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広島大学附属福山中・高等学校 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

班 研究タイトル 

A-1 レジ袋の有料化は何に効果があるか 

メンバー 入江陽稔 石丸修輔 浅井晴揮 青木明南 岡村香凜 

発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

１．レジ袋有料化について 

主張１：レジ袋の使用量は削減された。 

データ１： 

・有料化により１０％程度の削減が見込まれる。（中

央大学 https://www.chuo-u.ac.jp/） 

・レジ袋の削減はいわばエコライフのシンボルとして

大きな意味を持つ 

（環境省のレジ袋有料化検討小委員会の議事録） 

検証 ２．レジ袋有料化による様々な影響 

主張２：プラスチックゴミの削減への効

果は少ない。 

主張３：ポイ捨ては削減された。 

主張４：レジ袋（プラスチック）企業の

利益は減った。 

主張５：コンビニ（レジ袋有料化を実施

している）の利益は増えた。 

主張６：国民の環境問題に対する意識が

変化している。 

結論 

レジ袋使用量が減少したことでポイ捨て

の削減、コンビニの利益向上、国民の意

識向上という影響が出た。  

データ２：廃プラごみ中レジ袋は２％ 

(レジ袋の有料化でどれくらい効果があるのか

https://ino-ue.jp/eco/chapter6) 

データ３：アイルランドは散乱ごみに占めるプラスチ

ック袋の割合が２００２年以前が５％だったが  ２

００５年には０．２２％になった。 

（経済産業省 諸外国におけるレジ袋等容器包装の使 

用実態調査

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/rese

arch/h20fy/200811-2_mri/200811-2_3.pdf) 

データ４：レジ袋有料化で中小企業が中心のビニール

袋製品は減っているがプラスチック製品全体では一概

に減っているといえない。環境に優しいエコバックの

開発が進められている。 

(レジ袋有料化でプラスチック業界は打撃？

https://the-owner.jp/archives/3539・レジ袋の有料化

義務で窮地に立つ業界社長の本音

https://gyoppy.yahoo.co.jp/featured/102.html) 

データ５：コンビニの利益は上がっている。しかしコ

ンビニの店員の手間が増えた。 

（なぜレジ袋の有料化はコンビニにとって「一石三

鳥」なのか。困るのは誰？ 

（https://limo.media/articles/-/9277） 

データ６：７４．３％の人が環境に対する意識が変化

したと選択。（公益財団法人旭硝子財団の第一回日本

人の環境意識調査 https://www.af-info.or.jp/） 

提案 レジ袋使用量が減ったことによって利点があったが大きな目的であるプラスチック削減には効果

が薄いため国民の意識が高まった今、新たにペットボトルのマイボトル化に努めるべきである。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 

レジ袋有料化は何に効果があるか 

研究者 ４年Ａ組 1班  

入江陽稔 浅井晴揮 石丸修輔 青木明南 岡村香凛 

１．序論 
 私達の身の回りには多くのプラスチック製品で溢れている。プラスチックは，軽くて丈夫で密閉性も

高いため，製品の軽量化や食品ロスの削減など，あらゆる分野で私たちの生活に貢献している。一方

で，廃棄物を減らすための資源の抑制，海洋プラスチックごみ問題，地球温暖化などの課題もある。そ

のためプラスチックの過剰な使用を抑制し，賢く使用していく必要がある。２０１９年３月に環境省が

取りまとめた「プラスチック資源循環戦略」では，「２０３０年までに容器包装など使い捨てのプラス

チックを２５％削減する」という目標を立てた。このような状況をふまえ，政府から２０２０年７月１

日より，全国でプラスチック製買い物袋（レジ袋）の有料化がスタートした。この政策が始まって数か

月たったが，いったいどのような効果があったのか調べた。 

２．本論 
  私たちの班ではレジ袋有料化について①レジ袋の使用量削減②プラスチックごみへの効果③レジ袋有

料化によるポイ捨てゴミの変化④レジ袋有料化によるプラスチック企業の影響⑤レジ袋でのコンビニ

の利益⑥国民の意識の変化について調べた。 

２－１ レジ袋の使用量削減 

 ダイヤモンドオンラインの調査によると，下の図の 

ように，レジ袋有料化後のドラックストアのレジ袋 

購入者の割合は，レジ袋非購入者は 77.2％と，4人に 

3人以上の人がレジ袋を利用しなくなったことがわか 

る。 

 年代別で見ると最も非購入者の割合が多かったのは 

70代で，85.0％で，最も低かったのは 20代で 68.1％ 

だった。性別でみると非購入者の割合は男性が 67.0％ 

に対し，女性は 80.3％で，女性が 13.3ポイント高い 

結果となった。購入量が減少しているためレジ袋の使 

用量も減少するだろう。 

２－２ プラスチックごみへの効果 

  右図によると 2013年の国内のプラス 

チックごみの内訳は総量が 940万トン 

なのに対し，レジ袋は 20万トンであり, 

全体の約 0.02％であった。これよりレ 

ジ袋の消費量が減少したからといって 

直接プラスチックごみが減少するとは 

考えにくい。 

  またこれは調べている最中に分かった 

ことだが，経済産業省によるとレジ袋 

の有料化について「普段，何げなくも 

らっているレジ袋を有料化すること， 

それが本当に必要かを考えていただき 

私たちのライフスタイルを見直すきっ 

かけとする」と表記されている。つま 

り「レジ袋を有料化することでレジ袋 

が削減できれば，プラスチックごみは減るだろう」とは政府側も思っていないことが推測できる。 
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２－３ レジ袋有料化によるポイ捨てゴミの変化 

   現在，マイクロプラスチックが問題となっている。海へ 

捨てられたプラスチックが波や紫外線によって細かく破壊 

され，マイクロプラスチック（2 次マイクロプラスチック） 

となる。ポイ捨てされるレジ袋を減らすことは，川などを 

通って海へ流れ出るプラスチックを削減することにつなが 

る。 

 日本でのポイ捨てされるレジ袋の量の変化については， 

情報を得られなかったので，海外で既に有料化された国を 

調べた。すると，アイルランドでは散乱物中に占めるレジ 

袋の割合が有料化によって 5％から 0.22％になったことが 

分かった。よって，レジ袋の有料化はポイ捨てを削減させ 

る可能性があると言える。  

２−４ レジ袋有料化によるプラスチック企業の影響 

 プラスチック企業全体の利益について，ビニール袋製造会社の社

長，中川兼一さんのお話によると，多くの大企業によってペットボ

トルやトレーなどのプラスチック製品の生産量を占めているそう

だ。それらの製造品はコロナの影響もあり外出自粛で利益が上が

った。それに対して，中小企業が中心となるビニール袋製品は，

レジ袋有料化により消費が減った分，利益も減ったということ

だ。全体から見れば利益の増減は一概には言えないが，少なから

ず中小企業に影響はあったようだ。 

 それに加え，レジ袋の流通量は２０万～３０万トンであるが，これは使い捨てが多いといわれて

いる包装用のプラスチックの量の 5.0～7.5％ほどしかない。それに比べてペットボトルの国内の販

売量は約 59 万トンあり，レジ袋の 2～3 倍になる。（ペットボトルの出荷本数は年々増加してい

る。）それにもかかわらず，ペットボトルや包装用のプラスチックの削減は政府の合同会議からも

出 な か っ た 。 こ の よ う な こ と に 中 小 企 業 が 不 満 を 持 っ て い る よ う だ 。

  年次 割合 

 2002 年以前

（課税前） 

5％ 

2002 年 12 月 0.32％ 

2003 年 8 月 0.25％ 

2004 年 8 月 0.22％ 

 2005 年 8 月  0.22％ 

（出所）アイルランド環境・文化遺産・

地方自治省ＨＰ

表  アイルランドでの散乱ゴミに
占めるプラスチック袋の割合 
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また，ビニール袋製造企業は環境に対する意識が高まったため，生分解性プラスチックやバイオ

マスプラスチックなどを使った自然に優しいレジ袋の開発が進められている。 

 
 

２－５ レジ袋有料化でのコンビニの利益 

   レジ袋が有料化されたことでコンビニの利益が上がったのか 

調べた。ダイヤモンドオンラインによると，コンビニの利益は 

上がった。今まで有料で仕入れて，無料で配布していたものを 

有料で配布しても，配布しなくなっても利益は上がるからだ。 

また，国が行ったレジ袋有料化であるが，目的は国の歳入を 

増やすことではないので，レジ袋の利益はそのままコンビニ 

の利益になる。ただお金の意味での利益は増えたが，コンビ 

ニにとってレジ袋有料化はメリットばかりではなく，店員の 

手間が増えるなどのデメリットもある。 

 

                     
２－６ 国民の意識の変化 

   レジ袋有料化が開始される前と後の国民の環境問題に対する意識調査をインターネットで調べた。

2020年 8月 1日～2日にインターネットリサーチで全国の 1092名に実施いたアンケートによると

74.3％の人が意識行動の変化があったことが分かった。そのうち環境問題に前向きな変化があったのは

99.4％で，主な変化としては 60.7％がマイバックを持ち歩くようになった，23.4％がレジ袋を利用しな

くなった，13.9％がごみの分別の意識をするようになった，12.7％がマイボトルを持ち歩くようになっ

たというものがあった。また変化なしと答えた 25.7％の理由の中でも以前から意識をもって行動してい

ると答えたのが全体の 12.0％だった。レジ袋の有料が 7月 1日に始まったことを考えると，多くの人が

レジ袋の影響によって環境問題への前向きな意識変化があると読み取れた。 
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３．考察 
  今回私たちはレジ袋の有料化はどのようなことに影響 

があるのか調べてきた。その結果レジ袋の有料化はレジ 

袋使用量が減少，ポイ捨ての削減，コンビニの利益向上， 

国民の意識向上という利点での影響が出たことがわかっ 

た。 

 しかし環境問題の観点からみると大きな目的であるプ 

ラスチック削減には効果が薄いため，国民の意識が高ま 

った今，国民の協力が必要なプラスチック削減を期待で 

きる新たな政策を打つべきだと考えた。そこで私たちが 

提案するのはペットボトルのマイボトル化である。下図 

からわかるようにプラスチックゴミにをけるペットボト 

ルの割合は 6.5％である。一見少ないように見えるが一 

つの存在だけでこれだけ割合を占めているのを考えれば， 

プラスチックゴミの削減にペットボトルの削減は効果的であると思う。マイボトル化とはシンプルでペ

ットボトルを普段利用するのではなく水筒のように日頃から自分だけの容器を持ち歩くことである。新

たな政策として 1番プラスチックゴミの割合の高い容器包装の面でも考えようとしたが，衛生上などの

面からこの部類のプラスチックゴミを減少させるのは難しいと考え，提案に至らなかった。またペット

ボトルゴミを減らすことは海洋でのプラスチックゴミを減少させる意味も兼ねている。近年海洋プラス

チックゴミの影響で海の生態系に悪影響が出ていることが問題視されている。その中でペットボトルの

割合は容積ベースだと 12.7％であり海の生き物を守るためにもペットボトルのマイボトル化に努めるべ

きである。 

 

４．結論 
    研究によって，レジ袋の有料化で各方面においてどのような影響が生じるかわかった。良い影響悪い

影響ともに存在するが総合的に見てレジ袋の有料化はするべき政策だったと思う。これからも政府の環

境問題に対する政策に注目していきたい。 

 

５．参考文献 

    １）毎日新聞ホームページ「スーパーやコンビニのレジ袋廃止 どうしたら法制化できるのか」   

閲覧日 2020年 12月 20日 https://mainichi.jp/articles/20190612/k00/00m/040/270000c  

 ２）ダイヤモンド オンライン「レジ袋の有料化が，プラスチックごみの削減にならない理由」 
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https://mainichi.jp/articles/20190612/k00/00m/040/270000c


閲覧日 2020年 12月 20日 https://diamond.jp/articles/-/241840  

 ３）株式会社 True Dataホームページ「ドラッグストアでレジ袋を購入しない来店客の割合」 

閲覧日 2020年 12月 21日 https://www.truedata.co.jp/news/release20200812  

 ４）MASHING UP 「脱ペットボトルはプラゴミ問題の解決にならない？ 私たちが知っておくべき

プラゴミの事実」閲覧日 2020年 12月 22日 https://www.mashingup.jp/2019/12/plastic.html  

 ５）出生ナビ 「レジ袋有料化，なぜ急に？ 海洋プラごみ対策後追い」閲覧日 2020年 12月 23日 

https://stylhttp://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h20fy/200811-

2_mri/200811-2_3.pdfe.nikkei.com/article/DGXZZO46410530R20C19A6000000/  

    ３）経済産業省 諸外国におけるレジ袋等容器包装の使用実態調査  閲覧日 2020年 12月 21日 

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h20fy/200811-2_mri/200811-2_3.pdf         
４）「ビニール袋製造会社の社長，中川兼一さんのお話」 閲覧日 2020年 12月 22日        

https://gyoppy.yahoo.co.jp/featured/102.html 

 ５）「レジ袋有料化でプラスチック業界は大打撃？」 閲覧日 2020年 12月 22日          

https://the-owner.jp/archives/3539 

 ６）「バイオマスプラスチックの写真」 閲覧日 2020年 12月 22日           

http://www.yoshizawakogyo.com/wp-

content/themes/yosizawa_temp/common/img/biomass/sgreen_img01.jpg 

 ７）「ペットボトルの出荷本数の推移」 閲覧日 2020年 12月 22日 

https://www.pwmi.or.jp/public/clip/clip201812_images/image5.png 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

GoToキャンペーンについて 

 

研究者 ４年Ａ組 ２班  

上原蓮 岩本信太郎 漆畑拓斗 尾崎美空 塩崎愛織 

 

１．序論 

新型コロナウイルス感染拡大に伴って，自宅待機も開始され，消費の落ち込みにより経済は大きなダメ

ージを受けた。それに対して政府が出した「GoTo キャンペーン」は，苦境に立たされた企業の支援のた

めに消費を喚起する政策である。政府が発表した資料では，1 兆 6794 億円の補正予算を投じて行われ，

「感染症流行収束後」に取り組むキャンペーンとして紹介されており，以下４つの取り組みを柱としてい

る。 

1. GoTo トラベル：予約された国内旅行を対象に，宿泊・日帰り旅行代金の半額相当を割引。 

旅行先での飲食や観光施設，お土産を購入する際に使える「地域共通クーポン」を付与。 

2. GoTo イート ：食事券を発行したり，来店した場合に次回使えるポイントを付与。  

3. GoTo イベント：キャンペーン期間中のイベントやエンターテインメントのチケットを購入し        

た場合にクーポンまたはポイントを付与。 

4. GoTo 商店街 ：商店街におけるイベントの開催やプロモーション，観光商品の開発などの取        

り組みを支援する。 

 

２．本論 

２－１ GoTo キャンペーンと経済効果 

 6 月の第一波収束後，GoTo トラベルが 7 月にスター

ト。初日に一日の感染者が過去最高を更新するなど不安

の残るスタートを切った GoTo キャンペーンだが，実際

どのような効果があったのか。 

 日本交通公社の調べによると，GoTo トラベルキャン

ペーンだけでも旅行，観光産業業界に 1.79 兆円の売上

効果をもたらしたと予測できるそうだ。(7月 22 日から

11 月 11 日までのキャンペーン利用者の人数と，8 月，

9 月の 1泊あたりの旅行消費単価から算出) 

 また，観光経済新聞が主要な大手旅行会社を対象に行

なった GoTo トラベルキャンペーンについての意識調査

では，6社中 4 社がキャンペーンは「大きな効果があっ

た」と，2 社が「効果があった」と回答し，「効果がなか

った」と回答した会社はなかったことが分かった。 
観光経済新聞（2020.11.30） 
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 また，GoToイートに

お い て も ， DIAMOND 

online が 飲 食 店 約

5000店舗を対象に行っ

た調査では，来店件数

がキャンペーン開始後

に約 3 割増しになった

ということが分かっ

た。 

 GoTo 商店街やイベン

トもこれらに続き始ま

っているが，このよう

に，GoToキャンペーン

は一定の経済効果をも

たらしたと言える。 

２‐２アンケートの結果から 

 上記のように GoTo キャンペーンは

消費を喚起させるという面においては

ある程度の効果をもたらした政策だっ

たといえる。しかし現在ニュースにも

なっている通り様々な課題が指摘され

ているのも事実だ。 

 その課題を明確にする手がかりの一

つとして，皆さんにご協力いただいた

GoTo キャンペーンについてのアンケ

ートの結果を提示する。  

 GoTo キャンペーンを利用したこと

があるかどうかのアンケート結果で

は，利用したことがないという回答が

全体の約60％を占めている。また，GoTo

キャンペーンに賛成か反対かという問

いに対して賛成だと答えた人が半数以

上占めていることが分かる。つまり，

キャンペーンを利用しなかったが，取

り組み自体には賛成だと答えた人もい

るということだ。では，一体なぜキャ

ンペーンには賛成なのに利用をしなか

った人がいるのだろうか。キャンペー

ンを利用しなかったと答えた人たちか

DIAMOND online （2020.12.15) 
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ら聞かれた，利用しなかった理由で最も

多かったものの一つが新型コロナウイ

ルス感染拡大防止であった。また，その

他にも，使い方がわからない，行くとこ

ろが特にない，使う機会がないなどの声

が聞かれた。 

 このアンケートの結果から，考えられ

る GoTo キャンペーンの問題点を，新型

コロナウイルス感染拡大と，その他の 2

つの面からみていく。                       

２−３GoTo キャンペーンの問題点 

（1)新型コロナウイルス感染拡大につ

いて，本当に，GoTo キャンペーンが新型

コロナウイルス感染拡大を助長したのだ

ろうか。 

 図のように減少傾向にあった感染者数は 10月下旬から急激に増えている。この感染者数の動きと GoTo

キャンペーンとの関係について見ていく。 

 GoToキャンペーンが感染拡大に及

ぼした影響として，直接的関係と間

接的関係の 2 つが考られる。 

 まず，直接的関係について。これ

は，GoToキャンペーンを利用した人

のうち，どのくらいの人がコロナウ

イルスに感染したのかということ

だ。観光庁は 11 月 24 日までに，GoTo

トラベルキャンペーンを利用し，コ

ロナウイルスに感染した人数は 148

人としている。10月31日時点でGoTo

トラベルキャンペーンの利用者は少

なくとも約 3976万人であり，このこ

とを踏まえると，GoToキャンペーン

の利用で感染が拡大したと断言するのは難しいだろう。ま

た，GoTo キャンペーン利用者がどのくらい感染したのか，

観光庁も正確に抑えきれていないのが現状であり，先程の 148 という数値も本当に正確なのか定かでな

い。よって，GoTo キャンペーンと感染拡大が直接関係しているのかというのは断言できない。 

4 年生を対象に行ったアンケート結果（2020.12.14実施） 

全国の陽性者数 （1月 17日時点) 
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 次に，間接的関係について。これは，GoToキャンペーンが行われることによって世間に与えられる様々

な影響のことを言う。例えば，人の移動の増加，拡大である。Go To キャンペーンという政策を政府が発

表したということは， 

 このように，直接 Go To キャンペーンを利用していなくても，間接的に感染拡大につながるような影

響が出てしまうという関係があると考えた。この間接的関係が，GoTo キャンペーンが感染拡大に与えた

影響だと私たちは考える。 

（2)感染拡大以外について 

 私達が考えた，感染拡大以外の視点からの 3 つの問題点を挙げる。 

1. 使い方が分からない人が多い（4 年生のアンケートでも多く聞かれた。） 

2. 使えるお店が限られている 

3. 医療従事者が利用できない 

※ 3 について：医療従事者が利用でき，宿泊時，身分証の提示で 1 組あたり 3900 円キャッシ

ュバックするという「３９（サンキュー）プラン」が GoToキャンペーンと併用される予定だった。 

 まず 1 つ目の，使い方が分からない人が多いという点について。キャンペーンの概要について政府の

説明が詳しくなされていなかったと感じたためこのように考えた。 

 次に，2つ目の，使えるお店が限られているという点について。これは主に GoTo イートでのことだが，

お店によってキャンペーンが使えたり，使えなかったりするのだ。また，お店ごとで違いがあるという点

では，GoTo トラベルキャンペーンにも言えることがある。それは，高い割引率によって，いつもは泊ま

れない高級ホテルや旅館ばかりに客が集まってしまうという点だ。どちらの場合にせよ，店の間に不平等

ができてしまうのだ。 

 最後に 3 つ目の，医療従事者が利用できないという点について。私達のために日々戦い続けてくれて

いる医療従事者の方々が利用できないのは問題ではないだろうか。         

 このような問題点が，取り組みには賛成でも，利用はしなかった人がいる理由であろう。 

 このことから，私たちは，経済の回復に有効であり，使いやすく，そして感染防止対策がきちんとな

されているような新しい取り組みを提案したいと思った。 

 

３．考察 

先ほど問題点にも提示したが医療従事者が使用できないというような，個人差の生じる取り組みは利

用しない理由に直結してしまうことが分かる。また使用方法などが明確になっていなかったことで近づ

きにくかったという意見もあった。 

 以上のことからこのキャンペーンをより良いものにしていくためには，利用者が安心して利用できる

経済活動に舵を切ってもいいという政府からのメッセージだと受け取る 

                 ↓ 

         人々の感染症対策に対しての気が緩む 

                 ↓ 

         外に出てもいいんだという雰囲気が社会に広まる 

                 ↓ 

            人の外出，移動が活発になる 
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ようなサービスの提供が必要だ。 

 しかし具体的な案が思いつかなかったため過去の取り組みに目を向けてみることにした。 

 まずは，GoTo キャンペーンに店側も，利用者も安心して参加するために都道府県が独自に行っている

取り組みを紹介する。様々な取り組みがあるが，その中の 3 つをあげる。 

 1つ目は，感染防止対策ステッカーの掲示だ。これは，実施すべき感染防止対策を全て行った事業者の

み，店の前に掲示できるという取り組みである。北海道，東京都，大阪府，福岡県を始め，全国で 14 の

都道府県が実施している。 

 2つ目は，感染防止対策システム「もしサポ◯◯」の導入だ。これは，県内の施設やイベント会場を利

用する際，QRコードを利用して，利用者が濃厚接触者の疑いがある場合に LINE から注意喚起を行うシス

テムだ。全国では，岩手県，滋賀県，東京都，岡山県の 4の都道府県が導入している。 

 3 つ目は，「◯◯お知らせ QR」の導入だ。これは，先程と同様のシステムで，北海道，広島県を始め，

全国では 8の都道府県で導入されている。 

 このように，感染を防止し，安心してキャンペーンに参加できるよう，様々な取り組みが行われている

のだ。 

 次に，店が独自に行っている取り組みを紹介する。それは，「黙食」の呼びかけだ。この「黙食」とい

う言葉は，福岡県にあるカレー店が客に黙って食べることを呼びかけるために使い始めたものだ。

Twitterで広まっていったこの言葉は，大きな反響を得た。この言葉が使われ始める前から飲食店でのマ

スクなしでの会話を控えるようには言われていたが，端的で分かりやすいこの言葉は，客に食事中は会話

をしないという意識をより強くもたせるものとなっているからだ。また，この「黙食」をより効果的にす

すめるために，「黙食」したら 1000円の料理が無料になるサービスを提供したり，「お一人様限定メニュ

ー」を揃えたりする店も増えている。どうすれば安全に 

 今回の研究で四年生を対象に行ったアンケートでは，「新型コロナウイルス感染拡大防止のためやむを

得ず仕様を断念した」という人がかなりの割合を占めていた。東京都の GoTo イートが予想通りの利益を

出せなかったのも感染拡大という情勢が大きく関わっていると私たちは考える。しかしその一方で政策

自体に賛成している人は過半数を占めていた。 

 上記のことから情勢などの面にも目を向けることも利用者が心配せず安心して利用できるサービスを

提供する上で必要だと分かった。 

 

４．結論 

私たちは，新型コロナウイルス感染拡大によって始まった「GoTo キャンペーン政策の是非」に着目し

た。経済の変化を身をもって感じたことで政府の取り組みを高校生なりの視点から考察ができるのでは

ないかと思い，研究を進めた。感染拡大防止と経済回復という一見両立が難しそうな二つの課題に対して

多くの取り組みが行われた。そのうちの一つとして「GoTo キャンペーン」が挙げられる。施行された次

の日の感染者数がそれまでの人数を上回る不安の残るスタートだったが私たちは研究以前「GoTo キャン

ペーン」は成功したと考えていた。確かに業界ごとの利益に着目すればほとんどの地域で利益を上げた政

策だといえるが，新型コロナウイルス感染拡大から，政策に不安を抱きやむを得ず使用しなかった人も中

には見られた。実際に本校の四年生を対象に行ったアンケートでは取り組みには賛成しているにも関わ

らず利用をしなかった人がおり，また使用しなかった理由の欄では「外出する機会が少なかった」，「行き

先が確定していない」という理由を上回り「感染拡大防止」が選択されていた。 

 そこで，私たちが注目したのが感染拡大を防止するための都道府県独自の取り組みである。利用者が安
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全にキャンペーンに参加できるよう，地域ごとに様々な取り組みが行われていた。 

研究を進めていく中で，効果的な政策にするためには，誰もが平等に利用できること，感染防止に配

慮すること，利用者が安心して利用できること，これを満たしたサービスの提供が必要だという結論に

至った。 

 

５．参考文献 

5.1 国土交通省ホームページ， 

https://www.mlit.go.jp 

（2020年 12月閲覧） 

5.2 日本交通公社ホームページ 

https://www.jtb.or.jp/ 

（2021 年 1 月 17 日閲覧） 

5.3 DIAMOND online ホームページ 

https://diamond.jp/articles/-/257159?display=b 

（2021 年 1 月 17 日閲覧） 

5.4 岡山県ホームページ 

https://www.pref.okayama.jp/page/675221.html 

（2021 年 1 月 17 日閲覧） 

5.5 東京都防災ホームページ 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html 

（2021 年 1 月 17 日閲覧） 
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12月 14日（月） 

Go to キャンペーン使用についてのアンケート   

         ４年 A組２班 上原蓮 岩本信太郎 漆畑拓斗 尾崎美空 塩崎愛織 

 

 私たちの班は，体験イノベーションの研究として，疲弊した経済への対策として政府が

始めた「Go to キャンペーン」の使用，また使用と新型コロナウイルスの感染拡大につい

て４年生の皆さんを対象に調査しようと思っています。下記の質問にお答えください。（当

てはまる選択肢に〇を付けてください） 

 

１．Go to キャンペーンを使用したことがありますか。 

 

ある     ない    知らない 

 

「ある」を選んだ人 →２→４ 

「ない」を選んだ人 →３→４ 

「知らない」を選んだ人は調査終了です。ご協力ありがとうございました。 

 

２．どの Go toキャンペーンを使用しましたか。また何度使用しましたか。 

 

Go toトラベル     Go toイート    その他（         ） 

 

１～３回         ４～６回        それ以上  

   

  ３．なぜ Go toキャンペーンを使用しなかったのですか。 

 

a.使い方が分からなかった 

 

b.新型コロナウイルス感染拡大防止 

 

c.その他の理由 

（                                  ） 

  

  ４．Go toキャンペーンという取り組みに賛成ですか？ 

 

賛成       反対 

  

 アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

福山市の空き家問題に対する解決策の提案 

 

研究者 ４年Ａ組 ３班 

甲斐裕丈 岡田悠太郎  片岡瑞貴 寺岡千璃 長尾萌 

 

１．序論 －福山市の実態－ 

 

空き家問題は，福山市だけでなく，日本全国あらゆる土地で起こっている深刻な問題の一つである。し

かしながら，その傾向は人口減少にある地方に偏っており，我々自身，問題意識が低かったことも実情で

ある。本研究では，空き家問題を一から考え，様々な解決策を検証しながら，我々なりの解決策を提示し

たい。 

１－１ 種類・定義 

空き家とは，居住その他の使用がなされていないことが常態である建造物およびその敷地のことを指

す。また，空き家の種類は，賃貸用の住宅，売却用の住宅，二次的住宅，その他の住宅の全部で 4 種類で

ある。このうち賃貸のために空き家になっている空き家は全体の 50.9％を占めており，別荘や売却目的

の空き家はそれぞれ 3～4%程度と，非常に少ないことが分かる。しかし，今回のテーマでもある問題のあ

る空き家は，41.4％を占めていて，近年最も増加傾向にある。 

１－２ 現状・問題点 

平成 25年時点では，全国には 8,195,600戸もの空き家があり，空き家問題は現在も未解決のままとな

っている。また，福山市の持ち家における高齢者世帯数は全体で 110,850 戸あり，そのうち 65 歳以上の

みの世帯は 29,250 戸ある。棒グラフからも分かるように，老朽危険のある空き家は主に北部地域と南部

地域に集中している。空き家による弊害として，防災や衛生，景観などの面から周辺地域に悪影響を及ぼ

すことが挙げられる。その地域の魅力が低下し，過疎化が進めば，経済的な打撃を受ける可能性もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 発生原因 

空き家の発生原因として，人口減少，少子高齢化，新築住宅中心の住宅市場であることの 3つが挙げら

れる。核家族化が進み，高齢者世帯のみで暮らしている住宅は，居住者の死亡や，身体的機能の低下等に

より居住者が施設へ入所した場合，元々住んでいた家が空き家になる可能性が高くなっている。また，日

本人の新築嗜好により，中古物件等の流通が進んでいないことも要因の一つといえる。 

 

２．福山市でとられている対策・処置 

 

２－１ 福山市の空き家対策目標と概要 

 「福山市空家等対策計画」によると，以下の三つを目標として掲げている。 

1 

0

5

10

全国 広島県 福山市

空き家率（％）
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 目標 1：良好な環境で快適に暮らせるまち 

 目標 2：安心・安全が守られるまち 

 目標 3：利活用により活気のあるまち 

この目標の下，福山市は福山市空家等対策条例を作り，「福山市空家等対策協議会」を設置，空き家相

談の窓口の設置などの対策を行っている。 

また，福山市は，居住世帯のある住宅に対しては発生予防・抑制，活用科の空き家・不適正管理空家に

は活用，老朽危険空家に対しては除却，全体に対して適正管理の促進といった対策イメージを立ててい

る。 

 

２－２ 相談窓口の設置 

福山市では 2012年度から徐々に相談件数が増え始めている。これは，高齢化・過疎化などにより空き

家問題が徐々に深刻化していることが原因と思われる。 

福山市は相談窓口を設置し，市民が空き家に関する相談をしやすい体制を進めている。空家等対策の課

題が多岐にわたるため，関係部署が連携して対策を進めている。 

 

２－３ 住宅対策施策と中古住宅の流通促進 

福山市では住宅にかかわる多岐にわたる助成制度を行っている。量が多く，内容も複雑なので，ここで

は省かせていただく。また，国と市では以下のような減税制度・給付金制度や保険制度を行っている。 

 ＜補助形式＞ 

 危険住宅の移転事業を行う人に対する補助金交付。危険住宅の除去であれば 80.2万円， 

 建設費であれば 415 万円の補助金が受けられる。 

 ＜中古住宅の流通促進＞ 

・中古住宅を購入すれば，減税制度が適用される。空き家発生の要因の一つでもある，日本人の新築嗜好

の対策に効果的ともいえる。 

・すまい給付金制度 

消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を大幅に緩和するために創設された制度。2017年（平成 29

年）3 月入居までであれば，最大で 30万円の補助が受けられた。 

 

２－４ 地域における活用事例 

 福山市では以下のような活用事例がある。 

・「内海町の将来を考える会」 

子どもの数が減り,活気がなくなっていく故郷を憂い,2011年(平成 23年)11月,内海町の住民が設立し

た。その活動の一つに空き家バンクがあり，移住を検討している方からの意見を受け,街灯の増設や荒地

の手入れなどにも取り組んでいる。 

・喫茶店風サロン 

鞆町関町では，空き家を利用して喫茶風サロンを設立した。空き家の固定資産税は所有者が負担し，近

隣住民からの物資の提供，社会福祉協議会からの運営補助金内で運営を行っている。そのため掃除等は,

ボランティアと参加者で行っている。 

 ・公共施設サービス 

活用可能な空き家は，夫婦共働き世帯の子どもの預かり保育所や，子どもの居場所や学習場所としての

活用が考えられている。 
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２－５ 特定空家等に対する措置等 

空き家の相談等を受けると，まず外観目視による判断や所有者等への意向確認などを行い，次に立ち入

り調査をした後，最後に特定空家の判断をすることになる。特定空家の所有者には助言・指導・勧告をし，

それでも改善されなかった場合には命令・行政代執行を行って，特定空家を撤去する。 

また，特定空家は特定空家等の判断基準や「ガイドライン」を参考に判断している１）。 

 

３．その他の地域でとられている対策 

 

その他の空き家対策・処置として，様々な取り組みがなされている。その具体例を 5つ説明しようと思

う。 

 １つ目は，空き家バンクの活用である。これは地方公共団体が住民から空き家の登録を募り，空き家の

利用を希望する人に物件情報を提供する制度のことを指す。実際に，古民家カフェなどの施設として空き

家が利用されているケースもある。 

 ２つ目は，大学生を対象とした，空き家での実地研修である。実地研修であるため，実際に空き家に行

き，その場で建築を学ぶことが可能となる。 

 ３つ目は，東京都の荒川区で行われている，老朽空家住宅除却助成事業である。これは，一定の条件を

満たせば，最大５０万円まで，危険な老朽空家住宅の除却に要する費用の２分の１の額を助成してもらえ

るという制度である。 

 ４つ目は，民間空き家対策東京モデル支援事業である。これは，民間事業者等に対して，東京都が財政

支援を行うというものだ。2020 年 8 月 7 日（金）から 8月 19日（水）にかけて，先端技術を駆使した空

き家対策案が募集され，空き家活用株式会社が提案した「リモートセンシングを活用した空き家調査の効

率化に向けた先進事業」が採択された。 

 この事業について，今から詳しく説明したいと思う。本事業では，空き家活用株式会社が 2017年 1月

より，調査を開始し，データベース化した「AKIDAS」というデータシステムを用いて，空き家が多いエリ

アをリアルタイムで検出するための技術の実証実験が行われた。その結果，リモートセンシングデータ活

用と AI解析については，業界最先端の実績を持つサグリ株式会社の技術である「SAgri」の活用が決定し

た。 

 この取り組みの利点として，空き家をリアルタイムで特定することによる情報提供の時間短縮が挙げ

られる。空き家は時間との闘いともいわれていて，できるだけ素早く不動産価値がある情報を提供するこ

とで，空き家の利活用がより促進されるだろう。 

最後に 5 つ目は，秋田市空き家対策基本方針である。この取り組みでは，小学校に隣接する空き家の屋根

や，外壁が飛ぶ危険があるとの通報を受け，実際に消防が対処したという事例もある。また，空き家に積

もった雪の落下の危険があるといった通報にも，市が対処している。このことから，一様に空き家対策と

いっても，秋田県の落雪のように，その地域ならではの問題も存在するため，臨機応変な対応が求められ

るといえる２）。 

 

４．空き家対策の問題点について 

 

 現在の空き家対策は，空き家の解体費用の補助に重点を置いていて，空き家の利活用に繋がっていると

はいえない状況にある。それに加えて，空き家の解体費用の相場が 120 万円～150 万円にもかかわらず，

補助金が出たとしても最大 50万円程度しか受け取ることが出来ない場合もある。このことから，持続可

能かつサポートが万全な対策が講じられていない所に，空き家対策の問題点があると考えた。 
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５．空き家対策の問題点を改善するための解決策について 

 

 これまで，金銭的なサポート等の多くの空き家対策が講じられてきたにもかかわらず，空き家問題が深

刻化するのには，金銭面以外にも何か原因があるのではないかと予想し，視点を変えて考えてみた。 

 所有している空き家を利活用したいが，なかなか踏み切れないという人は，経営のノウハウを持ってい

ないために行動を起こせずにいる場合もあるそうだ。例えば，どのような建物にすれば人気を得られるの

か，どのように経営すれば土地を有効活用できるのかといった，ビジネスにおける基本的な知識は，誰し

もが持っているわけではないだろう。 

また，土地活用に特化した業務により，賃貸住宅の建築を専門に行っている企業もある。この企業では，

一括借上(不動産会社が，物件の所有者，つまりオーナーからアパートやマンション等をまとめて借り上

げ，貸主として，入居者の募集業務から契約業務，物件の管理業務などをすべて行うシステムのこと。)

を行うことによって，物件の所有者のリスクを出来るだけ小さくしている。 

このように，空き家の利活用を促進するためには，経営のノウハウを伝えたり，リスクを抑えたりする

必要があるのだと思う。そのためには，企業だけではなく，行政機関も積極的にサポートを行わなければ

ならない。ここでポイントとなるのは，空き家の利活用に伴うメリットだけでなく，デメリットも含めた

正確な情報開示をすることだと思う。メリットだけを並べられても，当事者からしてみれば，かえって不

信感を募らせるだけだろう。 

以上のことを踏まえて，今までのような空き家の解体の推進だけではなく，利活用を補助する制度を今

まで以上に導入することが有効だと考えられる。例えば，埼玉県の川口市では，事業を最低 3年以上継続

するという条件付きで，空き家活用のための工事費用の一部を補助する制度を設けている。何らかの条件

付きで，事業継続年数に応じて補助金の額を増やすようにすれば，空き家の利活用が促進されるだろう。

住宅として貸し出すようにすれば，物件の所有者が賃貸収入等の利益を得ることが出来る。さらに，まだ

経済的余裕がなく安く空き家を借りたいと考えている若い夫婦等の層に空き家を積極的に貸すことによ

って，オーナーも入居者もお互いに恩恵を受けることが出来るだろう。また，若い人々を中心に人気を集

めているシェアハウスでは，キッチンや浴室，洗面所等は他の入居者と共有することによって，賃借人に

とっては賃料の費用負担を軽減することが出来る。観光地では，利活用可能な空き家を民泊として利用し

ているケースも多い。ホテル不足解消の有効な対策の一つとしても考えられている。このようにして，多

くの人々にその地域に移住してもらったり，観光目的等で訪れてもらったりすれば，過疎化が解消される

地域もあるかもしれない。今後の人口減少に伴い，空き家は将来的に増え続けると予想される。すなわ

ち，物件の所有者に限らず，入居者や地域社会にとってもメリットを期待できる利活用の補助は，解体の

補助よりも有効である可能性が高いということである３）。 

 

６．参考文献 

 

１）福山市空家等対策計画（2021年 2月 1日閲覧） 

   www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/78186.pdf 

２）参考 HP：prtimes.jp/clip.zaigenkakuho.com 

３）出典:o-uccino.com 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

A-4 地産地雇の勧め 

メンバー 神原徳至 楠祐史 楠本輝 中島優月 中野美咲季 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

 
福山の中小企業の労働人口が減少してい
ることが問題である。 
主張 1：特に福山の基幹産業である製造

業で労働人口減少の傾向が著し
い。 

 
 
 
1 基幹産業である製造業は事業所数・従業者数・粗
付加価値額が長期的に減少傾向にある。 

   （福山駅前再生ビジョン より） 
検証  

●福山市の現状 
主張 2：就職期の状況 

 福山市外で就職する人が増えている
と考えられる。 

 
 
主張 3：他の都市との関係 

 他の都市から労働力を手に入れるの
は難しい。 

 
      
主張 4：労働力不足に効果が期待できそ
うな取り組みとその知名度の低さ 

 ・福山地方雇用対策協議会 
  就活生向けのガイダンスの実施
や、高校生・大学生向けのイベント
の補助などを行っている。 

 ・就活ふくやま 
   福山市の就活支援サイト 
 
 ※実際に取り組みはあるが、知られて

いないのが現状…。 
 
●労働人口減少の原因とその対策 
就職期の転出超過に加えて、他の都市か
ら労働力を連れてくるのが難しいこと
（主張 2、3より） 
            ↓ 
福山に住んでいる人にそのまま福山で働
いてもらえばいい 
            ↓ 
現在も働く人向けに市でも取り組みがあ
るが、あまり効果がない（主張 4より） 
            ↓ 
もっと若い世代から福山の中小企業につ
いて知ってもらえたらよいのでは？ 

 
 
2 就職期における転出超過 
  20代前半で転出が増加傾向。 
 （新たな人口減少対策アクションプラン２０１９ 
  福山市企画財政局 企画政策企画政策課 より） 
 
3 福山市における人口減少（社会増減）の状況  

5歳区分ごとの転出入の推移において、どの年代
でも転入数が転出数を上回っている年はほとんど
ない。 （人口減少対策 関係資料 企画財政局企画政策部
企画政策課より） 

 
4-① 例）高校生の職場体験学習 
  ２０１９年度は５校の５８人が２６社で体験。 

市の取り組みにもかかわらず利用している高校
が少ない。（福山市ホームページ より） 

 
4-② 検索サイトで大手就活サイトに阻まれて検索結

果の上のほうに出てこない。 
    （ 番目 2020年 12月 日時点） 
 
4-補足 福山市内の大学に在籍する大学生・大学院生

に対して行われたアンケートで、福山市内の企
業について、「知らない」という解答が全体の
約６４％を占め、知っている学生の内、「扱っ
ている製品のサービス内容を少し知っている」
が約４５％程度であった。 

  (【福山市産学官連携推進会議】共同研究「大学
生，大学院生の就職観等に関するアンケート」 
より） 

提案  
若い世代(小中学生)に中小企業について知ってもらい、さらに興味を持ってもらうには、情報

を発信する場の整備が必要だと考える。よって次の 3つを提案する。 
 
①ホームページ改善 
 キッズページの復活＋職業調べをする小中学生向けの情報発信 
②SNS 
 SNSの存在を知ってもらうための取り組み 
③小・中学生向けのイベント 
 出前授業の回数を増やす、「ふくやま あそんでまなぶ製造業プロジェクト」 
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広島大学附属福山高等学校 
4年「体験イノベーション」 

地産地雇の勧め 
 

  研究者 ４年Ａ組 ４班             
神原徳至 楠祐史 楠本輝 中島優月 中野美咲季 

 

１.序論 
私たちの班では，総合的な学習の一環として真辺工業株式会社を訪問した。真辺工業株

式会社は，府中市に本社を置き，主に製品加工や機械加工等(製造業)を行なっている中小

企業 1)の１つである。（製造業においては，資本金の額又は出資の総額が 3億円以下の会

社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人が中小企業だと定義されてい

る）私たちはこの経験から，現在の福山市の中小企業の現状に興味を持った。そこで，調

査を進めると，福山市全体で中小企業従事者が減少，特に福山市の基幹産業である製造業

でその傾向が著しいことが分かった。（下グラフ参照） 

この福山市の中小企業の問題に対して，その原因を調査し，問題の解決によって福山市

をより活性化したいと考えた。どのような対策が適しているのかを検討し，議論を重ねる

ことで，自分たちなりの問題解決の糸口を発見した。   

 

 
 ｢（仮称）福山駅前再生ビジョン 2017年 （平成 29 年）11月 福山市」2) 

 

２.本論 
2—1福山市における就職期の状況 
 右のグラフを見ると，年々20代前半での転出が増加してい

ることがわかる。20代前半というと，高校もしくは大学・専

門学校を卒業し，就職を考える年齢層にあたるだろう。大学

や専門学校で高度な技能を身につけ，就職する人も多いと推

測できる。この年代の人が福山から出て行くということは就

職などを福山市外で考えていると予想される。 

 
｢新たな人口減少対策アクションプラン２０１９  福山市

企画財政局 企画政策企画政策課｣3) より 
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2-2 福山市と他の市の関係 
福山市の５歳区分ごとの転出入の推移のデータを見ると，20 代，30代では転出数が，

転入数を上回っている。福山市への転入数が少ないので，他の都市から労働力を手に入れ

るのは難しいのが現状である。 

【5歳区分ごとの転出入の推移のグラフ】

 
↑｢人口減少対策 関係資料 企画財政局企画政策部企画政策課」4)  より 

 

2-3 福山市で現在行われている取り組み 

 現在福山市で行われている取り組みの内，労働力不足改善に効果が期待できそうなもの

を調査した。すると以下の 2つの取り組みが見つかった。 

●福山市雇用対策会議 5) 

福山市の中小企業と福山市の学生をつなぐ組織 

目的：福山地方（福山市・府中市）の産業界が必要とする労働力の確保とその安定を図り

地域経済の発展に寄与すること。 

設立：1969年 6月 

構成：福山地方に所在する企業３７５社（2020 年 2 月 14 日現在），福山市，府中市，福

山公共職業安定所，福山商工会議所 

主な活動 

・就職ガイダンス 

 翌年卒業予定の大学・短期大学・専門学校の学生を対象に企業の採用担当者から企業の 

概要や求人内容について説明するもの 

・「企業ガイド」の発行 

 企業の概要や募集職種を掲載した「企業ガイド」を発行し，大学・短期大学・専門学校 

等へ配付し，福山地方の産業のＰＲを図る 

・企業と学校の交流会者から企業の概要や求人内容について説明するもの 

 広島・岡山県内の大学・短期大学・専修学校や大学及び福山・尾道・三原・府中・笠岡 

公共職業安定所管内の高校の就職担当者と企業採用担当者が，学生・生徒の職業観や企 

業の求める人材などについて自由に意見交換 
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・高校生による事業所見学 

 高等学校の職場体験学習の一環として，事業所見学に対して費用の一部を補助し，学習 

効果を高め，産業の発展に資する。 

 

●就活ふくやま 6) 

福山市に特化した就職支援 Web サイト 

目的：多種多様な業績が集まり,オンリーワン・ナンバーワンといわれて注目される企業

が数多くある「ものづくりのまち福山」の優れた企業を多くの人に伝えること。 

開設：おそらく 2017年 4月 

主な活動 

・求人情報の公開 

・福山の企業に対する取材情報 

 福山にある中小企業に事業内容や採用したい人物をインタビューし，その内容を公開 

 している。 

・事業者情報 

 フリーワード検索や業種検索で検索ワードに関連した企業の情報を詳しく知ることがで 

 きる。 

 

2-4 福山市の中小企業の認知度 

 福山市内の大学に在籍する大学生・大学院生に対して行われたアンケートによると，福

山市内の企業について，「知らない」という解答が全体の約６４％を占め，知っている学

生の内，「扱っている製品のサービス内容を少し知っている」が約４５％程度であった。 

 

↑【福山市産学官連携推進会議】共同研究 -2015- 「大学生，大学院生の就職観等に関

するアンケート」7)  より 

 

３．考察 
これまでのデータより 

就職期における転出超過に加えて，他の都市から労働力を連れてくるのが難しいこと 
が福山市の労働人口が減少していることの原因であると考えられる。 
そこで，私たちは，現在福山で就職する人が少なく，他の都市から労働力を連れてくる

のが難しいのなら，福山市の若い世代の人たちに福山で働いてもらえればよいと考えた。 
一方で，福山市は就職者向けのサイトがあるにもかかわらず，就活生の認知度は低いこ

とが分かる。そこで，今福山で働く世代だけではなく，今までにない取り組みとして，も

っと若い世代，具体的には小中学生から福山の中小企業について知ってもらい，興味を持

ってもらえるようにし，将来福山で働いてくれる人材を育てる，という視点で問題解決の

方法を提案したい。 
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４．提案 
若い世代(小中学生)に中小企業について知ってもらい，さらに興味を持ってもらうには，

情報を発信する場の整備が必要だと考える。現在福山市には，中小企業について情報を発

信しているのは， 
・福山市のホームページ（宣伝や各種サイトの紹介，市が行っている取り組みの報告など） 
・ＳＮＳ（イベントの告知など） 
・中小企業の情報専門のサイト(就活ふくやまなど) 
がある。しかし，取り組みはあってもその情報を求めている人に伝わっていないのが現状

である。これらのことより，具体的に次の 3 つのことを提案する。 
①キッズホームページ再制作 
②SNS の活用 
③小・中学生向けのイベント 

 
4-1 キッズホームページ再制作 
職業調べなどをする小中学生向けに，中小企業のことを紹介する専用のサイトを作る。 
 小中学生が福山についての情報を仕入れる場の 1 つとして，授業の調べ学習の時間が挙

げられる。そしてその時に閲覧するページは福山市公式から出ている物が多いのでは無い

だろうか。その方が指導する先生も親も安心だろう。そこで私たちは adobe flash player

のサポート修了に伴い 2020 年 12月に削除されてしまった福山市公式キッズホームページ

「ふくやまキッズコーナー」を再制作したうえで，福山の仕事(主に製造業)についてのわ

かり易い記述を追加すること提案する。郷土学習の一環として調べ学習を行う小中学生の

目に止まれば良いと考えた。 
 具体的には，①福山市における製造業の位置 ②製造業の分類，主な製品，仕事内容 

③企業の代表例 ④下記の小中学生対象のイベント紹介案内 の４つを主に紹介したい。 
実際に働いている様子などが分かりやすいよう，写真や漫画，インタビューを用いる。 
 
4-2 SNS の活用 

SNSの存在を知ってもらうための取り組み 

  ＳＮＳは，市が発信した情報を比較的簡単に多くの人へ伝えることができるものだ。小

学生が使えるＳＮＳは少ないが，若い世代に知ってほしい情報を届ける上で無視できない

ツールだろう。福山市が利用しているＳＮＳはいくつかあるが，その内ユーザー層に若者

が多く，フォローやアカウント登録をした人以外にも発信した情報を見てもらえる

Instagram・Twitterについて提案をしていく。 

 現状，福山市がＳＮＳ上で情報を公開してもたくさんの人に見られていない，もしくは

見られていたとしてもそのまま受け流されてしまっているという印象がある。このように

情報を開示しているにも関わらず，見てもらえないという状況を回避するために，SNS を

普段から見て貰える物にする必要があると考える。 

 具体的には，ＳＮＳの存在そのものを知ってもらうための第 1 ステップ，見ている人を

巻き込む第 2 ステップを経て，知ってほしい情報を公開する第 3 ステップの 3 つに段階を

分けて取り組みを行う。この段階を踏むことで，若い世代が日常的に見る，情報収集に使

うＳＮＳとなれるのではないだろうか。 
 Instagram Twitter 

第 1 ステップ 若者が知りたい情報の提供 
→福山市独自のタグを作る 
量より質 

毎日投稿 
→フランクな文体で見る人に親しみやすい印象を 
質より量 

第 2 ステップ ・フォトコンテスト 
・ローカルインフルエンサーの起用 
→作ったタグを拡散 

・「インスタ フォトコンテスト」の宣伝用イラ
スト募集 など 

第 3 ステップ 知ってほしい情報を提供する（イベントの告知やＨＰの宣伝など） 
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4-3 小中学生向けのイベント 
(ⅰ)職業体験イベント， 交流会を増やす 
福山市の小中学生が小さいころから地元に企業に関心を持つために体験イベントや交流

会を増やしていけばいいと思う。それにより大きくなった時，就職の際に興味を持ち，福

山市で働きたいと思う人が増えて労働人口の減少の改善策になると考える。現段階では高

校生や大学生への講演会などのマッチング機会は比較的多くあることが調べてみるとわか

った。それに比べ，小学生や中学生への地元（福山市）の企業と触れ合う機会が少ないこ

とが分かった。 
（ア)出前授業の企画の拡大 
 職場体験のイベントを増やすだけでなく，企業自らが小学校や中学校に行って，話をす

る機会を増やすことも提案する。就職を間近にひかえている大学生などは，将来の職業に

ついて意識的に考えるかもしれないが，小中学生にとっては実感が湧きにくいと思う。職

場体験とまではいかなくとも，企業で働いている方の話を聞き，少しでも職業感を持って

もらうような取り組みがあればいいと思う。 
 (イ)職場体験の企画の拡大 
 〈現在行われている中学生対象のイベント〉 
『チャレンジウィーク・ふくやま』 
 この取り組みは公立中学校 2 年生を対象として，生徒にしっかりとした勤労感や職業感

を身に付けさせるためのキャリア教育の一環として，学校・家庭・地域の事業所が協力し

て 5 日間にわたって行う“地域で進める職場体験活動である。毎年夏休み中に実施されて

おり 2019 年度は 35校が参加している。公立中学校のほとんどが参加しているプロジェク

トで，職場体験をするのに最適な環境であると考える。そこで，公立中学校だけでなく，

福山の私立，国立中学校についてもこの企画に出来るだけ参加するようにすればいいので

はないかと思う。 
 一方で，小学生向けの職業体験の場が見当たらないのが現状である。そこで，私たちは

小学生対象のプロジェクトを提案する。それが「福山あそんでまなぶ工作プロジェクト」

だ。 
 〈福山あそんでまなぶプロジェクト〉 
 ・目的:遊びを通して，小学生に福山の中小企業(製造)の仕事に興味を持ってもらう。 
 

(ⅱ)一貫した労働支援 
 他の地域で行われている取り組みの例として名古屋市を挙げる。名古屋市は企業の数，

労働者も福山市に比べて多く，産業や商業では日本をリードしている都市の１つである。

しかし，近年は減少傾向にあり，中小企業の人材確保・育成が課題となっている。 
下の図は，名古屋市が行なっている，中小企業の支援施策である。 
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これをみると，小中学生向けの事業はもちろん，高校生，大学生，そして就職している

人に向けての事業や講座などを設置していることが分かる。そして，身に付けるスキルや

必要なスキルをそれぞれのライフステージごとに定め，段階を踏んでいっていることが分

かる。福山市にもこういった一貫した支援事業を展開すれば，就職する人にとって実感が

湧きやすいし，企業側にとってもやりやすいと考える。 

 

５．結論 
 情報を発信する場の整備が進むことによって，小中学生は福山の中小企業に興味をもち

やすくなる。そして福山で育った人材が福山で働く，つまり「地産地雇」の実現が達成さ

れると考えた。労働力をある程度確保し，福山で大きな割合を占める中小企業の問題点を

一つ解決することが福山の発展に繋がるのでは無いだろうか。 

 

６. 参考文献 
1)中小企業庁 ホームページ ｢中小企業・小規模企業者の定義｣ 
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 
(2020 年 12月 14日閲覧) 

2）｢（仮称）福山駅前再生ビジョン 2017年（平成 29年）11 月 福山市｣ 
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/99274.pdf 
(2020 年 12月 9日閲覧) 

3) ｢新たな人口減少対策アクションプラン２０１９  福山市企画財政局 企画政策企画 

政策課」 
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/life/151331_586414_misc.pdf 
(2020 年 12月 9日閲覧） 

4) ｢人口減少対策 関係資料 企画財政局企画政策部企画政策課｣ 
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/119432.pdf  
(2020 年 12月 9日閲覧) 

5) 福山市 ホームページ ｢福山地方雇用対策会議について｣ 
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/41740.html  
(2020 年 12月 9日閲覧) 

6) 就活ふくやま ホームページ 
https://shukatsu-fukuyama.jp/  
(2020 年 12月 9日閲覧) 

 7) 【福山市産学官連携推進会議】共同研究 -2015- ｢大学生，大学院生の就職観等に関  

するアンケート」 
http://altair.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/life/96018_255692_misc.pdf  
(2020 年 12月 9日閲覧) 

- 38 -



A
→ …

⁉

- 39 -



20

…

||

35.7

44.

