択者 ： 6 名 (19.4%),平均年齢 42.8 歳

グループ D 無回答者 : 3 名 ( 9.6%)

同じ 31 名に対して移住動機（複数選択）について佐伯市への尋ねたところ、以下の能動

的移住動機（動機⑥～⑬）のみの選択者は、わずか 6 名であったが、その平均年齢は 38.3

歳と他動的移住動機（動機①～⑤）のみの選択者の平均年齢差は約 20 年あり、若い人ほ

ど「田舎での起業」、「田園回帰」、「子育て環境」などの能動的動機での移住が多い傾向が

みられた。

移住動機の選択肢

A. 他動的選択肢

①両親が住んでいるため。 ②祖父母が住んでいるため。 ③ふるさとで暮らしたかった。

④家業を継ぐため。 ⑤妻または夫の故郷だから。

B. 能動的選択肢

⑥田舎で暮らしたいと思った。 ⑦農業（漁業・林業）がしたかった。

⑧田舎で起業したかった。 ⑨昔住んでみてよい所だと思っていた。

⑩都市での生活に疲れた。 ⑪子育てに良いと思った。

⑫観光に来て、気に入っていた。 ⑬その他

C

D

移住動機タイプ

他動的動機 能動的動機

15 名 ６名 7 名

無回答 3 名

A B
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図 4-13 関係人口（関与性のある市外居住者）との関係性に関するデータ

①関係人口（関与性のある市外居住者）との接触頻度（n=38)

関係人口という言葉を使わず、「佐伯市以外の居住者（親族を含む）で、あなたの生活

や仕事、地域を支援してくれる人、あるいは頻繁に訪問する人と接する機会がありますか。」

と、市外の支援者や関与者の有無と接触頻度を尋ねたところ、18 名が①よくある、14 名が

②時々ある、と答え、全体の 84％を占めた。③あまりない、④全くないと答えた方は計 5 名で

あったが、この中には数千名規模の交流人口（観光客）に関与できる可能性を持つ方も含

まれており、観光政策上、何らかの支援や施策が必要であることが判明した。

②関係人口の影響による自身の変化 (n=38,複数回答 )

市外の支援者との接触について、自分自身にどのような変化がみられるかについての

問い（複数選択）には、④市外の友人が増えた(20 名)、③自分の仕事に自信が持てた

（12 名）、②生活に張り合いが出た（10 名）、①商品を定期的にこう縫うしてもらえるよう

になった（9 名）、その他として「やるべき自分の責務」の自覚、「仕事に対するやる気」な

ど積極的な影響の他、「わからない」、「特にない」といった消極的意見も 2 名あった。
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③関係人口による地域社会の変化(n=38,複数回答)

自分の住む地域やコミュニティに対する影響（複数選択）については、②外部との交

流が増えた（19名）、③地域産品の購入は増えた（15名）、④頻繁に地域を訪問する人

が増えた（15 名）、⑧市外で佐伯市の宣伝をしてもらえるようになった（9 名）などの答え

が多かった。

4-7-2. インタビュー調査とケーススタディ

1 次インタビュー、アンケートを経て、より詳しく話を聞きたい対象者については、再度、2 次

インタビューを行った。ただし、1 次インタビューの際に十分な情報が得られている対象者、他

の業務機会に十分話をする時間が取れている対象者については、2 次インタビューを省略し

た。２次インタビュー調査の目的は、①佐伯市以外の関係人口をどのように構築し、レバレッ

ジとして活用しているか、②インタビューの結果とアンケートで回答された関係人口に関する

意識との関連性あるいは乖離性があるかを明らかにすることである。また、特筆すべき関係

人口構築ケース、関係人口を活用することによって課題解決が可能と思われるケースにつ

いて、調査対象者の了解を得てケーススタディの対象として取り上げた。過去の居住地での

活動内容とそこからどのような人間関係が構築されどのような知識が得られたか、それがどの

ように現在の活動に活かされているか、また、佐伯への移住後、どのように外部居住者と関

わり、どのような知識や情報を得て、どのように活動をしているか話を聞いた。併せて、自身お

よびコミュニティの変化について、どのような好影響があるかを伺った。一方、アンケートで佐

伯市の居住満足度が低い対象者については、何が障壁となっているかを聞き出すことに努

めた。
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アンケートとインタビューから得られた情報を整理すると、調査の対象者 38 名は、①自ら

関係人口として活動しているパターン、②関係人口を効果的に活用しているパターン、③関

係人口から定住へと移行を試みているパターン、④個人的にすぐれた知識やノウハウを持つ

が行政が充分な外部支援者としての関係人口が構築できていないパターンがみられた。ここ

では、5 つのケースについて、関係する 9 人の方々の活動について論じる。今回の調査対象

はサンプル数が少ない(n=38)為、普遍的なパターンとしての意味の立証はできないが、こうし

たケースの積み上げを行うことで、今後、関係人口を地域経営に活用していくうえでのヒントに

なればと考える。

一つ目のケースは、38 名の内 31 名が佐伯市外の居住経験を持っており、約 6 割の 25

名が U ターンである。25 名の中から、パナソニックでの海外駐在を含む豊富な国際経験を

活かし、優れた関係人口活用術を見せている直川地区の大友勝彦さんをとりあげる。大友

さんは、東京と郷里である佐伯市直川地区の 2 拠点生活者であり、自ら振興局区をまたい

だ鶴見振興局のプロジェクトを支援する関係人口のひとりであるとともに、別府市や東京都、

アジア、欧州に多くの支援者を有しており彼らを通して佐伯市の関係人口を構築している。

2つ目のケースとしては、で鶴見地区の「漁村女性グループめばる」の桑原政子さん(70歳 )

を取り上げる。佐伯市外居住経験のない 7名については、伝統芸能の保存活動をしている 1

名 (64 歳・男性 )以外は、水産加工業が 2 名 (64 歳・男性、70 歳・女性 )、水産業・卸業兼

宿泊業が 1名 (69歳・女性 )、水産加工・観光物産 /飲食施設が 1名 (51歳・男性 )、行政職

員 1 名 (58 歳・男性 )、元教職員で現自然観察員 1 名（85 歳・男性 )となっている。伝統芸

能保存活動の 1名、自然観察員の 1名以外は、独自に外部居住者との人間関係を築いて

おり、関係人口として事業に良く活用していることが 5名の方々の日常活動とインタビューから

分かった。桑原さんは水産加工業を営んでおり、市外に住むお嬢さんや食品見本市で出会

った人たちなど広範なネットワークを活用しながら、佐伯市の特産品である「ごまだし」などの

水産加工品を繰り返し購入してくれたり、佐伯を繰り返し訪問してくれる関係人口を首都圏

など県外に構築している。

3つ目のケースとして取り上げるのは、現在、ホタルの自然観察員をされている吉良英夫さ

ん(85 歳 )である。本匠村の教育長まで務められた方で、番匠川上流のホタルの生態を長年

にわたって研究されている。蓄積された経験と知識を関係人口によって継承・活用すること

で効果的な観光振興が可能であり、筆者は本匠振興局に対して、県内大学のインターンシ

ップや共同研究を構築することを提案している。

ケース④では、杵築市から本匠地区に遠距離婚姻移動で来られた高橋文子さん(77 歳 )

と同居して手伝う次女の美和さん、佐伯市と人口移動の多い近隣中核都市の大分市と別

府市に結婚で転出した二人のお嬢さん、智恵美さんと和美さんの高橋ファミリーの関係人口

としての活躍を取り上げる。このケースでは転出子のおふたりが佐伯市の関係人口として、本

匠地区の名物である「雪ん子寿司」の普及と大分都市圏での関係人口づくりに貢献している。
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また、一方で高橋さんと美和さんが都市部の「雪ん子寿司」ファンの関係人口として、本匠

地区との交流を促進している。

最後に全国で 5000 名規模まで増えている「地域おこし協力隊員」として佐伯市で活躍す

る川野幹雄さん(36 歳 )、工藤克史さん(27 歳 )、中村香純さん(30 歳 )の 3 人を取り上げる。

川野さん、工藤さんは佐伯市出身の U ターン、中村さんは福岡市出身、首都圏で育った I

ターンである。地域おこし協力隊や I ターン者は、定住を前提とした移住の初期段階にある。

すなわち「佐伯版関わりの階段」(p39, 図 4-8)におけるステップ④に位置付けられる。I ター

ン支援や地域おこし協力隊は、制度上の課題も多く、受入自治体やコミュニテイの継続的な

サポートが必要となっており、筆者はかれら定住を目指している初期移住者に対する支援と

活動プラットフォームの構築を提案している。

ケース① U ターン者の関係人口構築・活用パターン

25 名の U ターンの方々は、前出の高橋博之氏の「食べる通信」の佐伯版を発行したり、

スローフードのカフェを開いたり、地域振興や地域課題解決のための起業をしたり、家業に新

たな視点を取り入れたりと、それぞれ特色ある活動をされているが、大友勝彦さん(62 歳 )の

活躍は際立っている。

大友さんは、旧南海部郡直川村の出身で大学卒業、長年パナソニックに勤務した。関西

地区や福岡地区での国内勤務の他、シンガポールに 7年、インドネシアに 6年、ドイツに 5年

半と長期にわたる海外駐在を経験されている。特に欧州駐在では、フランス料理をはじめと

する欧州の先進的食文化にも触れられ、お話を伺う中でその造詣の深さをうかがい知ること

ができた。

大友さんは、60 歳でパナソニックを定年退職された後、2017 年、ご家族を東京に残し、

直川と東京との二拠点生活をされている。直川ではご実家の農家を継がれ、自ら米作を中

心に農業を営まれている。ご自宅の前には美しい田んぼと里山が広がっている。大友さんの

活動のすごさは、佐伯市街地の仲町商店街 Otomo's Fish & Farm という名称の会社を起

こし、自宅で作られている米類やイタリア野菜などの農産物だけでなく、山間部と漁村部を含

めた広く佐伯市の優れた一次産品や技術を国際的視点で域外への販売促進につなげてい

るところである。社名に添えられた、「佐伯の海産農産物をレストラン・飲食店の皆様へ」とい

うスローガンが明確に活動目的を示している。ターゲットが国内市場だけでなく、国際市場も

視野に入れていることは、Face Book の投稿記事が必ず日英二か国語で書かれていること

でもよくわかる。

鶴見地区では、松浦漁港に揚がる新鮮な魚類や養殖魚介類の仲介も行っており、2018

年春には、ミシュランの星付きレストランのひとつであるヒラマツが経営する福岡市の「ブラッス

リー ポール・ボキューズ博多」で「春の佐伯ディナー」として特産のカボスヒラメなどを取り上げ

てもらうことにも成功している。また、イタリア料理やフランス料理には欠かすことのできないボ
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ラやマグロの卵巣で作ったカラスミ「ボッタルガ」を安価に生産できないかと、通常廃棄されて

