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要旨  
少子高齢化が進み、現在の自治体が維持することも困難な状態になりつつある、日

本社会。この少子高齢化社会は、中山間地を中心とした過疎地域の進行が早い。その
過疎地域対策について、既存の政策や施策ではなく、新たな見解を考察することによ
る過疎地域対策、ひいては、少子高齢化社会に対する社会対策について考察する。  
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１．はじめに 	 

	 

	 近年の過疎地域を筆頭とする地域人

口の減少により、労働人口減少に伴う産

業力低下、及び社会保障の制度維持に関

する問題が取り上げられている。しかし、

これら問題は、労働集約的都市化が引き

起こしたものであり、付加価値の継続的

創出、及び市場を中心とした循環モデル

が前提となっている。そのため、現在の

過疎対策は、中央政府に集約された租税

を、認定された地域に還流することで問

題解決しようとする形になっている。し

かしながら、昭和 45 年（1970 年）から

始まったその対策以降も過疎地域は再

生せず増加の一途である。一方で、その

間の社会環境は変化してきており、1997

年 9.2％だったインターネット人口普及

率が 2013 年には 82.8％と全体の 8 割を

超える人が使用するほど、ICT 環境が整

いつつある状況にある。この変化は、サ

ービス概念に影響を与えることになる

が、伴う過疎に関する課題の変化が捉え

られていないことが懸念される。それは、
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労働集約的形態で成立してきた今まで

の社会にとって、人口減少が産業維持を

困難にしてきた形であったものが、その

人口減少の状態においてサービス形態

を変化させることにより補う形への変

化である。つまり、人口減少を軸足とし

た過疎対策からの変換である。しかし、

その人口減少の影響を軽減する形は、地

域規模によってそのフォロー領域は相

違しており、継続的にフォローできる形

を構築することが必要になってくる。ま

た、地域コンテンツを精査することによ

りフォロー領域を明らかにする必要性

がある。それらの課題について検証する

とともに、地域コンテンツの連携モデル

を基とした新たな過疎再生モデルを考

察する。	 

	 

	 

２．現状施策（望まれる効果） 	 

平成十二年三月三十一日法律第十五号

「過疎地域自立促進特別措置法」第一条

（目的）によると，「この法律は、人口

の著しい減少に伴って地域社会におけ

る活力が低下し、生産機能及び生活環境

の整備等が他の地域に比較して低位に

ある地域について、総合的かつ計画的な

対策を実施するために必要な特別措置

を講ずることにより、これらの地域の自

立促進を図り、もって住民福祉の向上、

雇用の増大、地域格差の是正及び美しく

風格ある国土の形成に寄与することを

目的とする。」とある。この目的は，住

民生活を起点として，地域自立のための

支援を図ることにより，地域が自立して

いくことが明記されている。この法律に

基づくと，ある時点を起点とした人口減

少により地域社会の活力が低下するこ

とが規定される。現在はその施策に基づ

き、予算が組まれ、地域再生計画が実行

される。平成 24 年度過疎対策予算等の

概要にある過疎地域等自立活性化推進

交付金の使途は、	 

①過疎地域等自立活性化推進事業	 

②過疎地域集落再編整備事業	 

③過疎地域遊休施設再編事業	 

となっている。	 

内容としては、ハード事業の拡充を図る

とともに、ソフト事業への充当が進めら

れていることが特徴である。ソフト事業

に関しては、	 

①地域医療の確保	 

②生活交通の確保	 

③集落の維持及び活性化	 

④産業の振興	 

が具体的な事例として取り上げられて

いる。その成果として、総務省は過疎地

域自立活性化優良事例表彰制度を創設

し、積極的に事例を収集している。事例

項目のポイントは、以下に示す各区分に

おいて、顕著な事業を展開していること

にある。各区分として、①医療の確保、

②交通通信体系の整備、③集落の整備、

④生活環境の整備、⑤産業の振興、⑥保

険及び福祉の向上及び増進、⑦教育の振

興、⑧地域文化の振興、⑨自然エネルギ

ーとなっている。また、総務省過疎対策

室では、外部人材を活用するための三つ

のツールとして、①地域おこし協力隊、

②集落支援員、③外部専門家（アドバイ
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ザー）を用意し、概ね一人当たり年間