24.3

…

SNS

3

- 40 -



→2020 12 adobe 

flash player

SNS

Instagram Twitter

1

→ →

2

→

3

- 41 -



- 42 -



広島大学附属福山中・高等学校  

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

班  研究タイトル 

 

A5 

 

 

福山市が環境に優しいまちになるには 

メンバー 永原侑実 最相凌祐 能宗虹羽 久保川裕太 佐藤陽彦 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成）  それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ  

設定  

(問題  

提起) 

テーマ 環境に優しいまちづくり 

福山市をもっと環境に優しいまちにする 

 

 

福山市のリサイクル率はここ１０年横ばい 

 

 

 

検証 主張 1  福山市はゴミの量を減らすべき 

 

 

 

主張 2 ごみの再利用量をさらに増やすべき 

   →ごみの RDF化や紙の再生利用を 

    促進するなどの取り組み 

 

 

主張 3 燃やせる家庭ごみの袋を有料化 

   すべき 

 

主張 4 リサイクル率はあくまで目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民 1人１日あたりのゴミの排出量(2018年) 

全国 876ｇ 広島県 866ｇ 福山市 887ｇ 

福山市のごみの量はやや多く近年横ばい 

 

福山市のゴミの再利用量は近年減少傾向 

RDFとは？ 

別名：廃棄物固形燃料(Refuse Derived Fuel) 

一般家庭からのごみを原料とした固形燃料のこと 

 

廿日市市 燃やせる家庭ごみ 9.8％減少 

     資源ごみ    9.0％増加 

 

１各市町村のホームページより 

・福山市より 

リサイクル率(％)＝(ごみの資源化量＋集団回収量)÷(ごみ

の排出量＋集団回収量)×１００ 

・福岡市より 

リサイクル率(％)＝(ごみのリサイクル量)÷(ごみ処理量＋

ごみのリサイクル量)×１００ 

・倉敷市より 

リサイクル率(％)＝(資源ごみ量＋中間資源化量＋集団回収

量)÷(ごみ総処理量＋集団回収量) 

２福山市の回答より 

この 3つの式は概ね同じ意味を表している 

 

提案 一人一人がきちんとごみを分別し、ごみが適切に処理されることが最も大事なことである。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

福山市が環境に優しいまちになるには 
 

          

研究者 ４年Ａ組５班 

              永原侑実 能宗虹羽 最相凌祐 佐藤陽彦 久保川裕太 

 

１．序論 
私たち４年Ａ組５班は，中島商店の実地調査で，普通なら捨てられるものを上手く活用して商売につ

なげていることを知った。そこから，近年話題になっているゴミ問題について，リサイクルなどの視点

から地元の現状はどうか研究しようと考えた。まず，福山市のごみ処理の現状を知るために，福山市の

ホームページを使って様々な情報を調べた。そして，福山市を他の自治体と比べるにあたってリサイク

ル率に着目し，人口が同規模の倉敷市，また大都市の福岡市のリサイクル率などもホームページを使っ

て調べた。他にも必要に応じて様々なホームページを参考にし，また，詳しい情報を集めるために，福

山市の廃棄物対策課にも紙面で取材させていただいた。 
調べるうちに福山市のごみの量は他の自治体と比べて多く，環境にやさしいまちになるために，ごみ

の減量及び，リサイクル量の増量に取り組むべきとわかった。 

後述するが，私たちは調査を進める中でごみ処理に対する市民の意識がさらに高まることが，福山市

が環境にやさしいまちになるために必要なことだとわかった。市民のごみの分別には不十分な点がまだ

あり，さらに意識を高めることでごみの減量，再利用量の増加につながると私たちは考える。 

 

２．本論 
２－１ 福山市はごみの量を減らすべき 

 私たちは福山市を環境に優しいまちにしたいと考えている。どうすれば「環境に優しく」なれるのだ

ろうか。 

 1 つはごみの量を減らすことである。 

 ごみの量を考えるにあたって重要な目安となるのが「住民 1 人 1 日あたりのごみの排出量」である。

これは名の通り，ある地域に住む住民 1 人が 1 日に出すごみの量を示している。ごみの量は各自治体の

人口によっても変わってくるので実質的にごみをどれほど出しているかを比べるには 1 人あたりに置き

換える必要があるため，この「住民 1 人 1 日あたりのごみの出量」が比較するにあたって重要となると

考えられている。 

 広島県や福山市のホームページでこの値について調べた。すると，2018 年の全国の値が 876ｇ，広島

県の値は 866ｇ，福山市は 887ｇであることがわかった。この結果から福山市のごみの量はやや多いと

いうことが分かる。さらに，福山市のごみの量の推移を調べてみても(図１参照)2009 年度から 2018 年

度まで少し減少はしているものの，あまり変わっていないことがわかった。 

以上のことから福山市はごみの量を減らすべきだといえるだろう。 

 

【図１】福山市のごみの排出量の推移 

     
（出典 Ⅱ.市の現況と取組第２章循環型社会の構築） 
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２－２ 福山市はごみの再利用量を増やすべき 

 福山市を環境に優しいまちにするためにできることの 2 つめはごみの再利用を増やすことである。 

 廃棄されるごみの量は，上記にある方法以外にも，ごみの再利用量を増やすことでも減らすことがで

きる。福山市ホームページのデータによると国・広島県のリサイクル率はともに上昇しているのに対し，

福山市のごみの資源化率，リサイクル率はこの 2 つと比べて大きく下回っている。しかし，ごみの再利

用量は近年増加傾向にある。リサイクル率はあくまでも目安だが，これらのことから福山市はごみの再

利用の観点からも改善の余地があると考えた。 

  

 再利用量を増やす取り組みとして，ごみの廃棄物固形燃料(Refuse Derived Fuel，略称 RDF，以下

RDF と略記)化というものがある。RDFとは家庭から収集した可燃ごみを破損・収集・圧縮し作られた

固形燃料のことである。持続可能な循環型社会への移行の実現を目指した際，廃棄物の最終処分量を減

らすために開発され，環境保全とエネルギー資源の確保を同時に実現すると注目された技術でもある。

【表１】が示すように，福山市でも量・総排出量に占める割合はともに減少しているもののごみの RDF

化は行われており，有効な手段の一つとしていえると考えられる。 

 

【表１】福山市のごみ処理の状況及び経年変化 

 
(出典 Ⅱ.市の現況と取組第２章循環型社会の構築) 

 

  ごみを RDF 化することは大きく以下の 4 つのメリットがある。 

 

  ①ダイオキシン対策 高温による完全燃焼が可能なため，適正な設備で燃焼管理を行えばダイオキ

シン類の排出抑制対策に資する。 

 

  ②ごみから電気を取り出せる 本来ならば処理され CO2 や熱を出すだけのごみから，RDF 化する

ことで電気を得ることができる。 

 

  ③効率的な熱回収 製造工程において乾燥させ水分を減少させるため燃焼時の熱効率が高くなる。 

   また石炭と同等の発熱量（5000kcal）がある。 

 

  ④扱いやすさ 水分除去・圧縮・成形が行われるため容量が大幅に削減され運搬等が容易になる。         

また，腐敗，腐臭しにくくなる。 

 

 ただし，ごみの RDF 化には経費・時間・環境負荷の増大や，雑多な成分を同時に焼却するため

人間のコントロールの及ばない危険な化学物資が多く発生するなどの問題点が数多く存在している。

また，福山市で RDF 化を行っている福山リサイクル発電事業が令和 6 年 3 月に終了する予定とな

っている。こういったことから新たな可燃ごみ処理体制の構築が求められている。¹⁾ 

（出典 環境省「ごみ固形燃料の適正管理方策について」） 

 

２－３ リサイクル率について 

 福山市のホームページ２）によると，福山市のリサイクル率は 2018 年度は 11.6％であると分かった。 

また，倉敷市のホームページ３）によると，倉敷市のリサイクル率は 47.1％であると分かった。 

福岡市のホームページ４）によると，福岡市のリサイクル率は 2018 年度は 31.3％であると分かった。 
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【福山市のグラフ】 

 
 

【倉敷市のグラフ】 
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【福岡市のグラフ】 

 

 
 
 上記のようにリサイクル率とは，市区町村がどれだけごみを再利用しているかを示す値である。そこ

で私たちは福山市のリサイクル率を他の市と比較すれば，福山市のごみの再利用の規模がわかるのでは

ないかと考えた。比較対象として選ばせていただいたのは，倉敷市と福岡市である。 

 しかし，調査を進める中で，これらの 3 つの市はそれぞれ別の計算式を用いていることが分かった。 

例えば， 

・福山市ホームページ²⁾より 

リサイクル率(％)＝(ごみの資源化量＋集団回収量)÷(ごみの排出量＋集団回収量)×１００ 

・福岡市ホームページ³⁾より 

リサイクル率(％)＝(ごみのリサイクル量)÷(ごみ処理量＋ごみのリサイクル量)×１００ 

・倉敷市ホームページ⁴⁾より 

リサイクル率(％)＝(資源ごみ量＋中間資源化量＋集団回収量)÷(ごみ総処理量＋集団回収量) 

といった具合である。 

 当初，私たちはこれらの式はまったく別のことを示していて，これらの数字を単純に比較することは

不可能だと考えた。しかし，福山市廃棄物対策課に書面によるアンケートを行い，回答を頂いてからは

考えが変わった。回答によると，式に使われている言葉は違うものの，リサイクルされた量を，ごみと

して排出されたもの全体の量で割ったという点では，表している値の意味は等しいといえるようだ。 

 

  

３．考察 
３－１ 福山市が実行可能な取り組み 

 ここまで，ごみの減量と再利用量の増量という２つの観点から主張してきたが，では実際にそれらを

達成するためにどんなことができるのか。私たちは住民の意識が変わることが最も必要だと考えた。処

分の仕方がよくわからないごみをまとめて燃えるごみとして処分してしまっている方も多いのではない

だろうか。 

調べるうちに，広島県廿日市市のある取り組みが目に留まった。⁵⁾それは，家庭から出る燃やせるご

みを有料化する，というものである。これまで，ごみ袋の料金には袋代しか含まれていなかったが，

2020 年 4 月 1 日以降，袋代に加えてごみの処理費が追加され，値段が上がった(表２参照)。この取り組

みにより，廿日市市では家庭から出る燃やせるごみの量が 9.8％減少し(表３参照)，資源ごみの量は

9.0％増加している(表４参照)。これは，廿日市市民の方々のごみ減量への意識の向上や，分別の徹底に

よるものだと考えられる。この取り組みはごみの減量と再利用量(資源ごみは再利用される)の増加を同
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時に達成できる効果的なものであり，広島県内では多くの市区町村がこれを行っている。よって福山市

も家庭から出る燃やせるごみの有料化に取り組むべきと考える。 

  

【表２】2020 年 4 月 1 日以降のごみ袋の料金 

４５ℓ ３０ℓ ２０ℓ １０ℓ 

４５円 ３０円 ２０円 １０円 

 

 

【表３】家庭系燃やせるごみ量比較 

 
 

【表４】家庭系資源ごみ量比較 

 
 

(表 2,3,4 の出典 燃やせるごみ有料化後のごみ排出量の状況) 

  

  

３－２ リサイクル率について 

 ２－３で示した通り，各市町村が用いているリサイクル率の式は，細部は違えど，表している意味は

同じである。 

 よって，リサイクル率を比較することによって各市町村がどれだけごみを再利用しているかをある程

度比較することができるといえるだろう。 

 

３－３ 廃棄物対策課のアンケートによって分かったこと 

 処理されるごみの中にまだ再利用できるものがないか疑問に思い，廃棄物対策課にアンケートを行っ

たところ，古紙類の一部を焼却していることが分かった。これは地域で行われている資源回収や公共施

設での拠点回収等を利用することによって，リサイクルへと繋げることが出来る。よって，排出者が適

切に分別することが大事である。 

 

 

４．結論 
 これまで，「福山市が環境にやさしいまちになるために」というテーマで論じてきた。廿日市市のご

み袋の料金を引き上げるという取り組みを紹介し，その結果から，以前までのごみの分別や環境などに

対する意識が緩かったと言えるだろう。例えば，これは私たちにもありがちなことだが，ペットボトル

のフタやラベルを取り外さずにリサイクル資源とすることがあるのではないだろうか。福山市はペット

ボトルはラベルとフタをとって，かつ中身をすすいだ状態でリサイクルに出すよう呼びかけている。⁶⁾

この作業をしなければ，ペットボトル本体以外の異物の量が多すぎて再商品化できず，廃棄される割合

が増える。⁷⁾だからこそ，わたしたちは①ごみ袋の料金の引き上げを行い，それにより②市民の意識を，

ペットボトルの例で示したように，ごみに関する意識を高めていただく ということを提案する。 
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睡眠のすゝめ 

〜睡眠不足の君へ〜 

A6 班： 杉原俊祐 速水千歩 島田大暉 

鼓一真 橋本碧海 

1.序論 

  文部科学省のWebsiteにも掲載されていた米国国立睡眠財団の 2015年のデータによると、14〜17

歳に必要とされる睡眠時間は 8〜10時間となっている。しかし、厚生労働省が同年に行った調査によると

全国の 14〜17歳の平均睡眠時間時間は 6〜7時間ということがわかった。このことから全国的にも高校

生は睡眠不足であると言える。また同じく厚生労働省によると質の悪い睡眠は生活習慣病の罹患リスクを

高め、かつ症状を悪化させることや、事故やミスなど起こりやすくなる、睡眠障害が起こることがわかって

いる。  

そうならないためにも、質の良い睡眠をするには何をすることが効果的か、ということをここに提案する。 

 

2.本論 

2-1  広大福山の四年生の睡眠の現状 

  まず、広大福山の四年生の睡眠の現状を知るために 4年 A組を調査対象としてアンケートを行った。 

すると次のようなことが分かった。 

①睡眠時間（昼寝や仮眠は除く）

 

全国の高校生の睡眠時間が先にも述べたように、６～７時間であるのに対し、附属生の４年 A組に対し

て行ったアンケートによると、86.8％の人が 7時間以下ということが分かったさらに 15.8％の人は 5時間

以下であることがわかった。 

つまり、附属生の睡眠時間の現状も、先にも述べた 14～17歳に必要な睡眠時間を満たしていないこと

になる。 

②睡眠の質について 
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自分の睡眠の質を「非常に良い」「かなり良い」「かなり悪い」「非常に悪い」の 4段階で評価してもらった

ところ、「非常に良い」と答えた人が 7.5%で、残りの 92.5%の人は、少なからず少しは自分の睡眠について

改善のしたいと思っているのではないのだろうか。 

 

③平日の過ごし方について 

 

平日ほぼ毎日と答えた人や、週 3～4日あった人が全体の 80.0％であることがわかる。 

そして次に習い事がある日とない日の帰宅から就寝までどのくらい時間があるのかを聞いたところ次のよ

うになった。 
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このグラフを見ると習い事がある日は、少なくとも 47.4%の人が帰宅時間から 2時間以内に就寝している

ことになり、仮に帰宅してすぐに就寝しても 14～17歳に必要な 8～10時間の睡眠時間もカバーするの

は難しいことがわかる。 

よって睡眠に対しては睡眠時間を確保するというアプローチではなく、睡眠の質の向上が重要となってく

ることがわかる。 

 

 

2-2  質を向上させる提案 

  質を向上させる方法として、班員を対象に多くのWebsiteで取り上げられていた、以下 a〜ｄの 4つの

方法五日間続け一日目と五日目の起床後の気分を 16個の質問で調べ、数値化し、どの方法がもっとも

睡眠の質の向上がみられるかを検証した。 

a:就寝前に暖かい飲み物を飲む 

b:就寝前にストレッチをする 

c:就寝前に肩や首を温める 

d:起床後、日光を浴びる 
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a:就寝前に暖かい飲み物を飲む 

  就寝前 3～4時間にカフェインを摂取せず、就寝前に暖かい飲み物を飲んだ。温かい飲み物は、内臓

から体温上昇を促し、体温が下がり始めるときに自然な眠気がおきるので、睡眠前のリズムをつくることが

期待されている。 

実際に検証した結果 

 

一日目と五日目では数値＋4だった。 

 

 

b:就寝前にストレッチをする 

 就寝直前にストレッチを行った。身体的な効果としては、筋肉をほぐすことで血流をよくし、精神的な効

果としては、副交感神経を刺激しリラックスを促すことが期待される。これにより自然な眠気が発生する。 

実際に検証した結果 

 

一日目と五日目では数値は＋4だった。 

 

実験者によると三日目あたりから急に寝やすくなったが、睡眠の質に関してはその後あまり向上を実感で

きなかった。 

 

 

c:就寝前に肩や首を温める 

   自律神経の集中していることを温めることで自律神経を安定させたり、また、こりをほぐし、快眠のリズ

ムを作る効果が期待される。 

実際に検証した結果 

 

一日目と五日目では数値は＋5だった。 

 

 

d:起床後、日光を浴びる 

   光によってメラトニンの分泌をとめ、眠気を覚まし体内時計を調整する。就寝前に眠気がきてよい睡眠

リズムができる。 

実際に検証した結果 

 

一日目と五日目では数値は＋4 

 

3.考察 
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 今回行った検証より、ｃ：就寝前に肩や首を温める、というのが最も効果的であることがわかった。また今

回取り上げた a～dの四つどれにも効果あるということもわかった。 

 

4.結論 

  当校の生徒に対して行ったアンケート調査の結果、生徒の多くは寝不足の状態にあり、その原因として不規

則な生活習慣や電子機器の使用が考えられる。 

 しかしながら、現実的に考えて生徒が睡眠時間を伸ばすことは難しい。そのため、睡眠の質を向上させる方

法を提案することにした。 

 この研究を振り返って、アンケート結果を十分に分析できなかったり、考察を十分に行うことができなかった

り、根拠が不十分なところがあったりした。この教訓を次の研究に生かし、より深い研究を行いたい。 

  

 

 

   

   

  

 

睡眠のすゝめ 

〜睡眠不足の君へ〜 

A6 班： 杉原俊祐 速水千歩 島田大暉 

鼓一真 橋本碧海 

1.序論 

  文部科学省のWebsiteにも掲載されていた米国国立睡眠財団の 2015年のデータによると、14〜17

歳に必要とされる睡眠時間は 8〜10時間となっている。しかし、厚生労働省が同年に行った調査によると

全国の 14〜17歳の平均睡眠時間時間は 6〜7時間ということがわかった。このことから全国的にも高校

生は睡眠不足であると言える。また同じく厚生労働省によると質の悪い睡眠は生活習慣病の罹患リスクを

高め、かつ症状を悪化させることや、事故やミスなど起こりやすくなる、睡眠障害が起こることがわかって

いる。  

そうならないためにも、質の良い睡眠をするには何をすることが効果的か、ということをここに提案する。 

 

2.本論 

2-1  広大福山の四年生の睡眠の現状 

  まず、広大福山の四年生の睡眠の現状を知るために 4年 A組を調査対象としてアンケートを行った。 

すると次のようなことが分かった。 
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①睡眠時間（昼寝や仮眠は除く）

 

全国の高校生の睡眠時間が先にも述べたように、６～７時間であるのに対し、附属生の４年 A組に対し

て行ったアンケートによると、86.8％の人が 7時間以下ということが分かったさらに 15.8％の人は 5時間

以下であることがわかった。 

つまり、附属生の睡眠時間の現状も、先にも述べた 14～17歳に必要な睡眠時間を満たしていないこと

になる。 

②睡眠の質について 

 

自分の睡眠の質を「非常に良い」「かなり良い」「かなり悪い」「非常に悪い」の 4段階で評価してもらった

ところ、「非常に良い」と答えた人が 7.5%で、残りの 92.5%の人は、少なからず少しは自分の睡眠について

改善のしたいと思っているのではないのだろうか。 

 

③平日の過ごし方について 
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平日ほぼ毎日と答えた人や、週 3～4日あった人が全体の 80.0％であることがわかる。 

そして次に習い事がある日とない日の帰宅から就寝までどのくらい時間があるのかを聞いたところ次のよ

うになった。 

このグラフを見ると習い事がある日は、少なくとも 47.4%の人が帰宅時間から 2時間以内に就寝している
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ことになり、仮に帰宅してすぐに就寝しても 14～17歳に必要な 8～10時間の睡眠時間もカバーするの

は難しいことがわかる。 

よって睡眠に対しては睡眠時間を確保するというアプローチではなく、睡眠の質の向上が重要となってく

ることがわかる。 

 

 

2-2  質を向上させる提案 

  質を向上させる方法として、班員を対象に多くのWebsiteで取り上げられていた、以下 a〜ｄの 4つの

方法五日間続け一日目と五日目の起床後の気分を 16個の質問で調べ、数値化し、どの方法がもっとも

睡眠の質の向上がみられるかを検証した。 

a:就寝前に暖かい飲み物を飲む 

b:就寝前にストレッチをする 

c:就寝前に肩や首を温める 

d:起床後、日光を浴びる 

 

a:就寝前に暖かい飲み物を飲む 

  就寝前 3～4時間にカフェインを摂取せず、就寝前に暖かい飲み物を飲んだ。温かい飲み物は、内臓

から体温上昇を促し、体温が下がり始めるときに自然な眠気がおきるので、睡眠前のリズムをつくることが

期待されている。 

実際に検証した結果 

 

一日目と五日目では数値＋4だった。 

 

 

b:就寝前にストレッチをする 

 就寝直前にストレッチを行った。身体的な効果としては、筋肉をほぐすことで血流をよくし、精神的な効

果としては、副交感神経を刺激しリラックスを促すことが期待される。これにより自然な眠気が発生する。 

実際に検証した結果 

 

一日目と五日目では数値は＋4だった。 

 

実験者によると三日目あたりから急に寝やすくなったが、睡眠の質に関してはその後あまり向上を実感で

きなかった。 

 

 

c:就寝前に肩や首を温める 
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   自律神経の集中していることを温めることで自律神経を安定させたり、また、こりをほぐし、快眠のリズ

ムを作る効果が期待される。 

実際に検証した結果 

 

一日目と五日目では数値は＋5だった。 

 

 

d:起床後、日光を浴びる 

   光によってメラトニンの分泌をとめ、眠気を覚まし体内時計を調整する。就寝前に眠気がきてよい睡眠

リズムができる。 

実際に検証した結果 

 

一日目と五日目では数値は＋4 

 

3.考察 

 今回行った検証より、ｃ：就寝前に肩や首を温める、というのが最も効果的であることがわかった。また今

回取り上げた a～dの四つどれにも効果あるということもわかった。 

 

4.結論 

  当校の生徒に対して行ったアンケート調査の結果、生徒の多くは寝不足の状態にあり、その原因として不規

則な生活習慣や電子機器の使用が考えられる。 

 しかしながら、現実的に考えて生徒が睡眠時間を伸ばすことは難しい。そのため、睡眠の質を向上させる方

法を提案することにした。 

 この研究を振り返って、アンケート結果を十分に分析できなかったり、考察を十分に行うことができなかった

り、根拠が不十分なところがあったりした。この教訓を次の研究に生かし、より深い研究を行いたい。 
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12 月 10 日木曜日 

体験イノベーション研究のためのアンケート調査のお願い 

A6 班： 杉原俊祐 速水千歩 島田大暉 鼓一真 橋本碧海 

 

 私たちは体験イノベーションの研究の一環として、福山附属の４年生の睡眠をより良いものにできるよう
な具体的な方法を提案したいと考えています。そのため、アンケート調査へのご協力をお願いします。 

                    ※回収したデータは、個人が特定されないように統計的に処理します。 

 

【現状調査アンケート】      

 

問 1 1 週間のうち、前日と比べて 1 時間以上ずれて寝床についた日は週に何日くらいありましたか？ 

 a:  なし(0 日)    b:  週 1～2 日    c:  週 3~4 日 d:  平日はほぼ毎日 a b c d 
      

問 2 寝床についてから眠るまでにどれくらいの時間を要しましたか？     

 a: 10 分未満 b: 10 分以上 20 分未満 c: 20 分以上 30 分未満 d: 30 分以上 a b c d 
      

問 3 1 週間のうち、前日と比べて１時間以上ずれて起床した日は週に何日くらいありましたか？ 

 a:  なし(0 日)    b:  週 1～2 日    c:  週 3~4 日 d:  平日はほぼ毎日 a b c d 
      

問 4 実際の睡眠時間(昼寝や仮眠は除く)は１日何時間くらいでしたか？これは、あなたが寝床にいた時間とは 

 異なる場合があるかもしれません。 a b c d 

 a: 5 時間以下 b: 6 時間 c: 7 時間 d:  8 時間 e: 9 時間 f: 10 時間 g: 11 時間以上 e f g  
      

問 5 就寝前の１時間は主に何をして過ごしていましたか？当てはまるもの全てに〇印をつけてください。 

  a:    デジタル機器(スマートフォンやテレビなど)の画面を見ていた  a 

  b:    音楽または動画の音声のみを聴いていた  b 

  c:    食事をとっていた  c 

  d:    飲み物を飲んでいた  d 

  e:    家事の手伝いや歯磨き,ストレッチなどのあまり体力を要しない作業をしていた e 

  f:    汗をかく程度の運動や、入浴をしていた  f 

  g:    勉強あるいは集中力を要する作業をしていた  g 

  h:    読書をしたり日記をつけたりしていた  h 

  i:    白色蛍光灯のある教室のような明るい部屋にいた  i 

  j:    針に糸を通すなど細かい作業が難しい、薄暗い部屋にいた  j 

  k:  特に何にも集中せず、ゆっくりしていた  k 

  l:  その他（                                    ） l 

 

   

あなたの平日（通常登校）の睡眠習慣および生活習慣についておたずねします。 

 11 月の平日の生活の様子を振り返って、すべての質問項目にできる限り正確にお答えください。  

選択肢があるものは、特にことわりがない限り、最も当てはまるもの１つに○印をつけてください。 
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問 6 1 週間のうち、睡眠が困難だと感じた日は週に何日くらいありましたか？     

 a:  なし(0 日)    b:  週 1～2 日    c:  週 3~4 日 d:  平日はほぼ毎日 a b c d 

      

 
[問 6 で a.以外に回答した人]にお聞きします。睡眠が困難だと感じた理由はなんですか？ 
当てはまるもの全てに○印をつけてください。 

  a:    寝床についてから 30 分以内に眠ることができなかったから。   a 

  b:    夜間または早朝に目が覚めたから   b 

  c:    ひどく寒いまたは暑く感じたから。   c 

  d:    部屋が明るすぎたから   d 

  e:    うるさい音が聞こえたから。   e 

  f:    息苦しさや痛みを感じたから   f 

  g:    悪い夢を見たから。   g 

  h:    悩み事や気になることがあったから                                                         h 

  i:     上記以外の理由があれば、下の空欄に記載してください i 

         (                                                                                                                                             ) 
      

問 7 自分の睡眠の質を全体として、どのように評価しますか？     

 a:  非常に良い    b:  かなり良い    c:  かなり悪い    d:  非常に悪い a b c d 

      

問 8 1 週間のうち、食事中や授業中など眠ってはいけない時に、起きていられなくなり困ったことが週に何回くら
いありましたか？  

 a:  なし    b:  週 1 回程度    c:  週２～３回    d:  週４回以上 a b c d 

      
 [問 8 で b.c.d.のいずれかに回答した人]にお聞きします。就寝時刻、起床時刻の前後 2 時間以外で最も眠気

を感じるのはのは何時ごろですか？  

 a: 9~12 時 b: 12~15 時 c: 15~18 時 d: 18~21 時 e: その他 a b c d e 

      

問 9 帰宅時間についてお聞きします。まず､1 週間のうち、放課後に部活動や習い事(塾も含む)のある日は､週に何
日くらいありましたか？ 

 

a:  平日には部活動や習い事はなかった    b:  週 1～2 日    
c:  週 3~4 日    d:  平日はほぼ毎日 

    

a b c d 

 

[問 9 で a.以外に回答した人]にお聞きします。放課後に部活動や習い事(塾を含む)のある日では、帰宅時間
は就寝何時間くらい前でしたか？ 

a: 1 時間前未満 b: １時間以上 2 時間前以内 c: 3 時間以内 d: 3 時間より前 a b c d 

 

 
[問 9 で d.以外に回答した人]にお聞きします。放課後に部活動や習い事(塾を含む)のない日では、帰宅時間
は就寝何時間くらい前でしたか？  

 a: 1 時間前未満 b: １時間以上 2 時間前以内 c: 3 時間以内 d: 3 時間より前 a b c d 

      

問 10 食事習慣についてお聞きします。     

      
 10-1 1 週間のうち、週に何日くらい朝食をとっていましたか？    

 a: 朝食は食べない b: 週 1~2 日 c: 週 3~4 日 d: 平日はほぼ毎日 a b c d 

     
 10-2 1 日の中で最後に食事(間食も含む)をとったのは就寝何時間くらい前ですか？  

 
a: 1 時間前未満 b: １時間以上 2 時間前以内 c: 3 時間以内 d: 3 時間より
前 

a b c d 

      

 
10-3 1 週間のうち、カフェインを含むもの(エナジードリンク、コーヒー、緑茶など)は週に何日くらいとって

いましたか？ 

 a: なし b: 週 1~2 日 c: 週 3~4 日 d: 平日はほぼ毎日 a b c d 

      

 
[10-3で a.以外に回答した人] にお聞きします。1 日のうち最後に摂取したのは就寝何時間くらい前でし
たか？ 

 
a: 1 時間前以内 b: １時間以上 2 時間前以内 c: 3 時間以内 d: 3 時間以上
前 

a b c d 

      

問 11 1 日の最後に電子機器(スマホ､パソコン､テレビなど)の画面を見ていたのは就寝何時間くらい前でしたか？   
 a: 1 時間前未満 b: １時間以上 2 時間前以内 c: 3 時間以内 d: 3 時間より前 a b c d 

【今回のアンケートは以上です。】 
【        ご協力ありがとうございました！         】 今日(9 日) 放課後 16 時までに各 HR の封筒へ 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

A-7 内海町のゆるキャラによる活性化 

メンバー  戸田大喜 藤本逸希 中村蒼斗 堀本あいら 三谷湖都 八木胡春 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

内海町では過疎化が深刻でありそれにより

様々な問題が発生している。そこで内海町の

ゆるキャラ「のりおとのりこ」による地域活性化

のそくしんについて提案する。 

研究の目的は内海町の認知を拡大し、人口

を増加させて町の地域活性化に貢献するこ

と。 

 

1.内海町の人口と世帯数の変化 

 

  

検証 1.内海町の現状把握 

 （内容） 

 人口、面積、主要産業、魅力など。 

 （方法） 

 ・インターネット検索 

 ・内海市所長の方への書面でのアンケー

ト 

2.内海町のゆるキャラの現状 

3.目標設定...認知拡大の目標にする範囲 

4.改善するポイント 

 ・ゆるキャラの PR方法 

 ・ゆるキャラの見た目 

5.改善案の提案 

1..内海町の人へのアンケート結果 

 （1）内海町の魅力 

 （2）「のりおとのりこ」が作られた経緯 

 （3）現在行われている内海町の PR方法とその効果 

2.のりおとのりこの現状 

 ゆるキャラとして知名度が足りない 

 （Google検索結果） 

3.ゆるキャラを利用して地域活性化に成功した事例 

 熊本県「くまモン」 

 千葉県船橋市、「ふなっしー」 

 愛媛県「みきゃん」 

 

 

提案 福山市内海町の認知を拡大し人口を増加させ、地域活性化に貢献するために、内海町のゆるキャラ

「のり男とのり子」の PR方法に関して SNSの利用やグッズ販売など、見た目に関して以下のような具

体的な改善案を提案する。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

内海町の地域活性化 
 

研究者 ４年Ａ組 ７班 

三谷湖都 戸田大喜 中村蒼斗 藤本逸希 堀本あいら 八木胡春 

 

１．序論 
 私たちは総合的な学習の時間での講演や現地調査を通して地域活性化に興味を持った。そこで過疎化

が進む福山市内海町の人口増加による地域活性化を研究目標に設定した。内海町について調べていく中

で内海町にゆるキャラ「のり男とのり子」というものがあることを知った。「のり男とのり子」につい

て調べてみると，誰もが知っている「くまモン」などのゆるキャラと比較して知名度がとても低いこと

から，町の認知拡大というゆるキャラとしての役割を十分に果たせていないことに気づいた。ゆるキャ

ラをうまく使って地域の PR に成功した事例はたくさんある。人口増加には町の認知拡大と魅力増加の

二点が重要である。この論文では前者に関するゆるキャラ「のり男とのり子」について提案をする。 

 

２．本論 
2－1 と 2－2 では内海町の現状を，2－3 では具体的なゆるキャラの改善案を特に論じる。研究方法は

2－1 と 2－2 ではインターネット検索及び紙面取材，2－3 では町の認知拡大に貢献している有名なゆる

キャラとの対比を用いる。 

 

2－1内海町の基本情報 
内海町は瀬戸内海の中央，沼隈半島南約 0.5km に浮かぶ，有人島の田島・横島と無人島の矢ノ島・当

木島から構成され，総面積は約 12.67km2である。主要産業は漁業である。1955 年の人口は 8001 人，

世帯数は 1794 世帯であったが，2020 年 11 月時点での人口は 2338 人，1191 世帯であり，過疎化が進

んでいる。また空き家問題などの過疎化が原因となる問題も起きている。ゆるキャラ「のり男とのり子」

というものがある。 

 

 
2－2内海町への質問結果 
 内海町について調べていく中で現地の人の内海町に対する思いや内海町出の取り組みを知りたいと思

い，内海支所の支所長に 3 つの質問を行った。内容と回答は下の通りである。 

 

≪質問内容≫ 

１．内海町の魅力は何か   

２．ゆるキャラ「のり男とのり子」が作られた経緯  

３．現在内海町が行っている町の PR 方法とその効果 

 

≪回答≫ 

1．内海町の魅力は何か 

①温暖な気候 
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②風光明媚 

 特に，秋から冬にかけての「サンセット」はとても素敵です。南側には燧灘(ひうちなだ)が

広がり，四国山脈が望める。東側には阿伏兎岬，走島，笠岡諸島などの島々，西側には因島，

弓削島等が望める。 

③砂浜 

  横島には砂浜が多く，横山海岸や大浜海岸では海水浴が楽しめる。 

④漁業 

  漁業を生業にしている人もいて，瀬戸内の魚は新鮮でおいしい。 

⑤長閑 

  交通量も少なく，静かで長閑なまちである。 

⑥交通 

 新幹線の停車する福山駅まで車で３０分程，広島空港まで車で１時間程でアクセスできる。 

この結果から内海町には魅力がたくさんあることが分かる。 

 

2．ゆるキャラ「のり男とのり子」が作られた経緯             

 詳細な経緯については不明である。 

 ２０１２，１３年頃の「ゆるキャラブーム」に乗って内海町でも作ろうかということになり，

観光協会が中心となり作成された。「のり男とのり子」である理由は，「海苔」は内海町が県

内一位の生産量であるので，海苔をモチーフに「のり男」が作られた，一人だけではさみしい

ということから「のり子」も作られたからである。 

 

3．現在内海町が行っている町の PR 方法とその効果 

 内海支所では直接には町の PR は行っていない。 

 市では観光課が中心となり行っている。内海町の観光に係るウエイトが少ないため行政主権

の PR は行っていない。地元の沼隈内海観光協会や地元企業による PR に頼っている。観光協

会に於いてはパンフレット等の作成，地元企業はパンフレットやマスメディア等で PR してい

る。 

 「のり男とのり子」については内海町内で開催される「うつみ大漁まつり」などのイベント

等で活用しているが，キャラクターの貸し出しは年に２回から３回程度である。近年はほとん

どない状態である。 

 「福山まるごと体験推進協議会」を結成し，「地元の民家に宿泊して島の豊かな自然を体験

し，交流を目的とする修学旅行生の受け入れ事業」，いわゆる民泊事業を推進しており，毎年

1000 人程の修学旅行生を受け入れている。ただ，本年度はコロナウイルス感染症の影響で受

け入れはほとんどない状況である。 

 この結果から町の PR はあまり行われていなことが分かる。改善の余地があると言えるだろう。 

 

2－3ゆるキャラを使った PR 
 内海町への質問から内海町にはまだ広く知られていない魅力がたくさんあることが分かった。また，

内海町にはゆるキャラ「のり男とのり子」というものがある。しかしこれはあまり人に知られておらず，

町の PRというゆるキャラの役割を存分に果たせていない。そこで，「のり男とのり子」をうまく利用

して町の PRをすることで内海町の魅力をもっと知ってもらうことができれば，地域活性化につながる

と考えた。 

（0）ゆるキャラだけで人口増加できるのか 

 この論文では内海町の人口増加による地域活性化を目的としてゆるキャラの改善案を提案する。しか

し「人口増加」という大きな目標をゆるキャラだけで本当に達成できるのか疑問に思う人もいるだろう。

そこでこの疑問に対する私たちの答えを数学を使いながら説明する。結論から言うとこの疑問の答えは

「できない」である。認知拡大は人口増加の十分条件ではないからだ。先ほど挙げた魅力づくりなども

必要である。少し視点を変えてみる。人口が増加しているならその町は認知されている。つまり認知拡

大は人口増加の必要条件である。わかりにくいので対偶をとる。「認知拡大しないなら人口増加しない」

つまり認知拡大は人口増加に必要不可欠であるといえる。以上の事からゆるキャラだけで人口増加を達

成する事は不可能であるが，ゆるキャラは人口増加に貢献できるといえる。 

（1）「のり男とのり子」の現時点での知名度 

 「のり男とのり子」の現時点での知名度を知るために，Google で「のり男とのり子」を画像検索して

みた。結果出てきた画像の上位 100 枚のうち「のり男とのり子」は一枚だった。きゃりーぱみゅぱみゅ
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さんが「のりことのりお」という曲を出していることもあり，想像以上に少なかった。そこで「のり男

とのり子 内海町」と画像検索してみたところ，上位 100枚のうち 7 枚であった。Google の検索機能を

もってしてもネット上にほぼ写真がない。ちなみに熊本県のゆるキャラ「くまモン」は上位 100枚のう

ち 100枚，画面いっぱいにくまモンの画像が出てきた。このことから，「のり男とのり子」の知名度は

極めて低いといえる。（2020年 12月 14 日検索） 

 

（2）「のり男とのり子」の目標 

 内海町を知ってもらうためには「のり男とのり子」を知ってもらわなければならない。そこでどの範

囲の人に知ってもらうことを目標にするのがいいか考えた。（1）で例に挙げた「くまモン」は日本国

民に広く知られている。しかし「くまモン」は熊本県，県のゆるキャラであり，「のり男とのり子」は

内海町，町のキャラクターであるので「くまモン」のように日本国民に知ってもらうことは難しいと考

えた。そこで広島県の人に知ってもらうことを「のり男とのり子」の目標に設定する。 

 

（3）「のり男とのり子」改善案 

 （1）から，「のり男とのり子」は知名度が低く，ゆるキャラとしての役割を果たせていない。その

理由はのり男とのり子」の使い方と「のり男とのり子」自身にあると考えた。この 2点について改善案

を提案する。 

①「のり男とのり子」の使い方 

 近年，人々は主にインターネットから情報を得ている。そのため，多くの人に知ってもらうには，ホ

ームぺージ作成や，Twitterや Instagram等のインターネットの活用がカギとなる。 

 例えば，高い人気を誇る「くまモン」が有名になった要因は SNSである。「くまモン」は有名になる

以前は，熊本のキャラクターであるということを隠し，謎のキャラクターとして，大阪でＰＲ活動を行

っていた。そんな「くまモン」が有名になったきっかけは，2010 年の熊本県知事の蒲島郁夫さんが行っ

た緊急記者会見。大阪で 1 万人に名刺を配るミッションの最中だった「くまモン」がとつぜん失踪した。

「#kumamon」というハッシュタグをつけてツイッターでの目撃情報の報告を呼びかける「くまモンを捜

せキャンペーン」をおこなったことで，インターネット上で話題を呼んだ。大阪で人気者となったくま

モンは熊本，そして全国で知られるようになった。このように，「くまモン」は SNSの活用により成功

した。SNS はお金がかかることもないため，一番最初の方法として取り入れやすい。「のり男とのり子」

も，SNSアカウントを作り，少しでも人の目に入るようにするのが得策であると思う。その中で，内海

の魅力紹介，イベントのお知らせ，「のり男とのり子」についてなど定期的に投稿し，飽きさせない，

忘れさせないようにすることが必要だ。実際，「くまモン」や「みきゃん」など有名なゆるキャラの公

式 Twitterを見てみると，ほぼ毎日，頻繁に投稿している。 

 また，印象を残すために細かいキャラ設定をつけ，特徴的な口調にするのも一つの手だ。記憶に残り

やすくもなるし，話のネタにもなる。 

 しかし，SNS は利用人口が多いが故に，他に埋もれる可能性は大いにある。そこで，SNS アカウント

を開設して内海町の魅力を PRしつつも，くまモンの例に倣い，ある特定の場所にターゲットを絞り，

そこに積極的に売り込んでいくことを提案する。内海町にとって比較的身近で，かつ影響力のある都市

として広島市を提案する。 

 認知拡大のため，「くまモン」のように，駅前など人通りの多い場所で名刺を配ることを提案する。

その際普通の名刺ではなく，海苔の模様をプリントしたり，本物の海苔に卵殻カルシウムで「のり男と

のり子」のイラストや名前がプリントしたりすることを提案する。他とは違うデザインで印象にも残り

やすい上，内海町の海苔の PRにもなる。 

 また，広島市では多くのイベントが開催されている。例えばひろしまフラワーフェスティバル。動員

数は 3日間で１70 万人にも及び，確実に多くの人の目に入る。一般にイベントではステージや屋台ブー

スがあり，ゆるキャラの披露，特産物の販売を行うのは容易であろう。 

 その中で「のり男とのり子」を印象付けるには何が必要だろうか。「のり男とのり子」の特徴といえ

ば，海苔がモチーフであること，横からの撮影が NG ということ，ゆるキャラとしては珍しく，四角い

形をしているということなどが挙げられる。特徴，つまり他とは違う点はアドバンテージである。内海

町の認知拡大のためには，やはりモチーフであり特産品でもある海苔と絡めて PR することが好ましい。

そこでグッズ販売について提案する。海苔は持ち歩くのには不向きである。そこで福山市の企業とコラ

ボして，「のり男とのり子」のグッズを作ることを提案する。アンケートによれば，PRは地元企業に頼

っているということであったので，協力を仰げば応じてくれる企業がいるかもしれない。屋台や道の駅，

駅のお土産売り場に並んでいるだけでも，人の目には入る。また長方形であることを活かし，スマホケ

ースやタオルにもすることができる。その場合コストはかかってくるが，公の場に並べられる分，知名
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度は今よりも上がるはずだ。それで買ってくれる人がいれば万々歳。また，その人がそれを持ち歩くこ

とでより広範囲の人の目に入る。それらがコストの面から難しいとなれば，必需品等のグッズをつくれ

ば解決できるだろう。一定数需要があるため，売れずに損してしまうということはないと考えられる。 

 

②「のり男とのり子」自身に関する改善案 

 ゆるキャラで地域 PR に成功した熊本県の「くまモン」，千葉県船橋市の「ふなっしー」，愛媛県の

「みきゃん」の共通点から「のり男とのり子」の改善案を提案する。 

ゆるキャラの印象のカギを握る，名前と見た目について考えた。 

 

（それぞれの画像）※著作権の関係で削除 

「くまモン」      「ふなっしー」     「みきゃん」 

                 