いるブリの卵巣の活用を考案。「ブリッタルガ」命名して商標登録した。国内の有名シェフの

評判も良く、欧州から輸入するよりコストも安価に抑えられることから、米水津地区の水産加

工会社での量産化が決定した。こうした国内の有名シェフや業界関係者とのつながりは、別

府市のホテル「スギノイパレス」にレストランを持つイタリアンの巨匠・落合務シェフを通じた関

係人口なのだそうである。

大友さんの自宅には、今年、退職金と県からの助成金を投じたジビエの加工施設が建設

された。野生の鹿や猪は、今や日本全国で増えすぎて問題となっているが、食や皮革品とし

ての利用は思うほど進んでいない。また、欧州のように優れた調理技術も普及していないので、

いまだに和食、あるいはＢ級グルメとして提供されることが多い。また、これは佐伯市の食材

全般的に言えることだが、同じ品質のものを大量に確保することが難しい。そこで、大友さん

は少量の良質なジビエを大分市や別府市、福岡市など中核都市のレストランや飲食店に少

ロット高品質で提供することを目指している

大友さんは、佐伯市に同じ U ターンとして帰郷しフレンチレストラン「ムッシュ・カワノ」を営む

河野辰也さん（36） らとともに市水産課、鶴見振興局などと協力して、世界のシェフたちを佐

伯に呼び、優れた食材を紹介することを計画している。とはいっても予算がかかるので、積極

的に来てもらう理由が必要で、目を付けたのが、近年、日本の優れた技術として欧州でも注

目され始めた魚の「神経締め」である。「神経締め」を学べる場所は限られており、しかも実際

にとれたての新鮮な魚で行わないと実習の意味がない。鶴見地区の松浦漁港はそれが可能

な数少ない場所なのだ。2018 年は、まず第一歩として、国内のシェフから招聘して、世界へ

と関係人口を広げていく予定だ。

Otomo's Fish & Farm のみなさん、一番右が大友さん

(36)パリの三ツ星レストラン、ドイツやベルギーの日本大使館での勤務の後、帰郷してレストランを開業。

市の基本戦略である「食のまちづくり」に関する様々な事業に協力している。
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ケース② 継続的地元居住者の関係人口構築・活用パターン

38 名の調査対象者の中には佐伯市以外の居住経験がないケースが 7 件見られた。しか

しながら、その中の 4 ケースについては、外部居住者との関係構築（関係人口化）により、

長い人生で佐伯に住み続けながらも関係人口を上手に活用しながらビジネスを成り立たせて

いる人もいる。鶴見地区（旧・鶴見町）で「漁村女性グループめばる」の代表として、全国レヴ

ェルの活躍をしている桑原政子さん(70 才 )である。「漁村女性グループめばる」は、鶴見の漁

師のおくさんたちだけの手作業で水産加工を営んでいる。桑原さんが「めばる」を立ち上げた

のは、15年前、55才の時である。1回目のインタビューを兼ねて「さいきッチン」の打ち合わせ

に伺った際も、新鮮な小アジが揚がったと間際まで手作業をされていた。

「のんびり魚を釣んのは好かん。そけ群れがおるんなら、追いかけち捕らなあ。」と豪快に語

る。彼女の行動にもビジネスにも、その積極性が見事に表れている。いきなり、「マツコデラック

スにつながる方法知らんかえ？」と尋ねられたのには、さすがに驚かされた。狙っているマーケ

ットがこの辺の水産加工会社と違う。

はじめてお会いしたのは、「関係人口論」の生みの親の一人、高橋博之さんが佐伯市内の

宝来屋旅館で「食べる通信」の講演会を開いたときだった。名刺交換とわずか 3 分の会話で、

「やっぱ、人がキーやと思うなあ。」と話され意気投合した。「さいきッチン」への講師としての登

壇もフェイスブック・メッセージひとつで、快く引き受けていただいた。

桑原さんの地域外支援者は、転出子として大分市で料理研究家をしているお嬢さんを介

するルートと桑原さん自身が切り開いているルートとがある。お嬢さんのルートは、「めばる」の

商品や商品コンセプト、首都圏での販売ルートに関するアドバイスなどを的確に行っている。

東京の某有名店舗（桑原さんはその時ご存じなかった）から何度も、めばるの「ごまだし」(37)を

買いたいとの電話を掛けてきたのを無下に断った際も、「かーちゃん。あんたそれ、福山雅治

のプロポーズ断ったんとおなじでぇ。」としかられたとのこと。「めばるのごまだし」は、今では、多く

の女性雑誌に紹介され地元のごまだしの平均的価格の 2倍近い、一瓶 1000円で販売され

ている。一方で桑原さんは、「東京のお客さんは怖い。一度トラブルがあったらすべてを失う。

佐伯の人のように、『次から気をつけてな。』という、ゆるさは通じん。」と高リスク性への認識が

強く、品質管理を徹底している。関東方面への商品は、味に大きく影響する醤油そのものま

で変えてあるという。

また、自ら関係人口をつくっていく推進力がすごい。福岡市や東京の食品見本市や商談

会にも、積極的に出展して、販売ルートに努めるだけでなく、人的ネットワークを拡大している。

(37)佐伯市各地で作られている、魚を使った固形だし。味付けしていないうどんとお湯に加えた、佐伯名物

「ごまだしうどん」に入れられるほか、そのままシイタケなどの野菜類にペーストして焼いたり、汎用性が広

い即席料理対応可能なスローフード。各製造所で味は様々である。
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若い世代のアドバイスやアイデアも積極的に取り入れており、名刺には RQ コードがしっかり

印刷してある。見本市でであった若者に、ごまだしを使った料理についても RQで動画にリンク

すればいいとアドバイスをもらい、これから取り組むのだそうだ。関係人口を通じて貪欲に地域

の外からノウハウとマネーを呼び込んでいる桑原さんは、まだまだ挑戦を続けている。

桑原さん（右から 3 人目）「めばる」の皆さん

ケース③ 専門知識保有者への関係人口の構築支援により観光活性化が可能なパターン

佐伯市には優れた専門知識をもつ人々が少なからずいる。しかし、それが必ずしも観光行

政に活かされているとはいえない。

吉良和夫さん（85 才）は、本匠村に生まれて 85 年間ずっと住み続けている。教職の現場

から、合併前は本匠村教育長まで務める傍ら、西日本一のホタル棲息地として紹介される

ことが多い番匠川上流域でホタルの生態研究を行なって来られたことで地元や全国のホタ

ル研究者の間では有名である。退職後は廃校になった本匠西中学校の校舎を利用して、シ

ーズン中「ほたるの学校」を開いて見学に来る観光客にホタルの生態に関するレクチャーと見

学の案内を行っている。私自身も 6 月初旬に「ほたるの学校」におじゃまし、見学会に参加し

た。吉良先生は「番匠川を守る会本匠支部」に所属しているが、「ほたるの学校」の活動は

本匠振興局地域振興課が事務局としてサポートしている。学校の設備や「ほたるの学校卒

業証明書」などの印刷費、ホテルに車のヘッドライトが当たらないようにする数百メートルにお

よぶ暗幕は、振興局が購入し、暗幕の設営撤去も行っている。しかし、ホタルは当然 20：00

以降に飛翔するので、ほたるの学校はシーズンとなる 3 週間の内 8 日程 18：30 から 19：30

の間に開校され、見学会はそのあと 20：00 かから 21：00 ごろまで行われる。振興局としては

時間外勤務になるため、若手職員や地域おこし協力隊員が開校前の時間帯にボランティア

で交通案内に立つ。振興局としては、なんとかホタルで観光客の消費を促したいところだが、

本匠管内にシーズンを通して夜間営業する商業施設はない。シーズン初めに一夜限りの「ホ

タルまつり」を開催するのが精一杯である。唯一の飲食施設「大水車の郷・なのはな茶屋」も

高齢者が指定管理運営をしており、17：00には閉まってしまう。今年はお願いしてやっと週末

だけ営業してもらうことができたが、20 名収容の施設だけでの収益はたかが知れている。
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吉良先生のアンケートデータでは、友人・知人やコミュニティとの頻繁な接触はそれぞれ 5

名、10 名と回答をいただいているが、支援となると家族の 2 名とだけ記入されている。ほたる

の棲息現場をご案内いただきながらお話を伺うなかで、2017年の台風被害で川の流れが大

きく変わり、ほたるのえさとなるカワニナの生息域が狭まったことや県に依頼して川に入れても

らった巨石の位置が指定場所でないことなど、行政の支援を強く訴えておられた点などを考

えると、仕事上の支援者がゼロと回答されたことには納得がいく。

もう一つの懸念は、吉良先生の後継者がいないことである。いつも一人で、遊歩道真っ暗

なを数百メートルにわたり、十数名の見学会参加者を引率されており、終了時には開始時の

人数が戻ってきているようには見えない。安全面もさることながら、吉良先生の知識資産の

継承が行われていないことが大変心配になる。吉良先生も今回のアンケートの中で、関係人

口に関する回答欄にゼロ回答をされている。吉良先生とともに「ほたるの学校」を運営し、研

究調査をともにする次世代の若者が育たなければ、吉良先生の多くの暗黙知を包含する知

識そのものが喪失される危機にある。吉良先生には、まさに支援し、継承してくれる関係人口

が必要なのである。

佐伯市の旧市町村はこうした「担い手」の問題を抱えている。ポテンシャルがある、やりたい、

やらなければならないが、地域内に担い手がいないのである。では、どこに求めるべきなのか。

それは、振興局区や佐伯市という枠を超えた関係構築が必要であり、経済学部系大学のあ

る大分市や理学系大学のある福岡市などかなり広域が募集対象になるであろう。あるいは、

佐伯市内の鶴城高校や豊南高校からこうした大学に進学した若者の U ターンの募集という

手法になるかもしれない。吉良先生の年齢からして、迅速な対応が求められる。

ホタルの学校で活躍する吉良先生 (85) 本匠・鹿淵地区のホタル
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ケース④ 地元居住者と転出者関係人口レバレッジとして機能するパターン