350 万円を上限に支給する体制を作って

いる。	 

過疎地域に対する行政サービスは、上

記のような施策であり、過疎地域自立促

進特別措置法に基づいて行われている。

その該当要件は、自治体単位での人口要

件と財政要件にて規定される。人口要件

では、35 年間の人口減少率が基準とな

り、財政要件は 3 か年の財政力指数が基

準となり、その双方の要件が満たされる

ことにより、過疎地域として該当する。	 

その要件に見合う過疎地域は、797 市

町村（平成 26 年 4 月 1 日時点）である。

平成 12 年 4 月 1 日現在では 1171 市町村

あったことから考えると、過疎市町村数

は減少しているように見える（図 1）。

が、過疎地域の該当要件は、その自治体

における人口要件であることから考察

すると、その減少は平成 17 年から始ま

った市町村合併によるものである。その

ため平成 17 年以降過疎該当地域は減少

しているのである。この地域数からは過

疎該当地域が増加しているとも言えな

い状況がある。しかし、過疎該当地域に

おける人口全体は減少している課題が

ある（図 2）。	 

この課題において、所得を基準とした産

業育成に期待される。その施策によって、

人口増加を図る考えである。現行の振興

図 1 過疎地域市町村数推移（「資料４ 	 過疎地域の現況」総務省自治

行政局過疎対策室 ( 2 0 0 7 年 )より 	 
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策としては、第二次産業及び第三次産業

が中心である。しかし、第二次産業及び

第三次産業は、集約型労働の形であり、

人口減少地域には適さない産業である。

なぜなら、過疎該当地域は人口が減少し

ているから過疎該当地域になっている

のであり、誘致された産業に従事する人

の数が足りないのである。例えば工場を

誘致したとしても、過疎該当地域は生活

基盤としての農作物を生産、もしくは流

通させる場が崩壊しており、その地域で

の生活そのものが崩れている現状があ

る。また、工場への出勤等の移動手段に

おいても、都市とは異なり、公共交通機

関を利用した形が整っていない状況が

ある。そのために、都市労働者が移住し

てきたとしても、自らの生活スタイルを

構築することから始めなければならな

い。つまり、都市労働者にとっては、労

働の他、生活スタイルの構築という新た

な負担が生じるのである。この生活スタ

イルの構築において、地域コミュニティ

ーの課題や生活基盤の課題が生じ、それ

ら課題が克服できないために、過疎地域

への移住者が再び都市に戻るという状

態が起こっているのである。竹森（2010

年）も、地域のイメージと現実の差とし

て、移住者受け入れの課題の一つとして

考察されている。	 

	 

	 

３．過疎地域における課題 	 

	 