〈名前〉 

 成功事例のゆるキャラの名前は地域の名前や特産品の名前が由来である。「のり男とのり子」も内海

町の特産品である海苔が由来である。よって名前の変更の必要はないと考えた。 

〈見た目〉 

 成功例に共通しているのは多くの人が「可愛い」と思う見た目であることだと感じた。「可愛い」と

いう言葉は主観的な表現なので，ここでは「可愛い」を「万人受けする」と定義すると「のり男とのり

子」は「可愛い」見た目ではない。そこで，「可愛いのり男とのり子」を作ることを目標に班員がそれ

ぞれ改善案を考案し，そこから以下の点について考えた。以下の画像がその原案である。 
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1.シルエット 

 成功例のゆるキャラのシルエットは全体的に丸い。それに対し「のり男とのり子」は四角い。四角

形は海苔をモチーフにした「のり男とのり子」の個性でもあるので，大幅に形を変えるのではなく，

手と足の角を少し丸くすることを提案する。 

2.顔 

 成功例のゆるキャラは動物のイラストのような顔であるのに対し，「のり男とのり子」は人間の顔

に似ていて少し怖く感じてしまう。そこで，優しい印象にするために目と口をもっと近づけることを

提案する。 

3.持ち物  

 現在の「のり子」は何も持っていないが，内海町は漁業が盛んであることから魚の形のポーチを持

たせることを提案する。 

4.模様の追加 

 顔だけでは下の部分が少し空いている上全体的に黒い。そこで，「のり男」には内海町は海が近い

ことから青色の波の模様，「のり子」には漁業で使う白色の網の模様を追加することを提案する。 

5.裏面 

 裏面は黒一面であるが，①に関連して下部に#UTSUMI と加えること，内海町の形をモチーフにし

たロゴを真ん中に加えることを提案する。 

以上の提案を踏まえて次のような「のり男とのり子」を提案する。 

（表面） 

 
 

 

（裏面） 

 
（どちらも左がのり男，右がのり子） 
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３．結論 
 地域活性化に興味を持ったことから過疎化が進む福山市内海町の人口増加による地域活性化を研究目

標に設定した。人口増加には町の認知拡大と魅力増加の二点が重要である。この論文では前者について

提案する。内海町のゆるキャラ「のり男とのり子」の知名度が低いことから，ゆるキャラ「のり男との

り子」について見た目に関して上のような具体的な改善案，「のり男とのり子」の PR 方法に関して

SNS の利用やグッズ販売をすることなどを提案する。 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

A8 二酸化炭素削減のための取り組みについて 

メンバー 吉田朱里 吉鷹七海 山崎瑠璃 三宅陽大 本山巧貴 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

二酸化炭素削減対策の例と効果 1985年に地球温暖化に関する始めての国際会議「フィラ

ハ会議」が行われ、2030年までに 25％の二酸化炭素を削

減するという目標を掲げた。 

検証 ・主張①：太陽光パネルを使うことは二酸化 

炭素の排出量を削減できるのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主張②：FCVカー(水素電池自動車)の推

進 

 →環境への影響、性能の両面から 

 

 

 

 

 

・主張③：コンビニは二酸化炭素削減に対し

積極的かつ効果的である 

 

 

 

 

 

・主張④：レジ袋の有料化はあまり効果がな

い 

 

 

①二酸化炭素の排出量 

寿命が三十年の太陽光パネルを使用して発電した場合 1

ｋWhあたり 17～4８ｇ火力発電の場合 1ｋＷｈあたり約６９０

ｇ日本での発電の二酸化炭素排出量の平均 1ｋＷｈあたり 

約３６０ｇこのようにみると太陽光パネルの二酸化炭素排出

量は少ない。しかし太陽光パネルは製造時に二酸化炭素

を排出する。1ｋＷｈあたり 結晶シリコン型 ４５．５ｇアモフ

ァスシリコン型 ２８．６ｇ ＣＩＧＳ／ＣＩＳ型 ２６．０ｇ様々な場

所に設置できるというメリットも 例）アパートなどのベラン

ダ、駐車場など 

 

 

②水素電池自動車 

メリット:使うのは Hだけ。排出するのはH₂Oだけ。環境に

対する悪影響は無。又、将来の化石燃料枯渇にも対応

可。ii)通常のガソリン車の２倍のエネ効率。iii)騒音少ない。

iv)充電時間が必要ないという点で電気自動車にも勝る。 

デメリット:ステーションが普及してない。 

 

 

③LED照明や太陽光パネルの取り付けを実施 

商品の包装を石油由来の PET容器から環境配慮型 PET

容器に取り替えた 

割りばし配布量の削減や募金の呼びかけ 

物流システムの見直し・効率化 

 

 

④海洋プラスチックごみののうち 

 ペットボトル（１２．７％）レジ袋（０．３％） 

国連環境計画（UNEP) 

「レジ袋代替は意味がない。あるいは有害」上毛新聞 

 全体的に見ると、誤差レベルの量しか削減できない。 

 

 提案 政府が企業に二酸化炭素削減対策のための資金を提供する 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

二酸化炭素削減対策についての提案  
―企業における環境意識― 

 

研究者 ４年Ａ組 ８班  

吉田朱里 山崎瑠璃 吉鷹七海 三宅陽大 本山巧貴 

 

１．序論 
近年 1985年に行われた地球温暖化に関する初めての国際会議「フィラハ会議」を皮切りに国際的に

二酸化炭素への注目が高まってきた。日本では、2020年 10月 26日に政府は 2050年までに二酸化炭素

の実質排出量ゼロを目標とし、政府や企業を中心に個人でも様々な取り組みが行われている。では、昨

今話題になっているあらゆる二酸化炭素削減対策には具体的にはどのようなものがあり、またその効果

はどれほどあるのだろうか。 

 

２．本論 
２－１ 太陽光パネルによる二酸化炭素の削減  

 下の表は、発電の際に排出される二酸化炭素量(1ｋＷｈあたり)である。 

 表から読み取れるように、寿命が三十年の太陽光パネルで発電した場合 17～48ｇ、火力発電の場合

約 690ｇ、日本での発電の際に排出される二酸化炭素量の平均約 360ｇとなっている。  

 このようにみると太陽光パネルを使用した際に排出される二酸化炭素量が最も少ない。 

 しかし、太陽光パネルは製造時にも二酸化炭素を排出している。その量(1ｋＷｈあたり)は、結晶シリ

コン型 45.5ｇ,アモファスシリコン型 28.6ｇ、CIGS／CIS型 26.0ｇとなっておりこれを踏まえても

二酸化炭素の排出量はかなり少ないと考えられる。 

 また太陽光パネルはアパートのベランダや駐車場など様々な場所に設置できるというメリットもあ

る。 
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２－２ FCVカー(水素電池自動車)の推進 

 FCVカーについて紹介する。FCVカーとは、通称”水素燃料電池自動車”、一度は耳にしたことがあ

るという方も多いのではなかろうか。水素と酸素の化学反応によって発電した電気エネルギーを使っ

て、モーターを回して走る自動車である。必要なものは水素だけ、排出するものは水だけ、という点か

ら近年、走行の際に有害物質を排出しない、ガソリン車の次の世代の移動手段として、注目を集めてい

る。他にも、「将来の化石燃料の枯渇にも対応できる」、「エネルギー効率も通常のガソリン車の 2倍

近く」、「騒音が少ない」等、ガソリン車の完全なる上位互換と言えよう。しかし、一つだけ懸念点を

あげるとしたら、走行に必要な水素ステーションが現在はほとんど普及していない点だろうか。50年後

の世界では水素自動車が主流になっていることだろう。 

 

 

２－３ コンビニの環境対策は積極的 

 コンビニで行われている環境対策について、大手三社(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

の公式サイトで調べた 

①  持続的な資源の利用 

・オリジナル商品の容器包装をローソンとセブンイレブンではプラスチック製品から紙製に変更して

いる。これによって、プラスチックの量が年間９００ｔ削減できた。ファミリーマートではサラダ

容器すべて環境配慮型容器に変更した。 

・客への声かけによって割り箸の配布量を削減することができた。ローソンでは 2006年と比較すると 

     2019年は約 1万膳へらすことができた。 

・どの大手コンビニでも照明を LED照明に変え、また、セブンイレブンでは太陽光パネルの設置を  

行っている。 

・セブンイレブンでは季節ごとに省エネ対策が決められている 

②  物流システムの効率化(ローソンの例)   

・物流システムを見直すことで、運搬回数を減らし、排気ガスを少しでも少なくさせるという取り組 

みによって 30年で 1店舗 1日あたりのトラックの台数を 2分の 1へ減らすことに成功している。 

・トラックをエコタイヤに変更、運行管理システムの見直しをすることによって配送車両による CO2

排出量を 2007年度から 2019年度の間に 17.9％削減した。 

③ 募金の呼びかけをし、集まったお金を環境保全活動や災害復興支援に役立てている。 

 

これらの取り組みからコンビニの環境対策を積極的だといえ、二酸化炭素削減にも効果があるのでは

ないだろうか。 

 

 

2－４ レジ袋の有料化の効果  

  レジ袋は原油から抽出したエチレンを原料に精製されており、エチレンの量は元の原油の約 3%であ

る。二酸化炭素排出量はレジ袋（大型）1枚につきおよそ 13.2gであるので、一人で、１年で約 4kg排

出する計算だ。 

  環境省が打ち出したレジ袋の有料化の国外からの評価と実際の効果について調べた。 

まず、海洋プラスチックごみののうち、ペットボトル（１２．７％）レジ袋（０．３％）でレジ袋の割

合はわずかなため、有料化で少し削減できたとしても、二酸化炭素の削減にはあまり効果があるとは言

えない。 

 国連環境計画（UNEP)は日本のレジ袋の有料化について次のように評価した。 

「最悪の選択肢である可能性が高い」 

こう評された理由は、使い捨てのプラスチック製レジ袋の代替品として検討されている「生分解性プラ

スチック」や「バイオプラスチック」の袋は、地球温暖化などの面で弊害が大きく、環境負荷の軽減効

果が低いと懸念されており、焼却による温暖化や海洋酸性化への影響、含まれる化学物質による汚染な

どを考慮したためである。 

 また、レジ袋を買わなくなってもゴミ袋としてプラスチック製の袋を買うと、使用されるプラスチッ

クの袋の量自体は変わらない。 

 しかも、レジ袋より布やコットン製のエコバッグの方が製造過程での環境負荷が高い。よって、エコ

バッグを長く使い続ける必要がある。実際に、2011年にイギリスの環境省がライフサイクル・アセス

メント報告書にて、コットンバックは 131回使い続けることで初めてプラスチック製のレジ袋よりも地

球温暖化の可能性が低くなると発表した。（レジ袋は再利用しない前提で考えられている。） 
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環境省は 2030年までに 25％の減少を目標としているが、実際に減少するレジ袋の量は約 0．5％で、

しかも廃プラ排出量は年に約 10％変動する。つまり、全体的に見ると誤差レベルの量しか削減できな

い。 

これらの根拠からレジ袋の有料化は二酸化炭素削減には効果が無いといえる。 

 

 

 
 

 

３．考察  

  今回、企業の取り組みを４つ調べてみた。１つ目は、太陽光パネルを使って「再生可能エネルギー」

の電気をつくるの取り組みだ。二酸化炭素を大量に排出する火力発電から太陽光発電へ切り替えていく

流れは進んでいくだろう。 

 ２つ目は、水素電池自動車の推進による「再生可能エネルギー」の活用の取り組みだ。水素は、二酸

化炭素を排出しない次世代のエネルギーとして期待されているが、価格が高く、供給体制の整備にも時

間がかかるので、企業による技術の革新が必要だとわかった。 

 ３つ目は、コンビニの物流システムの取り組みだ。コンビニは、店舗への商品の配送回数を減らすこ

とで「省エネルギー」を図り、配送のトラックが排出する二酸化炭素を減らすことに成功していた。ま

た、容器包装を石油由来のプラスチックから紙製に変えることが、CO2の排出と吸収がプラスマイナス

ゼロになるように取り組むカーボンニュートラルの考え方だとわかった。 

 ４つ目は、レジ袋の有料化だ。この取組は、調べてみるとプラスチック製のゴミ袋を減らして「省エ

ネルギー」を図る効果より、その代わりに使用する布やコットン製の袋の製造過程での環境負荷の方が

大きく、二酸化炭素の削減につながらないことがわかった。 

 電気自動車への転換でも、ガソリン車が排出する二酸化炭素と、電気自動車が使用する電気をつくる

発電所が排出する二酸化炭素の量の比較になるように、二酸化炭素削減の取り組みが新たな二酸化炭素

の排出につながるので、環境問題への取り組みは難しいと感じた。 

 

この４つの対策から企業は各専門の分野でそれぞれのやり方で二酸化炭素の削減に成功していることに

気づいた、政府の示す対策だと、短期間に大量に削減することは困難であることが分かった。2019年

は 2005年度比 12.2％減と環境省が発表していることから 2030年までに 25％も二酸化炭素の排出量を

削減するのは困難だろう。以前と比べ二酸化炭素削減に向けて積極的に取り組む企業が増えてきている

がまだ取り組んでいない企業が多く見られる。この 政策には多くのお金がかかるのが一つの理由だろ

う。政府が企業に資金を提供する必要があるのではないかと考えた。 
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４．結論   
 研究によって、日本の企業は積極的に二酸化炭素削減に向けて対策が行われていることが分かった。 

しかし 2030年までに 25％の二酸化炭素削減は難しい。 

 今回私たちの研究では二酸化炭素削減への各分野のやり方について重きをおいて考えた。今後、それ

ぞれのやり方で削減に向けて対策を続けると少しずつでも良い成果が出るだろう。 
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  ３） JHFC-水素電池燃料実証プロジェクト(閲覧日 2021/01/15) 

     http://www.jari.or.jp/portals/0/jhfc/beginner/about_fcv/index.html 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

B1 福山再生論 

メンバー  池岡孝太，大橋利玖，岡本碧仁，上野蘭奈，内田あす夏 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定(問

題提起) 

主張１：地方からの人口流出が問題である 

→人口流出を防ぐための対策は？ 

 

人口流出によって引き起こされる問題 

→地方財政への影響 

 

主張 2:歳出は増加傾向だが， 

    歳入は減少傾向(福山市) 

(内閣府より) 

総務省「住民基本台帳人口移動報告」(日本人移動者)に

基づき作成されたデータ 

 

 

 

歳出，歳入の推移 

 (福山市行政運営方針(2017年)) 

検証 ・人口流出がおこる原因 

 

主張３：福山市では人口流出が進み，特に     

若年層の流出が激しい 

 

主張４：基本的に大学入学に伴って流出し     

たのち，その地での就職する傾向      

がある。 (Uターンや Iターンでの就     

職が減少している。) 

 

主張５：地方大学卒業後に都市圏(東京圏)     

へ移動する傾向も強まっている。 

 ・福山市の現状と性質 

  東部→住宅密集地，交通網が発達 

  西部→鞆の浦，漁業 

  北部→山間地域，交通の便は悪い 

 

 主張６：福山市では繊維業や製鉄業などの     

製造業の企業が集まっているが，現     

在産業規模は全体的に縮小傾向で     

ある 

・都市に求めること 

 意見 

 「就職したい企業，業種や職種がない」 

 「良好な雇用条件・賃金条件」 

 「仕事以外の趣味や夢の充実」 

 「土地やまちへの魅力」 

 

(福山市の HPより) 

 

福山市の人口推移(国勢調査を基にしたデータ) 

 

(内閣官房・内閣府 総合サイトより) 

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン(令和元年改訂版) 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

福山市 HP （仮称）福山駅前再生ビジョン 

             現状と問題点 産業より  

  

 

         

福山市 HP 『新たな人口減少対策アクションプラン 2020』 

校内で実施したアンケート（４年生対象） 

提案 人口流出抑制のためには，I ターン・Uターンを促進して若年層を取り返す，取り込む必要がある。 

そこで，福山市を大きく東部・西部・北部に三分割して考え，それぞれの地域の特徴を生かした取り組みを

考えていく必要があると考える。 

東部…企業の魅力を発信する，個々人の多様な生き方を尊重できる「次世代型の都市」の形成 

西部…「鞆の浦」を中心とした観光業，漁業 

北部…壮大な自然など北部独特の魅力をアピールする，土地を活用した農業やレクリエーション事業 
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広島大学附属高等学校 

４年「体験イノベーション」 

        

福山再生論 
 

研究者 ４年Ｂ組 １班                       

内田あす夏 上野蘭奈 池岡孝太 大橋利玖 岡本碧仁 

 

１．序論 

昨今の日本において地方からの人口流出は大きな課題となっている。これは，福山市においても同様

である。そこで，人口流出への対策に考えていこうと思うが，それには各地域の実情を加味した上で，そ

れぞれに適した策を取らねばならない。そのため，ここでは福山市に焦点を当てた人口流出への対策を

考える。これを私達は福山市の再生と見なし，また参考とさせていただいた藤波匠著『地方都市再生論

～暮らし続けるために～』１）になぞらえて「福山再生論」と題する。 

さて，地方からの人口流出は主に10代後半から20代にかけての若年層に多く見られ，これは総務省の

調査２）からも明らかである。しかし実際，現在は都市といっても東京圏以外は流入超過は見られないよう

である。すなわち，人口流出はもはや地方だけの問題でない，より広範囲のものになっているのだろう。人

口流出による問題は，一つに地方財政についてが挙げられる。福山市では，医療介護等の社会保障関

係費により歳出が増加傾向にあるのに対し，歳入が減少傾向である。そのため，2021年度では36億円の

財源不足３）が見込まれている。こうした状況からも，地方における人口流出などの問題は早急に解決して

いかなければならない問題だと考えられるのだ。

 
 本論では，人口流出の原因を考え，その上で福山市の現状や性質を今一度見直し，それに応じた

対策の提言へと論を進めていくこととする。 
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２．本論 

２－１ 人口流出の原因 

福山市が発表している『福山駅前再生ビジョン』では，一資料として福山市における2005～2015年に

かけての人口増減のグラフ４）５)が載せられているが，その資料を見ると，15～19，20～24歳において人口

流出が見られる。また，同じく『福山駅前再生ビジョン』に掲載される福山市の人口推計６）について見ると，

これは2015年以降は推計値であるが，1980年～2010年から，年少人口は減少傾向，生産年齢人口もわ

ずかであるが2000年頃から年々減少しており，2015年以降の推計ではなおさら人口減少が加速していく

と考えられる。これらから，やはり福山市でも一定の人口流出がみられることは確かであろう。 

 

 
では，なぜ人口流出が起きているのか。それは，人口流出の激しい年代が10代後半から20代にかけ

てであるということから，高校卒業後の大学進学の際，あるいは大学卒業後の就職の際，地方から都市

へ移住するというのが大きな要因であると考えられる。また，その上で流出した人々，あるいは外部の

人々によるUターン・Iターン・Jターンが流出に対して十分に起こっていないというのも考えられる。高校卒

業に伴う大学進学を抑制することで人口流出抑制を図ることなどはできないであろう。となると，問題は就

職の際，市内に魅力的な企業を作ることで，人々を福山市に止める力，集める力をどのように強めるか，

ということであると考える。 
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２－２ 福山市の現状と性質 

ここで，福山市の性質を考えていく。その際，福山市を東部・西部・北部の三地域に分割することがあ

る。これは『福山市マスタープラン』に掲載されている地域区分７）を参考にし，東部は東部地域と中央地

域を，西部は西部地域と南部地域を，北部は北部地域と北東地域をそれぞれ指すこととする。 

まず，東部は福山市内でも特に住宅密集地である。沿岸部にはJFEがあり，その周辺には製造業の事

業所が散在しており，工業中心である。また，福山市の中心地ともいえる福山駅とその周辺部も含まれて

おり，特に交通網が発達した地域とみなせる。 

次に，西部は松永や鞆の浦を含む沿岸部である。鞆の浦といえば，映画，小説など様々な作品の舞

台やモデルとなり，また，様々な史跡，名勝が有名である。その他にも，テーマパークの「みろくの里」など

も西部に位置し，福山市自体は周辺都市に比べて観光業での集客に弱い傾向があるが，中でも西部は

福山市の観光業の大部分を担っている。その他にも，大きな特徴として，沿岸部ゆえに漁港がある港湾

地域である。そのため，福山市の中でも特に漁業に優れた地域であり，また沼隈での造船業，松永の塩

田での製塩も代表的であり，港湾と結びついた産業が盛んである。 

北部は内陸部に位置し，山間地域である。そのため，特に自然豊かな地域であるが，交通の便は他と

比べて悪い。その中でも，南側に当たる神辺，駅家，新市中央などには福塩線が通っており，それに沿

って住宅，商業施設が並んでいる。また神辺も菅茶山や様々な校歌を手がけた作曲家の葛原𦱳(しげる)

を輩出した歴史ある地域である。また，製造業では繊維関連産業や電子機器産業を主としており，特に

繊維業については日本三大絣の一つにも数えられる「備後絣」の生産地である。 

こうして三地域に区分してみると，各地域のもつ特徴は様々であり，対策もこうした特性を生かした案を

考えていくべきだろう。対して，福山市の概ね全体に挙げられる性質もある。2－1で述べたとおり，福山

市にも人口減少が進んでいると考えられる部分があったが，それに対応するように市内の産業規模が縮

小傾向にあるとも考えられる。８）９）福山市の主要産業には繊維業や鉄鋼業が挙げられ，特にJFEなど製
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鉄のイメージは強いと考えられる。しかし，市内における製造業の事業所数，従業者数，粗付加価値額

はどれも減少している。工業だけではなく，例えば漁業においても漁業者の減少，高齢化が進み，新規

就業者・後継者の確保が重要になっている。10）鉄鋼業などは産業全体を支える基幹産業であるため，活

力を維持していかなければならない。また，そのためには地域経済を振興して稼ぐ力を向上させなけれ

ばならない。 

 

２－３ 都市に求めること 

次に，実際に福山市での人口流出対策について考える。 

ここで，扱うデータは，主に福山市企画財政局の『新たな人口減少対策アクションプラン2020』11）に掲

載されるアンケート等の資料，こちらを参考にして作成し広島大学附属福山高等学校4年生を対象として

実施したアンケートの２つである。但し，ここで注意していただきたいのが，自校でのアンケートはあくまで

4年生対象であり，母数が小さい上，データの性質に偏りが出てしまう部分があるため，これを「福山市」

全体を代表するデータとは言えないことである。 

それゆえ，これらのデータをここではあくまで，これから社会を担っていくであろう高校生が戻ってきた

い，定住したいと思えるような都市づくりには何が必要と考えているのか，ということの参考としてみていき

たい。 

まず，『新たな人口減少対策アクションプラン2020』を見ると，①市外への就職希望理由には「就職した

い企業が福山市内にない」「就職したい業種や職業が福山市内にない」というのが多い。②将来，住んで

いる町に戻ってきたくない理由については「就職したい業種や職種が地元にない」と上に似のほかに，

「まちに賑わいや活気がない」「遊ぶ場所が少ない」「買い物をしたいお店が少ない」と福山市が他の都

市に対して不活性，不便であると感じているという理由が挙げられる。また，③企業に求める環境条件に

ついてのアンケートでは，「雇用条件が良い(休日・休暇が取得しやすい,残業時間が少ない）」「大都市と

の賃金条件に差がない(給料・各種手当・残業代)」などが挙げられ，④就職先地域の選択理由には「就

職したい企業があるから」「土地やまちに魅力を感じるから」が主である。 

 

 
 ↑市外への就職希望理由                         ↑市内への就職希望理由 

  （将来福山市に戻ってきたくないと答えた人対象）           （将来福山市に戻ってきたいと答えた人対象） 

 
 ↑市外で生活したい理由                          ↑就職先の地域の選択理由 

  （将来福山市に戻ってきたくないと答えた人対象）           （福山市在住と答えた人対象） 
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次に，自校でのアンケートでは，①福山市外への就職希望理由は『新たな人口減少対策アクションプ

ラン2020』と同様の理由が挙げられるほか，「地元に愛着をあまり感じない」「地元の企業をあまり知らない」

という意見も多かった。対して，②福山市内への就職希望理由は「自分が育ってきた慣れ親しんだ町だ

から」という意見が主であった。③市外で生活したい理由では「就職したい企業が福山市内にない」という

福山市に対して消極的な意見に比べて，「地元を離れて1人暮らしがしたい」「都会で暮らしてみたい」と

いう都市志向の意見や「保護者のもとを離れて自立したい」「住んでみたい地域がある」などその他の意

見も同様に多いか，それ以上であった。また，④就職先の地域の選択理由には『新たな人口減少対策ア

クションプラン2020』同様「就職したい企業があるから」「土地やまちに魅力を感じるから」が多いほか，「仕

事以外の趣味や夢を充実できるから」という意見も多かった。 

これらから，都市に求める要素というのを考えていくのだが，特に注目したいのは企業や就職について

の意見である。企業に求める環境条件には「雇用条件」が挙げられ，自校のアンケートでは就職先に対

して「仕事以外の趣味や夢の充実」を求めている意見も多く見られた。この雇用条件というのは休日・休

暇が取得しやすく，残業時間が少ないということを含んでいるということで，雇用条件の改善は，同時に趣

味や夢の充実の可能性を高めると考えられる。市外への就職を望む意見に「就職したい企業や業種，職

業が市内にない」というものがあるが，2－2で述べたように，福山市内でも様々な産業に適した地域があ

るということで，案外市内だけでも就職の選択肢は多様であると思われる。そうした意見を抱く人が多いの

は，市内の企業がその魅力を発信する機会が少ないこともあるのではないかと思う。 

そうして，就職先を選択する理由にもあるように，「土地やまちの魅力」を感じることのできるまちづくりを，

こうした意見をカバーするような案で行うべきである。 

 

３．考察 

以上のことを踏まえ，福山市での人口流出対策を考えていく。 

2-1から，人口流出は若年層の割合が大きく，その原因は高校卒業後の大学進学の場合や大学卒

業後の就職の際に地方大学から都市へ移動する場合が主である。そのため，人口流出抑制のため

には，IターンやUターンによって都市に出た若年層を地方に呼び込んでいく必要があると考える。そ

のためには，まずは地域・企業の魅力を強く発信し福山にある企業，福山市の優れた部分を知っても

らうことが大切であると考える。 

 そして，福山市を3つの地域に分け，2-2を参考にそれぞれの地域の特性に適した取り組みを提案

する。 

 東部では，2-3から仕事だけでなく趣味も充実できるようにしていく，すなわちワークライフバランスも

重要であろう。今日「働き方改革」はますます注目されているが，例えば柔軟に労働時間を設定できる

制度（変形労働時間制，フレックスタイム制など）や，ICTを活用したテレワーク，ライフステージに応じ

た働き方ができる制度（産休育休，介護休業など）は改革を進めていくための取り組みに挙げられる。

こうした取り組みを率先して行う企業を増やしていくことで，ワークライフバランスに配慮し，個々人が

多様な生き方で生活できる「次世代型の都市」を作り上げていく。これは，同時に企業と市との魅力の

一つとなるだろう。 

西部では，「鞆の浦」をはじめとする魅力あふれる場所をアピールし，観光業を中心とした第三次産

業を展開していく。それに加え，漁業や，また港湾地域であり，海と結びついた産業が盛んであるとい

う他2地域の持たない特性を生かすことも考えていくべきだ。 

北部は東部・西部と異なる内陸部であるが，それゆえに見られる壮大な自然など北部独特の魅力

をアピールし，またその土地を生かした農業やレクリエーション事業を展開して，新たな集客，雇用の

拡大へ繋げていくべきと考える。また，歴史ある地域としてそのまちを保存し，「備後絣」などの伝統産

業の継承も図っていきたい。そのために，豊かな自然の保全と製造業など地域の産業の維持を両立

することを目標とする。 

このように，3地域それぞれの特性を生かす取り組みで人口流出の抑制につなげていくことができる

のではなかろうか。 
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４．結論 

 この論文を通して，福山市に対する人口流出抑制への一案を提示することができたかと思う。人口流出

は序論でも述べた通り，日本の各地方で問題になっており，一部分だけの問題ではない。その上，普遍

性のある法則を作ることが難しく，その地域の実情と照らし合わせながら策を講じていかなければいけな

い。 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

  

 

 

班 研究タイトル 

B2  微生物の活用で SDGｓを達成し世界を救う 

メンバー 柿下耀太  掛江航紀  北川直輝  大髙ひな乃  大畠凜 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テ
ー
マ
設
定(

問
題
提
起) 

主張 1：世界を救うには SDGｓの達成が必要 

 

※ SDGｓ：Sustainable Development Goals 

（持続可能な開発目標）  

2030 年までに国連加盟国が達成するべき

目標のこと。 

1－①水を飲まなければ健康的な体を保てないが、衛生

面などの問題で十分な水を確保できない（6） 

1－②消費期限、賞味期限切れで捨てられている食品は

年間、生産量４０億トンのうち１３億トン（２） 

１−③世界の８億人が１日 1.25$未満で生活し、十分な水、

食料を調達できていない（経済成長の著しい中国や

インドにも多くいる）（１）（２） 

１−④現在のエネルギーは人体、自然に害を与えるリスクと

枯渇のリスクがある(７) 

※（   ）内の数字は SDGｓの項目番号を示している 

 

検
証 

主張 2：微生物で低コストで水質改善できる 

※微生物：顕微鏡でなければみえないような

微細な生物の総称。主として細

菌・酵母・カビなど。 

 

主張３:微生物で食品を発酵させることで保存期

間を延ばすことができる。 

 

主張 4:主張３で主張１−③を解決できる。 

 

 

主張 5:環境汚染の原因となる物質を分解でき細

菌で発電することができる。 

2：下水処理に活性汚泥（微生物を含んだ汚泥）を利用し

て汚れを分解できる。（微生物は川や土の中などどこに

でもいるので低コストで利用可能） 

 

 

３:発酵を行う微生物が腐敗菌より優位になることで腐敗菌

の侵入を抑え、食品の腐敗菌の侵入を防ぎ長期保存が

可能になる。 

（例:牛乳の賞味期限７日→ヨーグルトだと 21日、 

チーズだとだいたい 30日） 

 

4:石油中の成分や発ガン性物質などをエネルギーとする

微生物がいる。発電菌という発電する菌がいる。 

提
案 

 

微生物で SDGｓの達成ができるといえるので微生物を主軸とした生活をつくり、人々の生活を 

より豊かにすることを提案する。 
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広島大学附属福山高等学校 

４年「体験イノベーション」 

 
 

Microorganisms help the world  

～微生物で世界を救う～ 
 

研究者 ４年B組 ２班 
                    柿下耀太 掛江航紀 北川直輝 大高ひな乃 大畠凜 

 
 

１．序論 
 近年世界中で、様々な問題が発生している。水問題や食糧問題など生活に直結する
問題も多く、早急な解決が求められる。そこで今回は、国連が定めた国際目標である「SD
Gｓ」の達成がこれらの問題の解決に必要と考える。例えば、生きるために必要な水を確保
した結果衛生を保つための水が確保できない、という問題は「６ 安全な水とトイレを世界
中に」という項目に、また、消費・賞味期限切れにより大量の食品が廃棄される問題は、「２ 
飢餓をゼロに」と関わっている。このように世界の諸問題はＳＤＧｓと深く関連しているもの
が多いわけだが、今回はＳＤＧｓの達成のために微生物を有効活用することを提案した
い。 
 
 
 

２．本論 

２－１ 微生物とはなにか 
 まずは微生物の定義を一応確認する。 
 『「微生物」とは、一般的に「小さい生物」という意味で、寄生虫、カビ、酵母、細菌、ウイルスなど多くの
種類があります。』（農林水産省ＨＰより）  
 『微生物とは目にみえないくらい小さな生物のことです。細菌、菌類、ウイルス（※注）、微細藻類、原生
動物などが含まれます。（※注：ウイルスは、自己複製ができず代謝を宿主に依存するので、生物とは言
い切れません。生物学では「生物と非生物の間に位置する」と考えられていますが、ここでは、生態系を
構成する一員としてウイルスも微生物の仲間としています。）』（日本微生物生態学会ＨＰより） 
 信頼できる２機関では上のように同じような定義をしていた。よって我々の班でも、ウイルスを含めた目
に見えない生物のことを微生物と呼ぶことにする。 

 

２－２ 微生物の利用例（１）ー微生物による水質改善ー 

 活性汚泥が良好なときに発生するツリガネムシや、メンガタミズケムシなどは水を綺麗にする微生物とし
て知られている。汚れた水の中に微生物をたくさん入れて、空気の泡を吹きこ込む。酸素を吸って活発に
なった微生物は汚れ（有機物）をどんどん食べて、よごれた水をきれいにしていく。汚れを食べて増えた
細菌や、それを食べる原生動物などがくっついてかたまりになって、水よりも少しだけ重くなり下の方に沈
んでいく。そのぶん上の方の水はきれいに澄んでいく。中には、環境汚染の原因となる石油中の成分や
発がん性物質などを分解してエネルギー源にできるものも存在する。このような能力は環境浄化や有用
物質の生産など、様々な技術に応用することができる。汚染物質の除去だけでなく、環境回復が求めら
れるとおもわれる。将来的には環境中の生物を指標とした環境の診断・評価が求められる中で、私たち
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の土壌中の総バクテリア数の評価は、環境回復
の一つの指標として利用できる可能性があると考
えている。  
 
 

２－３ 微生物の利用例（２）ー食品

の発酵で保存期間を伸ばすー 
 微生物の利用で有名なのが発酵食品である。
発酵食品とは文字通り発酵した食品のことで、チ
ーズやヨーグルトがその代表でキムチなども発酵
食品のひとつ。発酵した食品は雑菌の侵入を防
ぎ繁殖も抑えることができるため、腐りやすい食
材でも長期間保存することが可能となる。このこと
は、賞味・消費期限切れによる食品の廃棄を防ぐことにもつながり、食料を無駄なく使うことができるのだ。
また、発酵させた食品はそうでない商品より安い値段で取引されているという事実もある。 

 

２－４ 微生物の利用例（３）ー石油を分解する微生物ー 
 微生物の中には石油を分解するものもいる。これらの生
物は炭素源及びエネルギー源として石油を分解する。ま
た、利用することはないが石油成分の分子構造を少し変え
ることで分解する共代謝とよばれる働きをするものもある。こ
れらの微生物は、例えば船舶から事故等により石油流出し
た場合に、海中の石油成分を分解し環境を正常に戻すと
いう役割がある。これらの微生物は海洋、陸水、土壌に広く
分布している。しかし、その働きを保つためには適切な温
度、ｐｈにする必要がある。条件を整え、最大限働けるよう
にすれば、石油に汚染された地域の浄化の役に立つこと
は間違いないだろ 

 

２－５ 微生物の利用例（４）ー電気を生み出

す微生物ー 
 微生物の中には、発電菌というものがいる。 微生物燃料電池に応用されているこの菌は、発電時に
呼吸とともに発酵も行っていることが発見された。その反応により、発酵と発電を組み合わせた、新しい物質
生産技術が期待できる。現在世界で主流のエネルギー源の中には、人体、自然に害を 

与えるリスクと枯渇のリスクを持つものがある。まだまだ実用的でないにしても、もしもこの仕組みにより、大

規模な発電ができるようになれば、安定した電力を持続的に供給できる、一つの仕組みを確立することが

できる未来が来るかもしれない。 

 

３．考察 
  まずそれぞれの利用例がSDGｓのどの項目に対応しているかを確認する。（１）の水質改善は「６ 安全
な水とトイレを世界中に」と「１４ 海の豊かさを守ろう」に関連性がある。（２）の食品への利用は「２ 飢餓
をゼロに」と関わっている。（３）の石油の分解は「１４ 海の豊かさを守ろう」と「１５ 陸の豊かさを守ろう」に
つながり、（４）の発電は「７ エネルギーをみんなに そしてクリーンに」及び「９ 産業と技術革命の基盤
を作ろう」と対応する。このことからわかるように、微生物の利用はSDGｓと関わり、しかも環境問題から社
会問題、さらに産業面まで幅広い分野との関わりを持っているのである。一方、これらの利用例はあまり
新鮮味がないように感じる。それもそのはずで、微生物は太古の時代から利用されており、特に発酵食
品に至っては紀元前数千年前から作られている。ああ、微生物の活用はもうできないのだろうか、いやそ
んなことはない。微生物は、地球の環境に負荷をかけることなく問題解決に利用することができるまず素
晴らしいツールだ。我々人間より地球を知る彼らの特性を利用しない手はない。まずは、既存の技術を世
界中に普及させることが大事だろう。そして、研究者による新たな微生物の働きの発見、そしてそれが活
用されることに期待したい。 
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４．結論 
  ここまでで挙げてきた微生物や、その特性はこの世の微生物のほんの一部にすぎない。よって、微生物
は、無限の可能性を持っていると言える。微生物の利用により、SDGsの達成ができるといえるので、微生
物を主軸とした生活を作り、人々の生活をより豊かにしていくことを提案する。 

 

５．参考文献 

https://kcr.kurita.co.jp/wtschool/016.html 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

B3 積極的に環境問題解決に取り組む方法の提案 

メンバー 河村華苑、岡本理佐、木村文亮、鮫島大和、須賀早弥瀬 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

環境問題を身近に感じていない 

（例：海洋汚染問題、プラスチック

リサイクルの現状） 

今回は積極的(自主的)に海洋プ

ラスチック問題を解決する方法を

提案する 

・１９５０年以降、生産されたプラスチックはおよそ８６億トン 

そのうち６３億トンがごみとして捨てられている 

→リサイクルされている量は少ない・毎年８００万トンのプラスチックご

みが海洋に流出。２０５０年にはプラスチックごみの重量が魚の重量を

超えると予想されている。 

→海洋汚染問題が深刻 

（令和元年度環境白書より） 

検証 海岸ごみはどこから来ているのか 

 

 

海洋プラスチックごみの内訳 

 

デポジット制度 

①姫島村 

 

 

 

 

 

②ドイツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③イギリス 投票ゴミ箱 

67.18％が漂着ごみ(海岸以外の陸域で捨てられ、川を通じて海まで

流出し、海岸に漂着したごみ 例：ポイ捨てごみ) 

 

プラスチックボトル類 48.1％(個数) 

 

 

37年間デポジット制度を続けている(令和 2年度) 

空き缶回収率 

平成 27年度 84.7％ 平成 28年度 82.5％  

平成 29年度 91.8％ 平成 30年度 88.1％ 

令和元年度 85.2％ 

 

2003 年からデポジット制度を実施しており，90％以上(最高 98.5％)の

ペットボトルが返却されている。 ドイツでは，ペットボトル 1 本につき

25 セント(約 33円)の預り金が課金されている。たいていのスーパーに

返却機が置いてあり，返却機にボトルを入れると，レシートが出てき

て，そのレシートをレジに持っていけば返金が受け取れる仕組みであ

る。買い物があるときは，レジでそのレシートをみせれば，買い物金額

からデポジット金を差し引いて精算してもらうことも可能だ。 

 

イギリスの環境保全団体「Hubbub Foundation(ハバブ財団)」のポイ捨

て削減キャンペーンで企画されたものである。 
「最高のサッカー選手といえば、メッシ？ロナウド？」といったような、ごみ

箱に書かれた質問に、たばこの吸い殻で投票する。ごみ捨てに投票とい

う遊び心を加えたこの「投票ごみ箱」がイギリスで行われた。喫煙者のポイ

捨てを防ぐプロジェクトで制作されたものだ。 

この取り組みの結果，ポイ捨てたばこの量が 46％削減した 

提案 デポジット制度はお金を取り戻すこと，投票ごみ箱は投票を目的にさせることでごみを捨てさせた。年々海

洋プラスチックの問題について耳にする機会は多くなっており、人々がその問題について興味を持つ可能

性は高まってきているといえる。それなのに、依然として問題が大幅に改善・解決の方向に向かっていない

ということは、やはり、現状では啓発活動に限界があるということだ。そこで、今回の研究を通して，海洋プラ

スチック問題の主であるペットボトルをはじめとする環境問題解決に取り組むように人々に促すためには，

環境問題解決のために行動することのみを前面に押し出してアピールするのではなく、日常生活の行動の

一つに組み込めるような、より簡単で身近な行動にすり替えて問題解決に向かわせることで人々が積極的

に（機械的・自動的に）参加するようになるのではないかと考えた。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 

 

                           積極的に環境問題解決に取り組む方法の提案 
 

                     研究者 4年 B組 3班 

                     河村華苑 岡本理佐 木村文亮 鮫島大和 須賀早弥瀬 

 

1．序論 
 ホーコスは環境問題とビジネスをうまくつなげて，民間・企業からの好感度と，業績のどちらも高め

ていると感じた。この二つを結び付けていることは，ホーコスの成功の秘訣の一つであるとともに，私

たちの生活にも応用できるのではないかと思えた。 

 近年，様々な環境問題が取り上げられ，日常生活で目にする機会も増えてきている。そんなニュース

がたくさん出るということは，私たちにも環境問題について考えてほしいという環境問題に関わる人た

ちの願いもあるのではないだろうか。少なくとも，メディアという媒体を通して，多くの人に現状を知

ってもらいたいという気持ちはあるだろう。しかし，そんな活動は私たちが環境問題に関わっていくこ

とを促すことに成功しているのだろうか。私たちは，そうではないように思った。私たち自身，授業な

どで環境問題について考える機会はあっても，行動に移したり，何かを発信したことがある人は少ない

だろう。 

 そこで私たちは，ホーコスで学んだ特徴をいかして，一般の人々が環境問題解決に積極的に(自主的

に)(やらされてる感なく)取り組む方法を提案する。その中でも今回は身近に感じにくい環境問題の一つ

である海洋プラスチック汚染を考えた。私たちは，環境問題について調べていく中で，身近に感じにく

い海洋プラスチック問題は意外と一般の人々にも取り組みやすい問題であると捉えた。そこで，身近に

感じにくいという先入観とのギャップが大きいので，解決策を提案した時のインパクトが大きく，印象

に残りやすいのではないかと考えたため海洋プラスチックをテーマに取り上げた。海洋プラスチックご

みの中でもペットボトルが大きな割合を占めているため，ペットボトルに着目して調査した。国・地

域・企業のペットボトルごみに対する施策・対策を調べ，福山市での応用の可否について私たちの考え

を述べた。 

 

2．本論 
 1950 年以降に世界で製造されたプラスチック製品の総量は 83 億トンに達し，うち 63 億トンがごみと

して捨てられたとする推計を，米ジョージア大の研究チームが 19日付の米科学誌に発表した。ごみの量

約 63 億トンは，東京スカイツリーの重さに換算して約 17 万個分。再利用せずに使い捨てられるポリ袋

などの包装材やペットボトルなどの容器は年々増加しており，2050 年には，ごみが 120 億トンに倍増す

るとみている。チームの研究者は「人類が生み出したプラスチックごみは何百年も何千年も残る」と警

告。プラスチック製品を減らして再利用するなど，賢明な使い方を真剣に考えるよう訴えている。チー

ムは樹脂や繊維など化学製品の統計データを分析。プラスチックの年間製造量は，1950 年の 200 万トン

から 15 年には 4 億トンに増え，累計は 83 億トンだった。需要の高まりを背景に，21 世紀に入ってから

の製造量が半分近くを占めた。ごみになった 63 億トンのうち 1 回でもリサイクルされたのはわずか 9%

で，12%が焼却処分され，79%は埋め立て処分されたり自然界にそのまま捨てられたりしていた。プラス

チックごみは陸だけでなく海でも問題化。年に 800万トンが海に捨てられているとの報告もある。 

 海洋プラスチックを減らすために，まず海にごみがどうやって発生している(溜まっているのか)調べ

た。その結果漂着ごみが約 7 割を占めていることが分かった。また，海洋プラスチックごみの種類を調

べると，プラスチックボトル類が約半分を占めていることが分かった。これらの情報からプラスチック

ボトル類(主にペットボトル)の漂着ごみ(海岸以外の陸域で捨てられ，川を通じて海まで流出し，海岸に

漂着したごみ 例：ポイ捨てごみ）を減らすことがプラスチック海洋汚染問題を解決することに繋がる

と考えた。         
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図１ 個数で比較したプラスチックごみ 

出典:令和元年度容器包装廃棄物の使用・排出実態調査 

(https://www.env.go.jp/recycle/yoki/c_2_research/research_R01.html)より 

 

２－1 デポジット制度 

 次に世界で現在行われているごみのポイ捨てを防止するための活動を調べた。 

 デポジット制度とは，製品本来の価格に預り金(デポジット)を上乗せして販売し，消費され不要にな

った製品などが所定の返却システムに返却された場合に，預り金が返却されるという制度である。 

同じデポジット制度でも行った場所によって多少の違いがあり，成功した場所と失敗した場所があるこ

とが分かった。そこで，デポジット制度政策に成功した場所と失敗した場所を比較してどのようにデポ

ジット制度を取り入れるべきか考えた。 

２－２ 成功例 

（１）大分県姫島村 

 この村の人口規模は約 1625 人である。姫島村では昭和 59 年度よりデポジットシステムを開始してい

る。村内のシール付き缶飲料を買うときに10円の「預り金」を上乗せして支払い，飲んだシール付きの

空き缶を小売店に返すとその 10 円の「預り金」が戻るという仕組みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  

デポジットシステム事業フロー図 
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（２）ドイツ 

 ドイツは 2003 年からデポジット制度を実施しており，90％以上(最高 98.5％)のペットボトルが返却

されている。また，ドイツ以外でも北欧を中心に 20カ国以上で行われている。ドイツでは，ペットボト

ル 1 本につき 25 セント(約 33 円)の預り金が課金されている。たいていのスーパーに返却機が置いてあ

り，返却機にボトルを入れると，レシートが出てきて，そのレシートをレジに持っていけば返金が受け

取れる仕組みである。買い物があるときは，レジでそのレシートをみせれば，買い物金額からデポジッ

ト金を差し引いて精算してもらうことも可能だ。 

２－２ 失敗例  

（３）八丈島 

 八丈町の人口は 7000 人弱である。八丈町では平成 10 年 9 月 1 日からデポジット制度が行われてい

た。計画段階では島内全店参加によるノンシール方式を検討したが，全店の参加が見込めず協力店の参

加によるシール方式で試行を行ってきた。 

 国の法制化がすすまないのと，全店参加が実現できなかったため，協力店がシールを張る作業や本数

管理で負担が多く，5 年間の試行でデポジット事業を終了した。 

２－３ イギリスでの取り組み 

 イギリスの環境保全団体「Hubbub Foundation(ハバブ財団)」のポイ捨て削減キャンペーンで企画さ

れたものである。ハバブ財団は直訳すると「大騒ぎ財団」という名前で，この財団は 私たちの日々の暮

らしと密接につながっている社会や環境の問題を，人びとに考えて行動してもらうために，遊び心のあ

るキャンペーンを数々展開している。この「投票ゴミ箱」を設置したロンドンのサットン地区では，ポ

イ捨てタバコの量が 46％削減されたというデータがある。この取り組みは，他国からも注目されていて，

アメリカでは，5 都市でテスト導入され，今後全国展開も検討されている。 

 

3．考察 
 デポジット制度を導入するためには福山市など一つの市ではなく，国全体または一つの島全体で取り

入れるべきだと考える。姫島村は島全体(反対する店がなかった)，ドイツでは国全体でで行ったため成

功し，八丈島では反対した店があったから失敗したのではないかと考えられる。デポジット制度の問題

点として，対象商品の値段の上昇による需要の低下が挙げられる。デポジット制度に参加しない店が現

れると，価格競争のために他の店も参加を断ることが予測される。その結果八丈島のように一部の参加

する店にのみ負担がかかり失敗するのである。したがって，デポジット制度を導入し継続させるには国

全体，または島全体の協力が必要である。 

 デポジット制度の導入をした場合，導入後短期間はデポジット対象商品の値上がりに注目がいき，

人々は損を防ぐためにポイ捨てをしなくなるのではないかと考える。(消費税増税直後のような状態) 

 導入してから時間が経過するとデポジット制度対象商品の値上がりに慣れて損をしているという気持

ちは薄れ，ポイ捨てをしてしまうかもしれない。しかし，今度は逆に返品すれば得をするような気分に

なり，今度は損を防ぐためではなく得をするために積極的にゴミをゴミ箱に捨てるようになるのではな

いかと考えた。落ちているプラスチック製品をすすんで拾って捨てるような人が現れるのではないかと

も考えた。ごみは回収機に捨てなければ預り金は返却されないので，回収機の数が少なすぎると意味が

ないと考える。 

 投票ゴミ箱はイギリスではタバコで行われているがペットボトルで行えるのではないかと考える。ま

たこのゴミ箱ならたくさん設置してもいいのではないか考えた。ゴミ箱の数が増えればポイ捨てされる

ゴミの数も減るだろうと考えられる。しかし現在，日本ではゴミ箱が他国に比べて少ないと言われてい

る。その大きな原因は地下鉄サリン事件だ。ゴミ箱を増やせばその中に危険物を入れられる可能性があ

るのである。しかし，投票ゴミ箱であれば，ゴミ箱が透明であるということに加え人々が注目しやすい

為，危険物をいれる事を防止することができるのではないかと考える。しかし，あまり増やしすぎてし

まうとそれぞれのゴミ箱の投票数が減り視覚的に物寂しくなってしまうことが問題である。 

 序論でも述べたように，年々海洋プラスチックの問題について耳にする機会は多くなっており，人々

がその問題について興味を持つ可能性は高まってきているといえる。それなのに，依然として問題が大

幅に改善・解決の方向に向かっていないということは，やはり，現状では啓発活動に限界があるという

ことだ。そこで，今回の研究を通して，海洋プラスチック問題の主であるペットボトルをはじめとする

環境問題解決に取り組むように人々に促すためには，環境問題解決のために行動することのみを前面に

押し出してアピールするのではなく，日常生活の行動の一つに組み込めるような，より簡単で身近な行

動にすり替えて問題解決に向かわせることで人々が積極的に（機械的・自動的に）参加するようになる

のではないかと考えた。そして，環境問題への取り組みで大きな鍵となるのは，「知っているだけでな

く，実際行動する人を増やせるかどうか」であると考えた。 

- 118 -



 