このパターンの典型的な例は、本匠地区（旧本匠村）で農村女性の農産物加工業組合

「愛の工房」を営む高橋文子さんである。高橋さん（77 才）は大分県杵築市出身。結婚のた

め本匠に移り住んだ。今でこそ高速道路で 1 時間余りの距離であるが、同世代の婚姻が現

在の佐伯市のテリトリーか近隣の津久見市や臼杵市であった当時としては、遠距離から嫁い

だことになる。杵築市は県内でも著名な城下町であり、法政大学の創始者でもある金丸鉄、

伊藤修を輩出している。また、かつてのみかん生産はかなり衰退したものの、現在も多くの武

家屋敷を大変良い状態で保存しており、国内外の観光客が訪れる。

高橋さんが本匠の理容店に嫁いできたのは、昭和 35年 (1960年 )のことである。本匠は番

匠川の上流にある清流と静かな山々に守られ、西日本一のホタルの棲息地・鹿淵（かぶち）

があるほか、日本茶としては国内生産量ではわずか 1％にまで減少してしまった貴重な釜炒

り製法による「因尾茶」の産地として、また天然アユの遡上地として近隣自治体には知られて

いたが、交通不便な当時はまだ県内各地にまで知られるほどの知名度はなかった。彼女が

本匠に来て最初に感じたこと、それはこれといった特産品、土産品がないことだった。

高橋さんは、春になると近隣の山から生えてくる筍に目を付け、農家の主婦たちとともに

「竹の子寿司」を作り始める。このとき組織された「本匠農産物加工組合」は、その後、農家

の主婦たちが因尾茶や米など地元農産物の加工を行う作業所としての歩みを続けている。

高橋さんの次の挑戦は、「平成 12 年度（2000 年度）全国きのこ料理コンクール」だった。

話を持ち掛けたのは、福岡市の大学を卒業後本匠村役場（現・佐伯市本匠振興局）に勤

務していた川野義和さん（現・佐伯市観光課長）だった。川野さんは、この仕事を「最もコスト

をかけず成功したビジネスモデル」と語る。高橋さんは、本匠村のもうひとつの特産物シイタケ

を活かしたいと考えた。試行錯誤の末生まれたのが、製造保存して甘みを増したダイコンとシ

イタケを三杯酢に漬け込み、青じそといっしょにすし飯に乗せて握った寿司だった。いいものが

できたと意気込んだ高橋さんだったが、さて、いいネーミングが浮かばない。名前を付けたの

は、今も高橋さんといっしょに暮している次女の美和さんだった。美和さんは、折しも空から舞

い落ちた風花をみて「雪ん子寿司」と名付けた。こうして誕生した雪ん子寿司は、コンクール

で最優秀賞・林野庁長官賞を獲得し、全国に名をはせた。大食いコンクールで有名なギャ

ル曽根さんは、高橋さんが雪ん子寿司づくりに始めた「愛の里工房」を全国の弁当第 2 位に

ランキングした。「雪ん子寿司」は全国版のテレビ取材も舞い込むようになり、大分を代表する

トキハデパート本店のフェアでも「スローフード」として紹介された。このとき、「スローとは失礼

な！」と案内板に張られた紙を捨てたと、高橋さんは笑いながら語る。雪ん子寿司は、今では

大分市内でも手作りで製造され、トキハデパートのデパ地下で毎日販売されている。製造所

を担っているのは、大分市内に嫁いだ長女の智恵美さんである。巧みな彼女のトークで、雪

ん子寿司は大分市内でも定着した。別府市に嫁いだ三女の和美さんも別府市最大のキャ
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パシティを誇るホテル・スギノイパレスのバイキングに毎日「雪ん子寿司」を納品しているほか、

イベントに出店する際には加勢している。次女の美和さんが加勢する本匠の愛の里工房を訪

れる観光客も多い。今生産地で課題となっている「6 次産業化」を先駆的に実現してきたビ

ジネスケースともいえるだろう。

2017 年、台風豪雨が佐伯市を襲った。JR 日豊本線は、臼杵・佐伯間が寸断された。

本匠の愛の里工房も裏山の土砂崩れに襲われ、再起不能かと思われたが、多くの支援によ

り 10 月 17 ・ 18 日の両日、JR 大分駅で開催された「佐伯の再起！喰フェア in JR おおい

たシティ」にはなんとか出展販売を果たした。2000 人の集客を目指したフェアには、3000 名

がつめかけた。テレビニュースで被害を見て、雪ん子寿司の危機を心配していた多くの方たち

が会場に駆けつけ、用意した雪ん子寿司は瞬く間に売り切れた。「よかったねえ。」と声をかけ

ていただいたと高橋さんは語る。雪ん子寿しを通して、高橋さんは多くの関係人口を持つ。

高橋さんの夢は終わらない。佐伯市観光協会の関係人口構築事業の第一弾として企画

された「さいきッチン」では、第 1回の講師をお願いした。「第 1回さいきッチン」は、高橋さんの

関係人口のおかげで、募集開始後すぐに 15名の定員に対しキャンセル待ちがついた。10月

25日当日は 3人の娘さんたちがアシスタントとしていっしょに登壇。トークショーさながらの料理

教室となった。娘さんたちは「おかあさんの残りの人生の夢の実現のために全面的に支援する

ことを 3 人で話し合って決めた。」と語った。本匠に残る高橋さんと美和さん、転出子の二人

の娘さんは、その人柄と食とを武器に確実に佐伯市の関係人口を広げ続けている。佐伯市

は、来年度も大分市での「さいきッチン」に 3 回、高橋ファミリーの登壇と佐伯市内での「さい

きッチンツアー in 佐伯」のホストとしての重要な役割を期待している。

本匠名物「雪ん子寿司」 さいきッチンで活躍する高橋文子さん
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ケース⑤ 地域おこし協力隊および I ターン者の支援が必要とされるパターン

佐伯市には 2018年 11月現在、13名の地域おこし協力隊員 （37）がいる。年齢は 20代か

ら 70 代までと幅広いが、20 代後半から 30 代が中心となっており、起業指向と社会貢献指

向が強い。田中（2017a）は地域おこし協力隊を関係人口の移住に至った形態として捉えて

いる。ここで紹介する工藤克史さん（27才）、川野幹雄さん（36才）は、いずれも一度佐伯市

を離れて都市部で大学生活と社会人生活を送った後、帰郷して市内の旧佐伯市以外の振

興局区で働いている田口（2017）のいうコミュニティの外側に住む転出子である。

工藤克史さん（27 才）は、旧佐伯市の出身。大阪府の芸術系大学を卒業後、大阪で 2

年半の社会人生活の後、アウトドア関連の仕事がしたいと宇目振興局の地域おこし協力隊

員に応募した。宇目振興局地区は、ちょうど豊後大野市、竹田市、高千穂町とともに、祖

母・傾・大崩山系ユネスコ・バイオスフェア（エコパーク）（38）の指定に向け準備をしていたとこ

ろでもあり、工藤さんは地元のために登録準備と活動を支援したいと帰郷を決めた。登録に

向けた活動では、得意のイラストを使ったフリーペパーを発行するなど、地域住民の啓発活

動に貢献した。エコパーク指定地内には、傾山（1753m）と藤河内渓谷を中心とした豊かな

自然環境があり、その保全と観光活用を目指していた。工藤さんは、現在、宇目キャンプ村

のアウトドアインストラクターとしてキャンプや藤河内渓谷のトレッキングツアー、キャニオニング

などの普及に努めながら、スターゲジングや空き家を活用した「空き家キャンプ」など、いろい

ろなアイデアを尽くしながら定住を目指しているが、瞬く間に 2 年が過ぎ、総務省の助成金が

打ち切られる期限は 2019 年 7 月に迫っている。

工藤さんとともに振興局の垣根を越えて連携を図っているのが、同じ地域おこし協力隊の

川野幹雄さん（36 才）だ。川野さんも旧佐伯市出身。リクルートでの勤務経験やせとうち

DMO との共同事業経験があり、協力隊員たちの良いまとめ役兼、ムードメーカーとして誰も

が認めるところである。本匠振興局の協力隊員として 2年間勤務しながら、起業のプランを模

索してきた。本匠では SNS を使って観光情報を積極的に発信したり、地元の食材を発掘し

てプロモーションしたりと活躍を見せていたが、家族を持つ彼もまた工藤さんと同じように佐伯

市で生業を立てることを模索していた。

2018 年夏、異なる振興局管内で限定的に仕事をしてきた二人を強く結びつけることにな

ったのは、山間部の宇目・直川・本匠・弥生の 4 振興局で新たに結成された観光担当連絡

会だった。連絡会では、キャンプとサイクリングを核に連携して観光新興を行うことになった。

(38) 2009 年から開始した総務省の事業。地域ニーズと移住ニーズのマッチング事業で、国が受入自治

体に対し 1～3年間の支援金を出している。20-30代が 8割を占め、約 6割がそのまま定住している。

(39) 1976年から UNESCO が開始した生物圏と生活圏の両方の環境を保全するプログラムで、正式には

Biosphere Reserves (BR,生物圏保存地域 )。日本ではエコパークと呼ばれている。
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工藤さんはキャンプインストラクターの指導資格を有しており、川野さんはサイクリストの聖

地しまなみ海道の起点・尾道にあるせとうち DMO との共働経験からサイクリング関係のノウハ

ウもあり、7 月の第 1 回会合直後、早速、尾道に飛んだと聞いた。佐伯市役所のスポーツ文

化ツーリズム推進課でも、サイクリングでの町おこしに取り組んでいる阿蘇市と JTB がグランピ

ング事業を行っている南阿蘇村に視察の手配を行った。4 月に市役所観光課から本匠振

興局に戻った野村さんらの支援もあり、9 月初旬の第 2 回会合には 2019 年度のプロモ―シ

ョンに向けた試案が提出された。

川野さんは、その後重要な決断をした。佐伯市での産業振興と雇用促進を図るために国

の支援を受けて活動している佐伯市雇用産業支援協議会に移籍し、市が募集していた観

光開発事業部のリーダーに就任することになった。市と観光協会は、観光開発部を若者中

心のタスクフォースに育てたいと考えている。この観光開発部へ観光推進事業を予算付きで

発注することで、同時に地域おこし協力隊卒業生たちの受け皿の一つとして育成することが

できる。協議会への国の支援終了までにはあと 2 年あり、河野さんと工藤さんは、協議会解

散時に一般社団法人として起業することを目指している。

もう一人のユニークな活動をしているのは、中村香純さん（30才）。福岡県生まれ、東京

などで生活した後、30代を迎えるにあたって佐伯市の地域おこし協力隊員に応募した。市の

観光課に勤務しながら佐伯市に住むユニークなおじさんを紹介するフリーペーパー「月刊佐

伯のおいさん」を発行してきた。月刊といっても約3か月に1回しか発行されないところは、すで

に佐伯のスローライフにどっぷりはまっているようで、彼女自身も「佐伯のゆるいところが好

き。」と語る。英語が得意な中村さんは、カウチサーフィンというウェブサイトを利用し、佐伯市

内に現れる外国人観光客を、文化や知識の交換を条件として家にタダで泊めてやるというか

なり変わった趣味が高じ、中村さんが中心となり複数人の友人たちと今年の4月からゲストハ

ウスを始めるつもりで準備をしていたが、佐伯のゆるさにはまったのか、来年4月からということ

になった。いや、数百万円の負債を抱えてスタートしていいものかさすがに躊躇していたようで

ある。背中を押したのは、かの「関係人口論」の生みの親である指出氏だった。11月に県主

催の勉強会（豊後高田市）で指出氏が講師として登壇。その際に自分の事業計画を発表し、

相談したのである。彼女の宿泊料金徴収方法はかなりユニークで「投げ銭方式」と呼ばれて

いる。宿泊料金を店側から提示せず、お客さんの懐具合やその宿で過ごした時間への感謝

の気持ちとしてお金を支払う。また、「次に宿泊したい」「貧乏だけど魅力的な旅人が来た時

にはこのお金で賄えるよう」といった宿泊者１人１人の気持ちを込めて額を決めることができる

ようにするシステムがこの「投げ銭方式」だという。

地域おこし協力隊員は、2018年 4月現在、全国で 5,000名を超え、人口減少自治体か

らの地域課題解決ニーズと都市居住者やＵターン希望者の田園回帰ニーズ・社会的活動

ニーズとのマッチング形態として定着しつつある。しかし、現場では多くのミスマッチや失敗、隊

員のモラトリアム化などの失敗が起きている。田口（2017b）は、現場での課題を、①放置（移
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住者の確保を優先させ、協力隊員にミッションが与えられない。）、②束縛（協力隊員の活

