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1. はじめに

2014年に政策の柱として地方創生の推進を掲げ，

その長期ビジョンとして人口減少の歯止めと，

「東京一極集中」の是正を標榜した．しかし，

2017年1月に総務省統計局から発表された住民基

本台帳人口移動報告によると，東京都を中心と

した埼玉県，千葉県，神奈川県の1都3県は転入

超過の状態であり，1996年から21年続いており，

「東京一極集中」の是正は進んでいない状態で

ある．また，日本人人口も2016年11月に124,989,557

人と1億2500万を割り込み，人口減少についても

歯止めがかからない状態にある．これらの状態

は急速に生じたわけではなく，徐々に進行して

いた．鈴木によるとこの日本社会における人口

減少問題は，1970年代から検討されていた．そ

の検討の形として1970年に制定された「過疎地

域対策緊急措置法」であり，2017年の現在まで

「過疎地域自立促進特別措置法」として継続的

に対策が行われている．しかし，過疎対象地域

の数は減少しているものの，過疎地対象地域の

面積は増加し，かつその地域の人口は減少して

いる状態である．つまり，過疎該当地域は拡大

しており，今までの手法や施策とは異なる形態

の必要性が生じていると考えられる．
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鈴木によるとその形態は「地域コンテンツを

整理することにより，地域特有の形を明らかに

し，またその特徴を活用する形に基づく地域住

民ぐるみ地域経営を行うこと」とされている．こ

の形態は，地域創生に経営手法を組み合わせた

ものである．

そこで，地域創生に経営手法を組み合わせた

形態にはどのような形があるのかについて考察

する．

2. 秋田県湯沢市院内地域の調査

2.1 調査背景

地域の過疎化，少子化，高齢化など我々の生

活する周りにはそんな問題が山積している．そ

の中でも最初に挙げた３つの問題は深刻なこと

となっている．地域に子どもが少なくなってく

ることにより小学校，中学校，高等学校が統合

を重ね，その地域に元来存在していた学校は姿

を消しつつある．また，地域全体の人数が減少

の一途をたどっていることによる空き家問題，

商店街の閉鎖，公共交通機関の運行便数の大幅

な削減，若者の市街地や県外，都市部への流出，

高齢化に伴う交通弱者，介護，年金など多くの

問題が新たに生まれてくることになる．これら

の問題は，地域内での若年層の人口が減少して

いることに起因している．

そこでそのような地域ではどのようにすれば

地域内若年人口が増加していくか，また継続的

に住み続けるかを調査をするべく秋田県湯沢市

院内地区を対象地域とし研究を始めた．

秋田県湯沢市院内地域は過去に「東洋一」と

もいわれ，銀の日本における年間産出量一位を

何度も記録した院内銀山がある地域である．院

内銀山から銀が産出されていた当時は，多くの

坑夫が全国から集まり銀山やその周辺商業が栄

えていた．しかし1954年に院内銀山が完全閉鎖

されると，地域住民人口は急速に減少したため，

過疎地域対象となり2015年には湯沢市立院内小

学校は閉校されるまでに至っている．

地域内人口減少を止めようと，地域住民は組

織を作り，地域住民が一体となって，地域創生

に向け活動している地域でもある．しかし地域

の人口減少は止まらない状態が続いている．

2.2 調査分析プロセス

当該地域における課題について，人口減少を

止めるための活動を地域住民が主体的になって

行っているにもかかわらず，止まっていないこ

とと捉える．この活動の課題要因を検証するた

め，マーケティングマネジメント手法を援用し，

調査分析する．

マーケティングマネジメントは，事業会社に

適用されて考察をされてきた領域である．その

ため，事業会社で検討されてきた領域を本稿で

検討する地域創生分野に適応する必要がある．

地域創生分野への適応を検討することにおいて

は，コンテンツマーケティング，ソーシャル・

マーケティング，サービス・マーケティングの

マネジメント手法を参考にする．

マーケティング・プロセスと適応領域の一覧

は以下である．

表１．マーケティング・プロセスと地域創生

分野の適応領域一覧表

マーケテ

ィング・

プロセス

項目

A．事業会社 B.本稿検討の地域

創生分野

目標 消費者と強固で

有益なつながり

を構築すること

1 若年層が当該

地域の定住行

動へつなげる

こと

製 品

市 場

分 析

選択

市場全体像の把

握，分割および有

望セグメントの

選択

（STP)