4．結論 
 デポジット制度はお金を取り戻すこと，投票ごみ箱は投票を目的にさせることでごみを捨てさせた。

このように環境問題解決に積極的に参加してもらうには，人の良心にゆだねるのではなく目の前に日常

生活の一部となるような目的を与えることが有効なのではないかと考える。 

 

5．参考文献 
１）ペットボトルごみを削減する｢デポジット制度｣とは？「 プラなし生活」(2021 年 3 月 16 日閲覧) 
https://lessplasticlife.com/marineplastic/responses/deposit_return_scheme/#:~:text=%E3%83%9A%E

3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%8C%E3%81%94%E3%81%

BF%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6,%E6%88%BB%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8F%E

3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E

3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83 

２）投票ごみ箱!?イギリスの「大騒ぎ財団」が，面白く楽しく社会を変える！「地球ニュース」(2021年

3 月 16 日閲覧) 

http://www.thinktheearth.net/jp/sp/thinkdaily/news/art-design/1301hubbub.html 

３）海のゴミ問題を考える｜海岸のごみはどこから来るのか？ – 公益財団法人かながわ海岸美化財団  

https://www.bikazaidan.or.jp/kaigangomi/kaigangomi2/ 

４）海のプラスチックごみはどこからくるの？ – エコだね！いばらき「環境保全茨城県民会議ホームペ

ージ 」(2021 年 3 月 16 日閲覧) 

https://www.ecodane.jp/plastics-smart/house-trash.html 

５）「空き缶のデポジット制度 くらしの情報  大分県姫島村」(2021 年 3 月 16 日閲覧) 

https://www.himeshima.jp/kurashi/akikan-deposit/ 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

B4 百貨店衣料品業界の低迷 

メンバー  瀧改太 栗原美帆 小曳咲希   立石遥 地﨑丞 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

1.百貨店衣料品業界の消費低迷 経産省 HP のグラフ２０１５ ２１のうち 7 枚目 

百貨店衣料品販売額ピーク 

１９９1 6.1 兆 → ２０１６ 2.9 兆 

約半分になっている 

検証 建物の老朽化 

 

 

 

ネット通販の増加 

 

 

商品の同質化 

 

 

 

 

 

 

人口減少 

 

大規模量販店(ユニクロ，GU など)の伸長 

１.クオリティと値段が釣り合わなくなった 

 

 

 

 

２.ファッションにお金をかけなくなった 

阪神淡路大震災後の耐震基準引き上げ 

１９２４に規定が導入されてから，１９５０，１９８１，２０００，と

大きな地震があるたびに改正されている 

 

経産省 HP のグラフ２００４→２０１４のデータで消費支出額

2.4％増  https://www.mlit.go.jp/common/000191749.pdf 

 

 

委託仕入れ(仕入れ先から商品を預かり販売を委託され

る。在庫負担がなくなるが保管責任を負う)によってボリュー

ム確保のためそれぞれの百貨店が同じような仕入れ先から

商品を仕入れるようになり，デザイナーが冷遇されたために

商品開発力を失って，どこの百貨店でも似たような品揃え

になった。 

 

 

 

前述の理由により百貨店から離れたデザイナーは大規模

量販店の商品開発に携わるようになり，結果としてデザイン

性に大差がなくなった。その上，ヒートテックのような独自技

術の開発もあって，実用性も向上した。にもかかわらず，価

格は大規模量販店の方が低く，顧客が流れた。 

不景気によって手元にお金がない状況もあって，様々なデ

ザインをそろえ，買った場所にも価値を求めるというよりも，

実用性があり，長く使えて着まわせることを重視するように

なった。 

これらによって，高価なかわりに多種とネームバリューを身

上とする百貨店アパレルは打撃を受けた。 

提案 ◯大量生産では大規模量販店に勝てない！→高品質で特色ある製品を展開 

１.規格品販売をやめ，「ここでしか手に入らないもの」を提供→土地柄に合わせた製品 

  ２.SNS の活用（店舗自体やネット通販の知名度向上） 

  3.国内の自然素材を使った衣料品→環境にやさしいものは多少高くても購入される（労働環境整備含

む） 

  4.インバウンドの需要を増やすために，より伝統的な産業に深くかかわった製品をつくる 

  5.年齢層でターゲットをしぼる 

a.ベビーウェア b.子供服 c.大学生・新社会人 d.中年 e.老人 
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百貨店衣料品業界の消費を取り戻せ！ 

百貨店衣料品はGU・ユニクロと戦えるか？ 

 

研究者 ４年B組 4班         

瀧改太 立石遥   地崎丞   栗原美帆   小曳咲希 

1. 序論  

 経済産業省のHPによると、百貨店衣料品業界の消費が低迷している。一方で、GUやユニ

クロなどの大規模量販店の売上は年々増加傾向にある。これは、同じ衣料品業界の中でも売

り上げの差が大きく開いていることを表している。 

 この現象が激化すると、衣料品業界において大規模量販店の寡占化が進む恐れがある。そ

うなると、商品の多様性が低下し、衣料品文化の衰退を招き、ひいてはファッションという

概念の危機につながるのではないだろうか。これを防ぐため、私たちは体験イノベーション

での実地調査や、班や各自で調べた情報などを元に様々な面から百貨店衣料品業界の低迷の

原因を探り、消費を取り戻すための解決策について考えた。 

図1 百貨店 衣料品販売（内訳）の推移 

 

2. 本論 

2-1 建物の老朽化 

 1995阪神淡路大震災をきっかけに、表1に示すように数度に及び耐震基準の変更が行われ

た。 

- 124 -



 このような耐震基準引き上げに伴い、義務ではないものの、百貨店は信用を保全するため

には建て替えを行う必要があった。 

 建物を建て替えれば支出が増え経営には打撃であるし、建て替えなければ客足は遠のくと

いう状況に、店を閉めざるを得なかった百貨店も多かった。 

 

表1  耐震基準の変化 

 

2-2 ネット通販の増加 

   ネット通販の市場規模は2010年には7兆7880億円で2.84%であったが、2019年には19兆3

609億円で6.76%にまで増加している。ネット通販を使う人が増加したことによって店で直

接衣料品を買う人が減った。 

  

2-3 商品の同質化 
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 従来、百貨店衣料品業界では仕入れ先から商品を預かり販売を委託される委託仕入れが行

われてきていた。これによって百貨店側は在庫を負うリスクを避け、仕入れ先企業は管理責

任を百貨店に任せられるようになっている。しかし、自社デザイナーの価値が低下するこの

構造は百貨店側から商品開発力を奪い、また同じような商品が別の百貨店に仕入れられるこ

とで業界全体の同質化が進んだ。 

 

2-4 人口減少 

 消費者の数自体が減ったため、百貨店衣料品業界の消費は減少したと考えられる。 
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2-5 大規模量販店（ユニクロ、GUなど）の伸長 

 委託仕入れによってボリューム確保のためそれぞれの百貨店が同じような仕入れ先から商

品を仕入れるようになり、デザイナーが冷遇されたために商品開発力を失って、どこの百貨

店でも似たような品揃えになった。そのため百貨店から離れたデザイナーは大規模量販店の

商品開発に携わるようになり、結果としてデザイン性に大差がなくなった。その上、大規模

量販店のヒートテックのような独自技術の開発もあって、実用性も向上した。にもかかわら

ず、価格は大規模量販店の方が低く、顧客が流れた。 

 

2-6 ファッションへの支出の減少 

 不景気によって手元にお金がない状況もあって、様々なデザインをそろえ、買った場所に

価値を求めるといったことよりも実用性があり長く、使えて着まわすことができるというこ

とを重視するようになった。 

 

3. 考察 

 以上の検証より、百貨店衣料品業界の消費低迷を解決するために、次のことを提案する。 

・大量生産をしても大規模量販店’（GUやユニクロなど）に勝ることは難しい。だからこそ 

規格品商品をやめ、ここでしか手に入らないもの（土地柄に合わせた商品）を提供する。 

・SNSの活用など、店舗自体やその店舗のネット通販の知名度を向上させる。 

・労働環境整備を含む環境にやさしいものは多少高くても購入されやすいことを利用し、国 

 内の質の良い自然素材を使った衣料品を生産する。 

・インバウンドの需要を増やすために、より伝統的な産業に深くかかわった製品を作る。 

・ベビーウェアや子供服、スーツなど年齢層によってターゲットを絞る。 

 

 4. 結論 

 この研究を通して、なぜ百貨店の衣料品業界が衰退しているのか理由を探り出し、いくつ

かの解決法を導き出せた。しかし、いまだ思考実験の厚みも足りておらず、反論も多くある

と思われる。例えば、ファッションにお金をかけられなくなっているのに高価格を志向する

のは無謀ではないかという意見などである。しかし、この問題は、日本の社会構造、産業構

造に深く根差しており、根本的な改善は挑戦なしにはなしえないのである。“失敗は成功の 

母”であるのだから。 

 

 5. 参考文献 
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経済産業省HP 

meti.go.jp/statistics/toppage/re…rt/archive/kako/20170217_2.html 

国土交通省勉強会資料 

https://www.mlit.go.jp/common/000191749.pdf 
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GU,

1991 6.1

2016 2.9

!!
meti.go.jp/statistics/toppage/re…rt/archive/kako/20170217_2.html

(

GU )

1 
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2010 7880
2.84

2019 19 3609
6.76
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

  

 

 

班 研究タイトル 

B5          コロナとの共存と未来予想 

メンバー 高林真里愛  米山鈴夏  原田大聖  廣田朋希  中山恭吾 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テ
ー
マ
設
定(

問
題
提
起) 

主張１．新型コロナウイルスによる経済への影響 

感染拡大を防ぐため，人々の移動が減少した。そ

の結果，宿泊施設や，公共交通機関，飲食店など

大きな影響を受けている。 

主張２.日本の現状 

定額給付金や，GO TOキャンペーンなどの経済

対策を進めている。 

１－①JR大赤字 東海道新幹線の利用前年比 1/４ 

１－②インバウンド需要がほぼ０ 

２－①11/20 までに 723社が倒産 

   飲食店が 110件、ホテル・旅館が 66件、食品卸   

業が 37件（帝国データバンクより） 

２－②海外とのサプライチェーンの影響 

２－③GDP の低迷 

 

検
証 

主張３.過去の感染症対策 

1)スペイン風邪 インフルエンザウイルスが原因と

して流行した感染症である。死者数は全世界で

5600万人で，国内では 45万人である。 

2)SARS SARS コロナウイルスが原因で感染し，イ

ンフルエンザのような症状で発症する。３２の国

と地域で 8000人を超える症例が報告された。 

３）季節性インフルエンザ 

感染力がとても高い感染症であり，変異型の

ウイルスが原因になっている。 

４）結核 ヒト型結核菌に要る感染症であり，現在も

撲滅には至っていない。 

 

主張４. 世界のコロナ対策との比較 

主張５．実験(シミュレーション)  

プログラミングを使った、視覚的図 

１）密を回避することの効果 

２）感染率を下げることの効果 

３ー①医療による対策 

     予防接種の実施 

     検査による早期発見(X線,CT検査など) 

     治療薬の投与 

 

３ー②政府による政策 

     マスク着用の呼びかけ 

     移動制限を求める(休校など) 

 

４ー①世界との共通点 

     労働時間短縮による従業員の維持 

     失業者への援助金手当 

     授業や仕事のオンライン化 

 

５ー①実験結果 

     どちらの対策も感染症の広まりを抑える効     

果が確認された。 

 

提
案 

結論 

過去の感染症と見比べてみても大きな違いは見られなかった。また,感染症は経済や社会の枠組みを大きく変え

るため,『時代を超えた共通項』を見つけてこれからの変化に柔軟に対応していく必要がある。可能性がある。 
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広島大学附属福山高校  

４年「体験イノベーション」  

コロナとの共存と未来予想  

 
研究者 ４年 B 組 ５班 

                高林真里愛  米山鈴夏  原田大聖  廣田朋希  中山恭吾 

1. 序論  

私たちが研究しているのは，新型コロナウイルスとの共存と今後の展望についてである。研究し

ようと思ったきっかけは主に二つある。  

一つ目は，私たちが新型コロナウイルスについて研究することでみなさんに新型コロナウイルスにつ 

いてより理解を深め，今後の日常生活に生かして欲しいと考えたからだ。  

二つ目は，刻一刻と変わりゆく現状の中で，私たちで考察を立て，私たちに今何ができるのかを確立 

していくことで自分たちのスキルアップを狙う。  

以上のことができるのはこの研究テーマだけであり研究する価値があると思った。  

2. 本論  

2-1 新型コロナウイルスによる経済への影響  

●JR ⼤⾚字  

⽇本の⼤動脈である東海道新幹線の乗客数は，2020 年 4 ⽉と 5 ⽉には去年の同じ⽉に⽐べてそれ

ぞれ 90％減少した。  

●インバウンド需要の⼤幅減  

外国⼈観光客の⼤幅な減少により，宿泊業，⼩売業，飲⾷業，交通機関への影響が甚⼤である。  

※インバウンド需要とは…  

インバウンド（inbound）は，直訳すると「内側へ向かってくる」という意味合いで，⼀般的に訪 

⽇客を指す⾔葉として使われる。また，インバウンド需要は，「訪⽇客向けに⽇本国内のモノ・サ 

ービスの消費を提供すること」を指す。  

2-2 ⽇本の現状  

●コロナの影響による倒産件数  

・「新型コロナウイルス関連倒産」(法人および個人事業主)は，全国に 783判明（12 月 9 日 16時現

在） ・法的整理 695件（破産 661件，民事再生法 30件，特別清算 4 件），事業停止 88 件 ・業種別

上位は「飲食店」（122 件），「ホテル・旅館」（70件），「建設・工事業」（55件），「ア パレ

ル・雑貨小売店」(51件），「食品卸」（40 件），「アパレル卸」（28件）など  
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広

島

県

で

は

…  

・（株）サンコー  

ネットカフェの経営  

・（株）A.C.E  

飲⾷店の経営などを展開 

▲帝国データバンクより  

★新型コロナウイルスの影響により飲⾷業などのサービス業が打撃を受けていることがわかる。  

 

●海外とのサプライチェーンの影響  

海外から部品を輸入できなくなったことにより，製品が作れなくなってしまった。その結果，多く

の企業が人員削減や生産規模の縮小を強いられた。  

※サプライチェーンとは…  

製品の原材料・部品の調達から，製造，在庫管理，配送，販売，消費までの全体の⼀連の

流れのことを指す。また，サプライチェーン（Supply Chain）は，⽇本語では「供給連鎖」

と⾔われる。 

●GDP の低下  

以下のグラフは 2015 年 1 月から 3 月までの GDP の値を 100 として推移を表した。ここからわ

かるよう に，2020 年の 4 月から 6 月までの GDP は大きく減少していることがわかる。しかしなが

ら，7 月から 9 月までの GDP は完全にではないが回復している。  

※GDP とは…  

国内総⽣産（Glass Domestic Product）のことで，国内で⼀定期間に⽣み出された付加価値の総額  
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2-3 過去の感染症対策  

現在，新型コロナウイルスが世界中で猛威を奮っているが，過去にも同じようなことがあったのだ

ろうか？下記の 4 つの代表的な感染症の例を用いて考えてみる。  

 

●スペイン風邪  

1918～20 年に流行した感染症。インフルエンザウイルスが原因として流行し，全世界では約 4000 

万 人，国内では約 45 万人の死者を出している。流行当時は WWⅠの特需の影響で，ほとんど経済への

影響 がなかったが，その戦後の急速な近代化や関東大震災，そして世界恐慌や WWⅡと休む暇なく様々

な出来 事が起きたため，景気がしばらく回復することは無かった。また，政府の対策として，マスク

(呼吸器) をしたり休校にしたりなど新型コロナウイルスと同様なことをしていた。  

 

●SARS (重症急性呼吸器症候群)  

SARS は 2002 年 11 月 16 日に中国で生じた非定型型肺炎の発症例を発端とし，9 ヶ月までの間に

３２カ 国に拡大した。中国では初期３05 人の患者（死亡例 5 人）が発生し，2003 年 3 月には，各

地で院内感 染も起こった。同年 3 月 12 日に WHO は，全世界に向けて異形肺炎の流行に関する注意

喚起(Global Alert)が出される。SARS ウイルスは飛沫感染が主流で，２〜10 日の潜伏期間の後，イ

ンフルエンザの ような症状からその後肺炎に移行する。致死率約１０％にも及ぶ感染症。自然に収束

し，2003 年 7 月 5 日に WHO によって流行の収束宣言が出された。  

 

●季節性インフルエンザ  

毎年 12 月から 3 月に流行し，風邪と似たような症状が出る。しかし，風邪とは違って症状が急激

に悪 化したり，筋肉痛や関節痛などの全身症状を強く感じたりする。主な感染として，飛沫感染と接

触感染 が挙げられる。  

 

●結核  

その高い死亡率から，別名「国民病」という名を持つ，風邪と似た症状の感染症。1 番の特徴とし

ては 血の混じったような痰が出ることである。現在も国内で毎年約 2 万人の感染者が出ている。死

亡率が高 いゆえに，その流行は数年で収まってしまった。しかし，それから約 50 年後の 1996～97 

年に再び増加 傾向が見られた。典型的な再興感染症の例である。これには政府も「結核緊急事態宣

言」を出し，注意 を呼びかけた。結果として，それから 3 年後に減少傾向に戻ったが，今に至るま

で撲滅することは無かった。  

 

★これらのことから，感染症というものは，時代を問わず経済や社会の枠組みを変えてしまうものであ 

ることが分かる。また，その対策においてもほとんど同じであった。ということは，これからの未来

に ついて見通しを立て対応していくためには，こういった「時代を超えた共通項」を見つけていく

必要が あるのでは無いのだろうか？  

 

2-4 海外との比較(共通点)   

海外も，ほとんどの国で日本と同じような経済対策を行っている。例えば，労働時間短縮によって従

業員の維持，失業者への援助金手当，授業や仕事のオンライン化などがある。また，感染予防対策を大

きく分けると 4 つの方向性がある。 

まず 1 つ目に「デジタル監視」である。これは，中国や韓国などで実施されている。IT を駆使して

健康状態や行動履歴などを記録し，徹底的に封じ込めるものである。特徴は，感染者や濃厚接触者を隔

- 135 -



離することで感染リスクの大幅な減少が見込めることだ。しかし，全国民を監視するとなるとなかなか

難しいことであり，現実的ではない。 

2 つ目は「都市封鎖と緩和」である。これは，欧米各国を始めとする多くの国で実施されている。移

動に規制がかかることで部分的な早期収束が見込める。たが，強い移動規制による経済活動の停滞や，

医療崩壊などが起こる可能性がある。 

3 つ目は，「緩い規制と啓発」である。これは，日本やオーストラリアで実施されている。先程の都

市封鎖とは違い，これは経済活動と感染拡大抑制の両立が可能で，厳しい規制とほぼ同等の効果が見ら

れる。しかし，規制が緩い結果，完全に抑制することが難しく，それに感染者急増時の対応が後手に回

る可能性が大いにある。 

4 つ目は，「自主性の尊重(ほぼ対策無し)」である。これは，スウェーデンやブラジルが該当する。

それによる集団免疫の早期獲得を目指している。それにより経済活動は維持す るとこが可能だ。しか

し，重症化リスクの高い高齢者の感染者が増加してしまい，評判はあまり良くな い。  

このように，各国で様々な「出口戦略」が行われている。しかし，どれも画期的なアイデアだが，そ

れ にデメリットも伴っている。今後，さらなる感染増加が見られると，これらの対策も変えていく必

要が あるだろう。  

 

2-5 ワクチンの効果  

ワクチンの効果は大きく分けて，感染予防，発症予防，重傷化予防の 3つがある。感染予防は接種し

た人が感染しなくなる効果がある。しかし，その効果を実証しにくく，臨床実験で確認することは稀

である。発症予防は，発症者が減少し，重傷化予防は，重症患者が減少する効果がある。この 2 つ

は，臨床実験を行うことで効果が見られる。現在実用化が進んでいるワクチンは，臨床実験において

これら 2 つの有無は不明であるとされ，有効性においても安全性においても分かっていないことが多

い。しかし，12 月中旬から大手製薬会社のファイザーが接種を開始した。また，追加の効果としてワ

クチン接種後の集団免疫効果というものがある。これは，接種していない人にも予防効果が見られる

というものだ。これは大規模な接種後まで分からないので，これからの経過を見ていく必要がある。 

またワクチンというものは副作用が伴う。重度な副作用があると，実証は難しいだろう。新型コロナ

ウイルスのワクチンは現時点でそこまで重度な副作用は確認されていない。  

こういった不安な要素が多い中，我々国民が納得できるようなワクチンを作るのは難しいが，やって

ほしいことでもある。また，もし仮にそれ開発を成功した場合，正しい情報を発信しつつ，国民から

の意見も踏まえて，検討を行うことが必要になる。  

 

★現在，新型コロナウイルスが世界中を網羅する中，各国がワクチンの開発を進めている。その中

でもアメリカ合衆国が先陣を切っている。製薬大手「ファイザー」では，先日，ウイルスに対して 

95%の有効性を持つワクチンの緊急仕様としての許可を申請することを発表した。そして 12 月中旬か

ら高齢者を中心とした民間人への接種が始まった。また，製薬大手「アストラゼネガ」でも同様の案

税制の高いワクチンが臨床試験を成功させている。だが，油断はできない。いくら安全とはいえど

も，危険な要素 を含んでいるかもしれない。よって，まだ開発の手は緩められていないだろう。 も

ちろん日本でも開発は進んでいる。例を挙げると「経鼻ワクチン」がある。これは従来のような針型 

のワクチンとは違い，鼻の粘膜や口に直接摂取するといったものだ。この方法の利点として一つ目

に，免疫力の向上がある。呼吸器官は高い免疫力を持っているため，これをさらに活性化させること

で感染リスクを減らすのだ。二つ目に，針が不要であり，低温で保存する必要がないため，経費が落

ちるということだ。今まで様々なものを述べてきたが，ワクチンは病原体に対する抗体を生じさせて

感染を予防するという画期的な方法である。しかしながら，それだけでは新型コロナウイルスと共存

することはできないと考える。 
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2-6 感染シミュレーション  

我々が普段⾏っている感染対策にどれほど効果があるのか視覚的に 

提⽰する。  

〈条件〉  

・感染拡⼤防⽌策は⼀切⾏わない。  

・フィールド上でランダムに移動する健常者（⻘⾊）は感染者（オレン  

ジ⾊）に接触すると感染し，感染者に変化する。  

・フィールド内の健康な⼈が全員感染者になったら実験を終了する。  

・データは５回⾏なった実験結果の平均値を取る。  

●密回避の効果  

以下のグラフ１に実験結果をまとめた。フィールド内の⼈数が少なければ少ないほど感染に広がり

が抑えられていることがわかる。  

●感染対策の効果  

以下のグラフ２に結果をまとめた。感染対策を⾏なって感染率を下げることは感染の広がりが抑え

られていることがわかる。  

全員が感染するまでの時間 

50⾷  

100⾷  

200⾷  

1000⾷  

0 5 10 15 20 25  

▲グラフ１・密回避の効果 ▲グラフ２・感染対策の効果 ●感染率を下げるこ

との効果  

 

3. 考察  

ヒト・モノ・カネ・の移動制限，いわゆる経済対策と感染予防対策はトレードオフの関係にある。今目 

指しているのは両立である。しかしながら，現実的には不可能ではないだろうか。結局は妥協点が必要 

だ。例えば感染拡大を防ぐために政府は Go To トラベルの全国一時停止を表明した。これは旅行者によ 

る感染拡大を防ぐことができるのだが，反面，観光業へ甚大なダメージを与える。ここから言えること 

は，何かを諦めずして物事は進まないということだ。一つのことに必要にこだわらず，そこから別の打 

開策を考えることを大事にすべきだろう。  

 

4. 結論  

現在，日本を含め世界中が新型コロナウイルスにより甚大なダメージを受けている。過去にあった

スペイン風邪の感染拡大とは時代が異なり，医療技術や衛生環境に大きな差が存在するため一概には

言えないが，新型コロナウイルスも同様に収束にはかなりの時間を必要とするだろう。さらに，季節

性のインフルエンザのようにワクチンや特効薬が確立されていない。我々は未知なウイルスと戦うこ
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とを課せられた。その現実を打開すべく，世界規模の取り組みとしてワクチン開発が行われている。

我々はそのワクチン開発に期待しているだろう。しかしながら，どんなワクチンも完璧に感染を防止

することなんてできない。だからこそ，各個人の感染対策が最も重要である。たとえワクチンが開発

されたとしても。  

人と話す時は必ずマスクをすることや，消毒と徹底することなどといった小さな努力を大切にして

ほしい。もしそのような努力が一切行わなければあっという間に感染が広がっていた。一人一人の努

力が積み重なって今の感染拡大で抑えられているのだ。我々のほんの少しの努力でも自分を守った

り，誰かを 守ったりすることにつながることを忘れないでほしい。       （１２月１日時点）  

 

5. 参考⽂献  

１）NHK NEWS WEB 「東海道新幹線 回復傾向も 新型コロナ感染再拡大で再び低調

に」 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201209/amp/k10012755341000.html （2020 

年 12 月 10 日閲覧）  

２）わらしべ瓦版「コロナ禍でインバウンド需要減少！日本経済への影響

は？」 http://www.am-one.co.jp/warashibe/article/chiehako-20200904-1.html 

（2020 年 12 月 10 日閲覧）  

３）帝国データバンク「新型コロナウイルス感染倒産」  

https://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/index.html  

（2020 年 12 月 10 日閲覧）  

４）大和物流株式会社「お役立ち情報・サプライチェーン」  

https://www.daiwabutsuryu.co.jp/useful/words/supply-chain  

（2020 年 12 月 10 日閲覧）総務省「四半期 GDP 成長率」  

５）下前先生のノート  

（2020 年 12 月 10 日閲覧）  

６）内閣府「主要統計データ」  

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html  

（2020 年 12 月 14 日閲覧）  

７）日本経済新聞「新型コロナ，各国で異なる「出口戦略」 4 つの方向

性」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59366840R20C20A5000000 

（2020 年 12 月 14 日閲覧）  

８）厚生労働省「ワクチンの有効性・安全性の副反応のとらえ方につい

て」 mhlw.go.jp/content/10601000/000680224.pdf  

（2020 年 12 月 14 日閲覧）  

９）東京大学医学教育国際協力研究センター「季節性インフルエンザにご用

心」 A mhlw.go.jp/content/10601000/000680224.pdf  

（2020 年 12 月 14 日閲覧）  

- 138 -



１０）国立感染症研究所「SARS とは」  

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/414-sars-intro.html （2020 

年 12 月 14 日閲覧）  

１１）メディカルノート「SARS」  

https://medicalnote.jp/diseases/SARS  

（2020 年 12 月 14 日閲覧） 
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 広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

B-6 アニメーション作品による、福山駅を中心とした地域の活性化 

メンバー  長原杏奈 丸山恭之介 前田悠貴 藤井湧大 爲本瑞季 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

1 福山は比較的住みやすい街だと言える。 

 しかし、事業所数が減少傾向にあり、20代

から 30代の生産年齢人口が流出傾向にあ

る。少しずつだがサービスの質の低下が懸

念される。 

私たちの班は福山の観光、知名度に目を

向ける。 

  

 

 

平成 30［2018］年 広島県観光客数の動向 | 広島県 

 

福山駅前再生ビジョン：福山市が示している、五つの課

題から方向性を示したもの。 

五つ目の課題で福山の知名度について言及している。 
 

検証 主張 1：地方にはアニメーション作品を用い

て町おこしを行い成功した例がある。 

 

主張２：複合型アニメイベントの成功例 

 

 

主張３:福山市は「フクヤマニメ」という名前の

イベントを開催している。 

・大規模なイベントよりも「フクヤマニメ」のよう

な総合的なイベントや、ユニークなイベントを

目指す方がよい。 

 「らき☆すた」 

聖地巡礼による直接効果と間接効果 

 

アニメジャパン、コミックマーケット、京都国際マンガ・アニメ

フェア 

 

現在の「フクヤマニメ」はある程度集客力がある。 

 

福山が舞台のアニメもあるが、一つだけのアニメで地域再

生とまではいっていない。 

瀬戸内国際芸術祭や、広島国際アニメーションフェスティ

バルの例。 

 

提案 ユニークなイベントを目指す 

①城の活用 

 駅から城が近い、という特徴を生かしてアニメイベントにも城を利用する。 

②シルバーアニメイベント 

 若者だけではなく、三世代が一緒に楽しめるアニメイベントを開催する。 

③世代に沿ったアニメの模索 

 シニア層をターゲットにしたアニメを紹介するなど多様なアニメをしょうかいする。 

④アニメなどから芸術への拡大 

 ①～③を実現し、さらにアニメを芸術として扱うイベントへとつなげていく。 

     ↓↓↓ 

福山の知名度をあげる 
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広島大学附属福山高等学校 

４年｢体験イノベーション｣ 

 

アニメーション作品による，福山駅を中心とした地域の活性化 

 

研究者：４年Ｂ組６班               

長原杏奈 丸山恭之介 前田悠貴 藤井湧大 爲本瑞季 

 

１．序論  

 福山は人口が多く，福山駅にはのぞみが止まり，備

後地域の窓口となっているほか，出生率も高く，比較

的住みやすい街といえるだろう。しかし近年人口の増

加は多くなく高齢化は全国と同じように進んでいる。

また，長期的に見れば事業所の数が減少傾向にある。 

それに加えて 20-30 代の生産年齢人口は流出傾向にあ

る。このままでは少しずつかもしれないが財政は圧迫

され，市のサービスの質が落ちるといったことにもな

るだろう。そのほかにも駅前の商業圏が天

満屋の撤退などからも推測されるように衰

退していることは否めない。そこで福山市

はまずは 2018年に福山駅前の再生を目的

とした福山駅前再生ビジョンを作成した。

これは高齢化によりシニア層が増えていく

中で以下を基本的な目的としたものである。 

 このビジョンは,福山市の「顔」として,

また,備後圏域の玄関口として,市民,事業

者,行政がめざす福山駅前の姿を共有し,連

携して再生に取り組んでいくための方向性

を示すものである。 

 

【「"働く・住む・にぎわい"が一体となっ

た福山駅前」をめざす 

 また， 

(1)自立した自治体経営に必要な財源の確

保 

(2)若年層の流出抑制 

(3)稼ぐ力の向上 

(4)福山駅周辺のエリア価値の向上 

(5)戦略的な情報発信               

  を主な課題とする】 

 

というものだ。今回本班は福山市が福山駅前再生ビジョンを進めていく中の 5 番，特に戦略的情報発信，

つまり知名度を上げるということの方法について考えていく。 
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まず，福山の観光，知名度に関係する現状は次の通りだ。 

・福山市と聞いて何も思い浮かばない人が多い。 

・市外からの観光客の割合が少ない。 

・福山駅前の現状に対する満足度が低く，誇りや愛着を感じにくい 

ここで知名度を上げるには福山でイベントを開催し，参加者に間接的に福山を知ってもらうのがよいと

考えた。そこでどのようなイベントを開催するとよいかを考えていく。また，イベントの成功をより多

い参加者の獲得と定義する。 (情報は福山駅前再生ビジョンによる) 

 

２．本論 

２－１ アニメの力を借りる 

 アニメによる経済効果はすごい。例として埼玉県久喜市を出したい。埼玉県久喜市では「らき☆すた」

というアニメの原作地となっており聖地巡礼が行われ，久喜市に大きな経済効果をひきおこした。聖地

巡礼とはアニメや漫画などの作品において物語の舞台やモデルとなった場所，ゆかりのある場所を「聖

地」と呼び，実際に「聖地」を訪問することである。 

                                  

右のグラフは経済波及効果を表しているが，こ

のようにアニメによる地域への影響は大きいもの

である。アニメにより知名度を上げるためのイベ

ントを開催することによりイベントが成功する可

能性は大いにある。 

(単位：百万円) 

  また，右のグラフは年齢世帯別アニメ視聴者

数(推定値)である。単位は千人。ここから 10

代から 40 代が特にアニメを見ていることがわ

かる。よってアニメイベントを開けば生産年齢

世代の人々を多く呼び込める可能性はある。ゆ

えに今回はアニメ・漫画に関するイベントにつ

いて検討していきたい。 

 

 

２ー２  複合型アニメイベントの成功例 

  ①アニメジャパン   

2014 年から毎年 3 月に行われている総合アニメーションイベントであり来場者は 15 万人を超え，世

界最大規模である。場所は東京国際展示場。AnimeJapan実行委員会はアニプレックス，アニメイト，

NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン，KADOKAWA，キングレコード，サテライトなど約 20

の民間企業と日本動画協会で構成されている。また経済産業省の後援も受ける。また前身である東京国

際アニメフェアは東京都が主催していた。 

 

  ②コミックマーケット 

コミックマーケット準備会が主催する世界最大の同人誌即売会である。年に２度東京国際展示場で開

かれる。来場者は約 73万人(96 回目)であるコミックマーケットには多種多様な同人サークルが自体の

物品を展示領布する。漫画・アニメに加え手作りアクセサリーやハードウェア，ガレージキット，専門

的職業従事者の日常が描かれたもの，またペット・ガーデニングの愛好家の日常が描かれたものなど現

代日本のポップカルチャーが一堂に会する。 

 直接効果 間接効果 

合計 2038 1099 

うち放送開始 0～3 年目 1063 614 

うち放送開始 4～10年目 975 485 
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 ③京都国際マンガ・アニメフェア 

京都市勧業館，京都国際マンガミュージアムで行われるマンガ・アニメのイベント。出典会社による

作品紹介やイベント，物品販売，出張編集部などが行われる。京都国際マンガ・アニメフェア実行委員

会，京都市が主催をし，経済産業省が後援，また京都コンピュータ学院などが共催である。2019 年来

場者数は約 4.7 万人。 

 

２－３  福山で行われているアニメに関するイベント 

 福山では「フクヤマニメ」と呼ばれるアニメに関するイベントが行われている。

このイベントでは福山駅前の商店街や商業施設や福山城など福山駅周辺で行われて

いる。コスプレパフォーマンス・アニソンライブ・原画イラスト店・同人誌・同人

グッズ交流会・声優トークショウなどが開かれ，「フクヤマニメ 2」では 2 万 6000人が来場した。主

催は福山アニメ実行委員会 株式会社福山天満屋，株式会社フューレック，福山駅前開発株式会社，福

山商店街振興組合連合会，株式会社福山リビング新聞社。協力は Comic Fortune， アンカーズ株式会

社，株式会社栄光，シアーミュージック福山校，ミュージックファクトリー。「フクヤマニメ 3」では

Go To 商店街キャンペーンによりイベント資金，ノウハウ，人材派遣による支援，イベントの広報など

の支援といったような支援を受けた。 

  

３．考察                                           

 福山には「崖の上のポニョ」「蒼穹のファフナー」などのアニメ作品があるが地域を再生する事業の

主軸となれるほど人気があるわけではないだろう。そこで福山でアニメ・漫画のイベントを開催するな

らば総合的な(一つの特定のアニメに焦点をあてない)アニメ・漫画のイベントとなると考える。 

 ここでアニメジャパン・コミックマーケット・京都国際アニメ・漫画フェアが成功，つまり多くの観

客を動員できる理由を考える。 

 

 まず消費者・参加者の多さがあるだろう。東京や京都は人口が多いのに加え交通がしっかり整備され

ていてアクセスが容易であることは明白である。そもそも大規模なイベントであり魅力的なのだろう。 

また他にも観光名所が数多く存在するので多義的な意味を持ち来場する人も多い可能性がある。また多

くの人を収納できるスペース・施設があるのも大規模なイベントを開ける要因でありかつ必要条件だ。

それに加え資本の調達もしやすい可能性がある。それは圧倒的人口・アクセスの良さにより来場者が多

いことが見込まれるので商業の機会を見出すなどしてスポンサーがつきやすいのかもしれない。 

また京都アニメーションなどの大手アニメ制作会社や出版社が多いことはイベントを開くきっかけに

なり得，イベント企画にも役に立つなど開催を後押しし，成功につなげているのだろう。アニメジャパ

ンにはアニプレックス，アニメイト，NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン，KADOKAWA，キ

ングレコード，サテライトなどのアニメなどの会社が実行委員として携わっている。 

 このようにアニメイベントの開催・成功のためには参加者・土地・資本・イベントを企画・主催する

者が必要になってくる。福山において，土地は駅前を全体的に会場にすれば福山を知ってもらうという

点において都合がよく，大きさもよいだろう。実際フクヤマニメでも福山駅の前の通りを歩行者天国と

して会場にしている。資本については市と民間の協力が欠かせなくなるだろう。 

「フクヤマニメ」は福山商店街などにより主催されているが，規模を拡大するにはさらなる財源が必

要だ。今回の「フクヤマニメ 3」は GO TO 商店街として認定され国からの援助を受けている。これは福

山の商店街の再生の試みの指針が国に認められたことでもあるので国からの援助を模索する価値はある

のかもしれない。 

最後に参加者についてである。福山市の人口は 46 万人であり，イベントを開けば，バラ祭り等ぐら

いにくると推測するが，今回は知名度を上げる，つまり外からの参加者を狙うのであまり深入りしない
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でおく。外からの参加者についてはアクセスの良さの観点から見ていく。 

最初に述べたとおり，福山駅前には新幹線のぞみが止まる(のぞみは 16 両編成で福山駅には１日約

17 本止まる)。また，自動車社会であり福山駅周辺には国道二号線も通っている。また，まわローズと

いう市内を移動するバスも存在している。以上のことより，福山は比較的交通の便が良いと言えるだろ

う。つまり，魅力的なイベントを開けば，参加者を多く見込めるのではないだろうか。 

 

それでは，どのようなイベントを開くといいだろうか。 

まず，福山は交通の便がいいとはいえ，東京ほどではない。つまり，人口・アクセスの面からして，

大規模なアニメ・漫画のグッズを売るという商学的で一般的なイベントでは，出店店舗の多くが集まる

かわからず，開いてもあまり大規模にならず，成功する可能性が低いのではないかと思われる。 

したがって，商学的なイベントに加えて，アニメ・漫画に関する独創的なイベントを開くべきだと考

える。先程も述べたように魅力的なイベントを開ければ，アクセスの面が充実していることにより参加

者は集まることが考えられる。それに加えてスポンサーがつく可能性が上がることにより資金の援助も

多少見込まれるだろう。 

ここで，独創的なイベントについては様々な形態があると思うが，本班が考えるいくつかの形態を提

案したい。 

 

４．提案 

①城 

 城。「福山ってなんかあるの？」と聞かれてたいていの福山市民がまず口にするのが福山城のことだ

と思う。それだけ，福山と福山城は切り離せない関係にある。福山城は福山のシンボルの一つであると

いうことを抜きにしても，いくつもの特性を備えている。そんな中で今回我々が着目したのが「駅から

最も近い城」というポイントだ。 

 駅から近いということは，アクセスしやすくイベントの会場としても利用しやすい。実際，フクヤマ

ニメでも，会場の一つになっている。アニメイベントに城を利用すれば，ユニークなものになるに違い

ない。 

 

②シルバーアニメイベント 

 本論で示した通り，現代のアニメイベントは１０代～３０代のいわば 若者をターゲットにするのが

セオリーだ。そんな中，我々はそれにあえて逆らい，シニア世代(６０代くらい)とその孫が一緒になっ

て楽しめるアニメイベント「シルバーアニメイベント」を提案したい！ 

「老人と孫が一緒に楽しめる，そんなことがアニメに可能なの？」と思う人がいるかもしれない。確

かに，世代によって見るアニメや，アニメ自体の印象などに大きな隔たりがあることは事実だ。しかし

我々はアニメにはその隔たりを超えられるだけの力があると考える。日本映画の歴代興行収入１位と２

位はどちらもアニメーション作品だ。いくつもの世代の人が楽しめるアニメを用いれば，どうにかなる

のでは？と考えている。(ゲゲゲの鬼太郎，ジブリの作品など) 

 

③世代に沿ったアニメの模索 

  年齢によって，好むアニメのジャンルが変わるのも事実である。または，最近はアニメの種類が多

様化している。そして，もちろん各ジャンルでの好みは分かれるものである。そこでイベントをまだあ

まり認知度のないアニメも含めて多様なアニメを紹介する場として用いるのはどうだろうか。 

そのようなものの中に昭和物語というようなものがある。これは，業界で初めてシニア層を対象とし

たアニメである。最近は，人生 100 年時代であり，老後の過ごし方などの模索も必要であり，それに対

してアニメを提案してもよいだろう。また，アニメに慣れ親しんでいるとされている世代が，高齢者に

なっていくのでアニメは世代に合うような形態を模索すれば，老後の楽しみのひとつとして受け入れら
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れるかもしれない。 

④アニメ・マンガイベントから芸術への拡張 

もし上に描いたようなことが実現した場合，その

先はアニメーションをただの娯楽作品というよりも，

芸術作品として展示していきたいと考えている。

（1 つの作品にフォーカスし，様々な角度から掘り

下げるような展示。） 

 

◎瀬戸内国際芸術祭 

 瀬戸内国際芸術祭とは瀬戸内海の島々を舞台に開

催される現代美術の国際芸術祭である。このイベン

トでは日本各地からだけでなく世界からも人を呼び

込んだ。瀬戸内国際芸術祭 2019では 180 億円もの

経済効果があった。 

 右の図は直島の瀬戸内国際芸術祭による観光入

込客数を表している。図からも分かるように瀬戸

内国際芸術祭が行われた年は観光入込客数が前年

よりも大幅に増加していることが分かる。 

 また円グラフは瀬戸内国際芸術祭の観光客の内

訳を表している。このグラフより外国人も呼び込

むことができていることが分かる。 

瀬戸内国際芸術祭では観光客をたくさん呼び込

むことを成功したことにより多大な経済効果も起

き地域を活性化したことが分かる。 

 

またアニメイベントから芸術イベントへの拡張の例を下記に上げる。 

◎広島国際アニメーションフェスティバル 

 2 年に一度，広島市で 8 月に開催される，国際アニメーションフィルム協会(Association 

Internationale du Film d' Animation - ASIFA) 公認の映画祭。 

 このイベントでは世界各国から応募される短編アニメーション作品から公開審査によりグランプリ等

の優秀賞を選定するコンペティションのほか，国内外の優れた作家の特集，長編作品などの上映などさ

まざまなイベントで構成されている映画祭，つまりは複合型イベントのうちの一つである。2020 年８

月広島市の方針により次回 2022年より短編アニメーション中心を見直して音楽とメディア芸術が柱の

総合文化芸術イベントへの一新が報道された。 

 

５．結論 

   今回，結局独創的で魅力的なイベントを開くことがイベントを成功させる，つまり多くの人を集客

することにおいて重要だと分かった。そしてそれは多くのイベントを企画する人が頭を悩ませることそ

のものだろう。しかし今回，福山は比較的交通の便が良い，つまりイベントの開催に有利であるという

ことが分かった。ここにおいて重要なことはひとまずイベントの内容のアイデアの是非に絞られると考

えることができるだろう。 今回はそれと言って確実に有効であるという案は考え付かなかったが，今

後それを考えつづけて行くのが大事だろう。 

 また，実際｢らき☆すた｣などの例において民間の人の地域活性・再生のイベントの受け入れの姿勢が

大事なことが示唆されており，地域活性・再生には住民の関心・理解，今回で言えば積極的なイベント

への参加がかかせないのかもしれない。今回のテーマである｢知名度を上げる｣は本班では福山駅前再生
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ビジョンの課題のひとつとして取り組んでおり，もちろん他の，つまりは財源などの課題も改善できて

こそ意味をなすものだが，それが達成できた時，福山はよりよい住みやすい街になっているだろう。 

 

６．参考文献  

「フクヤマ二メ HP」https://fukuyamanime.jp/  （2020年 1 月 15 日閲覧） 

「平成 30［2018］年 広島県観光客数の動向 | 広島県」 

「福山駅前再生ビジョン」 

「瀬戸内国際芸術祭 HP」https://setouchi-artfest.jp/  （2020年 1 月 15 日閲覧） 

「日本におけるアニメ視聴の概況 アニメマーケティング 2020」 

「らき☆すた，アニメジャパン，コミックマーケット，京都国際マンガ・アニメフェア」 
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福山市の水害を防ぐには 
研究者 4年 A組 9班 

沼田理佐 林綾香 藤井優羽 三瀬怜央人 三戸捷廉 

 

1.序論 

日本は毎年多くの災害(地震・津波・豪雨)などが起きる。特に近年は大規模な災害が起き

やすくなっていると感じる。私たちは特に 2018 年 6 月 28 日から 7 月 8 日までの平成 30

年 7 月豪雨を忘れられない。倉敷市を中心に大きな被害を受けたからだ。福山市も被害を受

けた市町村の 1 つだ。芦田川が氾濫し、床下浸水が起きたり、水道が止まってしまったりと

多くの人が大変な思いをした。友達の中でも辛い思いをした人は少なくない。本当は災害

など 1 度も起きてほしくない。しかし、災害を起こさないようにすることは少なくとも現

代の技術では無理だ。災害が起きないようにできないならば私たちが災害規模を小さくす

るように努めるしかない。そこで私たちの班は福山市のどのような水害対策を行っている

のかに注目した。また、他の地域で行った水害対策の成功例を福山市に応用できないかを

考えた。 

 

2.本論 

2－1 なぜ 2018年 7月豪雨で水害が起こり、大きな被害が出たか                          

  2018 年 7 月豪雨で大きな被害が出た倉敷市真備町の当時の地形や気

象状況、当時の災害対策がどのようなものであったのかについて情報

を集めた。                                                                                         

  倉敷市真備町は倉敷市の北西部に位置し、同市玉島地域の北部、およ

び総社市の南西部になり、総社市とともに総社圏域を形成している。 

倉敷圏域の北部にあたる。倉敷市や総社市のベ ッドタウンとして急速

に人口が増加した。 

 2018 年 7 月豪雨で小田川決壊・氾濫したことによって、真備町に大

きな被害が出た。この小田川は、高梁川との合流地点付近で勾配が緩

い。そのため、豪雨時には、水位が高まった高梁川が小田川の流れを

せき止めるバックウォーター現象が起き、小田川の水位が上昇して小田川で決壊・氾濫が

起きた。                                                                                        4) 

当時の気象状況は以下の通りである。 

 台風第 7 号から変わった温帯低気圧が、７月５日には本州付近に停滞していた梅雨前線

と一体化した。梅雨前線は、暖かく湿った空気が継続して流れ込んだ影響で、活動が非常

に活発となった。この状態が、7 月 5 日頃から 8 日頃まで続いたため、西日本から東海地

方を中心に記録的な大雨となった。3) 

豪雨の結果、電気、水道等のライフラインの被害のほか、道路、鉄道等の交通インフラに 

も甚大な被害が発生した。水害対策として、小田川の合流点を高 

梁川の下流側に付け替える計画が半世紀前からあったが、ダム事業（貯水池建設事 

業）と一体の計画（高梁川総合開発事業）であったため、難航し、2002 年に中止が決定し

た。その後、小田川合流点の付け替えのみを進める事業の計画が 2010 年に策定され、よ

うやく動き出そうとしていた。この付け替えが行われると、合流点の水位が 4.2ｍ下がる。 
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5)                                          6) 

 

 

 では、福山市についてはどうだったのか、当時の気象状況と地形について調べた。 

 気象状況は真備地区の気象状況でふれたように、温帯低気圧と梅雨前線の一体化による

ものである。近年、このような大規模な降水地帯は「線状降水帯」と呼ばれる。この言葉

は 2014 年 8 月の広島豪雨以降使われるようになった比較的新しい語である。また、この

降水帯に明確な定義はないが、主な特徴として、①数時間にわたってほぼ同じ位置を通過

または停滞する、②線状に伸びる長さ約 50 ㎞から 300 ㎞程度、幅約 20 ㎞から 50 ㎞程度

の降水帯、③発達し組織化した積乱雲群、④強い降水を伴う、がある。実際、平成 30 年 7

月豪雨の時の天気図を見ても、九州から中国地方南部、四国を通り近畿北部まで線状に降

水帯が広がっていることがわかる。 

 地形についてみていくと、被害が大きかった神辺地区はその多くが氾濫平野、自然堤防

という地形だと分かった。氾濫平野とは川の氾濫によって上流の土砂が堆積してできる地

形のことで、自然堤防はその時に川岸に堆積した土砂が周りより少し高くなっているとこ

ろである。これらの地形はそこが氾濫がよくおこった地域であることを示す。また、神辺

地区は盆地であるため、たまった水を逃がしにくいという難点もある。 

 つまり、豪雨災害当時、水害が起きやすい地域に大規模な降水帯がかかっていたのであ

る。 

 