近現代の産業ビジネスモデルは、都市で

商品企画を生み出し、地方でその材料の

調達や部品の生産や製品の組み立てを

図２ 	 過疎地域の人口と過疎対策の流れ（「資料４ 	 過疎地域の現

況」総務省自治行政局過疎対策室 ( 2 0 0 7 )より 	 



     もったいない学会 WEB学会誌 Volume 7, pp. 11-24 

 15 

行い、都市への輸送、製品を消費させる

モデルとなっている。つまり、あらゆる

流通の形を通して、物財を都市に集める

モデルとなっている。その物財を利用す

るのが消費者であり、それを購入しよう

と、都市に人が集まるモデルとなってい

る。しかし、このモデルは消費者が消費

し続けることで成り立つモデルとなっ

ており、2 つの条件が揃わないと機能し

なくなる。その 2 つの条件とは、	 

A)消費量が増加し続ける	 

B)製品供給が潤沢である	 

この 2 つの条件から考察すると、都市、

地方の両方において人口が増え続けて

いる状態の時には成り立つのであるが、

どちらかが欠如すると、成り立たなくな

る。つまり、現状から鑑みると、都市一

極集中が問題となる。この問題において、

A)の条件は問題ないのだが、B)の条件に

おいて、地方での労働者不足が問題とな

り、十分な条件を満たさなくなる。つま

り、都市に人が集まりすぎると、地方か

らの製品供給が足りず、製品供給が不十

分となるのである。問題解決策としては、

地方への移住を促進させることになる

のだが、地方での生活基盤の問題がある。

また、都市生活者と地方生活者の労働賃

金に格差という新たな問題がさらに問

題解決を困難にしている。同じような内

容の仕事をしていても、地方生活者の方

が労働賃金は低い。それは、地方の物価

が低いためなのだが、数字としては、労

働賃金が下がることになる。そのため、

行動心理に基づくと、都市労働者は今ま

での暮らしが捨てられずに都市に残る

傾向が強くなる。そのため、第二次産業

や第三次産業を過疎地域に誘致したと

しても、労働者の確保が困難になり、現

行の産業育成を主体とした工場誘致モ

デルは成り立たなくなるのである。この

モデルが継続し、繰り返されるため、過

疎地域の課題解決には至らない状態に

ある。	 

	 

３－１栃木県足尾地区事例より	 

	 過疎地域の課題を考察するにあたり、

栃木県日光市足尾地域を見る。その地域

は、現在日光市にあるが、以前は足尾町

であった。かつてのこの地域は、 1610

年に銅が発見されて以来、銅山の町とし

て発展を遂げてきた地域である。しかし

ながら、鉱脈の枯渇などの理由により、

昭和 48 年 2 月に銅山を閉山。その後、

過疎地域として衰退していった。かつて

この地域は、38,428 人（大正 5 年）の

人口がいたが、平成 21 年 3 月 31 日現在

は 2,847 人にまで減少している。その減

少要因としては、第 2 次産業従事人口の

減少である。産業別人口動向として第 2

次産業従事人口は、昭和 35 年には 3,493

人いたが、平成 17 年には 426 人まで減

少している。また、昭和 35 年の第 1 次

産業従事者は 383 人であったのだが、平

成 17 年には 17 人まで減少している。一

方、第 3 次産業従事者は、昭和 35 年に

は 1,809 人であり、平成 17 年には 796

人になっており、全体の従業員数に占め

る割合は、昭和 35 年から平成 17 年への

変遷において、第 1 次産業従事者が

6.74％から 1.37％へと 5.36％減少、第
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2 次産業従事者は 61.44％から 34.38％

へと 27.06％減少。第 3 次産業従事者は

31.82％から 64.25％へと 32.43％増加、

となっている（図 3)。内訳の増減から、

第 1 次産業と第 2 次産業従事者が減少し、

第 3 次産業従事者が増加していること

になる。この状態は、地域が自立すべき

地域内での生産物に対する従事者を減

少させ、地域外に依存する形が作られる

ことになる。	 

	 日光市過疎地域自立促進計画による

と、その産業振興施策の筆頭には、観光

が掲げられている。次いで、農業、林業、

水産業、商業、工業、起業である。この

産業施策における課題は、他地域に依存

している施策であるところにある。そも

そも過疎地域は、人口が減少しているこ

とが問題の地域である。その根本的課題

は、なんらかの理由でその地域を離れる

人が多いことにある。この根本的課題を

なおざりにして、観光で他から人を呼ぼ

うとすることは、課題解決として困難で

あることが考察できる。では、人口流出

を抑制するためには、どのようなことが

考えられるであろうか。高知大学自治政

策分科会（2011）の調査によると、「転

出の多い地域は転入の多い地域に比べ

て、自給率が低く域外からの移入に依存

しており、域内においても産業関連系が

弱いために政策や景気回復の影響が伝

わりにくい構造となっている」ことが指

摘されている。つまり、人口流出を抑制

することを考えるにあたり、域内の自給

率を高めることが根本的課題に対する

解決策があることが指摘されているの

である。	 

	 また、同計画によると、課題として、

交通通信体系の整備、情報化が取り上げ

られている。内訳としては、道路・橋梁、

公共交通機関、情報・通信施設である。

とりわけ、情報・通信施設においては、

通信事業者と連携をはかりながら進め

図 3 	 足尾地域産業従事者割合の変化（「日光市過疎地域自立促進

計画（平成 2 2 年度～ 2 7 年度）より」）  	 
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ていく形であり、事業者側の採算性の問