2 若年層が地域

定住に望む因

子の把握と地

域資源の選択



マ ー

ケ テ

ィ ン

グ ミ

ッ ク

ス

Product

Price

Place

Promotion

3 他地域との比

較から見える

地域資源の選

択，地域ブラ

ンドを勘案し

た差別化戦略

の構築

実 行

制御

実行制御 4 ソーシャルマ

ーケティング

活 動 の 組 織

化・実施・コ

ントロール・

評価

適応領域に対する課題としては，プロセス②

の若年層が地域定住に対して望むことはどのよ

うなことなのか，またその望むことに合致する

地域資源は存在するのか，がある．プロセス③

では他地域に対して比較優位の地域資源とはど

のようなものがあるのか，それを整理し，実行

するための戦略を構築する必要がある．プロセ

ス④では組織として実行するときの，その組織

内での合意の図り方，およびコントロールに伴

う調整がある．

本稿ではB地域創生分野に適応させたマーケ

ティング・プロセス項目の②～④に対して，秋

田県湯沢市院内地域にて調査分析を行う．

2.3 調査目的

調査は平成27年度と平成28年度の2年に渡っ

て行った．平成27年度の調査は，プロセス②を

明らかにすることを主目的とし，平成28年度の

調査は，プロセス③を明らかにすることを主目

的としている．

2.4 平成27年度調査

調査工程としては，若年層グループが当該地

域に予備知識の少ない状態で訪れる予備調査と，

その後に当該地域への知識と理解を深めるため

の本調査を行う．また，本調査後に若年層が地

域定住に望む因子把握のためのアンケート調査

を行う．

【調査工程】

27Ⅰ（予備調査）生活環境に関する1泊2日の現

地調査，またそのフィールドワークから感じら

れた若者の意識調査

27Ⅱ（本調査）地域資源に関する調査，また地

域資源に関するアンケートの集積，分析

【若年層グループ構成】

10代～20代の大学生 28名

【調査内容】

27Ⅰ方法：訪問や地域住民との交流による調査

訪問先：院内銀山異人館（地域資料館）

院内銀山跡地

ぬくもりの里たてやま

（特別養護老人ホーム）

ほっと館（日帰り温泉施設）

菊地旅館（宿泊施設）

スズケン（木工店）

雄勝椎茸栽培組合（椎茸農業）

誓願寺（寺社）

金山神社（寺社）

愛宕神社（寺社）

地区センター（公共施設）

道の駅「おがち」（道の駅）

院内駅前広場（いんない紅葉まつり）

27Ⅱ方法：予備調査から地域特有資源を導き出

すための分野を選定．院内地域では，産業分野，

食文化分野，自然分野にて調査．

【調査報告】

27Ⅰ：地域住民の地域づくり組織に対し地域の

魅力を見つけ出すための日程アレンジを依頼す

る．その日程は，観光要素が強い組み合わせで

あった．結果的に，地域住民と調査対象者の関

係性は情報提供者と訪問者になり，その関係性

の状態からは地域特有資源を導き出すことはで



きなかった．また，定住に興味を抱かせるまで

には至らなかった．

27Ⅱ：地域特有性を有する可能性がある地域資

源について，産業分野，食文化分野，自然分野

で調査

産業分野：A)三関セリ販売

B)桐細工製造

C)椎茸販売

食文化分野：門屋養安1)日記を参考に調査．また，

寺院や神社の調査．

表2．1845年の一年間に院内銀山地域で消費され