2－2 福山で過去に起こった水害 

発生日 発生原因 被災市町村 被害状況 

1919 年（大正 8

年） 

梅雨前線 府中市、福山市 死者 23 名 全半壊家屋 416 戸 浸水

家屋 6,238 戸 

1945 年（昭和 20

年） 

枕崎台風 府中市、福山市 死者 85 名 全半壊家屋 206 戸 浸水

家屋 2,714 戸 

1960 年（昭和 35

年） 

梅雨前線 福山市 堤防・護岸崩壊 

1962 年（昭和 37

年） 

梅雨前線 福山市 根固流出 

1965 年（昭和 40

年） 

梅雨前線 府中市 府中市内の家屋浸水、小支川の堤

防・護岸決壊 

1967 年（昭和 42

年） 

梅雨前線  護岸洗掘崩壊 

- 155 -



1972 年（昭和 47

年） 

梅雨前線 府中市、福山市 死者 6 名 全半壊家屋 69 戸 浸水家

屋 354 戸 

1975 年（昭和 50

年） 

熱帯低気圧  浸水家屋 18 戸 

1980 年（昭和 55

年） 

低気圧  浸水家屋 108 戸 

1985 年（昭和 60

年） 

梅雨前線 府中市、福山市 全半壊家屋 1 戸 浸水家屋 1,746 戸 

1993 年（平成 5

年） 

梅雨前線 府中市 浸水家屋 17 戸 

1998 年（平成 10

年） 

台風 10 号 府中市、福山市 浸水家屋 179 戸 

日本の川-中国-芦田川-国土交通省水管理・国土保全局 7) 

 

 福山市は、低平地における広範囲な浸水被害の発生とともに護岸崩壊等の甚大な被害が

出たことから、施設能力を上回る洪水の発生、低平地を流れる河川等における排水能力不

足、本川水位の影響による支川の流下能力低下、河床洗掘・河岸浸食等による護岸崩壊、

土砂崩壊等による氾濫の発生という課題を定め、これらを解決するために次のような対策

を示している。 

・流下能力の向上 

・排水力の向上 

・堤防、護岸の強化 

・適切な維持管理 

・土砂洪水流への対応 

・ダムの洪水調節機能強化 

・ソフト対策（水害リスク等の周知、避難等に資する基盤整備、避難勧告等発令に資する

情報提供、避難に関する啓発活動） 

 

2－3 現在の全国で行われている対策 

 全国規模で毎年予算を出し、行っている対策を調べてみると、予算が莫大であるダムの

建設や、護岸工事による河川の整備などがあるとわかった。これらの水害に対する有効性

はとても低く、本来の目的は「利水」で、普段の雨で貯まった水を発電や工業用水に利用

するものであるということが分かった。よって、建設費が一基で何千億とかかり維持費も

高いダムの建設に費用を割くよりも河川の護岸工事への積極的な取り組みが現状望ましい

とされている。 

 また、水害を防ぐだけでなく、万が一水害が起こっても私たちの生活に必要不可欠なイ

ンフラ設備を停止させない施設を設計する手法もある。鳥取県立病院の例を見てみると、

多くの病院は 1 階部分に受付、外来など人の動線が集まっているのに対して、この病院は

1 階部分はすべてピロティで 2 回以上に主な設備、エネルギー供給源などを配置した。こ

うすることによって 1 階部分が浸水しても最低限の医療とエネルギーの供給は途絶えない。

病院の入院患者などは避難そのものが難しいため、病院の建物は災害に強いことが求めら

れる。このように、災害が起こっても安全な場所が確保できることも対策として必要にな

ってくる。しかし、こうした水害対策のできる施設の完成には莫大な費用と長い年月が必
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要になってくるため、地域コミュニティなどによる地域を守る取り組みが必要になってく

る。例えば、水防団という、地域住民が団員となって水防活動をする組織の活動や、地域

住民が協力して土嚢を積んで堤防を強化することが重要になる。個人の取り組みとしては

非常持ち出し品の準備や避難場所の確認があり、このように行政の取り組みである公助、

個人の取り組みである自助、地域コミュニティなどの取り組みである共助、の連携が水害

対策に重要であるといえる。 

 

2－4 現在福山で行われている対策 

 先述したように、一つの地域コミュニティである水防団（消防団）が福山市にも存在し、

本部及び 60 の分団、約 3000 人の団員が福山市の水害を含む災害防止に向けた活動をして

いる。新型コロナウイルスの影響から、福山市消防団公式 Youtube チャンネルで動画投稿

をすることで市民の対策への意識を高め、消防団員の募集を行っている。 

 洪水ハザードマップで避難場所が指定されており、ホームページでも簡単に確認するこ

とができる。しかし、現状としては避難所が不足しており、福山市の人口約 47万人に対し

て入所可能者数は 10万人と、今後改善していくべき点である。 

 また、「防災重点ため池」と呼ばれるため池が 2019年時点で 1110 か所あり、現在も増

加傾向にある。ため池は農業用水の確保という利点の反面、雨天時には雨水を一時的にた

める洪水調整や、土砂流出防止の役割を持つため水害の被害減少のために効果的である。 

 今回、研究にあたって現地に行き、お話を聞かせてくださった芦田川浄化センターでも、

雨天時の雨水の処理を行っており、下水の処理とは別に回収するため、分流式と呼ばれる

管が雨水と下水とで別れたものが使用されている。したがって、西日本豪雨災害の時のよ

うな大規模な水害であってもこういった処置がとても有効になってくる。 

 

3.考察 

2-1～2-4 より、私たちは三つのことが分かった。一つ目はダムの建設より護岸工事のほう

がコストが低く、短時間で行えるなどメリットが大きいことだ。二つ目は避難所の収容人

数を増やすことだ。人口に対しての収容人数が少ないと市民は安心することができないこ

とに加え、被害が大きくなることが考えられる。三つ目は、建築物に工夫を行うことだ。

建物の基礎を高くするだけでなく、一階はできる限り使用しないことで被害を小さくする

ことが可能になると考えられている。 

 

4.結論 

以上のことから、水害を防ぐ方法を四つ提示したいと思う。一つ目は、ダムを造るだけで

はいけないということだ。せっかく、多くの費用と時間をかけているのならばしっかり利

用していかなくてはいけない。もちろん水をためるために用いるだけでなくだけでなく、

大雨になりそうなときはあらかじめダムの貯水量を減らす”事前放流”という利用方法もあ

る。しかしこの方法より私たちは護岸工事を行うことを進める。護岸工事のほうがコスト

が低く、短期間で行うことができる。しかし、護岸工事を行うだけで安心してはいけない。

短期間でできると記述したものの、工事期間に大きな水害が起きることも考えられる。ま

た、地形が変化しないとは限らない。二つ目は福山市と福山市の住人との協力だ。地形的

に少しの雨でも水害が起きてしまいそうな地域に住んでいる住人に他の地域に移住するた

めの寄付金を出したり、水害が起きてしまいそうなところを市の職員が確認するだけでな

く周辺住民と見て回ったりすればよい。三つ目は避難所の収容人数を増やし、早めに避難

してもらうように呼びかけを行うことだ。福山市は大雨が降ると早めにメールなどで避難

するよう呼びかけるが、避難収容所が少ないのに避難を呼びかけるのは矛盾が生じる。そ

こで避難場所の数を増やしたり、現在ある避難所の収容者数を増やして避難してもらいや

すい環境を整えるべきだと考える。四つ目は建物の工夫を行うことだ。5)のように一階は

水につかっても大丈夫なようにできる限り何も置かないようにし、浸水を防ぐという方法
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だ。これを行うことで浸水しても被害がとても少なく済む。これらが私たちの班の研究結

果である。 

 

5.参考文献 

1)広島県ホームページ 

2)福山市ホームページ 

3) 平 成 30 年 7 月 豪 雨 の 概 要 － 内 閣 府 防 災 担 当 

(http://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigai_dosyaworking/pdf/dai1kai/siryo2.pdf) 

4)Wikipedia 真備町 (https://ja.wikipedia.org/wiki/真備町) 

5)(http://suigenren.jp/news/2019/08/13/12111/) 

6)https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0702_ashida/0702

_ashida_02.htmlより 

7)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/576967_1749745_misc.pdf 

8)鳥取県立中央病院(https://www.shimz.co.jp/works/jp_med_201810_tottoriprehospital.html) 

9)http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shobokeibo/659.html 

10)https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201507/1.html#section2 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

B8 交通機関による地域の活性化 

メンバー  本岡聖大 森本滉大 藤田真那 三原彩吹 山内玲香 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

1．福山市の交通機関の実態 

主張１：公共交通機関の定義・意義 

 

 

 

 

 

 

主張２：福山市の公共交通機関 

          

 

 

1–①人・財貨・情報や伝達を可能又は容易にする物的用   

具。〈広辞苑〉 

  ‐②地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

 ‐③地域公共交通に求められる役割〈国土交通省〉 
   地域住民の移動手段の確保 

   コンパクトシティの実現 

   人の交流の活発化 

 

2‐①バス…中国バス 

   電車…JR(山陽本線、福塩線)・井原鉄道 

   新幹線…山陽新幹線 

   船…福山市営渡船 

   道路…国道・高速道路 

 

   検証 2.福山市の現状 

主張３：公共交通機関の必要性 

  〔１〕免許返納の推進 

  〔２〕自家用車の地球温暖化への影響 

  〔３〕福山市の取り組み 

 

 

 

主張４：アンケートの集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

主張 5：解決案の提案 

 

３–①世間では免許返納が話題だが、実際、福山市の６５   

歳以上の免許所有者は増加。 
   2012年 53433人→2020 年 78571人〈広島県警〉 

 ‐②自家用車の二酸化炭素排出量は運輸部門の

86.2％   〈国土交通省〉 

 ‐③福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 

 

４–①福山市在住者の福山市公共交通機関の満足度 
  満足している/どちらかといえば満足している 36.8％        

   満足していない/どちらかといえば満足していない 46.6％ 

 ‐②満足している人の理由 
   主な理由は「電車の本数が多い」 
           「駅のある場所が良い」 

 ‐③満足していない人の理由 
   主な理由は「バスの本数が少ない」 
 

 5‐①バスの本数を増やした上で、市民が利用しやすくな

るような工夫をする 

 ‐②バスが動いている位置を発信するサービスの改善 

 

 提案 福山市はもっと公共交通機関を充実させるべきだと思う。免許返納が推進される社会で、交通機関がないと

高齢者も返納ができない。また環境に対する取り組みとして二酸化炭素削減も呼びかけられている。そのた

め、公共交通機関をよりよくすることによって社会のニーズに対応し、市民にとってより良い街になるよう努力

すべきだ。 
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広島大学附属福山高等学校 

4年「体験イノベーション」 

 

交通機関による地域の活性化 

 

研究者 ４年Ｂ組８班                             

 本岡聖大 森本滉大 藤田真那 三原彩吹 山内玲香 

 

１．序論 

   今日，日本では高齢者による自動車事故が多発しており，高齢者に免許返納を求める風潮がある。

確かに若い人と比べ，高齢者は運転の操作を誤ってしまうことも多いだろう。しかし，移動手段はより

よい生活を送るうえでなくてはならない要素の一つであり，自動車を使わざるを得ない高齢者がいるこ

とも事実である。また，近年世界では温室効果ガス排出量増加による地球温暖化が懸念されている。二

酸化炭素排出量に大きな影響がある自動車は，その使用をより減らすことが求められるだろう。このよ

うに，自動車は生活に必要なものである一方，デメリットもある。では，市民(特に高齢者)が自動車な

しでより良い生活を送るためにはどうすればよいか。私達は公共交通機関をより充実させるべきだと考

えた。広辞苑¹⁾によると，公共交通機関とは，「人・財貨・情報や伝達を可能又は容易にする物的用具」

とある。この研究では，特に人に的を絞って考える。現在，福山市には電車，バス，新幹線，船などの

交通機関がある。現在福山市にある交通機関はそれらが求められている役割を十分に果たすことが出来

ているのか，公共交通機関の満足度に関するアンケート調査を行い，現状を把握した上で福山市の公共

交通機関にある課題を解決するための具体案を提示する。 

 

２．本論 

(１)国が求める地域交通機関とは 

１‐① 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律²⁾ 

 平成26年5月成立。人口減少に伴う公共交通機関の需要の縮小，経営悪化，運転手の不足などにより

地域交通の維持・確保が困難になっている。それを踏まえ，地域の関係者と協議しつつ，公共交通機関

の改善や移動手段の確保に取り組める仕組みを拡充。目標は本格的な人口減少社会における地域活力の

維持・向上。 

 

１‐② 国が求める役割³⁾ 

「地域住民の移動の確保」‥‥‥‥運転出来ない学生や高齢者・障害者への交通手段の確保 

「コンパクトシティの実現」‥‥‥拠点と拠点，拠点と居住地を結んだ交通手段の確保 

「町の賑わいの創出や健康増進」‥外出機会の増加・歩いて暮らせるまちづくり 

「人の交流の活発化」‥‥‥‥‥‥観光旅客者等の来訪者による交流増加 

 

(２)福山市の現状 

２‐① 交通機関の現代の社会に対応した必要性 

[１]65歳以上の免許保有者数の増加⁴⁾ 

 グラフにあるように，福山市では，年々65歳以上の高齢者

の免許保有者数が増加している。これは全国的にも同じ傾向

にあるが，全国と比べると広島県は免許返納率が低いことが

分かる。これは，首都圏ほど交通網が発達しておらず，自動

車以外での移動が不便であるからということが考えられる。 
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[２]自家用車による地球温暖化への影響⁵⁾ 

 地球温暖化の影響で北極・南極の氷が溶けたり，海水面が上昇したりするなどの影響が出ていること

を受けて，世界では気候変動枠組み条約が締結されている。日本では二酸化炭素総排出量のうち18.5％

を運輸部門が，その中でも特に46.1％を自家乗用車が占めている。以上より，二酸化炭素総排出量を効

果的に減らすためには自家用車の使用を減らすことが必要であると考えられる。 

 

２‐② 福山市の交通機関 

 前述したように，福山市には以下の交通機関がある。 

電車:ＪＲ(山陽本線・福塩線)・井原鉄道 

バス:まわローズ・トモテツバス・中国バス 

新幹線:山陽新幹線 

船:福山市営渡船 

 

２‐③ 福山市の取り組み 

福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 

 福山市と笠岡市では「地域交通公共の活性化及び再生に関する法律」に基づいて，街づくりと連携し

た持続可能な地域公共交通網の形成に向けた方針などを策定するため，福山・笠岡地域公共交通活性化

協議会が行われる。2016年から2019年の間に計9回行われた。「みんなで使おう福山＆笠岡公共交通

マップ」の作成等が挙げられる。 

 

(３)公共交通機関に関するアンケート調査〔福山市〕 

 この研究の調査として3年生121名，4年生202名，それぞれの学年の保護者646名にアンケートを行っ

たところ，3年生63名，4年生194名，保護者156名からの回答があった。 

 

３‐① 福山市民の福山の公共交通機関に対する満足度 

 まず，福山市民に対して「市内を移動する際，公共交通機関は充実し

ていると思うか」という質問をした。質問における選択肢とその解答は

右のグラフのようになった。 

Ａ:そう思う 

Ｂ:どちらかといえばそう思う       

Ｃ:どちらかといえばそう思わない  

Ｄ:そう思わない 

Ｅ:車を所有しているため公共交通機関をあまり利用しない  

 

３‐② 福山市の公共交通機関に満足している人の理由 

 次に，福山市の公共交通機関に満足していると答えた人に

その理由を尋ねたところ，回答結果は右のグラフのように

なった。 

a:電車の本数が多い 

b:バスの本数が多い 

c:駅のある場所が良い 

d:バス停のある場所が良い 

e:その他（バスの時間がちょうどいい 国道が多い） 
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３‐③ 福山市の公共交通機関に満足できない人の理由 

 さらに，福山市の公共交通機関に満足していないと答え

た人にその理由を尋ねたところ，回答結果は右のグラフの

ようになった。 

a:電車の本数が少ない 

b:バスの本数が少ない 

c:駅のある場所が悪い 

d:バス停のある場所が悪い 

e:その他（バス代が高い 

市内でも地域差が激しく，交通の便が悪いところも多く見られる 

市北部にもう少しバスの路線が欲しい 

バスが時刻通りに来ない） 

 

(４)福山市と倉敷市の比較 

 福山市と人口規模が同じ倉敷市の交通機関について倉敷市民に同様の

質問を行った。その回答結果は右のグラフのようになった。 

４-① 倉敷市民の倉敷の公共交通機関に対する満足度 

Ａ:そう思う 

Ｂ:どちらかといえばそう思う       

Ｃ:どちらかといえばそう思わない  

Ｄ:そう思わない 

Ｅ:車を所有しているため公共交通機関をあまり利用しない 

 

４-② 倉敷市の公共交通機関に満足している人の理由 

a:電車の本数が多い 

b:バスの本数が多い 

c:駅のある場所が良い 

d:バス停のある場所が良い 

e:その他 

 

４-③ 倉敷市の公共交通機関に満足できない人の理由 

a:電車の本数が少ない 

b:バスの本数が少ない 

c:駅のある場所が悪い 

d:バス停のある場所が悪い 

e:その他 

 

 倉敷市に比べて福山市の方が「公共交通機関が充実していない」と考える人の割合が多く，特にバス

に対する不満が多いことが明らかである。「料金が高い」や「本数が少ない」「時間通りに来ない」と

いう運行に対する意見が多かった。 

 

(５)公共交通機関を充実させる取り組みの成功例⁶⁾ 

５−① モビリティ・マネジメント等を通じた公共交通機関利用促進に向けた取組み 

 この研究では，福山市と人口規模がおおよそで一致する大分市⁸⁾の事例を取り上げる。モビリティ・
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マネジメント⁷⁾とは，当該の地域や都市を，「過度に自動車に頼る状態」から，「公共交通や徒歩など

を含めた多様な交通手段を適度に利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取り組みを意味するも

のである。大分市では，自動車の保有台数が増加傾向にあり，公共交通機関の利用者が減少していた。

また，バスの路線は中心部に集中し，郊外を走るバスの本数が少ないと言う課題があった。これらの改

善に向け，大分市が行った取組みの具体例を以下に示す。 

 

５−② 取り組みの具体例 

[１]公共交通マップの作成 

 大分市では平成18年度までバスの事業者ごとに系統番号⁹⁾が異なっていたが，平成19年度には系統番

号を統一し，公共交通マップを作成。市内全世帯(約19万世帯)に配布を行った。系統番号は，バスの系

統番号はバスが走るルートごとにアルファベットと数字，または数字だけで表記される。(例：D61)大

分市の中心部から郊外に向けた「基幹路線」と「準基幹路線」と呼ばれる基幹路線からの分岐点が設定

されており，先頭のアルファベットが「基幹経路」を，次に来る数字の十の位が「準基幹経路」を，一

の位が終点を表す。系統番号の「アルファベット」や「アルファベットと十の位の数字」が同じバスは

共通のルートを走ることになる。 

[２]バスなび大分，バスどこ大分のサービス提供 

 平成19年度より，目的地までの乗り継ぎや時刻表をパソコンや携帯電話で無料検索できるサービス，

「バスなび大分」を提供している。また，平成31年3月27日より，新たなバスロケーションシステム

「バスどこ大分」の運用が開始された。このシステムでは，WEBから検索，もしくはバス停に貼ってあ

るQRコードを読み込むとそのバス停に到着予定のバス運行情報が表示されるもので，日本語，英語，韓

国語，中国語(繁体・簡体)5言語で利用可能となっている。 

 

５-③ 取り組みの成果 

 モビリティ・マネジメントの取り組みでは，大分県，大分市，大分県バス協会，大分バス，大分交通

と言ったバス事業者の連携により，共通のルールにそった，利用者にとって分かりやすい系統番号の共

通化が実現した。さらに，バスの系統番号が統一されたことにより，利用者からわかりやすくなった等

の意見が多く寄せられている。また，市内全世帯に公共交通マップを配布したことにより，バスの利用

促進に繋がった。 

 

３．考察 

 アンケート調査より，福山市の公共交通機

関は充実しているとは言えないことがわかる。

全体的にバスへの不満が多く，それは人口同

規模の倉敷市と比べても明らかである。「料

金が高い」や「本数が少ない」「時間通りに

来ない」という運行に対する意見や，「道が

がたがた」などのバスが運行する道路自体に

対する意見もあった。 

福山市は「新幹線が止まる」「電車の本数

が多く満足」という意見が集まるように，中心部では比較的公共交通機関が整っていると考えられる。

しかし先ほど述べたように郊外は公共交通機関が整っているとは言えず，また市内にバスの充実度は低

いことから，バスを中心とした公共交通機関の整備が必要であると考える。 

そこでバスの本数を増やしたうえで，市民が使いやすくする工夫を提案する。 

まず，本数を増やすことでどの時間帯でも待ち時間を減らし，ニーズに対応することができる。だが

利用者が増えなくては意味がない。よって，市民が自家用車よりもバスを利用したくなるような工夫が
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必要である。工夫として提案したいのは，バスの位置情報をインターネット上で発信するサービスの提

供と現在稼働しているサービスの改善である。福山市にはバスが時間通りに来にくいという問題がある

が，このサービスで待ち時間を明確にし，有効に使うことができるようになるだろう。 

現在福山市ではバス接近表示システムが稼働している。大分市の事例で紹介したようにバスの時刻表

の無料検索が可能であり，バス停に掲示されているQRコードの読み取りによってバスの運行状況を調べ

ることも可能となっている。しかし，現在のシステムでは複数のバス乗り場がある場所から発車する場

合にどこのバス乗り場から発車するのかが分かるようになっていない。また，出発するバス停名と到着

予定のバス停名を正確に入力しなければ出発時刻や到着時刻の検索ができないようになっている。普段

行かないような場所に行きたい時，バス停の名前が分からず，検索できないと言う状況になりかねない

だろう。 

私たちはこれらの問題点を改善することが多くの人にとって使いやすい公共交通機関に繋がると考え

た。大分市がサービス提供を行っている「バスどこ大分」では検索画面に地図が表示されており，地図

上に表示されているバス停を選択し，検索することが可能となっている。また，現在の福山市のシステ

ムでは日本語にのみ対応しているが，大分市のサービスのように多言語に対応することで日本人のみに

ターゲットを絞ることなく，誰もが利用しやすい公共交通機関を目指すことができるのではないかと考

える。 

 

４．結論 

 国が法律を定めているように，地方の公共交通機関には重要な役割がある。これは地方の過疎化を防

ぐためにも果たすべき役割である。また，高齢化が進んでいるだけでなく，温室効果ガスの排出による

地球温暖化が懸念される現代だからこそ，自家用車以外での移動の方法を充実させなければならない。 

そのため，福山市もより利用しやすい交通機関を作るため努力している。しかし，アンケート調査か

ら分かるように充分とはいえない。そこで私達はIT技術によるバスの位置情報の提供を提案する。大分

市ではこのようなサービスを提供することによって市民がより公共交通機関を使いやすくなった。現在

福山市では大分市のようなサービスが提供されてはいるものの，十分とは言えず，改善の必要があると

考える。それによって福山市の公共交通機関も国や市民が求める交通機関の役割を果たすことができる

だろう。 

しかし，もし情報の発信が滞ると大きな混乱が生じるという壁があることも事実である。例として天

災を挙げる。鳥取市でこの制度を導入する際，雪で交通が乱れると乗換案内アプリが使えなくなること

があった。天候による急なダイヤの乱れに対応できなければ，利用者に誤った情報が送られることにな

り，混乱を招くことになるだろう。これらのことを含めて，バスの位置情報提供等のサービスを検討す

るべきだと考える。 
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広島大学附属福山中・高等学校  

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班  研究タイトル 

Ｃ１ 

 

食料自給率問題を考える 

メンバー 入江希美 赤木幸士朗 池田凌太 大前尚輝 上野真奈 

 

 発表の構成（研究の論理構成）  それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ  

設定  

(問題  

提起) 

１．序論 

主張１：日本の食料自給率は低下している 

 

 

１‐①日本の食料自給率は諸外国と比べて低い 

 ‐②50 年間の食料自給率の推移 

検証 ２．本論 

(１)自給率が低いことによるデメリット 

 主張２：食品の安全性が不安 

 

  

 主張３：輸入の過程で CO₂が発生し，地球      

温暖化を進めてしまう 

  

 

(2)原因 

 主張４：耕地面積が狭い 

 

  

 主張５：生産者の高齢化 

 

 

  

 主張６：食文化の変化 

 

 

 

２‐①輸入生鮮食品について不安とおもう人８割 

    ②国産食品を優先している人９割 

  

３‐①日本の国際貿易で排出された二酸化炭素排出量     

は，輸出；約１４５０万トン 輸入；約３３５０万トン 

 

 

 

４‐①諸外国よりも一人当たりの耕地面積が狭い 

 ‐②宅地等への転用や耕作放棄地の増加 

 

５‐①農業従事者は，この５０年間で８１％減少 

 ‐②農業従事者の平均年齢は 67歳 

 ‐③第一次産業従事者の割合が５％以下 

 

６‐①和食から洋食への移行を表す農林水産省グラフ 
 

提案 食料自給率が低下している背景には，耕地面積等の地理的な問題だけでなく，日本人の消費生活が変

わったことにもある，ということが言える。私たち一人ひとりが，地産地消を意識することで，地元の農家を守

り，食料自給率アップに貢献することができる。 
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広島大学附属福山高等学校 

４年｢体験イノベーション｣ 

 

食料自給率問題を考える 

 

研究者 ４年Ｃ組 １班  

入江希美 赤木幸士朗 池田凌太 大前尚輝 上野真奈 

 

１．序論 

  以前，せとうち母屋という施設に実地調査に行った際，里山を活用し，自然と共生しながら暮らしている姿を見

た。野菜を栽培し，イノシシを狩り，ハチミツまでも自給していた。食の循環が行われていることに感動したが，私た

ちの日常生活とはかけ離れていることに気がついた。日本，という国全体で見れば，食料自給率は低いと言われ

ている。せとうち母屋の取り組みを見て，食料自給率は何が問題であるのか，これからどうしていくべきなのか，と

いうことに興味をもち，研究することにした。 

 まず第一に，食料自給率には二つの計算方法があるということを述べておく。ひとつは，カロリーベース食料自

給率といい，一人が一日に摂取したカロリーのうち，何割が国産のものだったのかを表す。日本ではこの指標が主

に使われており，2019 年度の食料自給率は３８％となっている。しかし，カロリーベースで算出している国は日本

の他に韓国や台湾など一部にすぎない。 

 もう一つは，生産額ベース食料自給率といい，食料の国内消費額のうち，国産生産額の割合を表す。多くの国

でこの指標が使われている。生産額ベースでいえば，日本の食料自給率は６６％である。 

 諸外国と比較したものがグラフ¹⁾である。日本のカロリーベース食料自給率は諸外国に比べかなり低いが，生産

額ベース自給率においては低いとは言えない。 

 では，なぜ日本はカロリーベース食料自給率を使っているのだろうか。その理由について，ある専門家は「“先進

国で最も低い自給率”という文言で国民の危機感をあおり，自給率向上の必要性を訴えることで，農林水産省は

生産力向上に向けた関連予算や補助金を確保したいのだろう」と指摘しているそうだ。数値を低く抑えるカロリー

ベースでの自給率は，農林水産省の予算獲得のための便利な指標であるのかもしれない。 

 とはいえ，グラフ²⁾から分かるように，日本の食料自給率は低くなってきている。この研究では，食料自給率に関

する問題を，農業に視点をあてて明らかにしていく。 

グラフ¹⁾                                   

グラフ²⁾ 
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２．本論 

（１）自給率が低いことによるデメリット 

 そもそも，なぜ食料自給率を上げる必要があるのか，低いと何が困るのかを２つの観点から考えていく。 

①食品の安全性が不安 

 まずは，食品の安全面である。これは大きく言えば命に関わる問題であるから，ほとんどの人が気にかけている

に違いない。食品を購入する際に最も注意する項目の一つは，どの国で生産されたものか，もっと言うと国内産か

そうでないかであろう。 

 自給率が低いというのは，つまり多くを輸入に頼っているということである。厚生労働省の調査によると，事実８割

もの日本人が，輸入された生鮮食品の安全性に不安があると答えている（グラフ³⁾）。また，日本人の９割近くが国

産のものを優先的に購入し，うち半数は価格が輸入食品より高くても優先していることも分かっている（グラフ⁴⁾）。 

グラフ³⁾                                グラフ⁴⁾ 

 国民のこのような思いが生まれた背景には，世界で残留農薬や添加物等に関する事件が起きているということ

があるのだが，多くの人が不安を感じていることに変わりはない。解消するには，食料自給率を向上させ，少しで

も輸入を減らしていくことが必要なのである。 

 

 

②輸入の際に CO₂が発生し，地球温暖化を進めてしまう 

 食料を他国から輸入する際に，輸送距離が長いために多く

の CO₂が排出されてしまい，結果として地球温暖化を加速させ

てしまうのもデメリットのひとつだ。 

 右図より，日本の輸入の際の CO₂年間排出量 3350ｔのうち，

食料に関するのものだけで全体の 8.7％，つまり約 291万ｔもの

CO₂を排出している。自給率が低いほど食料の輸入量も増え，

輸送量が増えるほど CO₂が排出され地球温暖化を加速させる

ので，自給率が低いと地球温暖化を進めることになるというデメ

リットがあるといえる。 

 

 

 

グラフ⁵⁾日本の輸入時の CO₂排出量の品目別割合 
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（２）日本の自給率が低い原因 

①農地面積が狭い 

 日本は，国土面積のうち約７割を森林が占め，農地

面積が限られている。1 人当たりの農地面積は 3.6a

で，カナダの５０分の１，アメリカの 40 分の１である。こ

れらの国は国土面積が大きいため比較しにくいかもし

れないが，日本より国土面積が小さい国と比べても，イ

ギリスの 8 分の１，イタリアの 6 分の１である。元々小さ

い日本の農地面積だが，近年は宅地等への転用や耕

作放棄地の増加により，農地面積が最大であった昭和

36 年に比べて，約 25％減少している。農地が減少し，

耕作放棄地が増加しているので，国内の農業生産が減少し，食料自給率の低下を招いている。                                                      

グラフ⁶⁾耕作放棄地面積の推移 

 

 

②生産者の高齢化 

 かつて，日本には農村が多くあり，そのコミュニティの中で生産と消費が行われてきた。しかし，第二次産業や

第三次産業，またその他の新しい産業が発展していくにあたって，農家は儲けづらいなどの理由から，農村から

若者が多く都市圏に流失していった。そのため実際５０年前と比べ８0％以上も農業従事者数が減少し(グラフ⁷⁾

『農業従事者数の推移』より)，全労働者のうち第一次産業で働く人の数は，全体の 5％以下となった。また，農業

従事者の平均年齢は約６７歳となっている。このように農業従事者は，減少と高齢化によって衰退しており，生産

性が減少していくことも当然だと考えられる。 

  グラフ⁷⁾ 
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③食文化の変化 

 昔は，主食の米を中心に水産物，畜産物，野菜などの多様な副食品が加わった健康的な“日本式食生活”だっ

た。しかし 1970 年代からファーストフード・コンビニ弁当・スナック菓子などが普及し，油をたくさん使った料理や肉

類を摂るようになった。 現在の日本人の食事は，糖質の摂取量が減少し，脂質やたんぱく質の摂取量が増加傾

向となっている。 結果として脂質・たんぱく質を多く含む食品の輸入量も増えている。畜産物や油脂類の国内生

産量だけでは，食生活をカバーすることができないためであり，その全てを輸入に頼るしかなくなっている。 

 

 

 

 

 

３．考察 

 食料自給率が低下している背景には，農地面積等の地理的な問題だけでなく，時代の移り変わりと共に日本

人の消費生活が変わったことにもある，ということが言える。食料自給率を上げるために私たちにできることは，少

しでも地元の食材を買い，農家を支えることではないだろうか。 

  福山市では，適切な栽培基準で生産され，栽培履歴が確認できるとした，「新鮮・品質・おいしさ・安全性」を備

えた農産物を，【ふくやまブランド農産物 「ふくやま SUN」】と認定している。現在，ほうれんそう，くわい，ぶどう，

あんず，ももなど，１６品目が認定されている。ふくやまブランド農産物を消費者に身近でわかりやすく提供するた

め，シンボルマーク（画像⁹⁾）を出荷箱，容器，袋等に表示して市場に出荷している。 

 また，福山市内には２６もの産直市がある。（画像¹⁰⁾） スーパーマーケットだけではなく，地元の産直市を積極的

に利用し，地産地消に貢献していきたい。 
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 画像⁹⁾                    画像¹⁰⁾ 

 

 さらに，直売所の利用を消費者に促すだけでなく，学校や介護施設や病院などの施設で地場産物を多く使った

給食を提供するのも，地産地消を進める方法の一つだ。 

 それを推進するために，“地産地消コーディネーター”の派遣を勧めたい。地産地消コーディネーターとは，地

域ぐるみで学校給食と生産現場のつなぎ役となり，学校側の「学校給食で地場産を使いたいけれど，どんなもの

があるのかわからない」や，生産者側の「子供たちに地元でとれた野菜を食べてもらいたいけれど，どんなものを

使っているのかわからない」などのお互いの不安を解消し，学校などの施設で地場産物の消費を増やすキーマン

となる役職である。 

 地産地消コーディネーターによる派遣の効果は絶大で，静岡県袋井市の事例によると，コーディネーターを派

遣した期間は，していない時に比べ，地場産物使用金額が 6.8 倍，地場産物使用割合が 2.3倍にも拡大したと

いう。まだ地産地消コーディネーターを導入していない地域に派遣することによって，地産地消がより活発化する 

といえるだろう。画像¹¹⁾ 

 

４．結論 

 私達は，自然を生かして食の循環をさせていたせとうち母屋に行き，今の日本の食料自給の実態について 

興味を持ち，研究をした。まず食料自給率が低いことは一概によくないことといえるのか，賛否両論あると思うが，

私達は食料を輸入することは “食品の安全性が地場産に比べて低い”， “地球温暖化の加速につながる”という

点で，日本は食料自給率を上げるべきだと考えた。           

 だが，日本は他国に比べると地理的に農業に向いているとは言い難い地域が多く，また近代は洋食化がかなり

進んでいるので，日本の食料自給率が高くないことは仕方のないことなのかもしれない。 
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 そこで，少しでも日本の食料自給率を上げるために，地産地消を進めることが今の日本にとって最善だと思い，

地産地消について調べた。地産地消を進めるうえで，地域で生産され，信頼のできる地場産物をブランド化する

ことや，地場産物を直接消費者に販売する直売所などの役割は大きいと思った。直売所に関しては，全国に約

23000 箇所もあるのに私達は福山市の直売所の場所も全く知らず，地産地消に貢献するためには，先ず私達消

費者側が，直売所や産直市のことを知る必要があると思った。 

 さらに，消費者側の意識を変えるだけでなく，消費者側に地場産物が届きやすくなるように，生産者側と消費者

側をつないで地産地消をさらに活性化させる“地産地消コーディネーター”の，給食を提供する施設への派遣を

増やすということによっても地産地消を活性化させることができると考えた。 
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広島大学附属福山中・高等学校  

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

班  研究タイトル 

C2 土曜授業の提案 

メンバー 
桑田潤宇，川原叶成，児玉侑大，岡田奈々美，荻野容子 

 

 発表の構成（研究の論理構成）  それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ  

設定  

(問題  

提起) 

序論 

学力の二極化が進む現在，どうすればそれを

解決できるのか二極化の発生原因から解決法

を見出し提案を作る。 

一般人約一万人のうち約 63％が小学生の二極化を感じて

いるという調査結果があるのに加え，学力の二極化や多極

化に関する論文が出され，そこで二極化が明示されてい

る。そのことから現在学力の二極化が存在すると言える。 

検証 本論 

2-0 学力の定義 

2‐1 二極化の現状 

2‐２ 二極化の原因 

 

 

 

 

2‐3 二極化の防止方法と具体的手段 

 

 

 

 

 

2‐4 土曜授業に対する親の賛否 

 

 

 

2-5 土曜日の教育活動の実施における問    

題点 

 

 

2-0 知能や技能はもちろん主体的に学習に取り組むこと 

2-1 （序論のデータ欄参照） 

2-2 勉強時間の差が上位・下位層を隔てている。その差

は年々拡大(31分→４１分)二極化の拡大防止は勉強時間

の差を解決する事が重要。また勉強時間を増やすために

勉強を主体的にさせる必要があるので学習意欲の向上が

必要。 

2-3 「勉強時間の確実な確保」，「学習意欲の向上」を可

能にするカリキュラムとして「土曜授業」がある。これらの二

つの課題を解決するためにはとにかく「時間」が必要にな

る。そして，土曜授業は土曜日に授業をすることから時間

に余裕が持てるため「勉強時間の確実な確保」，「学習意

欲の向上」の両方が可能になる。 

2-4 小学生の子供を持つ親の約 82％が隔週または毎週

の土曜授業に賛成している。また，全体の半数以上が隔週

の土曜授業に賛成している。 

2-5 問題点 ①「教員の労働増加」 

        ②「児童の全員参加が難しい」 

        ③「授業作成の難しさ」 

提案 「勉強時間」「学習意欲」の問題を両方解決でき，かつ親からの賛成がより多い隔週の土曜授業を提案する。 

土曜授業での実施内容：補習や授業など勉強時間を確保して学力をあげる活動と，体験授業や特別な授                

業など学習意欲を向上させる授業。 

土曜授業での問題点への解決方法：①「土曜ボランティア」年々増加している定年退職教員に土曜授業の                          

現役教員のサポートに入ってもらうことで教員の労働の減少。 

                       ②「プログラム化」各小学校で授業のプログラムを作り，教員はそれに                          

したがって授業を行うことで授業を毎回作成する必要はない。 

                       ③「実施日統一」全国で実施日を統一することで校外行事の予定を                        

調整でき多くの児童は土曜授業にも校外行事の両方に参加可能。 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

土曜授業の提案 
 

                             研究者 ４年Ｃ組 ２班  

桑田潤宇 川原叶成 児玉侑大 岡田奈々美 荻野容子  

 

１．序論 

今回日本の教育制度について論文を書くきっかけとなったのは，体験イノベーションで瀬戸内母屋さ

んのもとへ実習いったことで情操教育 【感情や情緒を育み，創造的で，個性的な心の働きを豊かにする

ためとされる教育，および道徳的な意識や価値観を養うことを目的とした教育の総称。（Wikipedia）】 の

重要性について感じたからだ。なぜそのようなことを思ったかというと，瀬戸内母屋の岡本さんが福山市

内の幼稚園の校庭の一角で園児と野菜を育てる活動を行っておりそこから情操教育いう言葉に結び付

いたからだ。そこで日本の情操教育について調べていくと，日本の教育に多少は問題点があると感じた。

そして今回はそのうちのひとつである二極化について述べていくことに決め，それが抱える問題を解決す

るための提案を講じることを目標に論文を書いていく。 

 

２．本論 

２-0  学力について 

「学力」を今回は扱うこととなるため学力の定義をここで記しておく。学力の定義は色々あるがここでいう

学力とは「知識や技能はもちろんのこと，これに加えて，学ぶ意欲や自分で課題を見付け，自ら学び，主

体的に判断し，行動し，よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたもの」と文部科学省が定めている

ものとする。 

２‐１ 二極化の現状 

まず，下記のグラフは全国の小学生が毎年受験する全国学力･学習状況調査の結果をまとめたもの

だ。年によって多少の上下はあるが，どの教科も一貫して正答率が著しく低下している事が分かる。 

 国語A 正答率 国語B 正答率 算数A 正答率 算数B  正答率 理科 正答率 

 
H31 ９/14 64%    9.3 /14 66.7 %     

H30  8.5 /12 70.9 % 4.4/8 54.8 % 8.9 /14 63.7% 5.2/10 51.7% 9.7/16 60.4% 

H29 11.2 /15 74.9% 5.2/9 57.6% 11.3/15 78.8% 5.1/11 46.2%   

H28 11/15 73% 5.8/10 58% 12.4/16 77.8% 6.2/13 47.4%   

H27 9.8/14 70.2% 5.9/9 65.6% 12.1/16 75.3% 5.9/13 45.2% 14.6/24 61% 

H26 11/15 73.1% 5.6/10 55.6% 13.3/17 78.2% 7.6/13 58.4%   

H25 11.3/18 62.9% 5/10 9.6% 14.7/19 77.3% 7.6/13 58.6%   

H24 13.9/17 81.7% 6.1/11 55.8% 14/19 73.5% 7.7/13 59.2% 14.7/24 61.1% 

H23           

H22 12.5/15 83.5% 7.8/10 78% 14.1/19 74.4% 5.9/12 49.6%   

H21 12.6/18 70.1% 5.1/10 50.7% 14.2/18 78.8% 7.7/14 55%   

H20 11.8/18 65.6% 6.1/12 50.7% 13.7/19 72.3% 6.7/13 51.8%   

H19 14.7/18 81.7% 6.3/10 63% 15.6/19 82.1% 8.9/14 63.   

＊平成23年は東日本大震災によって中止 

全国学力・学習状況調査より作製⁽²⁾（文部科学省ホームページより作成） 
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この統計より平成9年から平成31年にかけてすべての教科において正答率が徐々に低下しているため学

力も低下してきている事がわかる。 

また，「日本の教育を考える10人委員会」が約一万人に対して行った「二極化を感じるか」という調査では

約63％の人が感じると回答している。 

それに加えて小学校で教鞭をとっている教員からも「二極化を感じる」という声もある。 

このことから，現在の小学校では二極化が進んでいるものと思われる。 

 

2-2 二極化の原因 

 

今からは現在の小学生の間での学力の二極化の原因について述べていく。 

大阪教育大学の研究で学習意欲が高い児童は成績も高いということがわかっているため，成績下位層

に対して学習意欲をつけるための授業を行うことは効果的であると言える。 

そして，次は勉強時間について述べていく。次のグラフはベネッセが行っている「学習基本調査⁽³⁾」による

ものである。 

 
90～01年は勉強時間が減少されているが，01～15年は大きく増加している。そしてこのグラフから読み取

れる最も重要なことは，成績上位層・中位層・下位層をそれぞれ隔てているのは勉強時間であること，そ

れに加え，2001年を境に成績上位層と下位層との勉強時間の差が大きくなっていることだ。この原因は

年収の差にあると考えられる。また，勉強時間の相対的な伸びは宿題の増加にあると考えられる事がわ

かったのでこれからそれらについて説明していく。 

まず，年収と学習時間の差だ。下のグラフ⁽⁴⁾は年収の差によって学習時間がどれほど異なるのかを示し

ている（＊縦軸の単位は“分”）（6年生の場合の調査） 

 
グラフより特に学習塾・家庭学習の時間は大きく差があるのがわかる。これより，年収の差によって二極化

が進められているとも言えるが，年収の差は学校が解決できるものではない。しかし，勉強時間を確実に
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提供できる事は可能であるため勉強時間の確保こそ今の小学校にとって重要なことだと考えた。 
 

                      次に宿題の増加について 

グラフ⁽³⁾の色の薄い方(高い方)が学習時間全体，濃い方(低い方)がそ

のうちの宿題の時間を表している。 
これから宿題の時間が増えていることがわかる。これによって成績中位

層と下位層の差が埋まっている。しかし，塾の学習が中心の成績上位

層に対しては差が詰められていない。それには仕方のないところもある。

なぜなら，2011年の新学習指導要領の増加と変わらない授業数によっ

て，授業ではそれまでより生徒に対し細かな指導ができなくなっており，

成績上位層は塾でその部分をカバーできるが中位・下位層はそこのカ

バーが難しくなる。それゆえに宿題を増やしたところもあるが宿題をいく

ら多く出したからと言って成績が大きく伸びることはない。そのため，成

績中位・下位層に対しては追加の授業が必要になると考えられる。 

これまで述べてきたように，勉強時間の差が学力の上位層と下位層を

分けるものとなっていることは確かである。そしてその勉強時間の差は

上位層と下位層の通塾率の差によってさらに拡大している。そして，現

在の小学校では宿題の増加によって下位層の勉強時間を増やし二極

化を防いでいるがそこには限界が来ると考えられ，成績上位層と成績

下位層の学力の二極化の拡大が懸念される。 

            

 

2-3 二極化の抑止方法と具体的手段 

 

二極化を抑制する方法は2-2で述べたように「勉強時間の安定確保」「学習意欲の向上」の2つであると

考えた。それらを踏まえて二極化の抑止方法として考えられるのは「補習」「詰め込み学習」「土曜日の教

育活動」の3つを検討していく。 

まず，補習について。補習とは放課後に児童が居残りをして教員が授業では対応できなかった事をす

ることだ。これを行うことでクラスを持つ担任の仕事は増える。ということは現在問題となっている残業が増

える，それに加えて補習が平日に行われることから次の日授業の準備の質が落ちることがあるそれによっ

て日々の授業の質が落ちては本末転倒なので補習の実施頻度や一回の長さには注意が必要である。ま

た，補習自体学力の向上にのみ重点を置いた行為であるため二極化の防止に必要な学習意欲の向上

が損なわれている。 

次に，詰め込み学習について。詰め込み学習はとにかく知識を頭の中にインプットすることに重きが置

かれて学問の本質的な理解や学問に対する興味関心が損なわれる可能性がある。また，現代の学力の

定義からすればあまり意味をなさないものとなる。 

最後に，土曜授業について。土曜授業とはその名の通り土曜日に授業を行うことである。一般には土

曜授業とよばれているが本当は「土曜日の教育活動」が正しい呼び名である。土曜日に行われるという点

では平日の負担が少なくなると思われる。また，勉強時間の安定した確保という点と学習意欲を向上させ

る授業を行えるぐらいの時間の余裕が確保できている点から「補習」「詰め込み学習」よりも二極化を抑え

るのに有効であると考えた。 

以上より，3つの中から「土曜日の教育活動」がもっともよいと考えた。 

 

 

2-4  土曜日の教育活動に対する親の考え 

教育では子供を中心に考えることも大切だが，同時にその親御さんたちの協力あってのものである。そ

こで，小学生の親たちの週5日制への考えは次のベネッセ教育総合研究所と朝日新聞社と共同で実施
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した調査（小２，小５の子どもを持つ保護者対象）に現れている。（週6日制導入とは週に授業を6日すると

いう意味であり土曜日の教育活動を導入することと何ら変わりはない） 

 
このように，隔週が最も支持されている。これによって，現在の教育構造について変えてほしいと考えて

いる親が多いことが分かる。また，ある調査⁽³⁾では「土曜日，子供に勉強をさせたいか」という質問に対し

て小学生の親は81.6％が「とても，わりと，少しそう思う」と答えている。 

 

 

２-5 土曜日の教育活動の長所，短所 

ここにおける土曜日の教育活動とは大きく分けて3つある。一つ目は「土曜授業」これは代休日を設け

ず土曜日に教育課程内の学校教育活動をすることである。二つ目は「土曜の課外授業」これは学校主体

の教育活動で教育活動外の学校教育をすることである。三つ目は「土曜学習」である。これは学校以外

の教育委員会や地域，NPO，企業が主体となって行うもので主体が公的なものとそうでないものがある。 

 

・岩美町（鳥取県）の例⁽⁵⁾ 
目的は「「まちづくりは人づくり」の目標を目指し，将来の岩美町を担う子どもたちの健やかな育ちを実

現するために，土曜日の午前中を学校，家庭，地域が各々の教育資源を活用・連携することにより，より

充実した教育活動をすすめる。 」となっている。年に5回行われていた。 

具体的な実施内容はマラソン大会，遠泳，授業参観などの地域，保護者，他校との連携を得て自然体験，

学力向上の 取り組みが行われている。実際に児童，保護者，教員ともに自然体験，社会体験的な活動

を希望している。 

親御さんからは普段平日に行われている行事が級自治に行われることで参観できるようになったという声

もあった。 

 

・菊池市立菊池北小学校（熊本県）の例⁽⁵⁾ 
活動のねらいは「児童が，保護者や地域の各種団体と連携した学年単位の授業をとおして，多様な学

習活 動を行う。これらは従来，週休日のＰＴＡ行事や平日の授業だったものを土曜授業に移行 して実施

するものである。このことで，より多くの保護者や地域の方々の参加を促す。」となっている。 

頻度としては年に10回，午前のみの授業。 

具体的な取り組み例として，一時間目には通常授業があり，二時間目からミニ門松づくり，しめ縄づくりな

どの親子での活動。地域の歴史・文化財などを巡ったり地域人材や専門家を活用した授業を行った。 

 