動を過度に限定する。）、③ズレ（協力隊員のイメージした活動やライフプランと実際の活動

内容のズレ。）にあるとしており、行政担当者や地域、受入団体との間で調整が不調に終わり、

コミュニケーション不足や退任に至るケースが少なからずあることを指摘している。また、総務

省から自治体への補助金は、3年間の有限のため、4年目以降のライフプランが実現向けた

大きな悩みと不安を協力隊員たちは常に抱えて活動している。

佐伯市へは、筆者から、I ターン、地域おこし協力隊員の総務省からの支援が打ち切られ

る 4 年目以降の活躍の場として、一般社団法人などに定住を目標とする優秀な人材を集め、

担い手が必要となる事業や観光活性化、プロモ―ション事業などを継続的に発注していくこ

とを提案した。市では、提案をうけ、新たな観光の担い手として、2020 年まで国の支援があ

る佐伯市雇用産業支援協議会を活用し、観光開発部に地域おこし協力隊員の 4 年目以

降のライフプラン実現に向けた受け皿としての支援プラットフォームを構成し、市の観光事業

を予算付きで委託しながら、生業（なりわい）の実現と定住に向けた支援を行っていく方向性

を検討している。

「ツール・ド・佐伯」で活躍する川野幹雄さん エコパークの普及活動に努める工藤克史さん

外国人観光客と積極的に交流する中村香純さん
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4-7-3. アンケート調査の意味と政策活用の可能性

今回の調査を行う中での気づきとして、関係人口の数量的自己評価に関しては、かなり

強く回答者の主観が働いており、客観的に多くの関係人口を有するとみられる主体であって

も、精神的孤立や閉塞状態に陥っているケースがあることが分かった。また、同一自治体内

で観光関連の事業に従事していながらもバリューチェーンが確立していなかったり、振興局を

またぐと知識やノウハウの共有がなされていなかったり、観光事業の構築に役立つすぐれた専

門知識やノウハウも持つ主体が政策立案者との関係性を持たなかったり、後継者育成の取

り組みがなされていなかったりといった様々な問題点が見えてきた。

すなわち、自治体政策立案者にとってキープレイヤーと認識されている主体について、この

種のアンケートを実施すること自体が、主体を客観的に評価しサジェッションを行ったり、主体

同士を有機的に結び付けるためのヒントを得るのに大変有効である。また、観光バリューチェ

ーン確立を促進したり、課題を抽出し、アクションプランを立てていくうえで役立ちそうである。

4-8. 関係人口活用実証事業の実施状況と中間評価、今後の展開

筆者は佐伯市に対し、2018 年度の予算を活用しての関係人口活用の実証事業を提案

し、10 月より実施している。以下、各実証事業の概略である。

4-8-1. 実証事業①佐伯スローフード料理教室「さいきッチン」

佐伯の重要な資源である「食」、特に自然を生かし、時間をかけて作られ、その製法が守

られている「スローフード」とそれを作り続けている「さいき人（さいきびと）」をレバレッジとして、

大分市を中心とする関係人口の構築と佐伯市への交流と関与の拡大を図っていくものであ

る。これまで、佐伯市は大分市内にアンテナショップなどの情報発信拠点を持たなかったた

め、月一回、１５名定員のスローフード料理教室と併せて、キッチンの向かいのビル１階にある

大分市の無料施設を使って情報発信を行なった。料理教室講師には、すでに県内で知名

度のある、「雪ん子寿司」の開発者・高橋文子さん、首都圏への「ごまだし」の販路を持つ

「漁船女性クループめばる」代表の桑原政子さんらにお願いした。

表 4‐11 2018 年度スローフード料理教室「さいきッチン」実勢および予定 (各回定員 15 名 )
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さいきッチンでは、１回 6‐8万円のコストで、毎回１５名、半年で 90名の参加者を募集して

いる。これまでの３回で延べ 36 名が参加したが、３回すべて参加した方が８名、２回参加者

が７名、1回のみの参加者が 9名で実質 21名と、一見効率が悪いように見える（40）。しかし、

島根県が行っている「しまコトアカデミー」に比べれば予算は極端に小さい。また、教室で使っ

た食材や講師が販売している商品の売上から 15％程度のコミッッションを得ることが可能で

あり、かなりの部分回収は可能である(41)。

2019 年度の事業案では、教室を年間 3 回参加可能な会員制として、事前に年会費徴

収の上、年間で 15名ｘ4グループ＝60名の会員を創出する。さらに、今年度の会員化予定

人数 30名と併せて 90 名の会員と家族や友人を対象とし、佐伯市内で食品生産サイトの見

学や食体験を含む「さいきッチンツアー」や「さいきッチン in 佐伯」などのイベントによりこのプロ

ジェクトの関係人口を 300 名規模で頻繁に佐伯に行う規模に拡大することを目指している。

「さいきッチン」は、関係人口創出だけでなく、新たな佐伯市のブランディングに関しても重

要な目的を持っている。佐伯市の最も重要な政策である「食のまちづくり」を具体的なブランド

イメージとするうえで、古来から護り続けられている「スローフード」の考え方と技術を具体的な

観光素材として市場に示すことは、後述する「スローシティ」の成功例に学んだものだった。

4-8-2. 実証事業②「深島ねこ台帳」プロジェクト

次に取り組んだのは、市最南端の蒲江町沖 30 分にある人口わずか 18 名の小島「深島」

で行われている「深島ねこ台帳」プロジェクトである。日本には瀬戸内海や玄界灘をはじめ、

数多くの場所に猫島があり、すでに外国人を含めた観光地化している場所も少なくない。筆

者がこの島に取り組みを対案したのはいくつかの目的がある。

ひとつは、この島のねこたち 100 匹の餌代は、すべてこの島の住民がまかなっており、かな

りの額になるだけでなく、近親交配のため病気が出る可能性が高く、観光地として維持してい

くためには基金が必要なこと。そして、もう一つは、深島のねこたちの保護がマンボウというこれ

までの観光資源を失った(42)蒲江地区の新たな観光客増加と関係人口構築のカギとなるこ

とである。

(40) 参加料を当日集金としたために、当日キャンセルが多く発生したことも問題となった。

(41) コミッションについては、2019年 4月開催分から観光協会への収益として回収されることになっている。

(42) 3月から 6月にかけて漁網にかかったマンボウを保護展示していた県の施設マリンカルチャーセンター

が 2018 年 3 月に閉鎖されたことによる。
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この島のねこたちの数は、ほぼ 100 匹前後で維持されている。理由ははっきりしないが、自

然と数が調整されている。数が増えないこともあり、島民はすべてのねこに一匹一匹名前を

付けてまるで家族のように一緒に暮らしている。島で唯一のゲストハウスであり、食堂でありマリ

ンスポーツショップでもある「でぃーぷまりん」を経営し、無添加のスローフード「深島味噌」をつ

くる島の加工場を営むの若い U ターンの阿部さんご夫妻は、すべてのねこの名前の判別がで

きる。テレビで紹介されたこともあり、土日を中心に観光客は増えつつあるが、島へは 1 日 3

本の定期便しかなく、朝 8：00 に入島すると 12：40 まで帰る便がない。そこで、ねこたち一匹

一匹を名前と写真とプロフィール付きでポケット図鑑化し、観光客に新たな楽しみ方を提供し

ようというものだ。

このプロジェクトで、観光客は、島民とねこたちの深い関係と地域課題を知ることとなり、寄

付やえさを持っての再来島をするサポーターとして関係人口化される。図鑑の売り上げの一

部は島に還元され、餌代や病気の治療に備えた基金化される。将来的にはキャットフード会

社の支援が受けられればとも考えている。

実はこのスキームは、アムステルダムに実在する「ねこのボート」として実際に存在する(43)。

アムステルダムでは、飼い主の死などで取り残されたねこたちを運河に浮かぶ 2 艘のボートで

保護しており、観光客や支援者にも時間を決め公開している。

「深島ねこ図鑑」は、2019年 3月出版予定で編集が進められているが、販売額や寄付金

に関する詳細の計画は、これから検討を行う。2019 年度の事業進捗を引き続き観測したい。

4-8-3. 実証事業③佐伯市ふるさとインターンシップ

佐伯市は、一般的にきれいな海と海の幸で知られており、山間部の観光のイメージが薄い。

2017 年はユネスコ・エコパークに登録されたが、宇目・直川・本匠の 3 振興局区の市営キャ

ンプ場の利用者の利用は、ゴールデンウィークと夏休みに集中している(図 4-14）。また、利用料

金が条例により年間を通して同じ額でしかも非常に安いために、収益が上がらず、キャンプ場

施設を指定管理に出しても、年間数百万の赤字となってしまうという問題を抱えている。

季節波動を考慮した料金設定については、条例改正により可能であるし、ピーク期以外の

誘客もプロモーションと組合わせることで可能だが、最大の課題は施設の担い手が足りないこ

とである。直川と本匠のキャンプ場は、地元の林業・農業婦人の皆さんが組合を作って運営

しているが、高齢化のため指定管理の継続すら難しい状況に直面している。宇目は 40 代の

U ターン者が起業して運営しているが、やはり夏場の営業成績を伸ばすには若者の手が足り

ない。

(43) ねこのボート https://depoezenboot.nl/en
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図 4‐14 佐伯市のキャンプ場 3 施設利用の季節波動状況

出所： 佐伯市観光課「佐伯市観光施設等統計表」から筆者が作成

表 4‐12 インターンシップスケジュール

出所：筆者による九州産業大電話の講義資料、2018 年 12 月

筆者からの提案は、福岡市の九州産業大学で観光を学ぶ学生を対象にピーク期のインタ

ーンシップを行うものであった。宇目・本匠 2か所のキャンプ場について、2019年 8 月に 1か

月間の長期有償インターン 3 名の派遣を要請し、2018 年 12 月から募集に入っている。
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プログラムは表 4‐12 のようなスケジュールとなっており、繁忙期の担い手不足を補うことを期

待している。一方、学生にとっても人口減少自治体での観光運営について、実際のフィール

ドで体験できる機会となる。また、長い人生の中で都市生活に疲弊した時の新たな生活のチ

ョイスのひとつとして、記憶しておくことができるだろう。大学での講義では、佐伯市の課題や

観光への取り組みと方向性について、詳しく説明を行ったが、講義を受けた学生からは、すで

に次のような感想が寄せられている。

表 4-13 学生から寄せられた感想

 これまでの講義で最も地元・地域に密着していた企業だった。

 自分の故郷も佐伯市と似ている。こうした場所で体験することで、地域の抱える問題

点や異文化に触れることで得られるものがある。田舎でのインターンシップは特にコ

ミュニケーション力が重要だと考える。

 佐伯市は典型的な過疎地という印象を受けたが、スローツーリズムを工夫して実践

している。田舎には田舎なりの観光がある。それを実現するには観光地の整備や

PR 活動が重要となってくる。

 地域にあるものにあまり手をつけず「持続可能なふるさととしての観光」に取り組んで

いる。

 自然や人のつながりを活かしたまちづくりが行われており、活性化していくには活発で

色々なアイデアを持つ人材が必要である。また、まちのことを真剣に考え向き合う

ことが大事である。

 地域おこし協力隊を初めて知った。取り組み方は人それぞれで面白いと感じた。

 今までのインターンシップは「人の能力」を使うものが多かったが、「自然の力」を活か

したこうした職場では「周りを見ながら行動することが大事ではないか」と思えた。任

せっきりではなく、よい意味で周りの力を借りながらインターンシップを取り組みたい。

出所： 九州産業大学・室岡准教授からのフィードバック

佐伯市では、2019 年のインターン結果を定量・定性両面で評価し、良い結果が得られれ

ば次年度以降も受入を拡大していく予定である。また、筆者からは、本匠地区では、6 月に 3

週間だけあらわれるホタルの飛翔時期について、県内の大学からのインターンシップを実施

することを提案している。
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５.スローシティ～海外における関係人口モデルとしての再評価～