た食材の量

品目 数量

米 6,480石

炭 650,000貫

灯し竹 1,500万本

清酒 800石

濁り酒 1,200石

保多（塩鮭） 5,000本

鯡（にしん） 6,000本

表3．門屋養安日記に記された主な食材等調達ル

ート表

酒類 鶴岡・新庄・湯沢など

海魚 本庄・仁賀保→矢島→院内

海藻類 本庄・仁賀保→矢島→院内

川魚 雄物川

鶏獣 参考文献なし

牛肉 参考文献なし

野菜 小野・関口・上関

果物 小野・関口・上関

山菜 周りの山

茸 周りの山

D)山神宮の祭り・院内銀山祭り

初期の山神祭は，8月19日であったが，（『政

景日記』17・8・19），幕末期には習俗としての

山神祭の日に合わせて6月12日になった．祭礼に

は詰合（銅山方吟味役）が藩主の代参として，

格式を持った行列を作って参詣した．

抱え医師門屋養安は天保15年から参詣行列に

参加することになった．「当年改めて御参詣の

節御行列に相立ち候様仰せ付けられ，誠斎老両

人御駕跡へ直々相立ち，明年より薬箱持たせ候

様致すべく候．直々僕へかつがせ，合羽篭の跡

へ相立ち候様心得申すべく候．御代拝御神拝の

節堂の外に控え居り候．御参詣相済み長床（境

内集会所）お上り成され候て，多分参詣に罷り

上り候．湯釜神子（湯立・神楽）相済み，町頭

御酒事相済み候て，御召替平服，芝居これ有り

中入り前御帰り成され候」（『養安日記』6・12）

祭見物には近郷から多数の人間が銀山に集まり，

宿屋も経営している養安宅には里方新庄からも

毎年のように祭礼見物に来ている．祭りは三日

間続いた．「湯沢より松井彦五郎男女五人，六

郷より男女五人（同書天保6・6・12）を初めと

してこの日は19人の来客があった（天保7年宵祭

の日は泊まり客が46人もあり，養安自身の寝場

所がなくて近所に泊まりに行っている）．二日

目は「御祭礼御滞無く相済み申し候．芝居これ

有り，角力もこれ有り，見物夥しく参り候」（同

12日）と賑やかであった．13日にも山神境内で角

力が行われている．祭の芸能興行は人々の最大

の関心事であったろう．天保10年の祭礼では，

芝居が三日間通しで行われている．「夜宮大に

賑々しく芝居浅舞辺りより罷越新見せ忠臣蔵三

段目相勤め候よし」（同書6・11）．「芝居もい



つもより早く相始り，忠臣蔵三段より十一段目

相勤め候」（同12日），「夕方芝居これ有り，

長床へ御詰合様も御出成り置かれ，しょうせい

も罷越し見物，一之谷相勤め候」（同13日）

これらの芸能は，山神祭だけでなくいろんな

時期に上演され，種類は歌舞伎・浄瑠璃・義太

夫・落語・講談など幅広いものであったし，芸

人は上方・江戸からの者が多かった．

山神宮の祭りは近郷に響いておった．天保8

年（1837年）凶作の年，米買い付けのため仙台

藩から矢島藩に派遣された熊谷新右衛門の道中

記『秋田日記』には，小安温泉滞在中に聞いた

院内銀山山神宮祭の様子を次の様に記してい

る．「けふは院内銀山には山神祭り有之．角力・

芝居相立，大群集由に聞へ候．此四五日以前，

銀長さ五尺程に八寸角ばかり金掘り出し候．夫

に付ては尚賑々敷様子の唱候．殿様より唐金の

灯篭山ノ神様江御奉納あり．色々金銀ちりばめ

甚々見事に相聞へ候」（6月12日）

山神宮の祭神は江戸期は金山彦之命であるが，