・阿蘇市立内牧小学校（熊本県）の例⁽⁷⁾ 
この学校では地域人材，専門家と連携して学習内容の充実を図る「連携授業型」が行われている。児

童が地域に出かけて地域の歴史や伝統文化に触れる地域住民との交流を深める「体験型」。教科，道徳

等の授業や文化的体育的な学習内容を公開する「公開授業型」の3つの種類の土曜授業を行っている。 

これは年8回行われており具体的には川の生物を調べたり，通常授業とは異なる基礎学力向上授業を

おこなったり，地域の清掃活動などの幅広い活動を行い生徒からとったアンケートからは一部の数名を

除いた生徒が「楽しかった」との回答をしている。 

 

・いわき市立中央台南小学校（福島県）の例⁽⁸⁾ 
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初等教育において土を使った観察・実験が少ないことから子供が児童期に土壌にどう接したかがこれ

からの子供たちの土壌に対する考え方や見方，イメージ形成に大きな影響を及ぼすため小学校での土

壌教育が必要だという考えのもと，泥団子を作ったり，岩石をルーペを用いて観察するなどのことをした。 

この授業によって「児童生徒の土壌に対する考え方・見方，イメージ形成に良い影響を及ぼすだけでなく，

より多くの児童が食料生産の基盤であ り生態系を支え環境を保全する土壌の働きに高い意識を 持つよ

うになると期待できると考えられた。」とこの論文にある。 

また実施後に行ったアンケートでは100%近い生徒が「楽しかった」と回答しておりこのような児童に好評な

土曜学習は活動自体がプログラム化し多くの小学校で行われるとさらなる進展があると考えられる。 

ここまで4つの土曜日の教育活動について具体例を述べてきた。そこから見えてくるメリットと課題を書

き出していく 

 

利点 

・休日はだらしない生活をしてしまう児童にとっては土曜日の午前中から学校があることで生活リズムが  

整うこと。 

・授業参観や行事が土曜日に行われることから保護者が参観に行きやすくなったこと 

・外部人材，地域の方との連携で生徒たちが意欲的に取り組むとともに地域での輪ができること 

・開かれた学校という地域との関係が深まり連携の取れた学校作りができること 

・平日の通常授業だけではまかなえない学習につまづいた生徒に対する指導ができること 

・土曜授業を行ったことで月曜から金曜までの授業時間が確実に確保でき学習環境に時間的ゆとりがで 

きたこと 

 

課題⁽⁸⁽⁹⁾⁾ 

・土曜授業の教職員の振替は，各学校で計画的に実施をしているが，教職員にとって満足のいくものに  

なっていないような面がある（同一週での振替が理想）。振替がとりやすい校内体制や雰囲気作りなど  

を工夫し，教職員の勤務体制を配慮すること。 

・習い事がある，スポーツの試合があるなどの個人の事情によって登校できない生徒がいること。 

・現状として各校ごとに土曜授業を実施したりしなかったりしているため児童のスポーツの大会の学校施 

設の使用やそれらへの出席扱いなどの問題があること。 

・教育課程外のことを実施する場合には児童にとって魅力的な授業をすることが望ましいがそのような授 

業を継続的に作る事のむずかしさ。 

以上の事が土曜日の教育活動の利点と課題としてあげられた。また，全国の小学校のうち26.3％が実施

してる。この数字だけ見るとかなり普及しているようにも見えるが，土曜授業を実施している場合の約95％

が1～10日である。つまり，土曜授業を年間を通してコンスタントに行っている学校はわずか5％ということ

である。これは，普及しているとは到底言えない。 

 

 

３．考察 

我々はプログラム化された隔週の土曜日の教育活動を提案したい。先ほどあげた課題「児童全員が参

加できない」，「教職員の負担の増加，休暇の振替のしずらさ」，「地域の方，保護者の理解と協力」の課

題の解決を目標としている。まず，「全員参加できない」という問題に対しては多くの児童が所属する団体

たとえばスポーツクラブなどへ学校から土曜授業の予定を送りそれにもとずいて予定を立ててもらうことを

要請する。ここでは児童の多くが所属しない団体例えば特定の塾などの習い事に対しては申し訳ないが

対策を講じない。 

次に「教職員の負担の増加，休暇の振替のしずらさ」。ここでは土曜日の教育行為についてのみ取り

扱うため，学校ごとに振替を行いやすいかどうかについては書かない。教員の負担の軽減に関しては

「土曜ボランティア」という元教師や地域の方々へ協力を募り教育過程内のことに関しては教師が行いそ

の他の課外学習の準備などに関してはこの土曜ボランティアの方々に協力してもらうこと。それに加えて

各自治体ごとに学区を超えた区分を新たに作り，その区分ごとで土曜日の教育活動の年間のプログラム

を作ることで教員は新たに土曜日に行う内容などを考えることがなくなる。これら二つのことを実施するこ

とで教職員の負担は軽減する。 
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最後に「地域・保護者の方々の理解・協力」について。保護者には土曜授業についての利点の説明を

各校で行ってもらう。すべての保護者にとって初めてのことなので理解を得るためにはなるべく具体的な

実施内容やメリットやデメリットを示し，保護者の理解が必要だということを訴える。また，地域の方に対し

ては地域にある町内会や老人会の方の力を借りることが重要である。 

これらのことを踏まえて土曜日の教育活動を提案したい。 

 

４．結論 

今回の論文を作成していると土曜授業や飛び級のように日本全国で行うような「超」大規模なものとな

ると考慮すべきことは山のようにある。実際，今回の論文ではその氷山の一角，いや，ほんの水分子１つ

ほどしか考慮できていないと感じた。それと同時に「教育」に対して難しさを痛感した。例えば二極化の解

決方法について考えていたらいつの間にか経済のことに手を伸ばしていたり，また土曜日の教育活動を

促進することについての提案を考えているとき「これだと一部の児童に対しては良いがもう一方に対して

は配慮がなされていないのでは？」と壁にぶつかることもあった。憲法で定められているように「平等な教

育」と十人十色な児童それぞれに対応した「多様な教育」を同時に考慮に入れて提案をするのは，どちら

かをとればどちらかは捨てる，というように2つの融合しずらいもの極端に行ってしまえば油を水を少しでも

融合させるような事が人生経験の浅い者としてはとても難しかったが何とか考え抜いて素人目線ではある

が一つの提案を作成することができた。これからの課題として今回の提案でしたことを現実にあてはめて

発生する問題について知るということが残った。 

近年，文部科学省でも土曜日の教育活動を推進するような取り組み「土曜日の教育活動推進プロジェク

ト」を行っており全国の小学校でも土曜授業をおこない始まている傾向にある。また，コロナ禍のため学力

の二極化がコロナ以前よりも取りざたされるようになりそれに対する一つの対応策として土曜日の教育活

動の需要は拡大している。これからも目を離さずに動向を見ていこうと思った。 
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https://www.nier.go.jp/12chousakekkahoukoku/index.htm，https://www.nier.go.jp/13chousakekkahoukoku/index.htm, 

https://www.nier.go.jp/14chousakekkahoukoku/index.html https://www.nier.go.jp/15chousakekkahoukoku/index.htm, 
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https://berd.benesse.jp/special/datachild/comment02_2.php （閲覧日2021年1月7日） 

（５）「熊本県ホームページ」 

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1066601/iwami.pdf（閲覧日2020年12月３日） 
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https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/64554.pdf（2020年12月４日） 

（７）「ｊ－stage いわき市の土壌授業」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ceispapers/ceis29/0/ceis29_247/_pdf/-char/ja（閲覧日2020年12月5日） 

（９）「土曜授業の利点，欠点」https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000644840.pdf（閲覧日2020年

12月6日） 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

C4 衣服の大量廃棄に関する現状と提案 

メンバー  佐藤有真 千田晃士朗 土本尚史 真田幸香 柴田咲百合 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

２ー１ 衣服の大量生産・廃棄の現状 ２－１ 

2009 年における家庭からの一般廃棄物としての衣料品の

排出量は 651.62ｋｔ（「繊維製品３R関連調査事業」報告書

/中小企業基盤整備機構） 

２－２ 

ほかの品目と比較（３R）（３R‐web-cache） 

検証 ２－２ 国内での取り組み 

主にユニクロ・帝人の紹介 

 

２－３－１国外での取り組み 

アメリカ・イギリス(回収ボックス) 

 

 

 

 

 

 

２－３－２ 

古着を国外に寄付する取り組みは相手国の

利益を損う可能性があり，改善の余地があ

る。 

 

 

結論：企業または政府といった大組織が主

体となって大量廃棄問題を是正する必要が

ある。そのために，各々が利益を損なわない

取り組みを創り出す必要がある。アメリカ・イ

ギリスなどの先進国はその手本となり得る。 

２－２ 

ユニクロなどの取り組み（各ホームページ） 

 

２－３－１ 

ボランティアーズ・オブ・アメリカ（Volunteers of America）

（アメリカ） 

 

サルベーション・アーミー（The Salvation Army）（アメリカ） 

 

オックスファム（OXFAM）（イギリス） 

 

２－３－２ 

古着の国外への寄付について（実は日本にもある（『ザ・トゥ

ルー・コスト…』）） 

提案 ３－１ 帝人のリサイクル方法によって原料まで戻し，支給 

３－２ 税金控除などによる回収量の増加 
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広島大学附属福山高等学校 

４年体験イノベーション 

 

日本国内における衣類の廃棄量削減について 

 

研究者 ４年C組C４班 

佐藤有真 千田晃士朗 土本尚史 真田幸香 柴田咲百合 

 

1．序論 

 私たちC4班は実地研修として美希刺繍工芸を訪問し，そこで伺ったアパレル業界全体の大量廃棄に

関する問題に関心を持った。そこで本論文では，日本における衣料品の大量廃棄の現状を調査し，その

問題点を明確にしたうえで，各国の取り組み等を踏まえつつ，それを是正する方法を提案する。 

 

2．本論 

２－１ 日本国内における衣料品廃棄の現状 

  「繊維製品３R関連調査事業」報告書/中小企業基

盤整備機構(2009)¹⁾によると2009年における衣料の総

排出量は941.60kt。そのうち家庭からの一般廃棄物とし

ての衣料品の排出量は651.62ktである。また，総排出

量のおよそ62％(586.39kt)は焼却処分，焼却残さは埋

め立て処分されている。一方，再利用，再資源化され

ているものは全体の26％に過ぎず，多くの使用済み衣

料が廃棄処分されていることが分かる。（図１） 

 

 また，「繊維製品３R関連調査事業」報告書¹⁾に準拠

し，各品目の再利用・再資源化率を図２にまとめた。図

２より，段ボールやアルミ缶の再利用・再資源化率が90 

％を超えているのに対し，衣類の再利用・再資源化率

は26.0％に過ぎないなど，使用済み衣料のリユース・リ

サイクルは他の再生資源と比べてかなり遅れている。 

 これは，衣類のリユース・リサイクルの流れが，ほ

かの単一な材質の再生資源と比較すると複雑にな

らざるを得ず，その発生源や材質，用途によって

様々な方法を使い分ける必要があるためだと考えら

れる。 

 加えて，「繊維産業の課題と経済産業省の取組」/

経済産業省製造産業局生活製品課(2020)²⁾が公表

している国内アパレル供給量・市場規模の推移を

図3に示す。図3より国内のアパレル市場規模は，バ

ブル期の15兆円から10兆円程度に減少している一

方，供給量は20億点から40億点程度へと，ほぼ倍
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増している。これはバブル崩壊に伴い高級ブランドの人

気が低迷した一方で，ファストファッションブランドが台

頭したことが背景にあると考えられる。³⁾ 

 ファストファッションブランドは，流行を取り入れた商品

を低価格で，かつ短いスパンで大量に生産する業態を

特徴としている。⁴⁾また，低価格化の観点からSPA（製造

小売業）の形態をとっている企業も多い。大量販売が前

提となるため，予測の難しい影響（暖冬などの気候変動

や，コロナ禍による需要の急激な減少）により大量の余

剰在庫が生まれる可能性がある。(2018年バーバリーの

ような例もあるが，余剰在庫のすべてが廃棄されるわけ

ではない点に注意)。たとえ余剰在庫を作らず全て売り

切ったとしても，市場における供給量が増加し続けてい

ることから，国内の衣料が飽和状態になる，もしくはなっ

ている可能性は十分に考えられ，使用済み衣料の総排出量も増加していくと見て自然である。 そうした

場合，排出された衣料の多くを焼却・埋め立てしている現状の処分形態では資源保護等の観点から見て

対策が不十分であると考えられる。 

 

２－２ 日本における取り組みの現状 

 ２－１を踏まえ，現在国内では衣料品の廃棄量を削減するためにどのような取り組みがなされているの

かを調査する。 

 

２－２－１ 株式会社ユニクロの「全商品リサイクル」 

 

 「繊維製品３R関連調査事業」報告書/中小企業基盤整

備機構(2009)¹⁾によると，2009年度の衣料廃棄量 

(941.60kt）に占める「企業による回収」はわずか1％に過

ぎない。企業の社会的責任という点から見れば，この割合

は不十分に思える。 

 また，データが2009年度のものとやや古いこともあり，現

在の「企業による取り組み」にどのようなものがあるか，又

それらがどの程度普及しているのかを調査する必要があ

った。 

 そこで，国内アパレル業界でトップの売上高を誇り，伴

って果たすべき社会的責任も著大であろう企業，「ユニク

ロ」の企業的取り組みに注目した。 

   ユニクロのホームページ⁵⁾によれば，ユニクロは

店舗で回収した服をリユースし，国連難民高等弁務

官事務所（UNHCR）や世界中のNGO・NPOとともに，難民キャンプや被災地への緊急災害支援など，世

界中の服を必要としている人たちに届けている。また，リユースできない服は燃料や防音材として加工し

リサイクルし，さらに，最近では新たな取り組みとして，ダウン商品を皮切りに「服から服へのリサイクル」も

推し進めている。全国のユニクロ店舗にRE.UNIQLO回収ボックスを設置しており，ユニクロ（同じく「ファ

ーストリテイリング」により運営されるGU)で販売された全商品が対象である。 
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このような取り組みを大まかにまとめると， 

 

①店舗に設置された回収ボックスを用いて使用済みの

自社製品を回収する。 

 

②商品状態によってリユース可能なもの，リユース不可

能なものに仕分ける。 

 

③リユース可能なものについてはさらに細分化し，難民

キャンプや被災地へ送る。 

 

③´リユース不可能なものについてはダウンフェザーに

再加工し新しい製品に用いられる。それ以外は石油の

代替燃料として利用される。 

 

というようになる。以上のような取り組みは，特にリユースについて，古着の輸出先が難民キャンプや被災

地など需要の十分にある地域であることから，後述のような問題(過剰供給により輸出先の繊維産業が衰

退してしまう問題)を回避できている。 

 しかし，その取り組み状況・結果について具体的な数値を伴ったレポートなどは2009年以降発見できな

かった。企業ごとの取り組みでは他社の製品を扱えないことや，消費者の関心，消費者に対する知名度

の低さなどが回収の障壁になっていると考えられるが，本文では研究者の力量に余るため調査しきれて

いない。 

 

2－2－２ 帝人の循環型リサイクルシステム「エコサークル」 

  

 『エコサークルは使用済みポリエステル製品を回収し，松山事業所（松山市）で原料にまで戻して再利

用する一連のシステムのことで，石油資源の使用量を抑制でき，石油からポリエステル原料を作る場合に

比べ二酸化炭素排出量を大幅に削減することができる（中略）同社は，ポリエステルから異素材を効率的

に除去し，化学的に分子レベルにまで分解して石油から製造するのと同品質の原料にまで戻すケミカル

リサイクル技術を2000年に確立。2002年にケミカルリサイクル技術を核にしたエコサークルの展開を本格

的に開始した。 ケミカルリサイクルの方法としては，店頭で回収されたポリエステル製品を松山事業所に

運び，まずは2段階で砕いて米粒大の大きさにし，脱色をする。その後，エチレングリコールとDMT（テレ

フタル酸ジメチル）に分け，蒸留してより純度の高いDMT

を取り出し再重合する。原料にまで戻すため，従来のリ

サイクルでは課題であった品質劣化を防ぐことが可能

で，何度でも繰り返しリサイクルできる』（日刊工業新聞 

http://nikkanbookstore.net/eco15/?p=350 2015年の

記事より抜粋） 

 これは日本におけるケミカルリサイクル(※)の一例であ

り，2015年当時，国内外の150社以上の企業と提携する

などケミカルリサイクル事業の先駆けとして知られた。当

該技術は品質劣化を伴わずに何度でも繰り返しリサイク

ルが可能であることから，従来の反毛化やウエス化，服

の譲渡に代わる技術として期待された。 
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 しかし2018年時点で帝人は「エコサークル」製品の回収を終了している。⁶⁾帝人のホームページでは回

収終了の原因を，2017年七月に中国政府により発表された，各種廃棄物由来原料の輸入禁止及び制

限の決定であるとしている。帝人では回収された繊維製品の産業廃棄物処理を国内で行い，そこで生成

されたリサイクル原料を中国グループ協力工場に輸出してケミカルリサイクルによるポリエステル原料化，

再生糸の製造を行っていた。 

 一方，近年中国では政府による環境政策の展開が著しく，当該の輸入規制もリサイクルシステム構築に

向けた政策の一環であると考えられている。⁷⁾  

 以上のような事例を見ると，重要な生産工程を国外工場に依存するリサイクルシステムは近年の変化が

激しい社会情勢を鑑みてもリスクが大きいと考察できる。生産工程，原料，燃料等を国外に依存しないリ

サイクルシステムの構築が為されるべきである。 

 

(※)…ケミカルリサイクルとは，使用済みの資源を，そのままではなく，化学反応により組成変換した後に

リサイクルすること。主に廃プラスチックの油化・ガス化・コークス炉化学燃料化などをさすが，他にも廃食

用油のディーゼル燃料化・石鹸化・飼料化や，畜産糞尿のバイオガス化などの例が挙げられ，廃プラス

チックの造粒による高炉還元剤化や，PETボトルをモノマーに化学分解した後，再重合する「ペットTOペ

ット」技術も含まれる。これらは，広義のマテリアルリサイクルとして認められている。 

 繊維製品のリサイクル方法として他に，反毛化（綿・毛などの天然繊維で造られた繊維製品を，針状の

機具で織りを崩すことによって毛羽立たせ，もとの綿または毛状の単繊維に戻し，原料として再利用する

こと）やウエス化(使用済みの木綿布を40cm（ほぼ15インチ）平方に切り裂いた工業用雑巾。工場等が購

入して機械油の拭き取り等に用いる）がある。 

 

2－3 国外における取組の例   

2－3－１ 各国における古着の国外寄付に関する取 

り組み 

 国内で排出された衣料を焼却・埋め立て以外の方法

で処分する際，挙げられる候補の一つが古着の国外寄

付だ。図５は，全世界における中古衣類の輸出量のシ

ェアを示したものである。アメリカ，ドイツ，イギリス，韓国

に続き日本は世界第 5 位で，全世界の輸出量の 5%を

占めている。⁸⁾ 

 貿易統計に基づく中古衣類の輸出量は，直近の 10 

年では増加傾向にあり，2004 年に約 9 万1 千トンであ

ったのが 2013 年には約 21 万 6 千トンと 2 倍以上に

増加している。これに伴い，輸出総額も約 42 億円から

約 117 億円に拡大している。(左図６）⁹⁾ 

 拡大要因の背景としては，東南アジアをはじめとする

海外での日本の古着に対する需要の増加，古着・古

布の選別工場の東南アジア移転等により国外で選別

を行う故繊維業者の増加，国内でのウエス需要の低迷

等が考えられる。 

 また先に示した通り，海外では日本以上に古着の回収→寄

付の取り組みが盛んである。特にイギリス・アメリカなどでは大きな割合を占めている。 

 これらの国々の取り組みを日本にも応用することを視野に，いくつかの活動について調査した。次に調

査した取り組みを挙げる。 
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①     ボランティアーズ・オブ・アメリカ（Volunteers of America）（アメリカ） 

 街中に古着や靴などの回収ボックスを設置し，そこで古着を回収している。また，実際に消費者の家に

回収に訪れるというケースもあり，消費者にとっても店に持っていく手間が省け，簡単に着なくなった衣類

を処分できるというメリットがある。(https://www.voaohin.org/) 

②     サルベーション・アーミー（The Salvation Army）（アメリカ） 

 着なくなった服を寄付すると証明書を手に入れることができ，税金申告の際に税控除を受けることがで

きる。このように，寄付する側もメリットを受けられるような工夫が様々に施されている。 

(https://easternusa.salvationarmy.org/use/) 

③     オックスファム（OXFAM）（イギリス） 

 古着を寄付した際やそれが新たに購入された際にポイントを受け取ることができ，そのポイントを，例え

ば世界の貧困国のためのきれいな飲料水や教師のトレーニングのためなどに使うことができる。寄付を新

たな寄付につなげるといったことが可能で，その選択を寄付した側が行うことができる。 

(https://www.oxfam.org.uk/) 

 

 これらの取り組みにはいくつかのメリットがあるが，一方で，様々な問題を孕んでいる。 

 まず，送られた古着が現地のニーズに合わないという問題がある。現地のニーズよりも供給側の都合が

優先されることがあるのだ。それにより，冬でも気温の高い国にコートが送られたり，体型の違いなども含

め，必要なサイズが揃っていなかったりするケースもある。先進国からの古着が，質のよいものであると評

価される一方，流行に合うかたちで品物を仕入れることができず，流行を追いたい消費者の思いに応え

られない。また，難民に迷彩柄の服が送られることもあり，それを着ている人が一見軍人に見えてしまった

り，武力紛争を経験した国ではトラウマを生んでしまったりなど送る側からはくみ取るのが難しい問題も発

生する場合がある。 

 また，寄付の行為が勢いを増すことが，結果としてアフリカを中心とする輸出先の地域に経済的打撃を

与えてしまっている。 

 例えば，タンザニアで販売されている中古衣料品の多くは，アメリカやカナダ，西ヨーロッパなど先進諸

国から輸入されたものである。先進諸国の一般家庭から排出される衣類は，国内においてリサイクル業

者が商品化して国内外の流通に乗せている。多くは支援や社会貢献，資源の有効利用を謳う慈善団体

などに寄付されたり，街角の再利用のための衣類専用回収箱（textile bank）に無料で持ち込まれたりす

るが，それらも最終的にはリサイクル業者に販売される。難民キャンプなどへの支援を除き，慈善団体の

多くは直接的に中古衣料品をアフリカに輸出するのではなく，リサイクル業者への中古衣料品の販売か

ら得た利益でさまざまな社会貢献活動を行っている。¹⁰⁾ 

 大国の参入，古着産業の発展により地元の繊維産業が成長機会を失い，衰退しつつあることはたびた

び指摘されている。地元で生産する衣類よりも輸入された古着は安価である上に，大国から送られてくる

古着は質の高いものも多いため，消費者がそちらに流れてしまい，衣類製造工場は閉鎖に追いやられて

いる。そしてそこから大量のリストラも発生してしまっている。地元の繊維産業が衰退することで，それに従

事していた人々が職を失くす。つまり，古着を国外に寄付するという行為自体，ともすれば相手国の利益

を損ないかねず，改善の余地がある。 

 

3．提案 

 本論を受けて以下のことを提案する。 

3－1 古着を素材に還元しての国外寄付（輸出） 

 本論でも述べた通り「古着を服の状態で国外に寄付する取り組み」は相手国の産業の発展状況や需要

量によっては，衣料品市場を独占するなどしてその国の繊維産業の発展可能性を奪ってしまう可能性が

ある。 
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 しかし需要のある地域に使用済み衣料を寄付・販売し，そこで再利用してもらうという取り組み自体は，

利用可能な国内の利用可能な廃棄衣料を減らし，「限りある資源」を有効に活用するためのとても合理的

な手段である。 

 そこで私たちは「古着を服のまま（再販売可能な状態）で寄付するのではなく，一度国内で繊維素材等

に還元（分解）してから寄付する」取り組みを提案する。 

 この取り組みは，古着をリサイクル可能な素材に分解してから寄付することで，寄付の相手国が古着を

再販売することを防ぎ，同時にリサイクル等（その素材を用いて新たに製品を製造する）生産機会を提供

する。 これにより輸出相手国の産業が破綻する可能性を軽減し，日本国内の衣料品廃棄物を寄付（或

いは輸出）によって持続的に処分することが可能になる。 

 古着を素材に還元する技術，過程，工程はユニクロ等企業の取り組みや帝人の「エコサークル」を，古

着の回収システムは本論２－３で述べたもの（回収ボックスの設置）を応用する。 また，この取り組みにか

かる費用は，相手国への「寄付」ならば恒常的に資金を回収できる基金等を設立する必要が考えられる

が，相手国の企業，政府に対して輸出する場合は，その利益によってある程度まかなうことができる。

  

 しかし，国内で一度衣料を繊維素材に還元する費用・手間が増えることになり，それに見合った十分な

リワードが日本にあるかは，今後よく検討する必要があるだろう。 また，相手国にも素材を加工するため

の設備投資が必要になるためやはり資金面が問題になるのは間違いないだろう。 

 

3－2 政府が主体的に衣類の回収を助長する 

 アパレル業界の流通・消費の構造が非常に複雑なため，消費・廃棄・リサイクルがどの程度されている

かの正確なデータは存在しないと思われる。異なる主体や，異なる物差しでそれらの統計を取るため信

憑性，年ごとの整合性に疑問が残るが，衣類の年間廃棄量はおよそ１００万ｔ前後で推移しているとみら

れている。また前に述べたが，再利用・再資源化率はこの２６％と低くこの割合を向上させる必要がある。

ここでは政府・自治体が回収量増加のため，取り組むべきことを提案する。 

 まず，第一に衣類のリサイクルを国民に意識づけすることが重要だ。様々な論文¹¹⁾¹²⁾より古着の回収・再

利用に抵抗を感じる人が多いことがうかがえる。問題はいかに多くの古着または売れ残り服等を回収し，

廃棄処分を減らすかということだ。様々な企業・自治体がこの取り組みを行っているが，政府が主体的に

推進する衣料品３R活動は未だに少ないようである。3－1で述べたシステムで原料まで戻すのならばスケ

ールメリットを発生させるためにも，より大規模での取り組みを推進すべきだ。 

 ここで，「政府が国民（自然人）に対し使用済み衣料の寄付を募り，寄付された量に応じたポイントを付

与して，国民（自然人）が確定申告の際に『寄付金控除』として申告できるようにすること」。また，「法人

（特に衣料品を生産する企業）に対しては未使用の衣類の寄付を募り，同様に税控除の対象とすること」

を提案する。 

 これにより，国民の，衣料品リサイクルに対する意識を向上させることが可能であると考えている。寄付

量を証明するための領収証等を発行することが必要になる。 

 また，回収方法として，対象を一般人と企業に分割して行う。一般人から寄付された衣類は，主に３－１

の方法で処理する。 

 企業には，ファストファッションで過剰に生産され，売れ残った服を提供してもらう。古着の再利用が嫌

悪される理由として，衛生面で心配があることが考えられる。その点において，この“古着”に新しいブラン

ド“未使用古着”を開発できるのではと考えた。企業のブランドを保つためにもロゴやタグを切り取るなどし

て，積極的にそれを守る姿勢を示すことも大切だ。 

 この取り組みが持続可能か否かは全て，政府が回収した衣類を用いてどのくらい利益を挙げられるか

にかかっている。よって税控除や再販売・輸出にかかる費用等に対し，この取り組みによる利益が上回る

という慎重な試算がきわめて重要になる。 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

C５ 地球温暖化を抑制するために 

メンバー  中野真一郎，野口創士，畑山浩範，杉本彩光，関本恵 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ 

設定

（問題

提起） 

1．地球温暖化の原因 

主張 1.森林減少 

主張 2.森林増加 

2.SDGs7のエネルギーをみんなにそして 

  クリーンに 

主張 1.発電ロス 

主張 2.送電ロス 

1-①森林の減少は 1位ブラジル 2位インドネシア 

  3位ミャンマー 

1-②世界の森林面積は 2010～20で年平均 470万 hp減

少 

1-③光合成＜呼吸より多少切らないと co2が多くなる 

2-①日本で最も一般的な発電方法である火力発電の 

   発電効率は 40−43% 

2-②送電の過程で国内の電力消費量の約 3.4% 

      （火力発電所 7基分）の電力が失われている。 

検証 1. 

 主張 1.森林減少による CO2吸収量の減少 

 

 主張 2.森林による CO2増加 

 

 

 

2． 

主張 1.水力発電の発電効率が高い 

 

 

 

主張 2.コージェネレーションシステム 

 

 

主張 3.送電ロス無くす研究が行われて 

        おり，実用化に向けて動いている 

 

1-①杉の人工林は 1ha当たり約 79tの炭素 

  （二酸化炭素換算で約 270t）を蓄え， 

  1年間に約 8.8tを吸収する。 

 

1-②呼吸による CO2排出量の方が多いというデータもあ     

る。 

 

 

2-①原子力発電の発電効率は 33% 

      風力発電の発電効率は 59%未満 

  太陽光発電の発電効率は 5ー40% 

      水力発電の発電効率は 80−90% 

2-②これを利用することで総合エネルギー効率を 

  大きく向上させることができる。 

  家庭用としては「エネファーム」などがある。 

2-③サハラソーラーブリーダー計画  

  サハラ砂漠で太陽光発電を行い，発電された電力 

  を超電導ケーブルで世界中に送るという計画 

  超電導ケーブルを使うと送電ロスをかなり抑えることが   

できる。 

  アメリカでは実際に超電導ケーブルが敷設され， 

  実用に耐えられることが証明されている。 

   

提案 森林減少の要因となっている国の多くは農産物や鉱物資源に頼ったモノカルチャー経済であるがゆえに

森林開発を行っているので，他の産業も発展させるために先進国が技術提供などの支援を積極的に行う

べきである。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

―地球温暖化を抑制するために― 
         

   研究者 ４年 C組 5班  

                    中野真一郎 野口創士 畑山浩範 杉本彩光 関本恵 

 

１．序論 
今日，世界では，地球温暖化が国際的な問題となっている。 

日本は環境後進国と言われているなかで，次世代を担う私たちは，地球温暖化を抑制するために何を 

するべきなのか，森林減少，発電効率，送電ロスの観点から考えた。 

 

２．本論 
 地球温暖化とは地球の気候系の平均気温が長期的に上昇することである。     

そして，地球規模の気候変動をもたらし，海面上昇・干ばつ・異常気象などを引き起こし，大きな被害

をもたらすことだ。 

 地球温暖化は現在進行しており，農作物，北方系の生態，人体などへの影響がでている。たとえば， 

私たちの主食であるコメは夏の高温により，コメが白く濁る白未熟粒や，コメに亀裂が生じる胴割粒が

発生していることが報告されている。そして，2007年には，熱中症患者数が過去最多になった。このま

ま，地球温暖化が進めば，わずかな温度上昇であっても世界中で河川の流出量が変化すると予想されて

おり，食糧生産量が大幅に減少する可能性がある。そして，2100 年までには，北極海の海氷は 2100 年

までにはすべて失われる可能性があるともいわれている。 

 地球温暖化の大きな要因として温室効果ガスが上げられる。温室効果ガスは赤外線を吸収し再び放出 

する性質がある。地球の表面から地球外へ向かう赤外線が大気中にとどまり，熱として蓄積され地表 

に戻ってくるため，地表付近の大気が暖められ，多様な生物にとって暮らしやすい環境が維持されて 

いる。しかし，大気中の温室効果ガスの濃度が高まると，この効果が強まり地球の表面気温が過度に 

上昇してしまうのだ。温室効果ガスの総排出量の内二酸化炭素が占める割合は約 76%（ホームページ 6 

より）ととても高い。またその二酸化炭素のうち森林減少，土地利用が原因となっているのは約 14% 

となっている。 

 そこで地球温暖化を抑制するために森林減少を抑止することが重要ではないかと考え，森林減少につ

いてインターネットを使って調べた。 

 

 
   （ホームページ 6 より) 
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２－１ 森林減少から見る地球温暖化 

 なぜ森林減少が減少することが，地球温暖化につながるのか，それは CO2 の吸収量を減少させるこ

とである。 

 人工林として，一般的な杉を例に挙げると，杉の人工林１ha あたり約７９t の炭素の（二酸化炭素換

算で約７９ｔ）を蓄え，一年間に約８．８ｔを吸収する。 

 世界の森林面積は２０１０年から２０２０年で年平均４７０ｈa 減少している。 

特に２０００年から２０１０年では一年間で消失した森林面積はブラジルで２６４２ha，オーストラリ

アで５６２ha，インドネシアで４９８ha，ナイジェリアで４１０ha，タンザニアで４０３ha である。 

 森林は伐採や火災によって失われている。 

 

（ホームページ 3 より) 

 

２ー２ 森林による CO2 増加 

 森林によって CO2 が吸収されるということが常識だが，調べるなかで森林によって CO2 が増える場  

合があるとわかった。 

 九州大学農学部農芸学科の文献・光合成効率と光呼吸，琉球大学農学部の文献・高 CO2 濃度環境

C3，C4 型光合成(ホームページ 2)より光合成時の吸収量より多いという内容が記載されていた。 

 つまり，森林の増加が地球温暖化に繋がりうるということだ。 

 しかし，先ほど述べたように現在までの世界の森林面積は 2010～2020 で年平均 470 万 hp 減少して

いる。以上より，今，地球温暖化に貢献しているわけではないと考えた。 

 ただ，森林を増やし CO2 増加量と CO2 減少量を均衡状態にしなければならないのは確かだが，その

減少している国のほとんどが，発展途上国である。つまり発展途上国が森林を伐採する以外に経済を安

定させる方法がなければ，今後森林は，増加することなく減少し続ける。 

 

 （ホームページ 3 より) 
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２－３ 発電方法から見た地球温暖化 

 次に私たちは，二つ目のテーマとして，SDGs７の「エネルギーをみんなに，そしてクリーンに」を

もとにして，発電方法と送電ロスについて調べた。 

 原子力発電の発電効率は 33％， 

風力発電の発電効率は 59％未満， 

太陽光発電の発電効率は 5－40％， 

水力発電の発電効率は 80－90％と水

力発電の効率が高いのだが，水力発電

は環境への影響など長期に渡る調査が

必要なので新たな水力発電所の設置に

は時間がかかり進んでいない。 

 そこで，発電の際に電気ではなく熱

に変わるエネルギーを活用するコージ

ェネレーションシステムに着目した。 

しかし，これも熱以外のロスエネル

ギーを活用する方法は考えられるもの

の実現は，ほぼ不可能に近かった。 

そこで，視点を変え，発電ロスから

送電ロスに着目した。 

 

 

2－4 発電ロスから見る地球温暖化 

 送電ロスとは，発電所で発電した電気を一般家庭や事業設備などに送電する間に，変電所，送電電線 

の抵抗によって一部の電気エネルギーは熱や振動として失われてしまう。これを送電ロスという。 

 送電ロスは活用することができないので，できるだけロスを減らすことについて調べた。 

 現在，サハラソーラーブリーダー計画という，サハラ砂漠で太陽光発電を行い発電された電力を超電 

導ケーブルで世界中に送るという計画が研究され，実用化に進んでいる。これは，東京大学の化学者 

の構想に始まった計画で，2010 年より JST と JICA の「地球規模課題対応国際共同研究事業」による 

日本とアルジェリアの大学の共同プロジェクトとして始動した。 

 

【サハラソーラーブリーダー計画の仕組み】 

 世界最大のサハラをはじめと

する砂漠は，広大な土地，豊富

な日照及びシリコンの原料を含

む新エネ ルギーの宝庫といえ

る。（太陽光パネルは主にシリ

コンから作られるものが多く，

砂漠の砂の中には Si が多く，

O2 と結びついて二酸化ケイ素

になる）そこにソーラーブリー

ダー（シリコン工場＋太陽光 

発電所）を建設し，生産した電

力を使って，さらに新たなソー

ラーブリーダーを建設してい

く。そし て，送電ロスの少な

い高温超電導送電システムを用

いて，世界各地へ電力を送るこ

とを目指す。エネルギー問題の

究極的解決 を掲げ，不毛の砂

漠を新エネルギー資源に変えて

いくことを試みる。  

 超電導ケーブルを使うと送電ロスをほぼゼロに抑えることができ，アメリカでは，実際に超電導ケー

ブルが敷設され，2030 年に実用化されることが予測されている。 

 そして，アフリカの市外や貧困地域に送電網を敷設すること，砂漠の緑化のための淡水輸送ラインや 

 
(ホームページ 7より) 

 
 

（ホームページ 5 より) 
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 植物工場の稼働に利用することによって，アフリカに新産業を根付かせ雇用を生み出し，アフリカ生 

活水準を向上させることが期待される。 

しかし，海水に超電導ケーブルを通すことにはまだ課題があるのが現状である。(サハラソーラーブ   

リーダー計画実施報告書より) 

 

３．考察 
 地球温暖化の原因は森林の減少であるとは言い切れないが関連性がある可能性が高く，その森林の減 

少は発展途上国に多く，その要因の多くは農産物や鉱産資源に頼ったモノカルチャー経済であるから 

だ。したがって森林減少を抑えるには先進国が木材自給率を高め，発展途上国から木材を輸入しない 

ようにし先進国は森林の管理を行う。そして発展途上国のモノカルチャーを脱するために発展してい 

ない産業の支援をして森林を過度に切らなくてすむようにすれば良い。また，発展途上国の木材自給 

率を高めるためにも，サハラソーラーブリーダー計画のような，サハラ砂漠の緑化が進展する。そし 

て，森林が発展途上国で増加することにつながる計画も支援すればよいと考える。植物の面で考える 

と，上で述べた通り杉の二酸化炭素吸収量は排出量より多いが，排出量が上回る森林もあることから 

植物によって吸収量と排出量の大小は様々であると考えられる。このことから吸収量が上回る植物を 

調べ必要最低限まで減らし，排出量が上回る植物を増やしていけば世界の二酸化炭素濃度は減ってい 

くのではと考えたが現実的に厳しいという結論に至った。 

 

４．結論 
 地球温暖化について多くのことを調べ考えた結果，私たちは様々な人，団体が環境問題に取り組ん  

でいることをより詳しく知ることができた。そこから私たちにも募金や寄付などの支援が可能だと分 

かった。（例を挙げるとサハラソーラーブリーダー計画を支援している JST では様々なプロジェクト 

の公募が行われている）。もちろんわかったこともあったが，新たな疑問も生まれた。サハラソーラー 

ブリーダー計画でなぜ海水に超電導ケーブルを通すことが困難にあるのか，といった技術に関する疑 

問。サハラソーラーブリーダー計画はアメリカで実施されることが予測されているが実際の進度は  

どうなのか，他にも同様の計画があるがそれらの計画との関係性はどうなのかといった疑問も生まれ 

た。このような疑 問は私たちには解決しようのない問題なので技術を推進するためにも私たちは募 

金などという形で支援していくことが大切なのだと考える。  

  

５．参考文献 
1）WWF ジャパン,地球温暖化とは？温暖化の仕組みを解説 

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/40.html（2020 年 12 月 11 日閲覧） 

2）九州大学「光合成効率と光呼吸」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/12/6/12_6_373/_pdf/-char/ja （ 2020

年 12 月 13 日閲覧） 

3）森林・林業学習館 

https://www.shinrin-ringyou.com/forest_world/img/myo.ac.enseki_gensyou/03.png（2020年 12

月 13 日閲覧） 

4）超低損失磁心材料技術 

送電ロスとは… | 超低損失磁心材料技術領域（2020 年 12 月 13 日閲覧） 

5）サハラソーラーブリーダー（SSB）とはー東京大学ー 

http://www.iis..ac.jp/~hfujioka/ssb/SSBtoha.html 

6）気象庁 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html 

7）関西電力 

https://www.kepco.co.jp/sp/energy_supply/energy/newenergy/water/shikumi/index.html 

8）琉球大学「高 CO2 農度環境」 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

班 研究タイトル 

C6 プラスチック改革のすゝめ 

メンバー  通山由唯 檀上真弥 日名子泰明 弘光睦 藤川友悠 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定 
1.プラスチックがもたらしたもの 

  

近代化以降プラスチックにより我々の生活が豊かになった

一方で，近年問題も浮き彫りになってきている。 

 

本論 2－1プラスチック問題の現状 

2－1－1生態系への被害 

 

2－1－2プラスチック生産量と予測 

 

 

 

2－1－3国別のプラスチック生産量とごみ発

生量 

 

2－2現在の対策 

2－2－1生分解性プラスチック 

 

 

 

2－2－2 リサイクル 

 

 

 

2－2－3使い捨てプラスチック対策 

 

 

 

 

2－2－4国際的な取り組みの例 

 

 

 

考察①生分解性プラスチック 

 

考察②発展途上国における処理 

 

考察③リサイクルの転換 

 

考察④我々の意識改革 

 

2－1－1 CSIRO・英エセクター大学 

 ・ウミガメや海鳥，サンゴへの被害 

2－1－2 plastic japan・国連環境計画・ダボス会議 

 ・1950年以降の増加 

 ・2050年の予測…ごみが重量ベースで魚を超える 

 

2－1－3 日本プラスチック工業連盟・環境省 

 ・生産はアメリカや日本，中国，ヨーロッパが多い 

 ・流出が多い国はアジアの発展途上国が多い 

 

2－2－1 

 ・プラスチックの分類と分解 

 ・生分解性プラスチックの使用例 

 

2－2－2 

 ・三種類のリサイクル 

 ・日本での割合 

 

2－2－3 国連環境計画・環境省・企業ＨＰ 

 ・生産されているプラスチックの半分が使い捨て製品 

 ・企業の取り組みの例 

 ・レジ袋辞退率 70％ 

 

2－2－3 環境省・SDGｓ 

 ・SDGｓ（海洋資源の保全） 

 ・ＥＵサーキュラーエコノミー 

  

 ・生分解性プラスチックの特性 

 

 ・処理の仕組みの構築（リサイクルと回収システム） 

  

 ・サーマルからケミカル・マテリアルリサイクルへ 

 

 ・レジ袋有料化 

結論  日本ではほとんどのプラスチックが適切に処理されている。そのほかアメリカなどの先進国でも同様の傾

向がみられる。それに対してアジア地域における開発途上国に代表されるようにプラスチックの処理が適正

にされていない国も多くある。先進国がそのような国に技術提供をするなど国内で処理できるようにするべ

きだ。また，原料の再利用のためマテリアルリサイクル，ケミカルリサイクルが望ましい。それをするのにも私

たち個人の意識改革が必須である。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

プラスチック改革のすゝめ 
      

研究者 ４年C組 6班  

通山由唯 檀上真弥 日名子泰明 弘光睦 藤川友悠 

 

 

１．序論 
 20世紀の初めにプラスチックが開発されて以降，生産量も増大している。プラスチックにより我々の生活は便利

で豊かになり，経済をも支えている。 

 しかし近年プラスチックによる環境問題に注目が集まっている。ウミガメがプラスチック製のストローを飲み込んで

いる写真が印象に残っている人も多いだろう。多くの海洋生物に影響を及ぼしているのも事実である。また一見

海洋ごみとは関係ないように感じられる街のごみも，海へ流れ出ている。投げ捨てなどにより街に捨てられたごみ

は雨とともに排水溝へと流れ，やがて川をつたい海へと流れ出る。そのようにして街から流れたものが，海洋ごみ

の8割を占めると言われている。プラスチックによる生態系への影響を小さくするためにはプラスチック生産量を減

らすことが必要であると考えられる。本研究では実際にどのような被害がありなぜ適切に処理がされていないのか

を調査し，いかに海に流出するプラスチック量を減らすか，また有限であるプラスチック資源のリサイクルの促進の

ための考察をおこなった。 

  

２．本論 
2－1 プラスチック問題の現状 

2－1－1 生態系への被害 

 プラスチックは大きさが5ｍｍ以下のマイクロプラスチックとそれ以上の大きさのものに分類される。そして，マイク

ロプラスチックは一次マイクロプラスチックと二次マイクロプラスチックに分類できる。一次マイクロプラスチックはマ

イクロビーズなどマイクロサイズで製造されたプラスチックで，排水などを通じて自然環境中に流出したプラスチッ

クごみを指し，二次マイクロプラスチックは，ペットボトルやビニール袋など，大きなサイズで製造されたプラスチッ

クが自然環境中で紫外線や衝突などの影響を受け，破砕され細分化されてマイクロサイズになったものを言う。 

 これらの誤食により海洋生物の体内に取り込まれることによって，海洋生物が害を受け，炎症反応，摂食障害な

どにつながる場合がある。 

 海鳥は特にプラスチックの誤飲が多く，オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）1）によると，その数は全

体の90％。そして2050年までには100％に達するといわれている。海鳥の個体数は1950～2010年の間に67％ま

で減っている。 

 また，英エクセター大学やグリーンピース調査研究所が世界で死んだウミガメを対象に行った調査2）によると，す

べてのウミガメの体内からはマイクロプラスチックなどの合成粒子が８００以上も見つかり，調査したのはそれぞれ

のカメの内臓の一部に限られることから，実際の数は恐らくその２０倍に上ると推計している。 

 その他ジュゴンやクジラなどの哺乳類にも誤飲が見られ，サンゴにもプラスチックにより窒息などの被害が見られ

る。3） 

 

2－1－2 プラスチック生産量の推移と予測 

 グラフ①4）は世界のプラスチック生産量の変化を表したグラフである。1950年ごろからプラスチックの生産が本格

的に始まり，以降増え続けている。そして，グラフ②5）は世界の廃プラスチックの推移を表したグラフである。プラス

チックの生産量の増加に伴い廃プラスチックも増えている。 

 そしてダボス会議で2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えるという試算がされた。 
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①世界のプラスチックの生産量の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

②世界の廃プラスチック量の変化 

 

 

2－1－3 国別割合 

 グラフ③6）よりプラスチックの生産量についてはアメリカや中国，日本

そしてヨーロッパの国々が多い。 

 しかし，陸上から海洋に流出したプラスチックごみ発生量（2010年推

計）は1位中国，2位インドネシア，3位フィリピン，4位ベトナム，5位スリラ

ンカとなりアジアの国が多くを占めている。アメリカが20位，そして日本

は30位である。 

 

 

                          

 

 

 ③国別プラスチック生産量     
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2－1より 

①プラスチックにより海洋生物は被害を受けている。 

②プラスチック生産量，廃プラスチック量は増加しておりこれからも増加すると予想される。 

③プラスチックの生産国が多い国はアメリカや中国，日本やヨーロッパなど先進国が多いが，海に流出したプラス

チック量はアジアのあまり経済的に豊かでない国が多い。 

ということが分かった。実際に被害が出ているので，少しでも被害を減らすために対策をする必要がある。そこでま

ず，現在行われている対策を調べた。 

 

2－2 プラスチックごみ減量に向けて現在の対策 

2－2－1 生分解性プラスチックの利用 

 プラスチックは石油由来であるか，バイオマス由来であるか，それらが生分解性であるかそうでないかで大きく分

類できる。 

 プラスチックの分解は主に生分解と光分解，熱酸化分解が

ある。厳密にいえば全てのプラスチックは生分解が起こるが非

生分解性のプラスチックは長い時間がかかるので生分解が起

こらないと考える。光分解は紫外線の作用，熱酸化分解は高

温の条件が必要となる。 

 生分解性プラスチックは，使用後は自然界に存在する主に

微生物の働きで，最終的に水と二酸化炭素に分解され自然

界へと循環するプラスチックのことである。 

 農業・土木資材の農業用マルチフィルムなどに使われてい

る。右の図12）は生分解性プラスチックのライフサイクルである。 

 

2－2－2 リサイクル 

 プラスチックのリサイクルにはマテリアルリサイクル，ケミカルリサイクル，サーマルリサイクルの3種類がある。 

 マテリアルリサイクルは，廃プラスチックをプラスチックのまま原料にして新しい製品をつくることで，ケミカルリサ

イクルは使用済みの資源を化学反応により組成変換した後にリサイクルすること，そして，サーマルリサイクルと

は，廃棄物を焼却する際に発生する熱エネルギーを回収し利用することである。プラスチック循環利用協会7）によ

ると日本のリサイクル率は８５％で，その内訳はマテリアルリサイクル23％，ケミカルリサイクル4％，サーマルリサイ

クル58％である（2010）。 

 また，各国のリサイクル率はグラフ④8）のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④OECD加盟国のリサイクル率と内訳 
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2－2－3 使い捨てプラスチック対策 

 使い捨てプラスチックとは，ペットボトル，レジ袋，食品の包装容器，発砲スチロール製食器などの総称のこと

で，国連環境計画（UNEP）9）によると世界のプラスチックごみのほぼ半分が，包装容器などの使い捨て製品であ

る。 

 使い捨てプラスチックについては近年関心が高まっており，多くの企業が使い捨てプラスチックへの対策を始め

ている。下の表は使い捨てプラスチック対策を行っている企業の例である。 

 

企業 取り組み 

コカ・コーラ 2030年までに製造するペットボトルの50％をリサイクル素材へ 

スターバックス 2020年までにプラスティック製ストローの全面的廃止へ 

マクドナルド 2025年までに用いる容器・包装の100%を再生可能，リサイクル素材に 

 

 また日本はレジ袋有料化など国としても使い捨てプラスチックへの対策を講じている。環境省によるとレジ袋の

辞退率は70％を超えている。 

 

2－2―4 国際的な取り組みの例 

世界でも海洋プラスチックの量を減らそうと様々な取り組みがなされている。 

・SDGs 

 2015年9月「国連持続可能な開発サミット」で採択されたもので，国連加盟193か国が2016 年～2030年の15年

間で達成するために掲げた目標。 17の目標と，それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されて