1990 年代から大消費地と生産地との共生関係を成立させてきたモデルとして、国際的に

も高く評価され、2018 年 12 月現在、世界 30 か国 252 都市にまで広がったスローシティ

(伊：Citta slow、英：Slow city)が知られている。まだ、関係人口論のケースとして紹介され

た事例はないが、筆者は 2012 年に欧米ラグジュアリークラス・クルーズ船の誘致に向けた観

光資源調査の一環として訪ねた韓国・全羅南道にあるスローシティのダムヤンやシナンを訪

ねたり、2013 年に佐賀県・鹿島市に国際スローシティ協会のソン・デヒョン副会長や日本初

のスローシティ・気仙沼市の菅原会長をお招きしての国際シンポジウムを組織したりしたことが

きっかけで、日本でのスローシティの可能性について考えてきた。2017年の「関係人口論」の

登場は、消費地としての都市と生産地としての農山漁村との共生関係をスローフードやスロ

ーライフというキーワードにより再構築するというスローシティの機能との共通性を鮮明にし、我

が国での可能性を示唆するものとなった。本章ではその概略を述べる。

5-1. 1980 年代イタリアの社会的背景とスローフード運動

筆者がローマに駐在した 1989 年、ファストフード店はローマのヴェネト通りに 1 か所、ミラノ

のヴィットリオエマヌエーレ二世のガレリアに 1 か所、計 2 店舗のマクドナルドがあるに過ぎなか

った。1986 年にイタリアの片田舎で、必要以上に工業化され、没個性化され、スピード化さ

れる社会と食とに対するアンチテーゼとして、後に国際スローフート協会初代会長となるカル

ロ・ペトリーニらによって立ち上げられた「スローフード運動」という言葉は、まだ、首都ローマでも

あまり聞かれることがなかった。しかし、各地に固有の食と文化を工業化とグローバル化から

守り続けようと呼びかける運動は、この時すでに国際的な力を持ち始めており、1989 年には

世界 15 か国の運動家から支持される国際運動として、欧州最大の農業国の首都にして、

食の都であるパリのオペラ・コミークで「スローフード宣言」の署名式と国際協会の発足が行わ

れている。NHK のテレビ番組「アリスの美味しい革命」で紹介されたアリス・ウォータースもまた、

工業化農業とファーストフードの国・米国にありながら、1970 年代から有機農法とクリーンな

農業を主張してきた一人で、バークレーでの食育運動「食べられる校庭」(44)など、今日の食

のまちづくりのモデルとなる活動をリードしていた。アリスは、後に国際スローフード協会の副会

長として運動に加わっている（44)が、そのことを知る人は、我が国ではあまり多くない。

(44)Edible Schoolyard; 学校長経験のあるアリス・ウォーターズは、マーテイィン・ルーサー・キングＪｒ

通学校の行程と駐車場を畑に改造し、子供たちと地域住民共同で学校給食用の農作物を作ることを

提案。地域ぐるみで「食」について考える「食育活動」のモデルとして知られている。

(45)ペトリーニ「スローフードの奇跡」2005-2009,pp67-70
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元来、イタリアではその土地で伝統的に作られてきた食材と食文化を大切にし、季節を外

しての人工的な農業生産や経済成長重視の工業的農業に対する抵抗感が強かった。スロ

ーフード運動の発端は、ファーストフードの象徴であるマクドナルド 1号店のローマ進出のように

語られるが、これは表面的な説明であり、当時のイタリアでは農業のグローバル化の影響とし

て、安い中南米の野菜などの流通が始まっており、そのことによる農家の経済的疲弊が問題

となり始めていた。ペトリーニらは、「おいしい(Good)、きれい(Clean)、ただしい(Fair)」の分か

りやすいスローガンを掲げ、食する者たちを「消費者」ではなく「共に生産する者（共生産者）」

として位置付け、消費者の責任と運動参加を広く国際的に呼びかけた。ここでいう Good とは、

「健康的でおいしい」こと、Clean とは「環境に負荷を与えない」こと、Fair とは「生産者が正当

に評価される」ことである。スローフード運動に携わる生産者、料理家、学者、地域団体、

NGO、若者のネットワーク「テッラ・マードレ(Terra Madre、イタリア語で「母なる大地」）」は、

2004 年から 2 年に一度トリノで国際会議「テッラ・マードレ」を開催してネットワーキングと諸課

題の議論を行っている。2010 年まで別会場で開催されていたスローフードの見本市「サロー

ネ・デル・グスト(Salone del Gusto;イタリア語で「食の祭典」）」は、2012 年から「テッラ・マー

ドレ」と同じ会場で開催されている。

2018年 12月現在、スローフード運動は、世界 150か国、会員約 10万にまで広がってお

り、ピエモンテ州ポッレンツォには食科学大学 (イタリア語: Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche、英語名称: The University of Gastronomic Sciences、略称: UNISG) を

運営するに至っている。我が国においても、2018 年 12 月現在、23 のコンビビウム

（convivium;支部）と 3 のユース(youth)グループが日本スローフード協会傘下で活動に参

画している。九州では、長崎・宮崎県綾・琉球の 3 つのコンビビウムが活動している。

5-2. スローシティ運動への発展

スローフードは、食と食文化を育む環境を守ってきた地域社会の保全が前提となる。スロ

ーフードの精神を守りながら、地域社会自体を持続可能なものとして守ろうとする社会運動と

して登場したのが「スローシティ」である。1997年オルヴィエートで開催された国際スローフード

大会に出席したトスカーナ州グレーヴェ・イン・キアンティのパオロ・サトゥルーニ市長が呼びか

け、1999 年にグレーヴェ市にオルヴィエート、ポタジーノ、ブラ 3 市の市長を招いて「スローシ

ティ宣言」を行った。この運動の特徴は、人口 5万人以下の小さな町のネットワークであること

だ。スローフードを守り、人間らしく生きるスローライフ、人間らしいリズムで人間らしい暮しがで

きる欧州での規模感なのだという(46）。

(46) アジアでは 5 万人という基準は実情に合っておらず、韓国代表であり国際副会長であるソン氏の

努力で認定のための指標から外されている。
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元来、小都市国家（コムーネ comune)の乱立から 1871 年に統一された新しい国家であ

るイタリアでは、町ごとの自負心が強く、スローシティの考え方は急速に広がり、現在では 20の

町が認定されている。欧州では、フランス、スペイン、ドイツ、英国、ベルギー、オーストリア、オ

ランダ、ポルトガル、スカンジナビア諸国、トルコ、ポーランドなど広く受け入れられている。

アジア太平洋諸国においては、韓国が最も積極的に認定を受けており 13、中国が 8、台

湾が 4、オーストラリアが 3、ニュージーランドが１認定されている。日本では、2013 年に気仙

沼市、2017年に前橋市赤城地区の 2カ所が認定を受けた。アジアでは新たな観光ブランデ

ィングとしての取り組まれているケースが少なくないため、韓国の一部の町ではオーバーツーリ

ズムが問題になることもあるが、国際協会副会長を務めるソン・デヒョン漢陽大名誉教授の

影響力が強い。ソン・デヒョン氏はアジア各地へのスローシティ普及に努めており、欧州で作ら

れた 50 数項目に及ぶ厳しい認定基準をそのままアジア諸国に適用するのは難しいとして、5

万人枠を基準から外すなど、地域特性を反映させたいくつかの認定基準の変更を本部に認

めさせた他、スローシティの精神とあり方をわかりやすく説い『ゆっくりと、まがりながらいこう(Go

Slow and Curvy)』（sohn, Jang et. 2015)を著してしている。ソンはその中で、現代社会の

直面する課題解決のキーワードとして、slowness（スローであること）、smallness（小規模・

適正規模であること）、sustainability（持続可能であること）の「３S」を掲げている（47 )。また、

経済的競争によって成り立っている資本主義 (capitalism)のアンチテーゼとして、スローな生

き方と人間の根源的幸福とを目的とする漫本主義 (manbonism)という考え方をピューリタン

的資本主義と仏教思想的経済論との融合形態として提示している（48)。

5-3. スローシティ・モデルの関係人口論的再評価

スローシティは様々なかたちで関係人口を構築している。例えば、フィレンツェとシエナに挟

まれたグレーヴェ・イン・キアンティでは、1998 年から近隣 8 自治体で農業やワインの生産者

組合を組織して、キャンティ地方全体の国際ブランド力向上を図ってきた。近年では、月に

一度「オーガニック・マーケット」が開催され多くの都市住民が訪れている。月に一度という頻

度は、相当数のリピーターがなければ成り立たない。また、毎年ニューヨークからジュリアード

音楽院の学生 40～50 名を受け入れており、ホームステイと交歓演奏会が開催される(49)。

キアンティは、近郊中核都市とだけでなく、ニューヨークとも関係人口の構築に成功している。

(47) sohn el.2015,p1

(48) sohn el.2015,pp157-169

(49) 島村菜津『スローシティ』、2013、pp.36-38
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フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州サン・ダニエーレでは、名産の生ハム「サン・ダニエーレ

(Prosciutto di San Daniele)」がキーとなっている。イタリア人に愛され、国内でほとんど

消費されていたサン・ダニエーレは、その製造過程や地域の特殊な風土に根差した生産環

境について、ほとんど市場で知られていなかった。生ハムづくりは、人口の 8 割が従事する町

の基幹産業で、一時大手国際企業ネスレの進出もあったが、すぐに撤退して現在はイタリア

企業が生産を担っている。町では 1985 年から「アリア・ディ・フェスタ」という祭りを開催し、毎

年数社が工場を開放して観光客に生産工程を見学するツアーを実施している。島村

（2015）によると、生ハムの生産組合では、招待客の食事会やコンサート、駐車場からの観

光客用シャトルバス運行などの費用を広報のための投資として負担している。こうしてサン・ダ

ニエーレの生ハムは、都市消費者との関係人口構築によって支えられている。

スローシティは、急速に均質化が加速していく都市住民に、人間らしくスローなライフスタイ

ルの体験とスローフードを提供することで、イタリアの中核都市と生産地や近隣小都市との共

生関係を構築している。そこには、関係人口論の「関わりの階段」で見てきた、特産物の購

入者、頻繁な訪問者、都市と生産地の二拠点生活者、移住者が確実に存在している。

5-4. スローシティと観光

スローシティ運動は、その精神において商業的観光と一線を画そうとしてきた。1960 年代

にイタリア北部の農家で農閑期の副業として始まったアグリトゥーリズモの全国的拡大は、簡

単に現金収入を得られる観光の本業化による農業の衰退を引き起こすことが危惧されたか

らだ。国は、1985 年には「アグリツーリズム法（1985 年 12 月 5 日の法律第 730 号『アグリツ

ーリズムに関する規定』）」により、農家が経営主体であること(農業収益が収入の 7 割を超え

ていること)を条件に、農村にふさわしい観光による収入補填を活用した農業の存続を目指し、

映画などで集中的に紹介されたトスカーナやウンブリアを中心に、2005 年には 13,000 戸に

まで増え、年間 300 万人がり利用するまでに成長した(50 )。2006 年には、州に権限が移譲さ

れるとともに登録方法が大幅に簡略化されたが、反面、その土地の農業生産物やワイン、郷

土料理の提供を義務付けるなど、スローフードの考え方を反映した規制強化も行われている。

イタリアでのスローシティの在り方には、このほかにも文化財保護法と自然美保護法からなる

「景観法 (1938) 」や土地所有と建築の自由を分離する「プロカッシ法 (1977)」、建築禁止

区域の決定権や風景計画の策定権を州に委譲した「ガラッソ法 (1985) 」、文化財と環境

資産の活用を統一的に州の権限で監視・規制する「テスト・ウニコ（1999）」（統一法典）など、

州レヴェルに権限移譲された法規制による景観保全が大きく影響しており、結果的に観光

資源を保全することにつながっている。

(50) 萩原愛一「イタリアのアグリツーリズム法」国立国会図書館調査及び立法考査局、2008



78

また、5-3 でみた、食を持続的資産として都市との共生関係を成立させているスローシティ

は、結果的にスローフードのイベントやサイトツアー、体験ツアーなどへの消費地からの都市住

民の参加という形で観光が成立している。こうした目的が明確な交流人口は、生産者やレス

トラン、アグリツゥリズモの宿泊施設などとの結びつきが強く、関係人口化しやすい。
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６. 佐伯市における今後の地域経営と観光戦略の提言