これは鉱山の神社に共通することである．日本

最初の黄金遺跡と言われる宮城県涌谷町金山神

社も，山形県西川町八聖山金山神社もともに山

神宮と同じである．金山彦之命は『古事記』に

由来する．同書「神々の生成」には「たぐりに

生れる神の名は，金山毘売神」とあるが，たぐ

りにとは嘔吐のことであり，へどが鉱石を溶か

した有様に似ていることからの連想で名付けた

ろうという（岩波版大系本）．

山神宮には，明治初期平田鉄胤と共に来山し

た神祇伯白川資訓王筆の「金山彦之大神」の二

流の旗があるが（鉄胤奉納の山神宮額もある）．

二柱の神名は八聖山によるものと思う．八聖山

は全国鉱山の山神社本宮として信仰され，明治

期院内銀山奉納の銀鉱石もあり，祭神は「金山

彦之神」「金山姫大神」である．

（寺院）

銀山最盛期には，院内銀山だけで次の十一ヶ

所の寺院があった．

・一向宗 正楽寺・善王寺・光円寺

・浄土宗 西光寺・玄徳寺・誓願寺

・真言宗 延命寺・宝泉寺

・日蓮宗 本行寺・延正寺

・禅宗 金奄寺

現存している正楽寺（跡地として現存）と誓

願寺を調査する．

E)正楽寺

一向宗正楽寺は，村山宗兵衛により創建され

た銀山最初の寺であると同時に，昭和の中期に

廃寺になるまで銀山最後の寺として存続してい

た．

この寺にある墓は当時の院内銀山の中でも上

役の人たちのものが多く，貴重な寺院であった

ことが伺える．

F)誓願寺

東安2年（1616年）に，久保田藩の家老渋江内

膳政光が討死したことを弔うために創建され

た．その後銀山の衰退とともに場所を移し，1715

年に下院内，1851年に現在の下院内字新馬場に遷

座した．

同じく院内に建てられた西光寺が廃寺になる

際，その本尊であり秋田県指定有形文化財にも

なっている阿弥陀如来像を譲り受け現在も保管

している．その他にも，涅槃図や銀山で働いて

いた隠れキリシタンが所持していたマリア像な



ど，貴重な寺宝が置かれている．

（神社）：金山神社，愛宕神社がある．

G)金山神社

慶弔12年（1607年）に院内銀山の総鎮守（その

土地を守る神様を祀る場所）として創建された．

現在の社殿は文政13年（1830年）に藩命を受けて，

久保田の大工棟梁米沢屋倉松の手で造られた．

藩主直筆の絵画や金燈籠などが寄進されてい

るほか，境内には扁額・狛犬・石燈篭が多数あ

り，当時の院内銀山がいかに栄えていたか，ま

たそれを守護するこの神社がどれだけ重要だっ

たかが伺える．

江戸時代後期に廃寺となる．

H)愛宕神社

弘仁2年（811年）に創建された．当初は下院内

字館山に鎮座していたが，貞永元年（1232年）

に現在の場所に遷座する．

江戸時代中期に別当職を務めた阿闍梨渕清と

いう人物がこの地で即身成仏を遂げたとされ，

愛宕神社はその徳を偲び建立された地蔵尊（通

称「コロリ地蔵尊」）の本尊であり，今でも人々

の信仰を集めている．）

自然分野：

湯沢市院内地域の自然的特徴は，東に小比内

山，西に大仙山・南沢山，南に鳥帽子山，北に

桧山によって囲まれた地域であり，町の中心部

には雄物川水系河川や周囲を囲む形で用水路が

ある．

H)院内カルデラ

院内には，約800万年前の火山噴火により火山

灰などが固まって出来た院内凝灰岩と呼ばれる

石が，それよりも古い時代の火山岩類の地層に

囲まれ，円形状に分布している．この院内凝灰