いる。 

  ゴール14 「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し，持続可能な形で利用する」 

 

・EUサーキュラーエコノミー（循環経済） 

 製品と資源の価値を可能な限り長く保全・維持し，廃棄物の発生を最小限化し，持続可能で低炭素かつ資源効

率的で競争力のある経済への転換を行う政策。その中の廃棄物法令において 

 ・自治体系廃棄物 2030年までに加盟国各自治体の廃棄物の65％をリサイクルする 

 ・容器包装廃棄物 2030年までに容器包装廃棄物の75％をリサイクルする 

 ・埋立処分規制 2030年までにすべての種類の埋立て廃棄量を最大10％までに制限する。分別回収された

廃棄物の埋立処分を禁止する。 

 また，プラスチックペットボトルに容器代を消費者から徴収し，容器を返したら返金を行うというデポジット制度を

設け，プラスチックペットボトルの回収に努めている。  

 

 2－2よりリサイクルをはじめとし日本だけでなく，世界でも多くの対策が行われていることが分かった。特徴とし

て，日本ではリサイクル率が高いが，サーマルリサイクルの割合が高く，熱エネルギーに変換しているため石油資

源としての再利用は少ない。また従来のプラスチックに代わる素材も利用されていることがわかった。 

 2－1，2－2を踏まえてどのようにすればさらにプラスチックごみの減量をすることができるかどうか考察をする。  

  

3.考察 
3－1 生分解性プラスチックの利用 

 2－2－4で述べた生分解性プラスチックの利用は海に流出しても分解されやすいことから利用を推進していけ

ばよいのではないかと考えた。現在，国内プラスチック生産量（年間１千万トン程度）のうち，国内で流通している

生分解性プラスチックは 2,300 トン程度と国内市場に占める割合は小さい13）。生分解性プラスチックのさらなる普

及を進めていけば良いと考える。しかし生分解性プラスチックは従来のプラスチックより平均して1kgあたり200円か

ら300円高いコストがかかる。また生物により分解されるので非生分解性プラスチックよりも耐久性が低い。なので

農業といった特殊分野以外での利用が広がらないと考える。  
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3－2 発展途上国におけるプラスチックの処理 

 2－1－3よりプラスチック生産量が多い国と海に流出するプラスチックが多い国は必ずしも一致ししていない。そ

して海に流出するプラスチック量が多い国はあまり経済的に豊かではない発展途上国に多い。このような国はほ

かの国から使い終わったプラスチックを輸入して再利用し，それらが流出しているケースが多い。自国での処理の

能力が追いついていないということである。これを解消するために発展途上国における処理の仕組みを構築す

る。これを行うことにより，処理やリサイクルされないプラスチック量を減らすことができる。 

具体的にはリサイクル技術，回収システムの提供をおこなう。 

リサイクルをおこなうためには回収システムの構築も必要となる。日本では家庭から出たプラスチックは自

治体が回収し，産業廃棄物は産業廃棄物処理事業者が回収している。このシステムと法整備を支援してい

くことで回収ができるようになる。 

 

3－3 リサイクルの転換 

 リサイクルは2－2－1で述べたように日本のリサイクルはプラスチック全体のうち58％がサーマルリサイクルと

なっている。しかし，サーマルリサイクルは原料自体はリサイクルしていない。原料の再利用といった面からケ

ミカルリサイクルやマテリアルリサイクルに転換することが望ましいと考えた。現状ケミカルリサイクルは高コス

トであり，マテリアルリサイクルは品質の劣化という課題がある。これを解決するために分別を徹底すること有

効であると考えた。分別がきちんとされていなければ，ケミカルリサイクルにおいて余計なコストがかかる。油

化などをした後蒸留などによってさらに分けないといけなくなるためである。また，マテリアルリサイクルにお

いては質の悪いものができることにつながる。分別を徹底することで，ケミカルリサイクルの低コスト化，マテリ

アルリサイクルの品質向上につながり，これらの促進につながると考えられる。分別の徹底には我々の意識

改革が必要だと考えられる。また，それだけでなく自動分別技術の開発，分別したものから低コスト，高品質

な製品の製造技術も伴わなければならない。 

 

3－4 我々の意識改革  

 日本は2020年からレジ袋の有料化が始まった。プラスチック生産量のうちレジ袋の占める割合は重量ベースで

1.7％である。1.7％では大きな効果が期待されないのではないかと考えた。もちろんプラスチックの量を減らすと

いうのは目的の一つではあるが，身近なレジ袋を有料化することでプラスチックごみ問題への意識を向上させると

いうのが大きな目的として存在しているように思える。またその問題意識は3－2で述べたマテリアルリサイクル・ケ

ミカルリサイクルの推進にもつながると考える。 

 

4.結論 
 プラスチックは私たちに豊かな生活をもたらしてくれた一方で，海洋生物や海鳥を主として，生態系に影響を与

えている。プラスチックの生産量は増加傾向にあり，それに伴って特にアジアからの廃プラスチックの流出が多く

なっている。先進国を主とし，それらへの対策として，生産・使用の制限や適切なリサイクルが行われている。その

一方で途上国では処理が追い付かずに海に流れ出す原因となっている。 

 考察において発展途上国に対する支援を提案したが，費用と時間が掛かり簡単なことではない。しかしいずれ

達成されるべきものである。企業や国としての制度を整えていくことは必要であるが，それらを達成するためにもレ

ジ袋をはじめとし個人の意識を変えていく必要がある。 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 

 

福山駅前の活性化に関する提案 

 

                 研究者 ４年Ｃ組 ７班 

三原拓仁 松本雄貴 徳田萌絵 丹羽彩優美 野口結加 

 

１．問題提起～福山駅前の現状～ 

 

１－１ 福山市における高齢化 

 今，日本は超高齢社会である。福山市も同

様に高齢化が進んでおり，2019年の福山市に

おける65歳以上の人口の割合は約30％になっ

た(図１) 

 

１－２ 福山市のコンパクトシティ化 

 福山市における中心市街地の居住者は増加

傾向にある(図２)。また，福山市の全体の人

口は増えていないため，福山市民が郊外から

駅前に移住していると考えられる。これは，

駅前でのマンション建設が進んでいることか

らも推測できる。しかし，福山市にある大型

ショッピングセンターの多くは郊外にあり，

中心市街地には小規模な商業施設の集合，つ

まり商店街が点在している。さらに，それら

の商店街は商業施設としてあまり機能してい

ない。人ばかりが集まり商業施設はこれに追

いついていない。これは福山市のコンパクト

シティ化が進んでいないことを表している。

そこで今の福山市(特に中心市街地)には人々

が利用しやすい商業施設，商店街づくりが求

められている。 

 コンパクトシティとは，「居住と各種機能が集約された地域(内閣府)」のことを示す。 

 

１-３ 福山市の現状をふまえた問題提起 

 福山駅周辺に住む人は，買物をするときに公共交通機関やタクシー，車を利用することが考えられる

が，福山の生活交通は自家用車が主に使用されている。しかし，高齢者は注意力の低下に伴い，自動車

運転の際の危険性が高まることから，運転免許の自主返納者が増加している。特に75歳以上の免許返納

図１ 2019年度 福山市年齢別人口 

図２ 福山駅周辺の人口推移 
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者の増加が著しい。(図3)このことから，福山市で

も，自家用者を使用する高齢者が減っていくと考えら

れる。つまり，生活交通は自動車から，他の交通機関

に移り変わると推測できる。自動車以外の生活交通は

タクシーや公共交通機関だが，タクシーは日常の買い

物には利用されることが少なく，公共交通機関は便数

が少ないことや，停留所の立地など，個人の状況によ

って利便さが左右されてしまう。したがって，利用し

やすく，個人によって利便性があまり変わらない生活

交通は，徒歩や自転車である。そのため，徒歩圏内や

自転車で行くことができる商業施設の需要が高まる。 

 しかし，人口の集約が進み，駅周辺の商業施設の需

要が高まっているにもかかわらず，大型ショッピングセンターは郊外にあるため，このままでは，高齢

者の「買い物弱者」が増加するであろう。買い物弱者とは，「日常の買い物機会が十分に提供されてい

ない状況に置かれている人々(経済産業省)」のことである。買い物弱者の増加を抑制するためには，需

要にこたえていかなければならない。すなわち，駅周辺で買い物できるスポットが必要である。福山市

には，駅周辺に多数の商店街がある。 

 そこで私たちは，商店街の活性化をさせることによって，福山駅周辺の消費活動における利便性をは

かり，福山市の「買い物弱者」の増加防止方法を考えたい。 

 

2．本論～実例の検証～ 

 

２－１ 福山市の商店街における空き店舗率 

 事例を挙げる前に，福山市の商店街の状況を確

認した。図４より，2007年から2012年にかけて，

空き店舗の割合が増加し，商店街が衰退していっ

たと考えられる。しかし，その後空き店舗率は低

下し，一度は衰退したものの，回復の兆しがあ

る。すなわち，福山市における商店街活性化の対

策が成功しているということだ。とはいうもの，

完全に回復しているとはいえない。2007年以前の

空き店舗率10%以下，そしてより良い商店街を目指

すにはどうするべきか，福山の対策や，その他の

市町村の事例を元に考えたい。 

 

２－２ 福山の商店街活性化の政策 

〇アーケードリニューアル「とおり町ストリートガーデン」 

 江戸時代から続く本通・船町商店街のアーケードの改修プロジェクトである。軒を連ねる商店街の連

帯感を新たな風景として再創造するために，天蓋部分を撤去した。ステンレスワイヤー架け渡し，樹木

図３ 運転免許の自主返納件数の推移 

図４ 福山市の商店街における空き店舗率 
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の下で〝歩く喜び"を感じられるストリートスケープになっている。商店街ならではの風景と歴史を受

け継ぎながらも，現代的なデザインとなっている。このアーケードは2017年の「グッドデザイン賞」を

受賞した。また，この商店街にはアーケード以外にも様々な取り組みが行われている。そのうちの２つ

を取り上げたい。１つは「umbrella」だ。商店街に若者を呼び込むキッカケとして，空き店舗を若者ボ

ランティアと連携してリフォームしたコミュニティハウスである。今まで商店街と関わりが薄かった若

者層のコミュニティ施設として機能している。もう１つは「まちなか情報室ぜっぴ」である。前身であ

る，リサイクル市「まちなかえーとこ市」から常設の市民参加型コミュニティ店舗に発展した。この店

舗の会員は約150人の地域住民で，この取組は地域コミュニティの中心を担っている。これらの取り組

みによって，新規出店者が増え，30店あった空き店舗は10店以下まで減少し，商店街の売上高は11％増

加した。 

 

２－３ 愛知県一宮市萩原商店街 

○チンドン祭り 

 チンドンとは太鼓の一種であり，地域の商品や店舗の宣伝を行うために使われていた。全国からチン

ドンのパフォーマーが集まり，演奏をしながら町を練り歩いたり，ステージで演奏したりするのが「チ

ンドン祭り」である。一宮市では，地域住民による「チンドン祭り実行委員会」を組織し〝町を挙げて

のイベント"として取り組み，地域の人々にも参画してもらっている。全国から観光客・パフォーマー

が集まること，商店街の宣伝をしながら練り歩くことから，集客のための１つの手段となっている。ま

た，マスコットキャラクター「はぎチン丸」は，チンドン屋に親しみを持ってもらうために作成され，

PRの幅を広げている。 

○商店街マップ 

 商店街をより広く知ってもらうための活動。広域からの来場者確保のための，新聞の折り込みチラシ

やタウン誌への掲載，立て看板の設置，飛行機を使用しての空からのイベント告知などを実施している。 

○高齢者に優しい商店街 

 近隣の高齢者施設に声掛けをして，イベント会場に足を運んでもらう。専用の休憩施設を設置して，

高齢者の来街に配慮して，買い物も楽しんでもらえるよう工夫されている。 

○取り組みの効果 

 これらの対策によって，地域レベルでの活性化が図られたため，萩原商店街は平成１９年に愛知県の

「ブランド商店街」に認定された。それまで，一宮市の商店街数，年間販売額ともに，減少傾向であっ

たが，幅広い世代の集客に成功した。 

 

２－４ 高知県高知市大橋通り商店街 

○よさこいアンコール 

 本番のよさこいを見ることが出来なかった人の要望に応えて，2週間，商店街のアーケード内におい

て各日3チームによるよさこい踊りを披露するほか，よさこいの体験イベントを実施している。また，

イベントに合わせて高知市旅館ホテル協同組合と連携して，宿泊する観光客に商店街で使える抽選券の

配布したり，高知市の特産の商品等を景品にして，「市民の台所」を宣伝した。この取り組みによって，

遠隔地からの観光客に喜んでもらい，各店舗の販売促進につながった。 
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○わくわくワークるんだ商店街 

 商店街と市内の企業や団体が協力して，小学4年～6年を対象とした職業体験イベントを開催した。

「るんだ」は土佐弁で「働くんだ」を意味する。子ども達の職業観の育成を図り，楽しみながら将来に

向かって生きていく力を養ってもらおうという狙いがある。1つの仕事で「200るんだ(200円相当)」の

給与明細書を受け取り，「るんだ銀行」で「るんだ通貨」に交換してもらい，商店街で買い物ができる

という仕組みになっている。子どもたちは，商店街のことをより深く知ることができる。さらに，保護

者には，実際に商店街で買い物をしてもらうことで，売上を伸ばしている。 

○土曜夜市(7月毎土曜) 

「日頃お世話になって。いるお客様と一緒に遊ぼう」をコンセプトに始めた夜市である。商店街の青

年部が出店するほか，出し物の企画の提供をしている。 

○かいつり(粥釣り)の再現 

 旧暦1月14日の小正月に七福神のお面などで仮葬した子ども達が家々を廻り，福の神として迎え  

られてお菓子などを貰う地域の伝統行事である。それを再現し，子供向けイベントとして定着を図って

いる。 

○取り組みの効果 

 地元の伝統行事を活用することによって，地元の人だけでなく，観光客を増やすことにも成功した。

また，近隣ホテルや旅館と連携することで，経済効果をもたらした。子どもを集客のターゲットにする

ことで，子どもの付き添いで来る親や祖父母までを巻き込んだイベントとなり，商店街の売上向上に貢

献した。 

 

２－５ 福岡県北九州市大里商店街 

○街づくり実行委員会「SEN縁会」 

 店主の高齢化が進み，事業活動の硬直化が問題視されてきたが，青年部が中心となり，街づくりに意

欲的な地域住民も加わり，組織された。新たな商店街活動の企画から運営等など担い，助成事業の実施

に関しても中核的な役割を果たす。 

○住民参加型創作グルメコンテスト「大里の底力」 

 若者の行動力やアイデアを街に取り込みたいと考え，大里商店街を通学路として利用する近隣高校や

自治会の協力を得て，住民参加による創作グルメコンテストを実施している。コンテスト当日は商店街

内の空き店舗を利用して「グルメ広場」を開催。優勝した料理を販売することによって，新たなご当地

グルメを作ることを目的としている。スイーツや冬のあったかい料理をコンセプトにすることで，女性

にも興味を持ってもらいやすくなっている。地方FM局やWebサイトを通じて料理のレシピを公募するた

め，メディアを通した宣伝効果もある。コンテスト中には，近隣住民以外の人も多く訪れ，商店街に関

心を持ってもらえた。 

○ビアガーデン式「大里ビアストリート」 

 商店街の街区に出店を設けるという〝ビアガーデン方式″で，市場や商店街が取り扱う新鮮な食材を

提供する。近所にビール工房があったことから，発案された。 

○「大里ハロウィン」や「歳末感謝祭」 

 「大里ハロウィン」では，地元のコスプレ団体と連携してスタンプラリーを実施した。参加者は仮装

して店舗を廻り，スタンプを集めてお菓子をもらう。大里地区では，もともとコスプレイベントが開催
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されていた。「歳末感謝祭」では「牡蠣の詰め放題」などの地元の名物イベントとなっているものもあ

り，住民の集客につなげている。 

○取り組みの効果 

 新しく団体を組織することによって，新規の活動をしやすくなった。地域の産業や特性を利用するな

ど，地域に根差したイベントをすることによって，商店街に対しての興味・関心を高め，地域住民だけ

でなく，新規来店客の確保にも成功した。 

 

２－６ 群馬県高崎市～「熱血！甲子園」～私たち自身が行う商店街の活性化 

 学生（高校生・大学生）が主体となり，商店街を活性化させている。具体的には大学生が企画をし，

高校生が現場で商品の販売を行っている。また，題名にも甲子園と書いてあるように，学校対抗での競

争形式で行われており，優勝校などの表彰もある。 

 

３．結論～福山市における解決策の考察～ 

 

 結論を述べる前に，本論で上げた実例の相違点をまとめたい。福山市以外の事例の共通点としては，

主に３つ挙げられる。1つは，若者による新しい団体が組織されているということだ。これによって，

若者の柔軟な発想が地域活動に反映されやすくなっていると考えられる。2つ目は伝統行事や祭り，地

域の特性を商店街のイベントとして取り込んでいるということだ。伝統行事の活用は地域住民の賛同を

得やすいという利点があり，ある程度の集客が見込めると考えられる。最後に3つ目はターゲットを高

齢者や，子どもに絞り込むということだ。ターゲットを絞り込むことによて目的を明確にすることがで

きる。また，高齢者や子供に焦点を合わせてはいるが，結局は親世代も取り込む形となっている。包括

的に見れば，親子3世代をターゲットとしていると考えられるだろう。 

これらの事例の相違点ををふまえて，福山の商店街を「買い物弱者に優しい消費活動拠点」にするに

は，まずは，来客数を増やして，商店街自体の需要を高めることが重要だと考えた。福山市の商店街活

性化の案を提案したい。既に福山市で実施されている解決策や人気のイベントを活用して，できるだけ

実現可能な解決策を目指した。 

〇アーケードリニューアル(「とおり町ストリートガーデン」の拡大) 

 福山駅前の本通・船町商店街では既にアーケードの改修プロジェクトが行われており，２０１６年7

月に「とおり町Street Garden」としてリニューアルオープンした。具体的な取り組みとしては，まず，

商店街の代名詞であるアーケード天蓋を撤去し，そのかわりに上空の役7000本のステンレスワイヤーを

架け渡して開放感のある空間にした。その結果，通行人は増加し，１００店舗中３０店あった空き店舗

は１０店まで減少。さらに，このプロジェクトは２０１７年度グッドデザイン賞を受賞し話題となった。

そこで，より商店街の活性化を進めるためにこのアーケードの改修プロジェクトを駅前の他の商店街に

も取り入れるといいのではないかと考えた。そうすることにより，広い範囲で空き店舗数は減少し，客

足は増加して商店街に賑わいが取り戻せることが見込める。 

〇既存のコミュニティである「umbrella」を利用した若者向けの団体 

 まず，umbrellaとは，老若男女問わず客が訪れる地域のコミュニティとなっているカフェのことであ

り，そこではワークショップなどが開催されている。ただのカフェではなく，「まちなか」にかかわる

たくさんの人々の夢が集まる場所になることを目標としている。そこで，「umbrella」で商店街のイベ
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ントを企画してもらえばよいのではないかと考える。地域のコミュニティで意見を求めることによって，

幅広い年齢層の意見をイベントの中に盛り込むことができ，イベントに参加する人が増え，商店街の活

性化が期待できる。また，イベントをSNSで大々的に告知してもらうことで，市内だけでなく市外の観

光客を呼び込むことも期待できる。 

〇ふくやま大道芸  

 「ふくやま大道芸」は，福山で毎年５月にバラ祭りと同時開催されている大道芸のフェスティバルで

あり，当日は市内に活気が溢れる日となっている。メイン会場は駅前の商店街となっており，地域一体

となって大道芸で街を盛り上げている。2000年から開始したふくやま大道芸は，現在地元パフォーマー

２名を含む有志数名の実行委員会で様々な企画運営を行っていて， 

〇ゆかたまつりの活用 

 同じように商店街を中心として行われている「仙台七夕まつり」の開催方法を参考にしてみる。 こ

の祭りは，全国的にも有名である。また題材を「七夕」から「ゆかた」に変えただけである。そこで商

店街の活性化という観点からこの「ゆかたまつり」で応用できる点を考えてみる。まずは，知名度であ

る。七夕まつりは宮城県民ならだれでも知っているような有名な祭りである。ただ，福山の「ゆかたま

つり」市民ですら認知していないようなレベルである。また，福山の商店街にはアーケードがなく，客

足が遠のいている。そこで商店街にアーケードをつければ商店街に来る人も増えるのではないだろうか。 

〇フクヤマニメとの連携 

 まずフクヤマニメとは，歩いて回遊できるエリアで，コスプレパフォーマンス，アニソンライブ，原

画イラスト展，同人誌・同人グッズ交流会，声優トークショー，映画鑑賞，フォトスポットなど多彩な

コンテンツが楽しめるアニメイベントである。会場は福山駅前の商店街&商業施設&映画館&福山城など。

商店街の飲食店では26店舗でコスプレ利用が許可されている。このような多彩なイベントコンテンツを

活かして3つの項目において商店街につなげられると思われる。まずコスプレにおいて，商店街に「コ

スプレ貸し出し」店舗を作ると良いのではないかと思う。キッズサイズから大人サイズまで揃えること

で，世代間の交流という面で効果的であり，また気軽にコスプレを楽しむことができるので，住民だけ

でなく遠方からの来客の興味も引くことが可能になると思う。次にアニソンライブにおいて，現在これ

は天満屋前の特設ステージで行われているようだがそのステージを商店街にも作る。定期的にライブを

行えば，名物ライブとして新たなイベント化を図り，客足も増えるのではないかと考える。最後にその

他において，アニメに出てくる食べ物を再現したカフェorレストラン，またイベント当日に屋台の出店

をすることが良いのではないかと考える。ポイントカードを作り，貯まったらオリジナルグッズと交換，

商店街で使える商品券などがもらえるようにしたら商店街の経済がまわり，アニメ好きも満足できるよ

うな両者に利益のあるものになると思われる。 

〇福山まるしぇのマルシェ  

 福山駅前商店街（本通り・JOYふなまち・きたはま通り）に登場する合計5つのテーマを持ったマルシ

ェである。（マルシェとは市場を意味しており，複数の商人が集まって行われるイベントである）パン

のマルシェ・ロハスなマルシェ・グリーンのマルシェ・文化のマルシェ・アンティークのマルシェが存

在する。特に人気なのはパンのマルシェであり，そのキーワードは親しみやすさ，お客と出店者のコミ

ュニケーション，その後のつながり，豊富な種類数である。そこで新たなマルシェとして「駅弁マルシ

ェ」，「ご当地マルシェ」，フクヤマニメにちなんだ「アニメマルシェ」を作るのはどうかと考えた。

「駅弁マルシェ」は他の場所でも行われていたりするが，新幹線が止まる駅近くの商店街であるため，
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他県からの来訪者にも立ち寄ってもらいやすく効果的であると思われる。「ご当地マルシェ」は福山を

中心として備後地域の特産品やご当地グルメ，ご当地グッズ，備後地域出身のクリエイターのグッズな

どを販売し住民にも他県からの来訪者にも，地域理解を深めてもらえるとともに購入時のコミュニケー

ションから興味を持ち，弟子入りであったり，材料の仕入先となったり今後につながると思われた。

「アニメマルシェ」は「コミケ（コミックマーケット）」に類似したものとしてアニメの原作となった

小説・漫画はもちろん，アニメグッズやイラスト，手作りトレカのような世界に一つの品を作って店頭

に置くことで新しい交流の場が生まれると思われる。 

○商店街での学校対抗文化祭 

 商店街で市内の高校生が学校対抗で商店街の各店舗と協力して出店し，販売活動やパフォーマンスを

行う。このイベントは本論で挙げた事例の共通点の中から，「若者の団体による企画」「臨時イベント

開催」の2つの要素を備えており，実現すれば大きな効果が生まれると考える。また，高校生主体であ

るので，これは「私たちが商店街活性化のためにできること」として提案したい。 

 

≪方法≫ 

①組織作成 

 まず，高校生中心の商店街活性化促進団体(以降「高校生団体」)を作る。この団体は主に商店街を活

性化するためのイベントの企画作成・運営を行う。また，各高校でこの団体の関連チームを発足させる。 

②企画作成 

 各校の関連チームで企画案を作成し，高校生団体に提出。高校生団体は，提出された企画を吟味し，

実行する企画の決定を福山市にある各商店街の連合会と協議する。決定した企画から，さらに詳細を決

める。企画として，高校生が商店街と協力して商品販売やパフォーマンスすること，つまり文化祭のよ

うなイベントを行うことが考えられる。③のイベント準備以降はこの例を元に提案したい。 

③イベント準備 

 最初に，各高校でイベントの告知を行い，商品販売をするボランティアを募集する。部活やクラス単

位で応募してもらう。これは，文化祭(本校における「学友祭」)での出店方法と同様である。また，参

加するクラスや部活は，商店街の店舗と協力して出店する。 

④イベント実施 

 商店街の人と協力して，お店の運営を行う。商店街に訪れた人には，本校の学友祭におけるウルトラ

マリン賞と同様，どの店舗または，どの学校が気に入ったかを投票してもらい，イベント終了後，商店

街内で掲示する。 

≪利点≫ 

①高校生における利点 

 高校生が主体となって，企画・運営をすることで，社会人の仕事を体験，つまり社会勉強をすること

ができる。部活単位での参加であると，普段発表の機会がない部活動でも，多くの人に披露することが

できる場となる。または，他校や商店街と関わりを持つことで，地域共同体との関係を密接にすること

ができる。すなわち，地域でのコミュニケーションができ，今後，商店街がコミュニティの場となり，

それに伴って商店街での消費活動が活発化する。よって，商店街が活性化し，多くの人が訪れるように

なる。 

②商店街における利点 
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 高校生と協力して出店することで，高校生の家族や保護者，友達など，商店街に足を運んだことのな

かった人でも，このイベントに参加することによって，商店街の様子やどのような店があるのかを知る

ことができる。そして，イベント後も商店街で消費活動をするきっかけになる。また，若者の意見を取

り入れることで，今までにない新しい企画を商店街でするきっかけとなり，より良い商店街にしていく

ことにつながると思われる。 

 

３．結論 

 私たちは，既存のものを活用することを主として，商店街を活性化する方法を考えていたが，既存の

ものではオリジナリティに欠けており，また，提案をするだけであって，他人任せになっていると思わ

れる。そのため実現性は低く，ただ提案をしただけとなってしまっている。対し，最後の「商店街と協

力した学校対抗文化祭」はオリジナリティや自分たちにできることという観点で，提案をしたいと思い，

この方法を考えた。この方法は商店街のために，私たちができる最大限のことであると考えられる。 
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・運転免許証返納備後地域タクシー３４社，１割引 高齢者の事故減に期待 ／広島 

 https://mainichi.jp/articles/20180303/ddl/k34/040/545000c（閲覧日2021年2月1日） 
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・生活交通に関する 路線バス利用者アンケート調査 - 福山市（閲覧日2021年2月1日） 
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 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/life/136731_460077_misc.pdf 

・福山市の統計 2019年年齢別人口一覧表（閲覧日2021年2月1日） 

 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/johokanri/24115.html 

・一宮市萩原商店街振興組合 一宮市萩原商店街振興組合（閲覧日2021年2月1日） 

 https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/17182.pdf 

・地域商店街活性化事業成果事例集（閲覧日2021年2月1日） 

  http://www.syoutengai.or.jp/jirei/h28/h28_jireishu.pdf 

・福山まるしぇのマルシェが開催！（閲覧日2021年2月1日） 

https://fukuyama-2shin.com/archives/24970 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

C8 衣服の廃棄問題を改善するには 

メンバー  丸木綺乃 三宅真央 三好辰空 山村理功 和田洋子 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テ
ー
マ
設
定(

問
題
提
起) 

1.衣服の廃棄量 

主張 1：衣服の廃棄量が多い   

廃棄された衣服を焼却する際に，CO₂などの排気

ガスが発生し，地球への少なくない悪影響が予測

される。 

 

1.日本のアパレル業界における衣服廃棄量は年間 100 万

t(服 1 枚 300g とするとおよそ 33億着) 

   ※データ元：中小企業基盤整備機構  

        

検
証 

＜なぜ廃棄量が多いのか？＞ 

主張２：消費量に比べて生産量が多い 

売れ残った在庫を保管するのにはコストがかかり，

倉庫のスペースを圧迫するため，焼却処分される

場合が多い。 

 

 

 

＜なぜ生産量が多いのか？＞ 

主張３：トレンドの細分化 

近年，衣服のトレンドが細分化し，市場の予測が難

しくなった。企業は欠品が出ないよう各種衣服を大

量に生産するため，生産量が増加した。 

主張４：企業どうしの低価格競争 

この 30 年間，企業は安く大量に衣服を供給してき

たが，消費量に変化はなかった。 

 

 

主張５：ファストファッションの浸透 

低価格なトレンドの衣料品を短いサイクルで大量

生産・販売する業態。企業の生産に拍車をかけて

いる。 

結論：この 30 年間，アパレル企業は大量生産・大

量消費の構造を前提に衣服を供給してきた。その

結果生じた生産と消費のミスマッチが衣服の大量

廃棄の引き金となった。 

 

2.2018 年，衣服総供給量 29 億 400万点に対し，国内総消

費数量は 13 億 5200万点であり，つまり残りのおよそ 15億

5200 万点は売れ残り。推定消化率は 46.6%。 

 ※：「小島健輔が調べた『怖すぎる衣料消 費の現  実』」 

 http://www.fcn.co.jp/thesis/syougyoukai180910/ 

 閲覧日：11 月 24日 

 

 

3.推論のため，データなし 

 

 

 

4.1 過去 20 年の国内衣服供給量と消費量の推移 

 ※：小島健輔が調べた『怖すぎる衣料消費の現実』 

 2 衣料品購入単価の推移 

 ※：繊維産業の課題と経済産業省の取り組み 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fib

er/pdf/1806seni_kadai_torikumi2.pdf 

閲覧日：12 月 8 日 

5.データなし 

提
案 

衣服の売れ残りを防ぐためには，消費に過不足無いよう商品を供給する必要がある。そして，顧客を確保するた

めには，低価格で商品を供給する必要がある。この二つの条件を踏まえ，AIを用いた，効率的な受注生産シス

テムの導入を提案する。 
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広島大学附属福山高等学校 

４年｢体験イノベーション｣ 

 

衣服の廃棄量削減のための衣服の販売方法の提案  

 

研究者 ４年 C組 ８班  

三宅真央  丸木綺乃  三好辰空  山村理功  和田洋子 

 

１．序論 

 現在，日本では衣服が大量に廃棄されている。その量年間 100 万 t，服 1 枚 300g として枚数に換算す

ると，およそ 33億着にも上ると推定されている。我々はこれをアパレル業界の大きな問題点であると考

えた。なぜなら，衣服の大量廃棄によって様々な問題が引き起こされるからである。廃棄された衣服の

内，73%が焼却処分されており¹⁾，この時排出される CO₂は地球温暖化を加速させる。また，企業が自社

の在庫を処理する場合，処理した衣服の分の利益は発生しないため，企業の利益を圧迫するだけでなく，

廃棄の様子が報道されるなどすれば，ブランドイメージの低下に繋がる。 

 では，どうすればこれらの問題を解決することができるだろう。我々は，その糸口は販売方法の変革

の末に見出すことができると考える。 

 本論では，生産者側に焦点を絞って調査した結果から考えられる衣服の大量廃棄の原因を記述し，考

察で，本論で導き出された要因を踏まえて，問題解決に繋がる衣服の販売方法を提示している。 

  

２．本論 

＜なぜ大量の衣服が廃棄されるのか＞ 

２－１ 需要と供給のミスマッチ 

 インターネット上の文献を通してなぜ大量の衣服が廃棄されるのかを調査した。その結果，消費に対

する生産過多が大量廃棄の根本的な原因であるという結論に達した。なぜこれが廃棄に繋がるかと言う

と，売れ残った商品を保管しておくには多額のコストを要し，また，保管が長期に渡ると倉庫のスペー

スを圧迫するため，企業は売れ残った在庫を処分することが多いためである。次のグラフは，アパレル

企業の余剰在庫が近年増加傾向にあることを示すグラフ²⁾である。 

 「調達数量」の推移を示す折れ線に注目

すると， 

11.96 億点と消費数とほぼ同量であった

1990 年から 2018年には 29.04億点と，お

よそ 30年で供給量が 17億点増加したこと

が読み取れる。 

 一方，「消費数量」を示す折れ線に注目

すると，11.54 億点から 13.52億点と，若

干の増加はあるものの，横這いでほぼ変化

しておらず，需要量は 30年前からあまり

変化していないことが読み取れる。 

この需要と供給のギャップの発生によって

1990 年には 96.5%あったとされる消化率

が，2018 年にはかつての半分以下の 46.6%

にまで落ち込んでいる。 

2018 年の「調達数量」と「消費数量」
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のデータから，この年に売れ残った衣服の総数は 15.52 億点であり，消費数量を上回る売れ残りが発生

しているということがわかる。冒頭でも述べた通り，企業の利益面を考慮すると，これらの余剰在庫の

多くは廃棄処分されていると推測できる。では，なぜ過去 30 年でこんなにも需要と供給の間にギャッ

プが生じてしまったのだろうか。 

 

＜なぜ需要と供給のミスマッチが起こるのか＞ 

２－２ トレンドの細分化 

 需要と供給のミスマッチが起こる要因の一つとして，まず，ファッションのトレンドが細分化の傾向

にあることが挙げられる。 

 近年，多様な種類の衣服が店頭に並ぶようになったことで，消費者の好みもそれに伴って多様化し

た。すると，売り上げの傾向などから次のトレンドを予測して商品を開発する企業は，分析する対象で

ある衣服の種類が増えると，当然ながら分析の手間が増え，市場の予測が困難になる。これはあくまで

我々の推論であるが，市場の予測が難航した企業が，開発した商品がヒットした時のその商品の欠品を

恐れて，大量生産に踏み切ったといった事態が起こり得たのではないだろうか。 

 

２－３ 企業の低価格競争 

 2 つ目の要因として，近年のアパレル企業同士の自社製品の低価格競争が挙げられる。次のグラフは，

企業同士の価格競争が行われたことを示すグラフ³⁾である。(※グラフ中の数値は，1991年の単価を 100

とした時の割合を示した指数である。購入単価=総務省「家計調査」，輸入単価=財務省「貿易統計」よ

りそれぞれ算出。) 

 

 2つの折れ線に注目する

と，近年の衣料品の購入単価

及び輸入単価(近年，国内ア

パレル市場における輸入浸透

率は上昇傾向にあるため⁴⁾，

輸入単価の指数と輸入単価の

指数には相関性がある)は，

1991 年を基準に 6 割前後の

水準まで下落したということ

が読み取れる。 

 

 

 

  

 

 

 

 

また，次ページのグラフは，２－１でも使用した，衣料品の調達数量の推移を表すグラフ²⁾である。 
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 「調達数量」

を表す折れ線

に注目すると，

1990年から

2018年にかけ

て，17億点増

加したことが読

み取れる。 

 一方，「消費

数量」を示す

折れ線に注目

すると， 11.54

億点から 13.52

億点と，若干

の増加はある

ものの，横這

いでほぼ変化

しておらず，需

要量は 30 年

前からあまり変

化していないことが読み取れる。 

以上の 2つのグラフから，過去 30年のアパレル業界において価格競争が勃発し，アパレル企業は商品を大量

に生産して低価格化に成功したが，それに伴う需要数の増加は起こらなかったため，需要数と供給数の間に隔り

が生じ，結果的に余剰在庫の増加に繋がったと考えられる。 

２ー４ ファストファッションの浸透 

 ファストファッションとは，流行を取り入れつつ低価格に抑えた商品を大量生産し，短いサイクルで販売する業態

またはファッションブランドのことを指す。大手アパレル企業の多くがこの業態を採用し，世界的に浸透している。 

   

    ＜代表的な日本のブランド＞            ＜代表的な海外のブランド＞ 

             ユニクロ                             GAP(アメリカ) 

                           GU                                 H&M(スウェーデン) 

             しまむら                            ZARA(スペイン) 

  

 ファストファッションが浸透したことにより，消費者は流行の最先端の服をいち早く低価格で手に入れることがで

きるようになった。誰もが手軽におしゃれを楽しめるようになったのである。また，企業は，流行的かつ低価格という

消費者のニーズに応えさえすれば良いので，品質についてあまり考慮することなく，デザイン性重視の衣服生産

に集中できる。つまり，企業にとって生産をしやすい環境となったのである。 

 しかし，その反面，消費者の衣服を買う頻度が増加すると，逆に企業の生産サイクルの短縮化を助長する。生

産サイクルが短くなると，企業はマーケティング，すなわち市場調査が難しくなり，商品の欠品を恐れて，需要に

見合わない量の衣服を生産するというケースが多発する。このようにして，ファストファッションの浸透によって企業

の生産は加速し，余剰在庫の増加に拍車をかけていると考えられる。 

  

３．考察  

 ここまで，衣服の大量廃棄の要因の内，消費量を大幅に上回る過剰な生産量に焦点を絞り，なぜ過剰生産が

引き起こされるのかについて原因を調査・分析してきた。要約すれば，アパレル企業は 1990 年代からおよそ 30
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年間に渡って衣服商品を低価格で大量に市場に送り込んできたが，その結果，需要と供給のミスマッチを引き起

こした，ということである。 

 では，どのようにしてこのアンバランスを解消すれば良いのだろうか。我々は，解決策として受注生産システム(カ

スタマイゼーション)の拡大を掲げる。受注生産とは，消費者から受注を受けてから商品を生産することで，現在多

くの企業が採用している，予め需要予測して生産計画を立てそれを用いて生産する見込生産とは対照的な生産

方式である。受注生産システムでは，購入者一人一人が商品を注文し，それに応じて受注者が生産するため，現

在のアパレル業界のように需給の間に大幅な開きが生じるといった事態は発生しなくなる。また，激しい需要の変

動に対応するにあたって，見込生産に比べ，格段に需要予測のリスクが下がる。企業にとっても，商品の在庫が

膨らむことがないので無駄な保管費用や処理費用を抑えることができるという利点がある。さらに，買い手側のメリ

ットとして，商品のデザインや素材を選ぶなど，十人十色の設定変更が可能になるという点が挙げられる。これに

より，企業は多くのニーズが満足する商品を提供することが可能になる。 

 しかし，この受注生産システムにはいくつか問題点が存在する。まず一つ目の問題点は，店頭販売に比べて販

売価格が高くなってしまうということである。生産者は，買い手一人一人の注文に応じて商品を生産するため，需

要を予測して商品を生産する見込生産と比べると生産効率が格段に落ちるため，販売価格の上昇は不可避であ

る。また，もう一つの問題点として，発注から商品が買い手の手に届くまでに時間がかかるという点が挙げられる。

システムの性質上，発注を受けてから商品の生産に取り掛かるため，店頭で購入するのに比べて，手に入れるま

でに長い時間がかかる。その結果，買い手は受注生産から離れ，店頭販売に流れてしまう。 

 このような問題に対処するためには，生産の効率を上げる必要がある。そうすれば生産のコストが下がり，前述し

た問題の解決に繋がる。そこで，AI による生産管理システムを導入する。AI が発注時に効率良く部品調達及び

計画策定を行うことで，生産を行う機械が個別に仕様の異なる製品を判別し，最適な作業を行う生産システムの

実現が可能になる。この生産システムを適用することで，受注生産の抱える欠点を補うことができる。 

 以上より，我々は，AI による生産管理システムを備えた衣服受注生産システムの導入を，衣服廃棄量問題の抜

本的解決策として提案する。 

    

 

４．結論 

 結論として，衣服の大量廃棄問題の解決に必要なのは需要と供給のバランスを保つことのできる適正な生

産システムを組むことだと言える。そして，我々は受注生産システムが浸透することによってそれに近づくこと

ができると考える。もちろん，新たなシステムの導入による別の問題が発生する可能性もある。しかし，衣服

の大量廃棄が社会に与える悪影響は上に示した通りだ。もしこのまま現状の大量生産・大量廃棄のスタイル

を貫けば，近いうちに破綻することは明らかである。際限のない価格競争と廃棄量の増加が待っていること

だろう。日本のアパレル業界の未来のためには，大きな変革が必要なのではないだろうか。 

 

５．参考文献 

１）世界経済フォーラム  深刻化するファッション業界のごみ問題(著者：Francois Souchet) 

        https://jp.weforum.org/agenda/2019/03/cbc32fbe35/ 閲覧日:11月 10日 

２）商業界オンライン 小島健輔からの直言 『小島健輔が調べた「怖すぎる衣料消費の現実」』 

  http://www.fcn.co.jp/thesis/syougyoukai180910/ 閲覧日:11月 24日 

３）繊維産業の課題と経済産業省の取り組み 経済産業省製造産業局生活製品課 

  p.12 衣料品購入単価・輸入単価の推移 閲覧日:12月 8日 

４）繊維産業の課題と経済産業省の取り組み 経済産業省製造産業局生活製品課 

  p.11 国内アパレル市場における衣類の輸入浸透率 閲覧日:12月 8日 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

D1 プラットフォームとしてのフードシェアリングの可能性 

メンバー  大川結衣，板谷拓弥，安達健人，石本優生，安部そら 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

主張 1:世界では食料廃棄量は年間約 13

億トンで，人の消費のために生産された

食料のおよそ 1/3 が廃棄されている。 

 

主張２：食品ロスによる私たちの生活へ

の影響として，食料不足になってしまう

こと，環境負荷の増大，経済的な損失が

できることなどが挙げられる。 

1.国連食糧農業機関(FAO)「世界の食料ロスと食料廃

棄(2011年)」 
 

 

2.東洋経済オンライン 2020 年 5 月 13日の記事 

 

 

検証 主張 3:食品ロスの発生要因として商習慣

や販売機会損失を恐れた大量発注，消費

者の過度な鮮度志向と賞味期限への理解

不足，食べ残しなどがあげられる。 

 

主張 4：フードシェアリングは費者と事

業者を直接結ぶので過剰在庫の不必要な

廃棄が抑えられ，消費者の啓発にも繋が

ると推論する。 

 

主張 5：日本においてフードシェアリン

グの知名度は低い。 

 

主張 6：認知されれば普及されるわけで

はない。 

 

主張７:欧州におけるフードシェアリン

グの普及には社会認識が背景にある。 

 

結論:フードシェアリングを通して，企

業と消費者の相互作用が生まれ，単なる

ビジネスとしての消費者と企業の短期的

な利益追求ではなく，社会認識の形成と

資源の有効活用につながることが重要で

ある。 

 

3.農林水産省食料産業局「食品ロス削減推進法及び食

品ロス削減の取組の概要と新たな食品リサイクル法基

本方針と関連政省令改正について」 

 

 

4.大田区 「フードシェアリングサービスを活用しよ

う！」 

https://www.city.ota.tokyo.jp/smph/seikatsu/gomi

/foodloss/foodshare.html （12/1) 

 

5.消費者庁消費者教育推進課「令和元年度消費者の意

識に関する調査結果報告書」 

 

6.消費者庁消費者教育推進課「令和元年度消費者の意

識に関する調査結果報告書」 

 

7.食品ロスに関するフランスとイギリスにおける取り

組み（専修大学） 

 

 

 

 

提案 食品ロス問題に取り組む根本的な姿勢が重要であり，既存の啓蒙活動や社会認識の形成と併せな

がらフードシェアリングを普及させることが必要である。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 

 

プラットフォームとしてのフードシェアリングの可能性 
  

研究者 4年Ⅾ組 １班 

大川結衣，板谷拓弥，安達健人，石本優生，安部そら 

 

1 ．序論 

近年，あらゆる国と地域で多くの食べられるはずの食品が捨てられている。 

世界では食料廃棄量は年間約13億トンで，人の消費のために生産された食料のおよそ1/3を廃棄

しており1），近年ではコンビニでの恵方巻きの大量廃棄が各所で報道されている。現在Unicefが

進めているSDGsの12番目の目標である「つくる責任つかう責任」は食品廃棄について取り上げ

ている。世界全体で取り組んでいかなければならないほど，深刻な問題となっている。 

本研究ではこれらの問題を背景とし，食品ロス問題を提起し日本における食品ロスの発生要

因を分析してフードシェアリングというプラットフォームを改善策として提唱したい。研究方

法について主に農林水産省，消費者庁のデータを引用し先行研究の内容を踏まえたうえで考察

する。 

 

2 ．本論 

2_1 食品ロスとは 

 食品ロスとは「国民に供給された食料のうち本来食べられるにもかかわらず廃棄されている

食品」である2)。事業系の発生要因として商習慣や販売機会損失を恐れた大量発注，消費者の過

度な鮮度志向と賞味期限への理解不足，食べ残しなどがあげられる。3) 

 

2_2 フードシェアリングの提唱  

 これらの発生要因から消費者への啓発と企業の在庫を最適化するべきと考える。よって本研

究ではフードシェアリングという取り組みを提唱したい。 

 フードシェアリングとは何もしなければ廃棄されてしまう商品を消費者のニーズとマッチン

グさせることで，食品ロスの発生や無駄を減らす仕組みである4) 。フードシェアリングは消費者

と事業者を直接結ぶので過剰在庫の不必要な廃棄が抑えられ，消費者の啓発にも繋がると推論

する。 

 

2_3 フードシェアリングの現状 

 フードシェアリングの具体例として，レスキューデリという取り組みが挙げられる。 

 レスキューデリとは，株式会社コークッキングが行なっている，閉店後に余ってしまった施

設内各テナントの商品を買い取り施設の従業員に向けて代行販売をする食品ロス削減サービス

である。 株式会社コークッキングのホームページによれば，2020年1月〜2月に行われたJR東

京駅構内での実証実験では，約1700セットを販売し，フードロス削減量は約1tであった。 

 しかし，消費者庁のインターネット調査によれば，食品ロス削減に関連するアプリ等を使用

したことがあるか聞いたところ，「使用したことがある」と回答した割合は 2.3%，「使用した

ことはないが，存在は知っている」と回答した割合は 21.6%，「使用したことはなく，存在も

知らない」と回答した割合は 76.1%であった5)。食品ロス削減に関連するアプリ等とは，「閉店
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時間や賞味期限等の理由で廃棄寸前の食品」 や「規格外商品等」をフードシェアリング又は販

売しているアプリやインターネットサイ トをいう6)。 

 以上のデータより日本におけるフードシェアリングの認知度は十分ではなく需要は未知数で

あるから認知度を高める必要ある。 

 類似の取り組みのフードバンクからも考察したい。フードバンク活動とは，賞味期限内にも

かかわらず，様々な理由により食品関連事業者 による販売が困難となった食品などの寄付を受

けて福祉施設や食べ物に困っている方々に 無償で提供する取組をいう7)。 

 消費者庁によると8)，食品ロス問題の認知度とフードバンク活動の認知度との関係を集計した

ところ，食品ロス問題を「知っている」と回答した人では，フードバンク活動を「知って い

る」と回答した割合は 53.8%(「よく知っている」9.0%+「ある程度知っている」44.8%) であっ

た。一方，食品ロス問題を「知らない」と回答した人では，フードバンク活動を「知ってい

る」 と回答した割合は 7.4%(「よく知っている」0.7%+「ある程度知っている」6.7%)であっ

た。しかしながらフードバンクは日本であまり普及していないことから認知度を高めるだけで

は不十分である。 

 

3．考察 

 以上よりフードシェアリングの認知度を高めることは普及させるための必要条件でしかない

と考察した。ここでフードシェアリングが既に普及している欧州を参考にした。富士通総研の

調査9)によると，欧州ではそもそもの社会的背景として循環型経済や持続的な社会のあり方の模

索のなかで，社会全体の基礎に根付く価値観や体制が変化している。 

 つまり食品ロス問題に取り組む根本的な姿勢が重要であり，既存の啓蒙活動や社会認識の形

成と併せながらフードシェアリングを普及させることが必要である。 

 

4．結論  

 フードシェアリングによって消費者と事業者の間にできる有機的なつながりは過剰在庫の解

消と消費者の啓発を同時に行うことができると考察した。しかしフードシェアリングというプ

ラットフォームの存在だけでは食品ロス問題の根本的な解決には至らない。 

 本論2_1であげたように食品ロスの要因は多岐に渡るが，商習慣や販売機会損失を恐れた大量

発注は消費者の心理に因り，過剰在庫が発生するような消費者の行動や企業の過剰供給などを

改善する必要があると考えた。 

 フードシェアリングを通して，企業と消費者の相互作用が生まれ，単なるビジネスとしての

消費者と企業の短期的な利益追求ではなく，社会認識の形成と資源の有効活用につながること

が重要である。また本研究で十分に考察できなかったこととして食品の安全性の保証があげら

れる。商習慣は消費者の安全志向によるものでありこれを解決しなければ日本での普及には問

題がある。また，レスキューデリに関しては食品の代行販売という形式であるため，安全性の

条件は満たしていると言えるがアレルギー表示の問題など解決すべき課題は依然として存在す

るのが現状である。既にフードシェアリングが普及している欧州では気候が異なることもあ

り，フードシェアリングが日本で普及するにあたって消費者への安全性の提示が必要である。 

  