関わりの階段における課題と想定される経営政策としてどのようなものが必要とされるのか、

表 6-1 にまとめた。各ステップには観光政策として取り組む機会が多く含まれている。

表 6-1 関わりの階段各ステージにおける課題と観光政策を含む政策事業案

出所： 調査に基づき筆者が作成
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筆者は、調査と並行して、佐伯市の特性を考慮し、前出の佐伯市版「関わりの階段」を作

成して、交流人口の関係人口化、関係人口の移住定住化、移住予定者の定住促進に向

けた諸政策を検討してきた。その中で、観光政策として取り組めることは、ステップにおいても

重要な役割として想定し事業化することが可能である。その中には、すでに運営者が高齢化

し、担い手が足りないキャンプ場施設への福岡市の大学生インターンの派遣や地域おこし協

力隊員の定住基盤となる活動組織の整備と観光事業の行政からの事業委託を行うための

スキームの整備など具体的なものとして動き始めているものも含まれる。

インタビューで紹介した事例は、それを意識せずに実行している方々の事例でもあり、人口

減少自治体の行政の諸政策に「外の力を借りることは恥ずかしいことではない。お互い様の

発想である。」ということが定着してくれば、関係人口の具体的な活用は加速的に進むだろう。

6-1-1. 無関係ステージ（交流人口）

一般観光客、一般ビジネス客の多くは、佐伯市に関心を持っていない。単に風景を楽しん

だり、寿司や海鮮丼を食べにくる日帰りドライブ客、業務のために佐伯に訪れる日帰りビジネ

ス客がほとんどである。こうした「無関係ステップ」の交流人口には、佐伯市に何らかの関心を

持ってもらい、関係人口ステップへ誘導したい。そのためには、何らかの契機が必要であり、

観光政策として取り組むべきことが多い。スローライフの地域ブランドアピールやスローフードの

イベントの開催、人と人とが直接的に触れ合うことのできる体験型イベントの実施、あるいは観

光施設や食事施設での魅力的な人的観光資源との記憶に残るコミュニケーションの演出な

どが考えられる。

6-1-2. 特産物購入・ふるさと納税ステップ（関係人口①）

地域特産物の購入やふるさと納税は、地域への関与こそ見られないが、関心の入り口と

考えたい。地域の観光物産施設では、商品の販売を通じて背景にある食文化や生産者の

情報、観光情報などを購入者に提供することができる。「●●さんが作った●●」というレヴェ

ルでは、関係が構築されたとはいいがたいが、繰り返し購入してもらい、繰り返し情報を提供し

てもらうことで、関与のレヴェルまで関係を構築することができる可能性がある。ふるさと納税

の返礼品送付や通販では、顧客情報の管理が可能なので、市の担当部署と観光担当部

署ないしは観光協会が連携して、季節の自然や観光情報、都市部で開催するイベントの案

内などの情報をカスタマイズして送ることができれば、次のステップである「頻繁な訪問者」や

GCF、災害復興支援などへの「寄付者」のレヴェルへと関与を深めることが可能だろう。
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6-1-3. 頻繁訪問・寄付ステップ（関係人口②）

頻繁な訪問者や寄付者のレヴェルにある人たちは、ある程度の積極的関与の意志を持っ

ている。頻繁な訪問者とは、「人と人」のつながりを深めることで、地域を訪問する目的として

定着させたい。そのためには、旅行会社やコンサルティング会社お得意の、お仕着せの「おも

てなし教育」ではなく、地域の人の心から発せられる言葉によるコミュニケーションが必要であ

る。前に述べた、やまろ渡邉社の手書きのお礼状も、文字ではあるがその一つの方法である。

また、観光政策としては、このステップの人たちに、寄付対象事業の報告や事業の対象と

なった地域の人たちとの直接交流の機会を含むツアーやイベントを設けたり、生産施設も見

学や訪問をして人的結びつきを演出することで、継続的な関係人口として定着を図りたいし、

行政側としての最終目標である「移住・定住」に関しても、将来的チョイスのひとつとしてさりげ

なく情報をインプットしたいものである。

6-1-4. 二地域居住ステップ（関係人口③）

このところ二拠点生活者のことをダブル・ローカル、あるいはデュエラーなどと都会的な名

称で呼ぶ機会が増えているように感じる。都市出身の二拠点居住者は、スローライフの実現

や地域との支援・共生など、自己の積極的動機を有する場合が多いが、一方で、大分市や

福岡市のような地域の中核都市から比較的近距離にある佐伯市は、都市部に相当数の転

出者を有していることが多い。こうした転出者は、週末や祭事などに際し、いつでも出身地に

帰ってコミュニティに参画することが可能であり、ある意味「消極的動機による二拠点居住

者」とみなしてよいだろう。

こうした関係人口としての転出者については、佐伯市の話題や情報を絶えず共有する機

会を作り、まちづくりなどの地域活動にも関与できる方法を確保しておくことが望ましい。例え

ば、ふるさと住民票の発行、パブリックコメントの募集、イベント情報の案内など、様々な絆の

構築と継続方法が考えられるだろう。

また、高齢化する両親との居住や家業の継承、起業などを目的としたＵターンに備えての

具体的な家計・生活モデルの提案や相談会の定期的な実施、行政による支援に関する情

報提供などを継続的に行い、「安心して帰郷できる」という気持ちを持っていてもらうことが必

要であると考える。

観光政策としては、大分市内や福岡市での観光プロモーションイベントへの参加を促したり、

季節の情報や食を提供したり、まちづくり課や市民課など他の移住定住政策部署との連携

を図った情報提供の機会として利用を促進すべきである。
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6-1-5. 移住想定居住ステップ（関係人口④）

しかしながら、移住から定住へのステップアップには、多くのハードルがある。特に地縁のな

い移住初期段階の I ターン者や 3 年間の支援期限がある地域おこし協力隊員にとっては、

地域に受け入れてもらえるか、生活が成り立つかは最も高い壁となっている。

こうした定住を前提とした移住者には、支援期間が終わった後でもちゃんと生業（なりわ

い）が成り立つように農業人材バンクへの登録を勧めたり、副業の斡旋を行うことや、個人の

能力や特性にあった仕事とのマッチングなどの支援が必要である。特に 3 年間でパッタリと国

からの支援が打ち切られる地域おこし協力隊には、4 年目以降も定住に向けたソフトランディ

ングができるよう、一定の事業母体に所属させて事業発注を行うなど地元自治体からの支

援が必要である。観光政策部署では、そのような事業発注に関しては、すでに筆者からの提

案を受け、前出の川野さん、工藤さんが移籍する事業母体への事業発注を進めている。

また、居住し、生業を行う地域住民やコミュニティとの関係がうまくいくよう、関係を強化す

ることにも配慮したい。定住後も、こどもの養育や医療にかかわる支援、大学進学時の教育

費などライフステージに応じた支援も可能であれば制度化できるとよいだろう。

佐伯市のような田舎人にとって、「（コミュニティの）外の力を借りることは恥だ」という強い自

負心が未だにある。あるいは「外の力を借りる」という発想自体が働かない場面をよく見る。

そして、現在地域がかかえる諸課題は、コミュニティの中で解決できないものが累々と増えて

おり、最初からできないものとあきらめてしまう行政職員が多い。佐伯市のように、9 つもの市

町村が合併した自治体では、各振興局（いわゆる支所）ごとに問題解決に取り組んでしまうと

いう、旧来のコミュニティの考え方が未だに残っている。

筆者は、事あるごとに「外の力を借りること」を前提とする「関係人口」の話をするようにして

きた。「自分たちででいないことは、振興局の外、佐伯市の外、あるは福岡や東京に解決方

法を知っている人がいて、協力してくれますよ。」と。その発想は、地元の皆さんにとって「目か

らうろこ」であったようである。「関係人口」の考え方は、これまで地域内部での解決にとらわれ

ていた行政やコミュニティに発想の転換をもたらしつつある。本匠振興局の野村さんは、積極

的に局内で「関係人口」という言葉を使っているんですよ、と教えてくれた。12 月議会では、

質問に立った議員さんがふるさと納税に関する「関係人口」活用についての質問をしていた。

私のとなりで執務している、観光協会の古田事務局長も「それ、関係人口やな」と、すっかり

関係人口の考え方になじんできた。

こうした、意識の転換こそが、関係人口論を政策化し、地域社会を変えていくうえでのスタ

ートではないかと、考えている。
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6-2. 関係人口を活用した観光戦略とアクションプランの提言

6-2-1.佐伯市の目指すべき持続可能な観光戦略 - 均質化しないスローな佐伯 -

佐伯市には、近隣の臼杵市の日本最大の石仏群で国宝に指定されている「臼杵摩崖仏

群（臼杵石仏）」や世界最大の温泉都市・別府、京都・奈良よりも歴史の古い宇佐・国東を

中心とする歴史や国内でもまれな「神仏習合文化」などの国際的価値を認められた突出し

た観光資源がない。由布院の玉の湯や亀の井別荘のような著名な宿泊施設も温泉すらな

い(51)。安心院、野津、高千穂などの農家民泊のおこぼれで、外国人観光客の滞在は伸び

始めているが、すでに九州管内には競争相手が多く、コモディティ化している。水深 14 メート

ル、延長 560 メートルの港湾施設はあるが、強度が 5 万トンしかなく、10～17 万トン級の中

国からの主力クルーズ船の停泊はできない。また、仮に停泊できるように整備したとしても、新

中間層を中心とするカジュアルクラスの中国人乗客は臼杵石仏や高千穂、別府など 90 分

圏内のメジャーなデスティネーションに流れてしまうだろう。カジュアル市場のインバウンド観光

が、佐伯市の主要観光産業となることは、将来的にも考えづらい。

図 6‐2 関係性とリピート性を考慮した佐伯観光の市場イメージ

出所： 筆者による佐伯市幹部および観光協会会員向け講演資料

(51) 山間部にいくつか鉱泉があるが、温度が低く沸かし湯である。
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6-2-2. 観光ポートフォリオによる目標管理と関係人口化