岩は，院内の町を中心に直径約6km（約30km²）

の範囲に盆地状（カルデラ）に分布している．院

内カルデラは大きな火山噴火によりへこんだ地

形で，地層の積み重なりから，3回の火山活動で

形作られた，複合カルデラだと考えられている．

I)院内銀山

鉱山ができるのも火山活動によるもの

秋田県内の金属鉱山は，作られ方から2種類に

分けられる．黒鉱（くろこう）鉱山と鉱脈鉱山

で，どちらも火山活動に伴って作られるもの．

黒鉱鉱山は，海底火山が噴火したときに一緒に

噴き出した熱水に含まれる金，銀，銅，鉛，亜

鉛などが海底にたい積して出来た固まり状の鉱

山である．秋田県北部には小坂や花岡など，大

規模で品位に富んだ黒鉱 鉱山があった．

一方，院内銀山は鉱脈鉱山に属し，火山活動

に伴った金，銀，鉛などの重金属を含む熱水が，

断層などに沿って上昇し，鉱物が岩などの割れ

目にくっついて結晶化したものである．このタ

イプの鉱山には尾去沢，阿仁，佐渡，石見など

がある．

J)御膳水

銀山川の右岸山肌斜面からの湧水で，大仙山

層の玄武岩質火山砕屑岩と断層に由来すると推

察される．現在，杉林に囲まれた薄暗い場所に

あり，冷たい清水が湧き出ている．明治14年9月

21日，明治天皇が院内銀山を視察された際，明

治天皇に献上したお茶に使用された清水であ

る．

K)雄物川源流

L)湯ノ沢温泉



湯の温度 40 度とぬるま湯で，湯源は日勝館

の敷地内にあり，毎分86リットルの自然湧出で

ある．昔から傷によく効く湯として慕われてい

る．温泉水は針一本落としても見えるという程，

透明なアルカリ性単純温泉水で，100％源泉の掛

け流しのお湯である．また，ミネラル分が少な

いにもかかわらず，ph9.6のアルカリ水である．

湯ノ沢温泉周辺の地質は，古第三紀の湯ノ沢層

で，これは陸上で噴出した火山岩類である．近

くには北北東から南南西に伸びる湯ノ沢断層群

があり，これが湧水に大きくかかわっていると

推測されている．

M)樺山発電所

明治33年(1900），当初院内発電所と称して院

内銀山に電気を供給するために秋ノ宮樺山に建

設された自流式発電所で院内銀山長倉変電所に

送電された．院内銀山は江戸時代から秋田藩に

より大きく発展してきたが，明治に入り民間企

業による近代化が図られさらに多くの電力が必

要とされるようになった．建物は院内鉱山から

切り出された石材を使用した石造の切妻屋根で，

秋田県内では石造りの建物は極めて少なく貴重

な建物である．柱形や窓回りなど外壁面より張

りださせる事で立体感を出し，窓は縦長を基調

として上部を半円のアーチ状にする事でより，

洋風なイメージを与えている．歴史的にも現存

する発電所建築の中で2番目に古いとされ，石造

の発電所では最古と言われている．樺山発電所

は秋田県で4番目の発電所で，歴史的にも古いが，

現在も東北電力㈱によって稼動している．

出力（kw）：340

河川名：役物川（雄物川水系）

【調査検証】

予備調査を基に，地域特有性を有する可能性が

ある地域資源にについて，産業分野，食文化分

野，自然分野で調査した．これらの地域資源に

おける，観光要素を調査するため，調査した地

域資源の観光者向け情報提供の有無を調査す

る．

【地域資源】

表4．地域資源と観光者向け情報の有無一覧表

(2016年現在)