題から、なかなか不感地域の解消が進ま

ない状況が報告されている。トフラー

（1980）によると、現在は情報社会へ進

んでいる。この歴史的流れの中で、その

情報インフラの整備が進まないことも

過疎地域の課題である。また、地域内人

口が減少していく中、域内間の影響やコ

ミュニティーを強化することを考えな

ければならない。高齢化が進む課題とし

て、近距離移動の問題がある。移動手段

としては、徒歩、自転車、自動車、電車

等があるが、自動車は、免許交付条件の

問題があり高齢者が利用するのは困難

である。また自転車や徒歩においても、

その体力的問題で困難性がある。つまり、

コミュニケーションを図るための近距

離移動でさえ困難になり、結果として家

から出ない、という状態になる。それを

解決する手段として、電話が普及してき

たのであるが、そのインフラは情報・通

信施設であり、事業者側の採算性による

問題が新たに出てくる。つまり、設備維

持費用に対する不備の課題にまで拡大

する。次いで、設備不備の課題は、生活

資本としての電気供給の課題に及ぶ。現

代社会は、電気利活用が生活基盤となり

つつある。	 

それら課題解決に向け、足尾地域ではサ

スティナブルな地域づくりを目指して、

有志による日光スマートシティー実現

委員会の活動が平成 23 年（2011 年）よ

り始まっている。その活動の軸となる考

えは、図４にあるような食と（自然エネ

ルギーからの発電を中心とした）エネル

ギーの地域内自給自足の形である。	 

図 4 	 日光スマートシティー実現委員会が目指している地域像（日光ス

マートシティー実現委員会会議より著者作成） 	 
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まずは、その地域を創り出すための人

材育成から活動を始めている。足尾中学

約 30 人の学生に対して、専門家からの

教育活動がされている。平成 26 年（2014

年）までは自然エネルギーに対する教育

活動として、足利工業大学の協力を得て、

総合科目の中で、自然エネルギー講座及

び室内実験を行った（写真 1）。また、

地元住民の方々の協力を得て、中学校内

に簡易型の小水力発電機を設置し、発電

の現場を実体験する（写真 2）。平成 27

年（2015 年）以降は、食の自給に向け、

自然エネルギーにより発電された電気

を活用し、休眠地を活用した農作物の研

究や地域内で採取できる食材を活用し

たレシピ開発、また住民に対する食事提

供まで活動を継続する。	 

	 

３－２秋田県院内地区事例より	 

	 秋田県湯沢市院内地区は、1７世紀初頭

に当時の通貨に利用されていた銀が産

出されていたことにより隆盛した地域

である。その地域の人口は、明治 41 年

（1908 年）の 11,585 人が も多く、平

成 26 年（2014 年）では 1,690 人となっ

ている。その内訳として、65 歳以上が

704 人、15 歳以下が 106 人となっており、

法律上の過疎地域対象地域である。当地

域の銀山は、昭和 29 年（1954 年）に閉

山。その後、林業や石材業を当地域の産

業として定着を図るも、かつての産業規

模に至らず、新たな産業が起きていない

現況にある。筆者は、平成 26 年（2014

年）度にその現況の把握と今後の展望に

向けての調査を行った。手法としては、

住民ヒアリングにおける定性調査を行

い、その住民意識について、地域経営に

おける 4 つのドメイン（地域特性、資本、

地域エネルギー、社会特性）で図 5 に従

い整理した。	 
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地域経営４C 分析は、製品―市場マト

リクスを援用した形で、社会認知―住民

認知マトリクスになっており、地域コン

テンツにおけるフォロー領域を分析し

  

	 	 【過去からの社会認知】	 	 【現在の社会認知】	 

	 

地域：  

歴史的背

景・⽂文化・コ

ンテンツ

(Contents  

of  area)  

強み   弱み  

資本：  

⽣生活基盤

(Capital  of  

life)  

強み   弱み  

過
去
か
ら
の
住
民
認
知

	 