前述したように、総務省の資料によれば、住民一人の減少は、国内宿泊客 25 名、国内

日帰り客 69 名、訪日外国人観光客 8 名の誘致で補うことができるという。しかし、この方程

式には大きな落とし穴があることに気付いている自治体がどれほどあるだろうか。この方程式

は、あくまで 2014 年以前の「爆買い」時代の全国平均数値であって、前述したように訪日外

国人観光客の 70％以上が、東京・大阪・京都・北海道・沖縄・千葉・福岡の上位 7 都道府

県に集中していることが前提となっている。2016 年の訪日外国人観光客平均消費額は約

15.6 万円であるが、例えば、九州は全国平均より 3 万円安い約 12.6 万円である（52）。これ

から計算すると、住民一人の減少を補う外国人観光客は、九州では 8 名ではなく、9.7 人と

いうことになる。さらに、この数値には全国 7 位の福岡県が含まれており、その他九州各県で

は間違いなく 10 名以上が必要となることが予測できる。こうした議論が、大分県の観光戦略

およびタスクフォースであるツーリズム大分のマーケティング会議等に反映されないことには、

強い危機感を感じざるを得ない。

各自治体は自らの地域に訪れる観光客の消費行動をより正確に捉え、訪日宿泊観光客、

訪日通過観光客、国内宿泊観光客、国内日帰り観光客について、それぞれ、団体客と個

人客別に目標数値と実績管理をポートフォリオ化して行う必要があると考える。

この点において、佐伯市の観光行政は、第二次総合計画と観光基本計画の中で、最終

年度である 2027 年の目標数値（観光施設入込客数 129 万４千人、宿泊客 24 万 2,900

人、内外国人宿泊客 3 万人）を定めているだけで、年度別目標数値の KPI 化すらできてい

ない状況にある。すでに 2018 年度から第二次総合計画の実施に入っているわけであり、早

急に目標数値のポートフォリオ化と実績管理の体制構築を行うとともに、2019 年度事業計

画および予算計画への反映とタスクフォースである（一社 )佐伯市観光協会、佐伯市雇用・

産業支援協議会との役割分担を明確にすべきである。

各年度の目標数値は、表 6-2 のポートフォリオに従って設定すべきであり、それぞれの観

光市場ポートフォリオの目標を達成していくうえで、アクションプランとアクションプラン別の目

標数値を設定管理する必要がある。表 6-3は具体的イメージである。ブレイクダウンの事業ご

と、市場地域ごとに年度ごとの目標数値とアクションプランを綿密に計画することが、今後の

観光戦略の実現に向けた準備として必要となってくる。

(52) 九州運輸局「九州観光のこれから」観光アカデミア九州報告資料、p13、2018 年 2 月
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表 6-2 観光ポートフォリオのイメージ

分類 個人客 団体客

訪日宿泊客 ①一般訪日旅行者

②農泊・漁村泊客

③訪日ビジネス客

④スポーツイベント参加者

①団体ツアー客

②農泊・漁村泊ツアー

③修学旅行

④交流・視察団

⑤クルーズ乗客

訪日通過・日帰り客 ⑥一般訪日旅行者

⑥MICE 参加者

⑥団体ツアー客

国内宿泊客 ⑦一般国内旅行者

⑧キャンプ客

⑨スポーツイベント参加者

⑩ツーリング客（バイク/自転車）

⑪ネイチャーツアー参加者

⑦バスツアー客

⑧周遊型ツアー客

⑨スポーツ・文化合宿

⑩ネイチャーツアー客

⑪クルーズ乗客

国内通過・日帰り客 ⑫近隣からのドライブ客

⑬食観光客

⑭マリンスポーツ客

⑮バイクツーリング客

⑫バスツアー、JR ツアー客

・

ポートフォリオの中で、下線を引いたジャンルの旅行客は、関係性の薄い「交流人口」から

「関係人口」への誘導が可能であると考える。佐伯市の場合、スローライフとそれをゆったりと

生きている「佐伯人（さいきびと）」がそのキーとなる重要な観光資源である。可能な限り、来

訪者と「佐伯人（さいきびと）」とのコミュニケーションが成立するような観光商品や観光サービ

スを提供することが効果的である。

旅行会社お仕着せの「おもてなし研修」のよそよそしいものではなく、サービスの提供者の

心から自然と出てくる言葉やコミュニケーション、サービスであることが重要である。「人と人」と

の結びつきで構築された観光は強い。サービスの提供者と会って、美味しくて、安全で、環境

にやさしい食事を、時間をわすれ「ぼちぼち（ゆっくり）」と地元のひとたちとおしゃべりをしながら

楽しむ。あるいは、泊りがけで、ここに住んでいるかのように、非日常のぼちぼちライフ（スローラ

イフ）訪れるほうも、迎えるほうも一緒になって楽しむ、そんなデスティネーションとして市場に

認知されることで「ぼちぼち（スロー）な佐伯」というブランディングが確立していくことが望ましい。

また、戦略的には、佐伯に非常に多く残っている「スローフード」を残し、活かしていきたい。

まだ、大分県に設立されていないスローフード協会のコンビビウムを設立することも視野に入

れた長期的なものが語られなければならない・
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6-3 ポートフォリオ別目標数値のブレイクダウン・イメージ

出所： 「佐伯市第二次総合計画」、「佐伯市観光基本計画」および「佐伯市観光施設等

統計調査年次推移（内部資料）」をもとに筆者が作成
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6-3. 関係人口を活用した地域経営に向けて

地域の観光資源や人的資源をフル活用して、近隣の大都市を中心に国内交流人口のリ

ピーター化を促進するとともに、体験型観光などの人と人をつなぐことによって繰り返し地域を

訪問してくれる関係人口を構築していくことは、地域経済と地域文化とを再活性化させるだ

けでなく、近い将来訪れる深刻な高齢化・人口減少時代における地域経営を持続可能にす

るカギとなると考える。

そのことは、イタリアでのスローフード運動、スローシティ運動が、商業的マスツーリズムを排

除しようとしたにもかかわらず、期せずして体験型観光を中心とした近隣大都市と人口減少

都市や農村地帯との共生関係を再構築してきたことでも明らかである。「食」や「環境」など

社会的・文化的意味合いを持ち、「人」を媒体とする観光は強い。リーピート性に富んでいる。

そこに観光を通じた関係人口化と持続可能な地域経営の道が開けている。

関係人口を活用するという発想は、これまでに行政区の中で解決ができないとあきらめて

いた諸問題について、多様なソリューションを生みだしていくきっかけを提供してくれる。関係

人口という考え方は、その意味で人口減少自治体の地域経営に大変重要な意味を持つと

いえる。
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７．結論と今後の課題～関係人口を活用したミクロ視点の観光学と観光政策の可能性～

7-1. 結論

「関係人口」は、2011 年の東日本大震災後に加速した都市部から被災地へと向かう若

者を中心とした交流の活性化というパラダイムシフトの中で、「地域の外側に居住しながら、

地域に関心を持ち、関与する」という「新しいよそもの」としてとらえられ、消費地と生産地、都

市と田舎、あるいは人口増加自治体と人口減少自治体など、「都市」と「地方」という相反的

地域の新しい交流、あるいは「田園回帰」の加速として論じられてきた。しかし、実際の都市と

農山漁村の間には、こうした積極的関与として成り立っている関係人口だけではなく、出身

地あるいは血縁関係者の居住するコミュニティからあまり地理的に離れていない都市部や周

辺自治体に居住しながら、出身地の社会に関与し続けている「転出者」としての関係人口が

多く存在していることがわかってきた。

すなわち、関係人口は単純な都市と農山漁村の関係性だけではなく、都市間、農山漁村

間、あるいは市という行政区分の中に存在するコミュニティとその外側、特定のテーマ性をも

った遠距離間のコミュニティなど多様に成立し得るものであり、かつ、コミュニティ、市町村、

県などのレヴェルにおいて重層的に存在し得るものである。自治体が関係人口を創出し、活

用する場合は、そうした状況を客観的に把握しつつ、自らの立ち位置を明確にして、政策立

案することが必要である。

人口減少自治体の地域活性化の柱として国が力を入れてきた「移住・定住政策」は、少

子高齢化と大都市への人口集中という大きな流れを変えることができず、多くの人口減少自

治体の「人口ビジョン」はすでに破たんしている。一方、もう一つの柱である訪日観光客誘致

による「地方創生」は、従来の主要観光地である大都市圏への観光客の集中状況から地方

部への拡散はほとんど進んでおらず、恩恵を受けている地域は限定的であった。こうした状況

は今後も急速な改善が期待できないことから、筆者は依然として訪日観光市場の 5 倍強の

規模を有する国内観光市場の再活性化とリピーター観光客の定着、拡大を重視すべきであ

ると考える。特に地理的に頻繁な訪問が可能である近隣の地方中核都市や大都市圏との

交流の活性化が重要であることは、イタリアにおける 1990 年代以降の「スローフード運動」や

「スローシティ運動」が、体験型観光交流やフードツーリズムを通じて都市と田舎との共生関

係を確立し、多くの関係人口を創出することに成功してきたことでもわかる。

関係人口は、すでに政府が交流人口、定住人口に次ぐ「第三の人口」としてその創出事

業に着手したことからもわかるように、人口減少と就労人口減少を補完し、人口減自治体の

持続的地域経営に資することが期待されている。関係人口論では、これまで定性的評価が

中心となっており、定量的評価の方法論が確立されてこなかったが、人口減少自治体にお

ける地域活性化と持続可能な地域経営を考え、政策を立案し推進していくためには、常に

関係人口の持つ定性的評価のすぐれた点を理論的に理解しつつ、定量的評価を行うことに

よって政策の実現可能性を担保しておくことがもとめられる。本論では、すでに存在する統計
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や行政の諸事業から指標となる数値を抽出することが可能であることを示すとともに、「関係