地域資源 観光者向け情報

の有無

A)三関セリ販売 △

B)桐細工製造 ○

C)椎茸販売 △

D)院内銀山祭り ○

E)正楽寺 ○

F)誓願寺 △

G)金山神社 ○

H)愛宕神社 ○

I)院内銀山 ○

J)御膳水 ○

K)雄物川源流 ×

L)湯ノ沢温泉 ○

M)樺山発電所 ○

【アンケート調査】

当該地区の調査をしたところ，移住もしくは

Ｕターンを望む年齢層が当該地区に対する要望

要素と，当該地区で提供している地域資源の隔

たりが感じられた．そこで，当該地区住民30名

と，当該地区以外住民99名を対象にアンケート

調査を行う．



図1 アンケート

アンケートの結果を項目ごとに，また当該地

区住民と当該地区以外住民とを区分した上で，

平均値，及び中央値で比較する．

表5．アンケート集計（平均値）

表6．アンケート集計（中央値）

アンケート集計の平均値と中央値において

(1)関東在住者と，(2)秋田在住の若者（大学生）

と，(3)院内地区在住の住民を分類し，比較する．

比較を行う対象は，移住対象者である(1)関東在

住者，(2)秋田在住の若者（大学生）と，移住し

てくることを望んでいる(3)院内地区在住の住

民とで行う．

ア）：

(1)と(3)において平均値で2ポイント以上の差

がある因子として，車，雪，温泉，レジャース

ポーツがある．また，中央値で3ポイント以上の

差がある因子として，車，居住空間，カラオケ，

温泉，レジャースポーツがある．

イ）：

(2)と(3) において平均値で2ポイント以上の

差がある因子として，雪，ゲームセンター，心

霊スポット，ラブホテルがある．また，中央値

で3ポイント以上の差がある因子として，雪，無

料ＷｉＦｉ，深夜営業の娯楽施設，ゲームセン

ター，遊園地，水族館，動物園，心霊スポット，

ラブホテルがある．



【アンケートに基づく考察】

ア）を対象とした移住者を望むのであれば，

車，雪，温泉，レジャースポーツ，居住空間，

カラオケに関する因子を対象とした検証が必要

である．また，イ）を対象とした移住者を望む

のであれば，雪，ゲームセンター，心霊スポッ

ト，ラブホテル，無料ＷｉＦｉ，深夜営業の娯

楽施設，ゲームセンター，遊園地，水族館，動

物園，心霊スポット，ラブホテルに関する因子

を対象とした検証が必要である．

【考察】

今回の調査は，予備調査の段階で，B.本稿検

討の地域創生分野で目標としている若年層が当

該地域の定住行動へつなげることを妨げる要因

を抽出するために行った．地域への移住行動に

ついて，マーケティング手法を援用した形（認

知―感情―行動）を地域創生領域に援用した形

で考察すると，移住行動には①行くきっかけを

得，行く（来訪）②たびたび行く（再来訪）③

来訪を繰り返す時間や費用の増大，また心理的

障害が取り除かれることにより移住する形に至

る．現段階で考察できることは，①来訪の地域

資源は準備できているものの，若年層が地域を

②再来訪する欲求を生み出すための準備が整っ

ていないため，③移住に及んでいない可能性が

あることが考察できた．

【課題】

再来訪を若年層に促す要因はどのような地域

資源があるのかを抽出し，改善構築する課題が

ある．

2.5 平成28年度調査

平成27年度から継続して，平成27年度とは異

なる若年層グループを形成，当該地域に予備知

識の少ない状態で訪れる予備調査と，その後に

当該地域への知識と理解を深めるための本調査

を行う．

【調査工程】

28Ⅰ（予備調査）平成27年度に参加した地域イ

ベントへの継続的参加，及び生活環境に関する1

泊2日の現地調査，またそのフィールドワークか

ら感じられた若者の意識調査

28Ⅱ（本調査）地域資源に関する調査，分析

【若年層グループ構成】

10代～20代の大学生 8名

【調査内容】

28Ⅰ方法：平成27年度調査で参加した地域イベ

ントである「いんない紅葉まつり」への継続的

参加，及び訪問交流による調査

訪問先：石孫本店（味噌・醤油醸造・販売）

ももとせ（リノベーション施設を

利用したレストラン）

やまもり（地域自然を活用した

アクティビティ提供）

小町荘（宿泊施設）

Camosiba（リノベーション施設）

小安峡温泉（日帰り温泉施設）

28Ⅱ方法：予備調査から地域特有資源を導き出

すための分野を選定．院内地域では，産業分野，

食文化分野，自然分野にて調査．

【調査報告】

28Ⅰ：湯沢市地域おこし協力隊に対し，平成27

年度同様に地域の魅力を見つけ出すための日程

アレンジを依頼する．但し，日程アレンジを考

えていただく際，地域住民が活動しているとこ

ろへの内容を考慮してほしい旨の要望を付け加



えた．結果的に，地域住民と調査対象者の関係

性は情報提供者と協力者になり，平成27年度と

の相違として，一部の若年層の意識の中で，再

来訪に関する興味を抱かせることになった．

28Ⅱ：予備調査で訪問したところを分析し，地

域特有性を有し再来訪に係る可能性がある地域

資源について，イベント分野，食分野，リユー

ス分野で調査．これらカテゴリーにあてはまる

全国調査を行い，代表的なものとの分析を行う

ことによって，再来訪に関する条件の抽出を試

みる．

イベント分野：一般財団法人地域活性化センタ

ーが開催している「ふるさとイベント大賞」の

中から新しく受賞したものから順に調査を行

う．ただし．秋田県で代表的とされるイベント

も調査対象とし．大曲の花火大会を調査．

調査対象イベント

・桜流鏑馬（青森県十和田市）

・全国花火競技大会（秋田県大仙市）

・にいがた総おどり(新潟県新潟市)