域内  

銀山、ジオパーク、名所、え

びすだわら、関所、山小屋、

かつて銀生産日本一、かつ

てお祭りが盛ん、自然の遊び

場、方言がない、気位が高

い、貧乏くさいところを見せた

くない	 

落ち武者、よろけ、客として育

ってきた	 

域内   雄物川に銀、羽州街道、院内

駅、特急が止まっていた、交

通もいい、介護施設を作っ

た、学力が高い、高等教育に

進みたい人が多い、子供の

頃に雪はいいものと思ってい

た、	 

5 年で銀山は荒れた、山の人

口が減る、病気治療間に合

わず、煙の害、食堂が少な

い、製材所など働く場所がな

い、空き家が多い、子供の交

流の場がない、タクシーが駅

にない、介護施設がなかった	 

域外  

元気村、県有形文化財	 

戊辰戦争、	 域外  
高齢者の年金の手取りがす

ごい、湯沢市は人が少ない

が求人は多い	 

海外の銀が安い、子育て環

境が整っていない、雪が多

い、小学校がなくなる、今の

子は勉強や部活に忙しい、	 

	 

⾃自然：  

エネルギー

循環(Circle  

of  energy)  

強み   弱み  

社会：  

社会的助け

合い

(Community  

of  human)  

強み   弱み  

現
在
の
住
民
認
知

	 

域内  
わらびもち、湧水が豊富、水

路が有力、山を使った食、山

菜はある	 

木をたくさん切っていた	 域内  

お酒、全国から人が来た、師

弟関係で技術を継承、友子

（社会保障）、外から来る人へ

の拒否反応は特にない、人

づきあいが濃い、差別がな

い、農村のコミュニティとは違

う、	 

若い人の考え、今の子供が

院内に愛着があるかわから

ない、祭りの継続ができな

い、高齢者中心のお祭りにな

っている、	 

域外   	 	 

過疎だと思っているのは行

政、洪水もある、	 
域外  

院内の住民構成は他県から

来る人が多い	 

子供に自慢できるものがほしい	 

  
図 5 	 ヒアリングキーワードデータを基にした地域経営４ C 分析（「街なか

再生事業」委託研究報告書より） 	 
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ている。この分析から見えてくることは、

地域内の歴史や文化には強みがあり、ま

た社会的助け合いの力は十分な強さを

持っていることである。しかし、自然や

エネルギーの活用、及び生活基盤を域外

に頼っている上に人口減少に伴う生活

基盤としての地域資本が減少している

ため、強みを十分に生かされていない状

態が確認できる。これからの地域づくり

においては、地域の強みの部分は継承し

ながら、自然やエネルギーを活用した形

での地域資本を強めることにより、地域

の強みを活かした地域づくりの形を考

えるべきという方向性である。また、院

内地域の特徴として、	 

	 

【優位点】	 

□古くからの銀山町であり、相互扶助制

度が整っている。（友子）	 

□地域人材は規定されており、位の高い

人が多い。（院内集・関所によってなら

ず者の流入が制限された城下町）	 

□地域外から来た人への抵抗が少なく、

交流網（駅等）が整っている（人の出入

りが多い、交流が多い）	 

□自然環境がよく、災害が少ない。	 

□山の幸は豊富。	 

□（自然の中に）子供遊び場が多かった	 。	 

□学歴が相対的に高い。	 教育環境が高

い。高い文化力。	 

□古くなっても立派な建物の割合が高

い。（居住、学校等）	 

□豊富な水量。	 

□院内駅を中心とした 100km 圏内に秋

田市、仙台市、山形市、盛岡市がある。

また、仙台市へは国道 108 号線、秋田市

山形市へは国道 13 号線によって、車に

よる動線がある。（図 6）	 

図 6 	 院内駅を中心とした 1 0 0 k m 圏内 	 
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【問題点】	 

□鉱物資源の採掘に頼っており、自ら産

業を立ち上げる力が弱い。（域外流通へ

の依存が高い）	 

□農家が少ない。	 

□若い人たちの働く場所がない。	 

□学校がない。（スクールバスにて市街

地まで通う）	 

□学習塾がない。	 

□子供が少ない。	 

□駅を中心とした中心地機能が整って

いない。（商店街がない。医療機関がな

い。駅からの移動手段がない。）	 

□雪が多い。	 

□空き家が多い。	 

□高速インターネット網（WiFi 環境含

む）の未整備。	 

	 

これら、優位点、問題点が導き出される。

これらの優位点を活かしつつ、問題点を

解決する形での過疎地域再生モデルが

検討できる。	 

	 