人口レバレッジ」を使うことにより、間接的に関係人口のもたらす効果を定量的に評価する方

法を提案した。また、関係人口は地域特性があり、人と人の関与性が影響すると考えられる

ことから、これまで先行研究が行ってきたようにフィールドワークによる事例研究の積み上げも

大変重要である。

当研究では、政府のインバウンド政策の恩恵がなく、典型的な人口減少自治体であり、筆

者が自治体における統計データへのアクセス、政策立案と実証事業が可能な大分県佐伯

市をフィールドとして、関係人口の定量・定性両面にわたる調査と検証を行った。

2040 年以降に老齢人口が生産人口を上回り、深刻な人口減少状況に陥っていく可能

性が高い佐伯市は、大分市や福岡市を中心とする九州管内への転出者が多く、特に大分

市への転出者は、1 時間以内で佐伯市へのアクセスが可能であることから、すでに「二拠点

生活者」に近い状況にあることが想定された。大分市から 30 代の子連れ世代の U ターンも

多く、家の購入や家業の継承のタイミングで、帰郷定住する可能性の高さが示された。

アンケートとインタビュー調査では、自ら佐伯市の関係人口として、物産の販売や関係人

口の拡大に力を発揮している大分都市圏への転出者の事例や大都市圏や海外での居住

経験から得られた支援者を関係人口として活用することで成果を上げている事例を見ること

ができた。市外の居住経験がなくても、市外居住者を関係人口として活用とすることでビジネ

スの成果を上げながら、佐伯市の知名度向上に貢献している例も取り上げた。一方、高い専

門性を持ちながら関係人口が構築できていないケース、I ターン者や地域おこし協力隊のよ

うに定住を前提とした移住初期の者を関係人口から定住への移行期にあるケースについて

は、行政からの継続的支援が必要であることが改めて認識された。

佐伯市に対する関係人口を活用した政策を立案・遂行する上での筆者からの提案として、

佐伯市固有の「関わりの階段」の各ステップとライフステージに応じた行政施策の提案を行

い、その重要性に言及した。

臼杵出身の私自身もふくめ、佐伯市のような地域に暮らす田舎人にとって、「（コミュニティ

の）外の力を借りることは恥だ」という強い自負心が未だどこかに残っている。あるいは「外の力

を借りる」という発想自体が働かない場面をよく見る。そして、現在地域がかかえる諸課題は、

コミュニティの中で解決できないものが累々と増えており、最初からできないものとあきらめてし

まう行政職員が多い。佐伯市のように、9 つもの市町村が合併した自治体では、各振興局

（いわゆる支所）ごとに問題解決に取り組んでしまうという、旧来のコミュニティの考え方が未だ

に残っている。今回の調査や各振興局、市庁舎内での所会議や委員会を通じて、筆者は、

事あるごとに「外の力を借りること」を前提とする「関係人口」の話をするようにしてきた。「自分

たちでできないことは、振興局の外、佐伯市の外、あるは福岡や東京に解決方法を知ってい

る人がいて、協力してくれますよ。」と。その発想は、地元の皆さんにとって「目からうろこ」であ

ったようである。「関係人口」の考え方は、これまで地域内部での解決にとらわれていた行政
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やコミュニティに発想の転換をもたらしつつある。本匠振興局の野村さんは、積極的に局内で

「関係人口」という言葉を使ってくれるようになった。12 月議会では、質問に立った議員さん

がふるさと納税に関する「関係人口」活用についての質問をした。田中市長も、一緒に高千

穂町長をお訪ねした時には、「関係人口」の重要性についてお話しいただくにまでなっている。

まずは、こうした意識改革とこれまでの「ものさしを変える」ことに、関係人口の考え方を使

っていきたいと考えている。個々の行政マンや地域新興、観光産業で働く人たちの意識が、

「関係人口」という考え方を自分のものにしたとき、来るべき深刻な人口減少社会に向けた

心構えと勇気が得られることを願う。

7-2. 今後の課題

本研究では、地方部である佐伯市の事例のみを調査し、政策提言を行った。しかしながら、

観光という現象がデスティネーションからのニーズと消費者とのニーズのマッチングとしてのみ

成立することを前提とするならば、消費者としてデスティネーションを訪れる関係人口自体に

対するアンケート調査やインタビューについても行うべきだろう。この点については、今後の研

究課題としたい。佐伯市の事業であれば、「さいきッチン」で関係人口化される大分市住民

やふるさとインターンシップの大学生たちからはじめることができる。

総務省の「関係人口ポータルサイト」（53）を見ると、2018 年度にモデル団体に指定された

全国 21都道府県の 30団体をはじめとする先行事例を紹介するとともに、国主催のセミナー

やモデル団体主催説明会などの案内が掲載されている。「関係人口」創造モデル事業は、

大きく 3 つに分類されている。

（１）①その地域にルーツがある者等を対象に関係人口を募る仕組みを設け、地域と継続

的なつながりを持つ機会を提供する取組、（１）②ふるさと納税の寄附者に対して地域と継続

的なつながりを持つ機会を提供する取組、（２）スキルや知見を有する都市部の人材等が、

地域において地方公共団体と協働して実践活動等に取り組むことなどにより、都市部で暮ら

しながら、地域課題の解決等に継続的に関わる契機を提供する取組、の 3 パターンである。

佐伯市のように近隣中核都市に潜在的 U ターン者を抱える自治体は、（１）①の取り組み

を中心に、全国 17 位を誇るふるさと納税を活かした（１）②の取り組みを行い、かつ、地域の

諸課題に対して（２）の取り組みを行うというのが、総務省からの交付金を受け取りながら関

係人口を創出する定番的取り組みであることは、誰しも想像に難くない。

しかし、佐伯市で取り組みを始めた事例でも明らかなように、関係人口の創出、活用パタ

ーンは前出の３パターン以外にも多様な展開が可能である。人口減少自治体では、「担い手

がいない」、「知識やノウハウがない」といった理由から、地域内では解決できないことが多い。

(53) 総務省「関係人口ポータルサイト」 http://www.soumu.go.jp/kankeijinkou
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そのような場合も、「関係人口」という言葉を思い出すだけで目の前にある壁は崩壊する。

地域の外の人々に知識や支援の力を求めることができるという可能性を想像するだけで、ソリ

ューションに向けたモチベーションは高まり、事態は一変する。それは自分の地域に自負を持

って生きてきた人々にとって、決して恥ずべきことではない。自らよろこんで支援してくれる人た

ちは、地域の外にたくさんいる。かれら関係人口とのコラボレーションは、今後の地域経営の

大きな機動力となり、推進力となるだろう。そして、都市圏においても近い将来、高齢化や孤

独生活化が進んだ時、地方圏住民自身も都市圏住民にとっての関係人口としての重要性

が一層増すことになるだろう。観光は、これまでのように交流人口による資金還流という機能

だけでなく、そうした関係人口構築の入り口としての大変重要な役割を期待されている。
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9. おわりに

われわれは、地球的規模の環境危機に直面しながら、なかなか自分たちの私生活とのギ

ャップを埋められないまま日々を送っている。あたまでは、マイクロプラスチックの拡散をもたら

すペットボトル飲料の購入やコンビニで無料で受け取るプラスチックバッグが環境に悪いことは

知っている。節電をすることが必要であることも理解しているが、省エネ型の電化製品を購入

することで責任を果たしたかのような錯覚に陥っている。企業活動が常に右肩上がりの営業

成績を続けなければならないことに対する根本的な疑問を抱きながらも、自らの私生活では

可処分所得が増えることを願いつつ、スマートフォンや新たな嗜好品、新製品の購入につい

つい心を奪われる。資本主義が成長の壁にぶち当たりながらも、イノベーションやシェアリング

エコノミー、AI とベーシックインカムの制度化によって新たな成長が続くのではないかという不

確かな希望の中で生活している。

2018 年 4 月に故郷臼杵から通勤可能な佐伯市に赴任した。臼杵市から山二つを隔て

た佐伯市は、大変新鮮な町だった。誰もがオーラルなコミュニケーションを大切にしている。

スマホ片手に町を歩いている人など、ほとんど見かけることがない。駅からオフィスまでの

1.9km を歩く間、いったい何人の見知らぬ人があいさつの声をかけてくれることか。この町では、

都会とは違い「人に会ったら挨拶をしなさい。」という昔ながらの良い教育が今も生きている。

食事に行けば、例え全国チェーンのファミリーレストランであっても、地元の常連さんとウエイト

レスがとりとめのない話で盛り上がっている。全くのマニュアル無視。寿司屋や食堂に行けば、

かならず店の人間が話しかけてくれるのでなかなか食事に箸をつけるタイミングを失ってしまう。

集落内だけでなくオフィスでも、実家で獲れたから、と農産物や水産加工品が貨幣経済の枠

の外でやり取りされている。東九州自動車道が開通するまで、大分県民からも遠いと思われ

ていたこの町は、それほどゆったりと時間が流れている。貨幣経済では測ることのできない営

みが依然として活きている。地元の皆さんにはその価値に気づいていただいき、大切にしてい

ただきたい。そのこと自体が今後、持続可能な佐伯市の観光を育てていくうえでの貴重なプ

ライスレスの観光資源であるからだ。かつては造船と林業と漁業で栄えた。江戸時代にはイワ

シ油を江戸に売って、相当儲かったらしい。「佐伯の殿様、浦で持つ。」といわれるほど、漁場

は豊かだった。領主は、森を守ることで海を守ることを推奨してもいた。ここには、世界に通じ

る循環型社会の考え方も古来からはぐぐまれている。伝統的で安全な地域食とそれを守って

きた環境の大切さについても、しっかりと学校教育や地域の食育の中で守り継がれている。

多くの若者が大学や仕事のために都会に出て行ったが、市の調査 （54）によると 2017 年度

当初には 124 名の U ターン者が佐伯市に戻った。I ターン 52 名を合わせると、176 名である。

(54)「佐伯市市街地グランドデザイン」資料、2018 年 12 月、p28
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もっとも多い世代は 20 代の 48 名（27.2％）、30 代の 30 名（17.0％）で、次に多いこ

どもたち世代（0‐14 才）の 28 名（15.9％）とあわせると、全体の 60.2％になる。彼ら 74.4％

は市街地に近い旧佐伯市と弥生地区に住んで、旧町村部の転出者として田口のいうコミュ

ニティの外側から出身コミュニティの関係人口としての役割を果たしていることになる。転入

元としては大分市が最も多く 102 名（58.0％）、その他九州内 37 名と併せると 79.0％と圧

倒的に多いが、関東方面からも 25 名（17．6％）が佐伯市に移り住んでいる。こうして、新し

い価値観は確実に佐伯市にも戻ってきているのである。奇しくも、今回の調査で抽出した観

光および観光バリューチェーン上で活躍する人たちも、U ターンが全体の 60.5％を占めた。

都市部では、田舎で必要ないことに多くの支出をしなければならない。田舎では一次生産

者から直接購入する（あるいはおすそわけしていただく）食材は相当に安い。市場経済に乗っ

かっていなからだ。事実、わたしの父母は、臼杵に住みながら津久見の知人からのいただきも

のだけで冷蔵庫がいっぱいになるので、買い物で買ってくるのはほとんど嗜好品だ。また、時

間という貨幣経済に転換できない資産も田舎にはある。東京で地下鉄を乗り継いで 20 分か

けて行ける距離は、田舎の移動距離に比べてはるかに短い。都会から田舎に移住しようとす

る際の大きな障壁として、年収の問題がある。都会で 500 万円で生活していたものは、どうし

たら移住先で 500 万円を稼ぐことができるかを考える。しかし、田舎ではおそらく 300 万円も

あれば都会と同じ生活は可能なのだ。おまけに自由に使える時間は比較にならないほど多い。

田舎で幸せに生きるためには、都会の価値観や市場経済上の購買行為から逸脱した生

活をしなければならない。半面、プライベートを犠牲にする、あるいはプライベートよりももっと大

きなコミュニティとか社会資本というものの価値を受け入れなければならないのではないだろう

か。それは、内田樹（内田 2018）の提言するように「成長」をすて「定常」を求めることにつな

がっているのかもしれない。「関係人口」の考え方は、そうした市場経済を乗り越えていくため

のヒントになるかもしれない。田舎での生活を選択する上での貴重な座標軸を持つうえで、ま

た、人口減少自治体の経営を考えるうえで、田舎生活者の幸福とは何か、これまでの経済

的 KPI だけを指標としてきた地域経営や観光地経営は、SDGｓの観点からも見直されるべき

時代に差し掛かっているのかもしれない。
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