・燈籠祭（三重県北牟婁郡紀北町）

・菓子祭前日祭（兵庫県豊岡市）

・院内ふるさと紅葉祭り

（予備調査日程コンテンツ）

食分野：食分野において再来訪に係る要件因子

を抽出することを目的に，食を目的として再来

訪している可能性が高い地域を選定．北海道・

宮城県・栃木県・大阪府・広島県・秋田県の6

つの都道府県を調査．

調査対象

・北海道―海鮮料理

・宮城―牛タン料理

・栃木―餃子

・大阪―たこ焼き

・広島―お好み焼き

・秋田―きりたんぽ

・院内―久米食堂餃子

（予備調査日程コンテンツ）

・十文字―ラーメン

（予備調査日程コンテンツ）

リユース分野：予備調査日程コンテンツにおい

てリユースに関連するものが多いことに着目し，

そのことは再来訪に係る要件に関連があるのか

の調査を目的として調査．

調査対象：UBER，Spinlister，AsMama，Camosiba

（予備調査日程コンテンツ）

【調査検証】

予備調査を基に，再来訪に係る要素を抽出す

ることを目的に，イベント分野，食分野，リユ

ース分野で調査した．以下，再来訪可能性の要

素項目．

イベント分野

❶毎年同じ時期に行っていること．

❷伝統的なイベントである．

❸イベントを行っている地域の人口よりも来客

数が増えている．

食分野

❶地元住民が食している．

❷他地域では食すことが困難．

❸比較的値段が安い．

❹地域外での展開がされていない．

❺味の個性が強い（また食べたくなる．）



リユース分野

シェアリングエコノミーの考え方に資する活動

であり，地域資源の利活用が図られている．

【考察】

表７.再来訪を対象としたイベントに関する比

較調査

表8.再来訪を対象とした食に関する比較調査

当該地域における平成27年度と平成28年度の

地域資源の変化は，地区センターにWifiスポッ

トが設置されたことにより，院内駅前広場で開

催された「いんない紅葉まつり」で学生らが所

有しているスマートフォンのネットワークが使

用できるようになっていることである．この場

所での若年層の行動は，都度スマートフォンを

使用し，活動中に生じた疑問について，即時に

調べている姿が見受けられたことである．調べ

ていた項目は，院内銀山のことや久米食堂の情

報や湯沢市の特産品など，調べる項目は基本的

な情報から詳細な情報に至るまで多岐にわたっ

ていた．この変化が若年層の再来訪に係る意識

に対して変化が生じていた可能性を検証する．

また，具体的行動に遷移するための要素抽出の

ため，イベント分野，食分野，リユース分野の

調査，考察を行った．

若年層を移住へ導く要因項目について，平成

27年度から2年に渡り調査，考察した．結果とし

て，若年層が移住へ導く行動要件として，「来

訪」→「再来訪」→「移住・定住」を意識した

活動であることが明らかになった．とりわけ，

再来訪に係る活動が重要である．来訪促進活動

も，再来訪を促進する活動との連携が必要であ

り，そのためには，調査地域において「日常生

活」が思い浮かべることができ．その「日常生

活」に共感を覚えさせることにある．

【課題】

若年層が地域の日常生活において共感を覚え

る因子にはどのような項目があるのか．平成27

年度から平成28年度の変化は，平成27年度のア

ンケート調査で抽出されていた無料Wifiの関与

が考察された．しかし，この要因以外の若年層

意識において，日常生活の基盤インフラと共感

を促す地域特有資源について，若年層の社会動

向を含めた形で分類後抽出し，改善構築する課

題がある．