	 

４ .過疎地域再生モデルに関する考察 	 

	 

	 過疎地域は、人口減少から派生する

様々な課題を抱えた地域である。とりわ

け、社会的意識を考慮しながら、その課

題解決を図るべく施策を考えていかな

ければならない。内田ら（2011）の調査

によると、東日本大震災直後の若年層の

生活行動及び幸福度には変化があると

指摘されている。それは、「利己的な行

動よりも、他者と協働して一緒によくし

ていこうという意識の高まり」があるこ

との指摘である。特に、東日本大震災以

降は、エネルギー問題についての関心が

高まりつつある。河口（2012）によると、

エネルギーを「製造や暮らしを営むため

に「必要な材料・資源」」と捉え直し、

１９００年頃まではそのエネルギーの

９７％は自給されていたことが指摘さ

れている。また、再生可能エネルギーを

一次産業として捉え直す試みが考察さ

れている。そのために、再生可能エネル

ギーを活用し、持続可能な暮らしを築い

ていこうとの考察である。そのためには、

域内で循環する形を考えなければなら

ない。この指摘に基づき、第１次産業を

捉え直した上で、施策の考察を試みる。

第１次産業は、一般的に、農業、林業、

水産業と捉えられる。それは、我々が生

活していく上で必要なものであり、この

産業を基に、第２次産業や第３次産業が

派生していると考えられる。つまり、第

１次産業から得られるもので、我々の活

動が成り立っていると考えられるので

ある。しかし、エネルギー産業は、第２

次産業に区分されている。そのために、

エネルギーの中でも電気が選好されて

いるのであるが、そこには転換ロスも多

い。その転換ロスを減らすためにはエネ

ルギーが供給するサービスを、そのまま

利用することにある。また、一般的にサ

ービスの特性として、生産と消費が同時

に起こる特性が指摘されている。そのた

め、エネルギーを作るところの近くでエ

ネルギーを利用することになる。再生可
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能エネルギーは、自然を利用してエネル