3. 地域づくり事例から見た地域社会

デザイン

3.1 地域社会デザインとは

地域創生領域の分野は，人口が減少し，少子



高齢化が進行していく社会において，1970年代

からの社会課題として議論されてきたことであ

る．そのため，議論の方向性として進められて

きたのは，新しい価値としての建造物の建設や

そのための資金の提供であった．しかし，それ

らの手法は，地域創生の目的である地域の維持

可能性を高めることなく，さらには地域の減少

を招く事態になっていった．そこで生まれてき

たのが，社会デザインという概念である．社会

デザインとは，社会的課題からの要請を背景と

して，地域特有の資源を適材適所に再配置し，

社会のグランドデザインを描き直すことで住民

幸福度を高め、持続可能な地域社会の形に導い

ていくこと，である．

3.2 地域社会のアプローチ

秋田県湯沢市院内地域の調査では，地域創生

領域にマーケティングマネジメント手法を援用

することで，当該地域の課題を明らかにし，当

該地域の地域創生活動の形を導き出すことであ

った．この形ではじめに行ったことは，目標を

定めることである．その後，その目標を達成す

るための行動を促す要因を地域特有資源の抽出

をした．ここで明らかになってきたことは，既

に当該地域にある地域特有資源を再構築し，利

活用することによって地域創生に寄与する可能

性があることであった．

コトラーによると「マーケティングとは，価

値を生み出すとともにニーズや欲求を満たすこ

とを目的として，交換とリレーションシップが

生じるような市場をマネージすること」とされ

ている．ここでのマーケティングの定義を地域

創生領域に置き換えると，マーケティングにお

ける消費者を規定し，その消費者のニーズや欲

求を満たす項目を地域資源から選定し，交換と

リレーションシップが生じるように配置するこ

と，となるであろう．その概念から秋田県湯沢

市院内地域調査で見えてきたことは，現在住ん

でいる地域住民が移住をしてきてほしい人材像

を想定し，その人材像のニーズを満たすべく地

域資源を適材適所に配置し，地域住民の生活環

境を整備することになる．また，その人材像の

ニーズを把握するために，社会的変化も捉え，

対応する必要があることであった．

4. おわりに

本稿では，地域のレジリエンスを考察するた

め，秋田県湯沢市院内地域の事例を基に，経営

手法やマーケティングマネジメント手法を組み

合わせた形の検討を行った．明らかになったこ

とは，目標となる人材像の選定と地域住民の意

識のギャップを認識し，社会的要請を把握する

ことからはじまるということである．当該地域

での要件の条件としては無料Wifiの設置であっ

た．また，観光要素では地域創生への寄与度は

低く，日常生活への共感の方が高いことであっ

た．ただ，これら調査は，定性的調査であり，

データ不足により定量的調査にまで及んでいな

い．今後は，別地域での調査や行動データを含

めたデータ収集とともに，定量的調査により精

度を高める研究が望まれる．

本稿執筆におけるフィールドワーク調査等にお

いて，秋田県私大・短大パワーアップ支援事業

費（平成27年度，平成28年度）の助成を受けて

いる．

注

1）秋田佐竹藩直営の銀山．院内銀山のお抱え医師と

して銀山町に居住し．その間．天保6（1835）年か

ら明治⒉（1869）年にいたる35年間にわたって．ほ

とんど毎日の日記を書き残した．
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