ギーに変換する形である。人口減少の課

題解決にむけては、域内での自給体制の

重要性が指摘されていた。過疎地域にお

いては、第１次産業従事者の減少が問題

となり、かつ、地域内における一人あた

りの面積が広くなることを指摘した。そ

の土地には、自然があり、再生可能エネ

ルギーへの転換によるエネルギー自給

や農耕地としての食料自給をあげる可

能性がある。そのような施策を講じるこ

とにより、人口流出が抑制できる可能性

がある。しかし、人口が減少していく中

で、そのままの土地にとどまると、各個

人間の距離が遠くなる可能性がある。そ

のため、政府はコンパクトシティーの提

唱をしているが、住居を移動する利点が

乏しいために、進捗しない状況がある。

その課題解決の代替として、情報インフ

ラの整備が考えられる。しかし、現状で

は情報インフラの整備は通信事業者に

依存しているため、やはり進捗しない状

況がある。情報インフラが整備されると、

コンパクトシティーへの転換問題や都

市への人口移動が軽減される可能性が

あるのだが、その課題においては、通信

事業者に依存しない形の施策が望まれ

る。高知大学自治政策分科会（2011）に

よると、若年層の人口移動の要因として、

入学・進学の割合が多く、また、職業上

の理由を含めると、約７割に及ぶ。この

理由は、将来的な収入にある。近現代の

産業ビジネスモデルにより、都市と地方

労働者の賃金格差は拡がっている。また、

学歴によっても賃金格差は拡がってい

る。そのため、高等教育を受けようと、

若者は都市へ移る。従来の学校設置基準

は、建物や校庭といったモノに規定され

るため、維持管理が安い地方において学

校は多くなりそうなのだが、現状として

地方における学生数の確保が困難であ

り、そのために学生数が確保しやすい都

市へ作られるという形になっており、そ

のために都市に人が集まり、地方から人

が流出するモデルは解消されない状態

になっている。この問題を解決する可能

性として、インターネット上での学習、

及び学位授与が認められるオンライン

講義がある。近年は Moocs といった、オ

ンライン講義形式が台頭しつつある。こ

の形は、情報インフラ上での講義のため、

学術情報を獲得するためであれば問題

なく学ぶことができるシステムである。

また、建物や校庭に規定されない学校の

形であるため、そこで得た情報をフィー

ルドワークとして学生が実践し、より成

果の高い学習効果も見込める形である。

地方には、都市よりも自然が多くあるこ

とを考慮すると、オンライン講義で学ん

だことをそのままフィールドワークと

して展開すると、優れた成果も期待でき

る。優れた成果が過疎地域で出現する可

能性が高くなれば、収入の格差が軽減さ

れる可能性がある。それら要因により収

入格差が軽減されると、地方から都市へ、

人が流出する可能性も軽減される可能

性が出てくる。それは、コンテンツを軸

とする職住隣接の形である。過疎地域再

生モデルでは、人材育成を含めた教育環

境を整えることを起点に考えるべきで
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ある。	 

	 地域経営４C 分析に用いられる 4 つの

ドメイン（地域、資本、自然、社会）で

は、そのドメインをバランスよく配備す

ることにより、地域コンテンツを軸とし

た地域再生の可能性を浮き彫りにする

ことにあった。今回の院内での調査・分

析においては、自然のエネルギー循環要

素が低いことが問題点として指摘され

ている。エネルギーは高低差が大きいと

ころに生じる。雪が多いところが問題点

として取り上げられているが、この冷気

エネルギーについて熱エネルギーを嫌

う分野に転用できれば、エネルギーは循

環される。それは、例えば電子機器産業

がある。多くの電子機器を介して提供さ

れるコンピュータ産業では、熱が嫌われ

る。その熱を冷ますのに、雪を活用する

のである。雪の保管を工夫することによ

り、より長い期間の冷気エネルギーが活

用できる。また、過疎地域の課題である

インフラを整備することと合わせてで

きるようであれば、その地域でデータセ

ンター等を考慮したサーバー群とする

インフラ産業化できる可能性が出てく

る。このインフラ産業では、災害が少な

いことも設置要件としては重要な要素

となってくる。院内地区は内陸であり、

岩盤地質のため元々災害が少ない地域

でもある。また、100km 圏内に秋田市や

仙台市があることも利点となる。秋田市

には地域 IX がある。仙台市には BBIX が

ある。IX とは、インターネット網を構

築する上で設置される接続ポイントで、

各プロバイダーのネットワークが集中

するポイントである。そのため、そこと

直接接続することにより、ネットワーク

速度が分割されず、安定的にネットワー

ク環境を享受できる。その各 IX の中間

点に位置する院内にデータセンターを

設置することは、ネットワークと設備の

効率的活用を見込むことができるよう

になるのである。	 

データセンターを設置するにおいては、

もう一つの課題がある。それは、サーバ

ーを動かす動力である電気である。この

点においては、院内地区の豊富な水量の

河川の活用が考えられる。つまり、豊富

な水を利用した、小水力発電である。そ

の発電により地域電力をまかなうこと

が可能であれば、安定的にデータセンタ

ーに電気を供給することが可能になる。

また、カルデラ地帯である院内地域では、

地球熱利用による発電の可能性もある。

この地球熱の利用については今後の課

題として残っているが、これら自然エネ

ルギーを活用した形での電気エネルギ

ーの供給を安定的に行うようにし、また

情報そのものを市場とする新たな産業

構造を構築するにあたっての人材育成

を含めた教育体制を中心に 適化され

た地域づくりを行うことにより過疎地

域が再生していくためのモデルがある

ことが考察される。	 

	 

	 

５．まとめ 	 

	 

今後の過疎地域再生モデルとして、地域

コンテンツを整理することにより、地域
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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の

地域経営を行うことで過疎地域が再生

するモデルがあることが考察できる。そ

こには、人口が減少することによる地域

衰退の形や地域住民生活が衰退してい

く形ではなく、変化の形である。その変

化に対応するためには、地域の特徴を明

らかにし、その地域規模に適した形を選

定していくことになる。今後は地域規模

を規定する因子をさらに深める必要性

が出てくる。その因子は、食とエネルギ

ーの地域内自給自足を軸とする形にな

ってくるが、今後さらなる研究が進めら

れることを期待したい。	 
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