5．参考・引用資料  

1)国連食糧農業機関(FAO)「世界の食料ロスと食料廃棄(2011年)」 

2)農林水産省関東農政局「食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」  

3)農林水産省食料産業局「食品ロス削減推進法及び食品ロス削減の取組の概要と新たな食品リ

サイクル法基本方針と関連政省令改正について」 
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4)大田区 「フードシェアリングサービスを活用しよう！」 

 https://www.city.ota.tokyo.jp/smph/seikatsu/gomi/foodloss/foodshare.html（12/1) 

5)6)7)8)消費者庁消費者教育推進課「令和元年度消費者の意識に関する調査結果報告書」 

9)富士通総研「食品ロス削減対策：フードシェアリングサービスがもたらす社会的価値」 

 https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/knowledge/opinion/er/2019/2019-7-2.html(12/12) 

・渡辺菜帆「食品ロス・食品廃棄の発生要因と改善策」 

・食品ロスの発生要因分析と有効活用策のライフサイクについて 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

D2 里山を保護し隊 

メンバー  岡崎匠真 桑田修輔 市河日向 大隣僚佳 尾込若苗 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

 

 

 

 

 

テーマ

設定 

(問題提起) 

 

主張１ 福山の里山を守るべし 

 ～生物多様性に富んだヒトと生き物が       

共に暮らせる里山を目指す～ 

   

里山の衰退を防ぎ、さらに発展させ豊かにす

る 

 

・里山を発展させる利点 

  ・憩いの場 

  ・食料や木材など自然資源の供給 

  ・動物による農作物被害の減少 

  ・生物多様性の保全 

 

1－1 福山市森林整備計画 

    全国の森林面積の比較 

    せとうち母屋岡田さんへのアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証 

 

２．里山の現状 

主張２ 里山周辺が過疎化している 

     里山の人手不足による里山の放棄・      

崩壊 

    →学びの場としての活用・担い手の育       

成     

    →サテライトオフィスの誘致 

    →関係人口を増やす 

     

主張３ 林業における現金収入の低さ 

    →第六次産業へつなげる 

 

主張４ 林業の就業人口の減少と高齢化 

    →若い人に自然保護に興味をもっ         

てもらう 

    →第六次産業を使い林業は儲から         

ないイメージをなくす 

    →子育てに希望が持てるコミュニ     

      ティ創り 

 

2－1 里地里山の現状と課題について-環境省- 

   「過疎地域自立促進県計画」の更新について       

-広島県 

 
 

 

 

 

 

3－1 林業の平均収入「就活の未来」 

 

 

4－1 林業就業人口の推移(国勢調査 2015) 

 

4－2 福山市林業就業者年代別人口(国勢調査 2015) 

 

 

 

提案 

 

提案  ・林業の担い手の育成 

     ・関係人口を増やす 

     ・サテライトオフィスの誘致 

     ・第六次産業化 

     ・子育てに希望が持てるコミュニティ創り 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

里山を保護し隊 

-福山市の里山をどうやって保護するのか- 

 

                            研究者 ４年Ｄ組 ２班 

岡崎匠真 市河日向 桑田修輔 大隣僚佳 尾込若苗 

 

1．序論 

1-1 里山の需要 

  里山は多様な生物の生息地域であり，その中には絶滅危惧種もいる。また食料や木材など自然資源

の供給，文化の伝承や良好な景観として重要な役割を果たしている。他にも多くの自然と触れ合うことで

社会の疲れを癒してくれる憩いの場として近年注目されており，里山を活用した事業なども進出してき

た。 

 

1‐２ 里山の現状 

  近年の産業構造の変化や地方の山村の都市部への人口流出や高齢化などにより，人の手が行き届

かなくなった里山が増えた。その結果，里山の生物多様性が劣化し，自然の恵みを得る機会も失われつ

つある。こうした里地里山の崩壊が中山間地域の活力低下を招き，さらに崩壊が進むという負の連鎖が

発生し，地域の暮らしの知恵やその地域ならではの文化の伝承が途絶えてきている。 

 

2．本論 

2-1 里山の過疎化 

  里山の過疎化は深刻である。日本において少子高齢化の問題が深刻化しており，それにともない今

後里山周辺の過疎化が一層進むことは明らかである。里山が崩壊していくことによって里山の文化と自

然が失われていく。そのために里山の現状を知り解決策を模索していくことが必要となる。 

 

①日本の過疎化について 

・広島の過疎化はどのような現状が？ 

 広島県の過疎地域 

 

区分  

全域過疎 府中市，三次市，庄原市，安芸高田市，江田島

市，安芸太田町，北広島町，大崎上島町，世羅

町，神石高原町 [５市５町] 

一部過疎 呉市（倉橋，下蒲刈，蒲刈，豊浜，豊），三原市

（大和，久井），尾道市（御調，瀬戸田），福山市

（内海），東広島市（福富，豊栄，河内），廿日市

市（吉和，宮島） [６市] 

(資料1)広島県の過疎地域                                                     (資料2)山陽新幹線 
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濃い赤が全域過疎，薄い赤が一部過疎 

 

過疎化のデメリット 

①医師不足に陥ると住民の健康に関わる 

②里山の人手不足→里山の放棄→里山の崩壊 

③地域住民の関心が薄れる 

④仕事がなくなる 

 

・         これらの市町における共通点 

① 県内北部，もしくは島である。 

② 新幹線・主要な道路が通っておらず，交通の便が悪い（資料2） 

           ③ 「田舎，不便」というイメージが強い 

  

里山はなぜ過疎化してしまったのか？ 

・燃料や肥料の変化で里山を維持する必要性が薄れたと考えられます。 

・都市部においては宅地化や施設建設で里山そのものが失われています。 

・細々と残った里山も高齢化で維持する人 

がいなくなり，荒廃が始まっています。 

・地方部においても里山の必要性が薄れたことに加え，過疎化により維持する人がいなくなっています。 

  

 また，こんな現状も・・・ 
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里地里山は都市圏外に沢山あるのに，都市圏の里山ばっかり人口が集中している！！！これをどの

ように解決すれ 

ばいいのか？先程述べたとおり，都市圏外の里山へのアクセスはしづらい状況である。だからこそ新しい

テクノロジーを活用すべきなのでは？里山の人口そのものを増やすのではなく，里山に携わる人を増や

していく「関係人口」を増やすことが重要！！！ 

 

※関係人口･･･地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと。その土地に移住する「定住人口」でも，観

光に来る「交流人口」でもない。 

地域を盛り上げようと思う人，地域に事業など何らかの形で関わりを持ちたいという人たちを増やすという

形をとることでさらに地域の魅力を感じてもらい最終的には定住人口の増加も期待されます。 

 

そのための架け橋となってくれるのがインターネットなのではないでしょうか 

深刻な人手不足を解決するにはどうすればよいのか 

どうすれば里山が発展するのか 

 

  そこで，考えた案がサテライトオフィスである。 

 

   
 

 

サテライトオフィスとは・・・通常のオフィスとは別に設置する小規模のオフィスのこと。近年，働き方改革に

伴い多様な働き方の一つとしてテレワークが注目されており，その一形態となっ

ている。 

 中山間地域，里山の資源を生かせるようなオフィスの誘致ができれば里山の過疎化を解決するだけで

なく里山の需要を高めていくことも可能であると考えられる。 
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2-2 林業における現金収入の低さ 

 林業をする時の問題の一つとして，現金収入の低さが挙げられる。 

 グラフから読み取れるように，林業における現金収入は，日本の平均収入に比べて圧倒的に低い。 

 そこで，この問題を解決するために，第六次産業を行うことを推奨する。 

 林業でいう第六次産業とは，森林の伐採を行うだけでなく，加工・流通・販売なども行うことである。 

 これによって，林業における現金収入の低さは改善されるのではないか。 

 

 
                                      

 

2-3 林業の就業者の現状 

  里山保護の問題として，林業の就業人口の減少や高齢化はよく言われている事だ。福山市では実

際，林業の就業者の現状がどうなっているのか，直近の2015年度の国勢調査を用いて調べた。林業の年

齢別就業者数は，図１から分かるように，60歳から急激に増え，65歳以上の高齢者の方が圧倒的に多

い。体力が必要な林業では，年齢の増加とともに働きにくくなるので，やはり林業の衰退につながってい

ると考えられる。 

 それに加え，図２より， 里山保護に必要不可欠な第一次産業従事者数は，第三次産業就業者が増え

ているのに対し，年々減っていっていることが分かる。高齢化に加え，従事者数の減少も重なり，福山市

の林業は厳しい状況であると考えられる。 

 

 
       (図1）                                 
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3．考察 

   以上のことから里山を保護するために２つの視点から対策を進めていくことが重要だと考えられる。そ

れは，高齢化を止めることである。高齢化を止めるためには里山や林業に携わる人の人口を増やすこと，

つまり，集落を発展させることが不可欠である。集落を発展させる例をまとめた表が以下の通りである。 

 

 

また，里山や林業に携わる人が近年減少している原因は「里山に魅力を感じない」「パッとしない」「林

業はもう古い」など様々だが，１番の原因は「収入が少ない」ことだろう。この収入の低さという問題を解決

するためには「第六次産業化」が有効である。第六次産業化とは，第一次，第二次，第三次産業を一つ

にまとめることである。つまり，里山産業でいうと，森林の伐採を行うだけでなく，加工・流通・販売なども行

うことである。 

他にも里山という環境をいかして農作業やハチミツの収穫体験，さらには里山でとれた作物や動物でお

客をもてなしたり，里山でのんびりと日々の疲れを癒せるような施設をつくることも里山特有の第六次産業

として挙げることができる。 

これによって，収入を得ることができるルートを増やすことができ，林業における現金収入の低さはある

程度改善されるだろう。 もう一つは，子育てに希望が持てるコミュニティ創りを進めることが必要だと考え

た。福山に来て里山保護に携わってもらうため，まずは福山に住んでもらうことが必要だ。そのためには，

安定した生活ができるようなコミュニティ創りが必要不可欠だろう。また，里山に携わる関係人口を増やす

ことも大切だ。その土地に住む定住人口や観光に来る交流人口を増やすだけでなく，地域を盛り上げよ

うと思う人，地域に何らかの形で関わりたいと思う人を増やすことで，地域の魅力を感じてもらい，その結

果最終的には定住人口の増加も期待できるだろう。そこで関係人口を増やしていく取り組みとしてサテラ

イトオフィスの誘致が有効だと考えた。近年，働き方改革に伴い多様な働き方の一つとしてテレワークが

注目されており，その一形態としてサテライトオフィスがある。その上，新型コロナウイルスの影響によりテ

レワークの需要がさらに高まっていくと考えられる。そこで中山間地域，里山の資源を生かせるようなオフ
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ィスの誘致ができれば里山の過疎化を解決するだけでなく里山の需要を高めていくことも可能であると思

う。このように里山という環境を生かした工夫を多様に活用することで発展の一歩に繋げることができる。 

 

4．結論 

        林業の担い手を育成することによって，林業の就業人口の減少を防ぐと共に，里山の周辺に住む

人口が増え，里山周辺の過疎化が解消できると考えられる。また，また，第六次産業化により，林業の現

金収入の低さを克服し，現金収入の低さによる林業への不人気を解消することで，就業人口の減少と高

齢化対策にもつながると思われる。さらに子育てに希望がもてるコミュニティ創りをすることによって，より

住みやい町を創ることで，里山周辺の過疎化，林業就業人口の減少の課題の両方を解決できると考えら

れる。 

 

5．参考文献 

 1．福山市ホームページ「福山市森林整備計画」 

   http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/norinsuisan/140281.html 

   (2020年12月13日閲覧) 

 2．多様な主体で支える地域の里地里山つくりー環境省 

   https://www.env.go.jp/nature/satoyama/conf_pu/kyoudouriyoutebiki.pdf 

   （2020年12月13日閲覧） 

 3. 福山市「調査結果の概要」 

   https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/115066.pdf 

   (2020年12月13日閲覧) 

 4. 『就活の未来』 

   https://shukatsu-mirai.com/archives/52592     

 5. 「里山は世界最先端の学びの場」，農林学校でAI授業を実現した理由とは 

   https://learninglab.afrel.co.jp/1267/ 

      （2020年12月14日閲覧） 

 6. 「中山間地域」の取組と成果 

   https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/challenge/seika-120.html#w1154 

   （2020年12月14日閲覧） 

 7. サテライトオフィスについて 

   https://blog.hubspot.jp/remote-work-satellite-office 

   （2020年1月3日閲覧） 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

D3 食料自給率を上げるには 

メンバー  髙橋一樹 竹内仁 種本樹 廻野藍 加藤里佳 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

 

 

テーマ

設定 

(問題提起) 

 

１．日本の食料自給率 

 

 日本の食料自給率は低い 

  輸入元の国が不作になってしまったり、 

  戦争などの情勢によって輸入ができなく 

  なってしまったりすると途端に食料不足  

になってしまう。 

 

日本の食料自給率は３７％ 

世界の国との食料自給率の比較 

昔の日本からの食料自給率からの落ち具合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証 

 

２．主な原因 

 耕作放棄地の増加 

 農業従事者の減少 

 食文化の変化 

 食品ロス      etc. 

 

３．解決策   

 スマート農業の導入 

 最先端の AIなどを活用して超省力・高品 

 質生産を実現する 

 

 農地バンクの活用 

 耕作放棄地や農地などの農家同士のやり 

 取りの仲介をする 

  

地産地消 

 地元の農産物を積極的に消費する。 

 福山市でも地元の農作物の PRや地産地 

 消促進活動等が行われている 

 

 結論：耕作放棄地が増え農業従事者が   

減っているという現状の中で政府として、また

地域の中でも現時点で解決策はある。 

 

・農林水産省 HP 

 耕作放棄地面積の推移 

 農業就業人口の推移 

 基幹的農業従事者の推移 

  

 

・農林水産省 HP 

 スマート農業の導入事例 

 

 

 

・農地バンクの導入事例 

 広島県竹原市中浦新開地区 

 

 

・福山市 HP 

  農場現場見学会やチッチによる情報発信 

 

 

 

提案 

 

行政として農地バンクやスマート農業の促進をするだけでなく個人として地産地消などの行動をとる 

（地域の直営地で買い物をするなど）ことで食料自給率をあげる。 

また地元の食文化を学び食料自給率への理解を深めることも重要。 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

日本の食料自給率について  
 

研究者 ４年Ｄ組 ３班  

廻野藍 髙橋一樹 竹内仁 種本樹 加藤里佳 

 

 《目的》日本の食料自給率が低いことに着目し，その問題の原因とその改善点を述べた後の解決

策を提示する 

 

 1．食料自給率とは何なのか 
 食料自給率とは，我が国の食料供給に対する国内生

産の割合を示す指標のこと。 その示し方については，

食料全体について共通の単位を用いて計算される総合食

料自給率がよく資料で用いられているので，今回は主張

の根拠として総合食料自給率(カロリーベースと生産額

ベース)を用いて論述する。 カロリーベースとは…図説

①のように熱量で換算する方法のこと。 

生産額ベースとは…図説②のように金額で換算する方法

のこと。 

          

               図説① 

まず前提として日本と世界の食料自給率の捉え方というものが

違っていて，日本はカロリーベースで食料自給率を捉えている

ので，日本の食料自給率は38%で他の先進国より圧倒的に低い！

というふうに思われがちだが，生産額ベースにして考えてみる

と食料自給率は実は6割を超えているという事実がある。カロリ

ーベースで食料自給率を捉えているので，穀物や牛肉の輸出が

盛んなオーストラリアやアメリカの食料自給率は遥かに高くな

り，逆に日本のように野菜が自給できているが，肉や穀物は輸

入に頼っている国は食料自給率がぐんと低くなる傾向にある。 

図説② 

 

 

 2．食料自給率が低い事の問題とは 

1つ目は食料が安定して入らなくなる可能性があるということ。 日本は特定の国(オーストラリアや

アメリカなど）への依存度が高いので，それらの輸出国の食物が十分に採れなくなった時（戦争，天候

被害などによって）日本国内で輸入食料が出回らなくなり食糧不足になう可能性が高い。 

2つ目は輸入依存によって食の安全が損なわれてしまうということ。食料は輸出国で大規模生産や長

距離輸送を経て日本に届くので，大量の農薬や添加物の使用しなければならない状況になる。 また200

1年にアメリカ産の牛肉から発見されたＢＳＥ（牛海綿状脳症）のような新種の病気が持ち込まれる可

能性もあり，それらは国内の食の安全が問われるような問題に発展するだろう。 
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3． 日本の食料自給率が低いことについての根拠 

資料①世界と日本の食料自給率を比較したグラフを

参照。ほかの先進国に比べると，日本の食料自給率は

最低の水準となっていることがわかる。 生産額ベース

で考えるとあまり低くないように見えるが，それでも

最低水準には変わりない。  これら不安要素を取り除

くために政府は日本の食料自給率を40%に引き上げる政

策を行ったが，未だその目標は達成されていない。 

 

 

資料①：農林水産省『平成29年度食料自給率 

について』より作成 

食料自給率が低い原因 

食料自給率が低い原因は3つある。 

1.食文化の変化    2.食品ロスの増加    3.耕作放棄地の増加&農業従事者の減少 

 

1.食文化の変化 

 日本は和食中心であったが，所得が増え裕福になり家庭が増えると同時に食文化は欧米風へと変わっ

ていった。そのため食品の輸入が増え，国産の食品の消費が落ち込んだ。 

 

2．食品ロスの増加 

 食料自給率を計算で求める時に食品ロスは大きな影響がある。食品ロスが多ければ多いほど食料自給

率が低くなる。日本は食品をたくさん消費しているが食品ロスも多いことで有名である。日本は平成28

年度の1年間で612万ｔもの食品ロスが出ている。食品ロスは減らさなければならない。 

 

3.耕作放棄地の増加と農業従事者の減少 

 耕作放棄地とは「以前耕地であったもので，過去１年以

上作物を栽培せず，しかもこの数年の間に再び耕作する考

えのない土地」である。耕作放棄地のデメリットは主に四

つある。 

①雑草や害虫の発生     

②災害時の危険性が高まる 

③廃棄物の不法投棄の原因となる       

④野生動物の行動圏となってしまう 

また耕作放棄地は近年増加傾向にある。1985年～2015年         グラフ① 耕作放棄地の面積推移 

までで耕作放棄地は約30万ha増加した。（グラフ①）              

 

 

  

                                                            

耕作放棄地の現状 
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その原因には農業従事者の減少がある。農業従事者は33年間だけで370万人減少し，60歳以上の割合は6

5%を超え始めている。 

                                 
                   グラフ② 農業従事者の推移と高齢者の割合 

減少理由は 

①若者の流出と高齢化 

 最近では大学への進学率が上昇し，教育が長期化すると田舎から都会へと離れていく傾向が強くなっ

ている。 

②農業の商業的魅力がない 

 農業は会社員のように安定した収入を得らえないため農業につく若者が減少する。 農家の収入平均

は150～300万と言われている。 

 農業従事者が減ると耕作放棄地が増加するように両者は密接に関係している。 

 

 この原因の中で私たちの班は耕作放棄地の対策による食料自給率の増加について取り上げていきた

い。 

 

２．解決策 

食料自給率を上げるにあたって様々な方法が考えられるが，その中でも増えつつある耕作放棄地に注

目して，それを活用して農業をより発展させ，この課題を解決できないか考える。 

 

２-１ スマート農業 

  この耕作放棄地の増加，農業従事者の減少の有効な解決策として一つ目にスマート農業の導入が考

えらる。スマート農業とは，ロボット技術やICT（情報通信技術），AI（人工知能）やIoT（モノのイン

ターネット）等の先端技術を活用し，超省力化や生産物の品質向上を可能にする新しい農業のことを言

う。従来の農業は，３Ｋ（キツい，汚い，危険）などといわれるようなネガティブなイメージのついた

職業であるが，今後は若手就農者を増やすためにその農業のハードルをいかに下げられるか，いかに魅

力的にしていくかが重要になってくると思われる。その中で，スマート農業の導入はかなり効果的な手

段となりうるだろう。 

  農林水産省は2013年11月から，農機メーカーやIT企業などで構成する研究会を設置し，スマート農

業の実現に向けた検討を進めているにもかかわらず，なぜもっとスマート農業が普及していないのか。

おそらく，イニシャルコスト（初期投資）の高さ，そしてスマート化のための人材育成する必要がある

ことの二つに由来していると考えられる。 

 これに対し，ITベンチャー企業の株式会社オプティムが，導入コストが一切かからずにドローンやIC

T機器を導入できる「スマート農業アライアンス」 という取り組みをスタートさせている。高額な農機

具を購入してもその代金の回収には何年，何十年とかかってしまうが，スマート農業アライアンスでは，

無料で最先端のスマート農業を導入・運用することができる。実際に販売も始まっており，ドローンと

AIによって栽培した「スマート黒枝豆」は，本来使用するはずの農薬を大幅に減らし，健康面でのメリ

ットが大きいと大手デパートや八百屋の店頭販売などで好評を博した。同様に，AIによる画像解析で病

害虫を検知し，2018年は農薬散布自体を行わない，つまり農薬不使用で栽培した「スマート米」「スマ

ート米 玄米」も，福岡県，佐賀県，大分県，青森県の4県の品種からスタートしている。 

 また，人材育成に関しても，熟練者の経験やノウハウをデータ化して，誰が見ても分かりやす

く，同一の成果を出せるようにする仕組みが考えられており，ビッグデータやAIによる未来予測で
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農業を安定的に運用できる産業の仕組みが構築されつつある。

 
 

他の具体例として，山形県の仲田牧場では，ICタグと哺乳ロボットシステムを用いてほ乳作業を自動

化し，牛舎において子牛を群れでの飼育管理がされている。子牛がドリンクステーションに近づくと子

牛の首に付けたICタグにより個体認識を行い各子牛の適量を自動調節し，これにより，毎日の授乳量や

授乳回数，時間等の成長状況を，システムを通して把握することができ，子牛ほ乳に掛かる労力が導入

以前との比較では約80％も減少した。 

 
 

 これからは，「キツい，汚い，危険」の３Kではなく，「稼ぐ・効率化・簡略化」の新・3Kが農業の

未来を切り開くキーワードになっていくだろう。 

 

 

２-２ 農地バンクの活用 
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 農地バンクとは，平成２６年に全都道府県に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿」のこと

で，仕組みはいたってシンプルなものである。 

 農地バンクのメリット①…気軽に農地を貸し借りできる点。農地バンクは公的機関であり，貸したい

人は，安心して農地を貸すことができ，農地バンクで貸した土地はしっかりと管理をしてもらえるた

め，その土地が耕作放棄地となることもないため，貸しやすい。借りたい人は，わざわざ農地の所有者

と交渉をすることなく借りることができ，ニーズに合わせてまとまった使いやすい農地が借りられるた

め，便利で借りやすい。 

農地バンクのメリット②…分散された農地も集約化することができる点。これまでの農地の問題とし

て取り上げられてきたのは，分散された農地とそこで営農活動を行うことの非効率さだったが，それら

の土地を農地バンクが一度集約化することによって，例えば，スマート農業など，実施するにはそれな

りに大区画が必要となる手法がやりやすくなることもメリットとして挙げられる。 

導入事例として広島県竹原市がある。竹原市中浦新開地区は水稲の作付が盛んな地域で一団の農地が

あるものの排水性が悪く，高齢者や不在地主の増加により近年は遊休農地が大半を占めていた。そのた

めスマート農業を導入し関係機関が連携して新規就農者にまとまった農地を確保し，地域が新しい担い

手を応援し，地域集積協力金を新規就農者の営農資金に活用できるようにした。その成果として 

①遊休農地4.7haを解消                     

②集積率が0％→53.7％に上昇                              

③地域につながりがない状況にもかかわらず，まとまった農地を借りることができた。      

今では中浦新開地区はレタス産地となっている。 

このように，農地バンクはこれらのメリットが挙げられ，耕作放棄地の対策もできているため，農地

バンクは解決策として有効な手段だと考える。 

 

２‐３ 地産地消 

地産地消とは，地域で生産された様々な生産物をその地域で消費するだけでなく，生産と消費を結び

付け，「顔が見え，話ができる」関係づくりを行う取り組みであり，各地域で大きな広がりをみせてき

ている。また，地産地消は小規模農家や高齢農業者も取り組みが可能であり，食や農に関する理解の向

上，地域活性化，食料自給率の向上といった多様な効果が期待できる。全国には，各地域の農産物を扱

う農産物直売所が１４００あり，年間２億３０００万人が利用するなど，地産地消の活動拠点となって

いる。この農産地直売所には，レストランや加工施設，体験農園等が併設されている割合が高く，農産

地直売所が地元農産物の販売だけでなく，地域の特性を生かした食育や食品関連産業の拠点として機能

している。福山市でも，地産地消の活動は行われており，ふくやまブランド農産物の生産拡大を目的と

した出荷資材や施設整備等の支援，市民参加型のイベントの開催による地産地消や食育，食ブランドの

普及・啓発，福山市の地産地消のイメージキャラクターであるチッチによる情報発信など，様々な取り

組みが行われている 

 

        チッチの活動風景          福山市の直売店「ふくふく市」 

 

３．考察 
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 私たちの班では，日本の食料自給率の向上につながる対策案を農地バンク，スマート農業，地産地消

の3つの観点から考えたが，それらのいずれにも共通して「現時点で完全な対策ができている(=食料自

給率の向上を促している)とは言えない」ことが言える。つまり，これらの対策案はまだ発展途上であ

るということだ。耕作放棄地が増え，農業従事者が減っているという現状の中で，まだこれらの解決策

を「完全に」実施できていないことは問題ではないだろうか。 

 視点を変えて人々の意識に着眼点をおいて考えてみることにする。私たちを含む高校生以下の人々，

つまり日本の若者が農業への関心を持っていないため，どのような対策を行っても効果が薄いというこ

とが窺える。我々はこの「人々の意識」を変えるべく，いくつか提案を述べようと思う。 

 

４．結論 

 考察でも先述したように，単刀直入に言うと，我々の結論は「若者の意識を変える」ことだ。若者の

意識を変えることができれば，個人として地産地消の行動(地域の直営地で買い物をするなど)をとるこ

とで食料自給率を上げることができる。また，政府の行う農地バンクやスマート農業はさらに活性化し

ていく一方だろう。若者の意識を変える一つの具体案として，小学校や中学校を用いようと思う。具体

的には，小学校や中学校で地元の食文化を学ぶことで，若い世代の食料自給率の理解を深めるというも

のだ。給食で地域の作物を用いる学校が多いことから，生徒たちも自分の食べている食べ物と関連づけ

ることで食文化に関心を持つ良い機会になると考える。 
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広島大学附属福山中・高等学校  

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

班  研究タイトル 

Ｄ４  

社会福祉の向上による府中市の活性化 

メンバー 弘中智基 西﨑駿 藤井祐樹 坂井芳乃 島津心詞 

 

 発表の構成（研究の論理構成）  それぞれの主張を裏付けるデータ 

テ
ー
マ
設
定(

問
題
提
起)  

１.広島県府中市の人口増加 

“活性化”を子どもを持つ 20代～40代の生産年齢

人口の増加と定義する。 

「主張１]府中市の人口は減少しているが、特有の

原因 があるわけではないため、全国を対象とした

調査の結果も用いることができる。 

「主張 2」地方は移住先として都市圏に住む人々か

らの需要が高まっている。 

 

 

 

→人口密度が近かった二つの市との人口増減率の比較 

 

 

 

→新型コロナウイルス感染症の影響下における意識調査 

検

証 
２．府中市の社会福祉 

 

(１）「子育て」の観点からの分析 

 移住地決定の際に「子どもが楽しめる施設・公園」

が重視されていた。ゆえに府中市の児童福祉施設

について調査を行った。 

「主張３」府中市の就学前児童向け施設である

POM子どもの国やあさひ児童館は「子どもが楽し

める施設・公園」であるといえ、府中市は子ども向け

施設が充実しているといえる。 

「主張４」府中市は待機児童数０人である。このこと

は移住先決定の際の利点になる。 

⇒府中市は子育て制度が充実しているといえる。 

 

（2）「仕事」の観点からの分析 

「主張５」府中市は開業に適しているといえる。しか

し開業を支援する補助金は一般的な市町村と比較

して安い。 

「主張６」府中市の自然環境は移住者の需要と合

致している。このこ とは移住先決定の際の利点に

なる。 

 

 

→若者の「移住」調査 

 

 

 

→子ども子育て新制度/広島県府中市(府中市が行った就

学前児童の親対象のアンケート) 

→広島県の保育所数と待機児童数一覧 

 

 

→広島県府中市の地価表示価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

→若者の「移住」調査 

→市民アンケート/広島県府中市 

提

案 
「地方」という大きなくくりのなかで府中市が選ばれるように三つ提案する。 

一つ目は「主張 3・4」より子育て制度と子供向け施設が充実しているため、待機児童数が０人であることの広報と

POM子どもの国の広報はセットで行うなど、アピールの仕方を工夫べきだという提案。 

二つ目は「主張５」より開業に適した土地であるため、府中市を開業地に選ぶ決め手となるように補助金を増額さ

せるべきだという提案。 

三つ目は「主張６」より府中市の自然環境の豊かさを知ってもらうために、一週間や一か月など短期間での移住体

験ができるような制度を設けるべきだという提案。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

社会福祉の向上による府中市の活性化  
 

研究者 ４年 D組 ４班  

弘中智基 西﨑駿 藤井祐樹 坂井芳乃 島津心詞 

 

１．序論 
私たちは実地調査で府中市を訪れた。私達はこの調査で府中市は，いい会社は多いものの町に活気が

ないと感じた。また人口が少ないので，府中市の「活性化」が必要だと感じた。ただし，「活性化」と

いう言葉は人によって基準が違い，曖昧である。よって研究タイトルに挙げた「活性化」を子供を持つ

20 代から 40 代の生産年齢人口の増加だと定義し，今後進めていくことにする。このように定義した理

由は 2 つある。1 つ目は，府中市は市の中で機械産業が盛んで多くの事業所があるため，生産年齢人口

の増加は働き手の増加として経済的に府中市を豊かにすると考えられるからである。2 つ目は，市民ア

ンケート/広島県府中市 1）から府中市民の約 78％が今後も住み続けたいと思っていることが分かり，府

中市育ちの子供を増加させれば将来的に定住してもらえると考えられるからである。 

 広島県府中市の人口推移２）より総人口はピークだった 1980 年から約 2 分の 1 に減少している。その

うち年少人口は約 3 分の 1，生産年齢人口は約 2 分の 1 に減少していることが分かる。よって府中市は

活性化が必要であるといえる。ゆえに本研究では，府中市の子供を持つ 20 代から 40 代の生産年齢人口

の増加のための提案を「子育て」と「仕事」の 2 つの観点から行うことにする。 

 

２． 府中市の人口と全国の人口動向について 
序論では府中市の人口が減少していることについて述べた。本章ではまず府中市の人口減少が府中市

特有なのか，全国的に人口減少の風潮にあるのかを調査する。なぜなら，もし府中市の人口減少が府中

市特有であるならば全国を対象とした調査結果は使えないからである。そこで府中市と富山県氷見市と

山形県南陽市の 3 県を人口増加率の点で比較する。この２市を府中市と比較する理由は人口密度が近く，

またこの期間に人口が大きく変動するような自然災害を被っていないからである。 

 

 人口密度 

（2015 年） 

人口 

（2000 年） 

人口 

（2015 年） 

人口増減率 

（2000～2015） 

氷見市 208.2 56,680 47,792 -0.1568 

南陽市 201.1 36,191 32,285 -0.1079 

府中市 204.7 47,697 40,069 -0.1599 

表１氷見市,南陽市,府中市の人口増加率等の比較（2000年，2015年国勢調査３）より引用） 

 

 上記の表から氷見市，南陽市，府中市の人口増減率はほぼ同じ値をとっている。つまり府中市の人口

減少は特徴があるわけではなく，全国的に地方が人口減少の傾向にあるといえる。ゆえに府中市の子供

を持つ 20 代から 40 代の生産年齢人口の増加のための提案をするに当たって，全国を対象としたアンケ

ートなどの調査結果が適用できそうだ。 

 現在，日本は COVID-19 による多大な被害を受けている最中である。そこで，新型コロナウイルス感

染症の影響下における意識調査４）に着目する。地方への移住の関心が高まったと答えた人の割合は，年

代別では全体を通してみても，20 歳代 22.1％，30 歳代 20.0％，40 歳代 15.2％の順に高くなって

いることがわかる。つまり現在地方は，移住先としての需要があるということである。この地方移住に

関心がある，子供を持つ生産年齢人口を府中市に取り込むことができれば人口増加につながり，活性化

につながるだろう。 

 居住者の需要と府中市の現状の関係について分析しこの論文では，「地方」という大きなくくりのな

かでどうすれば府中市を選んでもらえるかを提案する。 

 

３．本論  

３－１－１ 「子育て」の観点からの分析 
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 20 代～30 代の既婚男女で地方への移住に興味がある 500 人を対象とした，若者の「移住」調査５）を

取り上げる｡仮に移住先で子育てをするとして，移住先の子育て環境について重視する条件は，「自然と

のふれあい」が 43.0％，「学力・知力の向上ができる教育環境」が 26.8％，「子どもが楽しめる施設・

公園」が 25.2％の順に挙げられていた。このうち「子どもが楽しめる施設・公園」に着目して府中市の

施設の現状３－１－２，保育園の現状３－１－３を調査する。 

 

３－１－２ 府中市の子ども向け施設の現状 

 まず，子ども子育て新制度/広島県府中市６）から市内在住で就学前児童(0～5 歳)のいる 1000 世帯を対

象にしたアンケート結果について述べる。以下で述べる二点の結果は，府中市の地域子育て支援拠点事

業の利用についてである。地域子育て支援拠点事業とは，「国が行う地域の子育て中の親子の交流促進

や育児相談」のことだ。一点目は，現在府中市で行われている地域子育て支援拠点事業の一環である，

「ＰＯＭこどもの国・あさひ児童館」は全体の 30％に利用されていたということである。これは府中市

が行う他の地域子育て支援拠点事業と比較して最もよく利用されていた。二点目は，地域子育て支援拠

点事業について，「利用していないが今後利用したい」と回答した人が 29％，「すでに利用しているが，

今後利用日数を増やしたい」と回答した人が 22.5%と，全体の半数以上が利用に関心があると回答して

いることが分かる。 

 次に，府中市の子どもが利用できる施設について二点述べる。一点目は，府中市では子どもが利用で

きる施設が南部に集中しているということだ。これは府中市の保育所，小中学校も南部に集中している

ため，利用のしやすさにつながっていると考えられる。二点目は，多種類の子どもが利用できる施設が

あるということだ。例えば，上で述べたＰＯＭこどもの国では体験型施設や図書コーナーなどがあり，

市外からの利用者も多い。 

 以上より，子ども向け施設は府中市民に需要があり，充実しているといえる。上記の第二章で地方移

住を考えている人からの需要もあると証明した。そのため，さらに子供向け施設が充実していることを

アピールしていくことが必要と考えられる。 

 

３－１－３ 保育所の現状 

 広島県の保育所数と待機児童数一覧７）によると，府中市の公立保育所数は 6箇所で定員数 645 人に対

して在籍児童数は 328 人である。また私立保育所数は 6 箇所で定員数 680 人に対して 636 人である。

そして待機児童数は 0 人である。2020 年４月 1 日のデータで，日本全体で待機児童数は 1 万 2439 人で，

ここに厚労省の待機児童の定義から外れる「隠れ待機児童」の 8 万 4850 人が加わってくる。ゆえに府

中市の待機児童数 0人は魅力であり，移住を検討する際の利点になると考えられる。 

 

３－２－１ 「仕事」の観点からの分析 

 新型コロナウイルス感染症の影響下における意識調査４）によると，「今回の感染症の影響下において，

地方移住への関心に変化はありましたか。」という質問に対して，通常通り勤務している人のうち「関

心が高くなった」と回答した人が 2.5％，「関心がやや高くなった」と回答した人が 7.5％で計 10％，

一方テレワーク実施者のうち「関心が高くなった」と回答した人が 6.3％，「関心がやや高くなった」

と回答した人が 18.3％で計 24.6％である。これらの結果から，地方からテレワークでの勤務を前提とし

て，都心部から地方への移住を検討している人の地方移住への関心は高まっているといえる。ゆえにそ

のようなテレワーク前提の移住者に着目して，府中市の自然と労働者のニーズの合致率３－２－３を調

査する。 

 

３－２－２ 開業の条件と府中市の地価等の条件 

 府中市には空き家や空いている土地が多く地価が安いので，開業に適しているのではないかと考えた。

ここでは府中市が開業する際の条件とどれだけ合致しているかを述べる。開業する際には，売上原価，

事務所費，営業費，事務費など固定費と呼ばれる売り上げに関係なく毎月払わなければならない費用が

あり，家賃や人件費もその一種である。家賃や人件費は都市圏より田舎のほうが低コストで済ませるこ

とができる。東京圏の東京都特別区及び人口１０万以上の市における住宅地の平均価格８）によると，日

本有数のビジネス街である東京港区の地価の平均は 1938000 円/㎡であり，最低でも 1320000 円/㎡かか

ってしまう。一方で府中市の平均は 27000 円/㎡であるから，その差額は 1910000 円/㎡にもなり，東京

都の港区で起業するよりもコストを削減することができる。また，競合他社が少ないため，需要のある

商品やサービスを販売することにより成功できる確率が高い。さらに，府中市は空き家が 3,350 戸

（2015 年時点）12）あり，それらをうまく活用しようと府中市が新しい空き家バンクの仕組み 13）を推奨

している。それを利用すれば今までより多くの空き家を再利用できるはずである。 
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 また，府中市では府中市企業支援事業間接補助金という補助率 1/2 で補助限度額 100 万円の補助金を

設け，創業者を支援している。しかし，助成金や補助金はおよそ 100～500 万円と，ほかの自治体と比

較して少ないと考えられる。 

 

３－２－３ 府中市の自然と労働者のニーズ 

 地方への移住に興味を持つのはどのような理由によるものかという「若者の移住」調査の結果，

「山・川・海などの自然にあふれた魅力的な環境」（50.2％）が 1 位で半数近くを占めている。また，

テレワーク移住をした A さんは「田んぼに囲まれており，星空がきれい。カエルやトンボなど様々な生

物と触れ合う機会が増えた。」と言っており，データからは読み取れない利点があることが分かる。そ

のため，テレワーク移住をする要因の一つとして自然に着目する。府中市でのアンケートでは「あなた

は，府中市のどのようなところに魅力を感じていますか。」という質問に対して「自然環境が豊かであ

る」が，他を大きく引き離して第１位であり 50%以上を占めている。これは移住を考えている人のニー

ズと合致していると考えられる。 

 

４．考察 
３－１－２より，府中市にはＰＯＭこどもの国など就学前児童を対象とした子供向け施設がある。こ

れらの施設は，就学前児童をもつ 1000 世帯の 30％に利用されているため需要にあった施設だといえる。

また府中市の保育所，幼稚園などの児童福祉・教育施設は南部に集中しており，ＰＯＭこどもの国も南

部の中心部に位置しているため立地の面で利用しやすいといえる。保育所・幼稚園帰りの利用者も多い

だろう。よってＰＯＭこどもの国は，３−１−１で述べた「子どもが楽しめる施設・公園」に当てはまり，

府中市は子供向け施設が充実しているといえる。だから地方移住を考えている人が移住地を検討する際

に，府中市のＰＯＭこどもの国などが目にとまるようなアピールが必要だといえる。 

 ３－１－３より，府中市は待機児童数が０人である。全国の待機児童数が 1 万 2439 人を超えている

というデータと照らし合わせても，保育所の空きの状態は移住地決定に深く関わってくると考えられる。

また，保育所に入るために地方移住を考え始めるという人もいるかもしれない。ただ待機児童数が０人

という市町村は府中市だけではないため，3−１−２で述べた子供向け施設の充実とあわせてアピールし

ていくのがより効果的だ。 

 ３－２－２より，府中市では空き家が多くあり，それを上手に活用しようとしており起業する際に使

うことができる土地はある。また，地価が東京都と比較して１/７１程度であり固定費も低くなるため，

企業には適しているといえる。しかし，補助金の金額がほかの自治体と比べて少ないため，補助金を増

額すればさらに起業のハードルが下がると考えられる。また，府中市では様々な製造業の工場が集まっ

て生産を行っている。もしそこに ICT 企業が加われば工程管理や経営改善など，さらなる労働生産性向

上に役立つのではないだろうか。 

 ３－２－３より，テレワークなどで移住する人たちの多くは自然を求めており，府中市は居住者アン

ケートで自然環境が豊かである点があげられる。しかし，それは居住者以外にはほとんど知られておら

ず，認知度が低いため，それを移住を視野に入れている人に知ってもらう必要がある。そのために，一

週間や一か月など短期間での移住体験ができるような制度を設けることを推奨する。また，テレワーク

にはネット回線が必要なためインフラの整備も必要である。 

 

５．結論 
 現在新型コロナウイルス感染拡大の影響でテレワークが普及して，仕事をする上で住居の制限がなく

なったり，都会に住むことのデメリットが意識されやすくなったりして，地方移住への関心が高まって

いることを述べた。そのため増加させる対象は，すでに地方移住を考えている，子供を持つ 20 代から

40代の生産年齢人口とした。 

 まず，子育て状の観点からの府中市の現状について二点の結論を述べ，それによる提案をする。一点

目は，子どもが楽しめる施設・公園があるという点である。府中市には様々な就学前児童向けの施設が

あり，それらは他の地域子育て支援拠点事業と比較して最もよく利用されている。また，保育所・幼稚

園が集中する南部の中心部に位置している。一方で「子育て」の調査結果や若者の「移住」調査２）から，

「子どもが楽しめる施設・公園」が地方移住で重視されていると分かった。二点目は，府中市の保育所

は人数に余裕があり，待機児童数は０人であるという点である。この保育所の空き状況は移住地決定に

深く関わってくると考えられる。 

 これらの結論から，府中市に「子どもが楽しめる施設・公園」があることと，待機児童数が０人かつ

まだ受け入れが可能であることは，府中市の子育て制度の充実を示していると考えられる。したがって，

子育て制度の充実という点で他の地方との差別化を図ることができるようなアピールの仕方を工夫して
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いくべきだと提案する。例えば，待機児童数が０人であることの広報とＰＯＭ子どもの国の広報は同時

に行うことだ。それにより，「待機児童数が０人で保育所に入りやすいだけでなく，子どもが遊べる場

所もある」と子育て制度の充実がより印象的に伝わる。 

 次に，仕事上の観点からの府中市の現状について二点の結論を述べ，それによる提案をする。一点目

は，地価が安く固定費があまりかからない府中市では開業，創業するには適している点である。しかし，

補助金の金額がほかの自治体と比べると少ないところが短所だ。二点目は，移住を考えている人の約半

数は自然にあふれた場所を求めており，それは府中市民にとっての府中市の魅力と合致している点だ。 

 これらの結論から，府中市は移住先としての魅力はあるが多くの人に認識されていないことと，創業

は府中市にとっても大きなプラスになると考えられるにも拘らず，それに対する補助金が他の自治体と

比較すると少ないことが分かる。そのため，短期間の移住体験などによる広報活動や補助金の増額を行

うべきだと提案する。 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

D5 伝統工芸品の安定した流通を目指すには 

メンバー 藤澤輝郎 藤原暖己 島田葵 高橋佑奈 堤梨愛 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テ
ー
マ
設
定(

問
題
提
起) 

1.伝統工芸品産業の現状 

主張①：伝統工芸品産業は衰退しつつある 

 

・工芸産業振興基盤整備調査事業、「伝統的工芸品生産

額推移」より 

検
証 

2．特産品の役割 

・その地域の歴史や文化を外部の人たちに具体的、

継続的に発信することで地域に雇用や観光を生

み出す 

・地域の人たちに地元への愛着と誇りを持たせる 

主張②：伝統工芸品産業を活性化させることは地域

の経済的な活性につながる 

 

3．衰退の理由 

・「伝統」を大事にすることでデザインが昔ながらのも

のになり、時代のニーズに合わなくなる 

・工芸品を作る以外の作業が苦手な職人が多い 

・職人の高齢化、後継者不足 

 

4．伝統工芸品の取引を増やすには 

・大量生産をする 

→伝統工芸品の製造方法から考えて困難である 

・新たな付加価値をつける 

→製造には影響しないため可能である。デザインの

面で付加価値を考えると絶えず流行を意識しない

といけない。これは安定した伝統工芸品の流通に

繋がらないと考え、今回は流通の面から付加価値

を考える。 

 

5．結論 

近年、伝統的工芸品産業はデザインが時代のニ

ーズに合わなくなっていることや安価な外国製品の

流入により衰退の傾向にある。そこで、新たな付加価

値をつけるための提案をする。 

 

・福島大学行政政策学類 地域と行政専攻、「特産品で地

域を救えるか？」より 

 

 

 

 

 

 

 

・BECOS、「伝統工芸が衰退する 3つの原因と私たちにで

きること」より 

 

 

 

 

 

 

・四季の美、「伝統工芸品とは？伝統工芸業界の現状と生

産高推移、職人後継者について」より 

提
案 

インターネットを利用した、工芸品を作る職人たちと顧客を仲介するシステムの考案 

(伝統的工芸品としての価値を守るため、完成した品物を買いたい人を探すのではなく、要望があってからその注

文を職人に繋ぐものであり、完成した商品は直接受け取れる形で考えたい) 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

伝統工芸品の安定した流通を目指すには 

 
    研究者 4年D組 ５班 

    島田葵 藤澤輝郎 藤原暖己 高橋佑奈 堤梨愛 

 

1．序論 

１－１ この研究をするに至るにあたって 

 私たちは文化的価値が高い(他の技術では再現不可で、希少性がある)にも関わらず衰退して

しまっている伝統工芸品産業の現状を知った。そこで、研究テーマを伝統工芸品産業の衰退と

し、今ある問題点を調べ、流通を安定させる策の提案を目指す。 

 

１－２ 伝統工芸品の役割 

 その地域の歴史や文化を外部の人たちに具体的、継続的に発信することで地域に雇用や観光

を生み出し、地域の人たちに地元への愛着と誇りを持たせることによって、地域の経済的活性

化を促す。つまり、伝統工芸品産業の発展は地域経済に利益をもたらす。 

 

2．本論 

２－１ 伝統工芸品衰退の理由 

 初めに、伝統工芸品とは一般的に長年に渡り受け継がれている技術や技法を用いて作られた

工芸品のことをいう。      

 近年、伝統工芸品の生産額は図1が示すように、減少傾向にある。原因として、「伝統」を大

事にすることでデザインが昔ながらのものになり、時代のニーズに合わないことや安価な大量

生産品の普及が上げられる。伝統工芸品の取引を増やすためには、①大量生産を行い海外の安

価な製品に対抗する②新たな付加価値によるアピールの二つが考えられる。 

 ここで、①は伝統工芸品の製造

方法より非常に困難である。②の

新しい付加価値の具体例としてデ

ザインの面や流通の面からのアプ

ローチがあり、伝統的な製造方法

に大きく影響しないため可能であ

る。しかしデザインの面からのア

プローチだと、仮にデザインを変

えても、流行が変わってしまうと

再び時代のニーズに合わなくなる

恐れがありまた、今回のテーマで

ある「安定した流通」につながら

ないと考えた。よって、私たちは

流通の面から新たな付加価値を付

ける方法を提案したい。                          

 

  

図1 伝統的工芸品生産額推移1) 
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２－２ 流通の面からの新たな付加価値の提案 

 伝統産業は本来、家内制手工業の分業体制で成り立っており、その分業体制を取りまとめて

コントロールしてきたのが問屋である。問屋制度の下で小生産者から製品を買い集め、販売す

るという事が成り立つためには、生産者が小規模分散的であるという事の上に、生産地から消

費地までの距離が遠く、交通の便が悪いという条件の下で成り立っていた。しかし、近年の交

通、通信、情報機関の目覚ましい発達により、消費地問屋の機能が低下し、その結果、消費者

の趣向をフィードバックする機会が減り、商品の企画力低下につながった。2)       

 ここで、問屋の代わりのものとして、近年、利用者数が拡大しているインターネットを利用

した通信販売(以下ネット通販)の利用があげられる。 

 ネット通販を利用して、伝統工芸品を販売している企業の例として、「DENSAKU」、「BECOS」

などがあげられる。ネット通販の利点として、伝統工芸品を世の中の多くの人にアピールでき

る、外に足を運ばなくても購入できるなどがある。しかし、デメリットとして消費者が実物を

見ないまま購入してしまうことである。伝統工芸品は、1つ1つ職人の手作業で作るといった点

で大量生産された製品と異なり、1つ1つの製品に個性がある。その個性を見ないまま製品を購

入することは、その伝統工芸品の価値を低下させることにつながる。 

 そこで本稿では、インターネットを使った、消費者と生産者の直接取引を行うシステムを提

案したい。このシステムとは、消費者がネットを通じて伝統工芸品を製造する生産者に製品の

要望を行い、消費者が可能であれば現地に行って製品を選び、直接受け取る。また、消費者が

製品を選ぶという点で伝統工芸品の価値を保ったまま取引ができるものである。 

 このシステムによって、まず消費者と生産者とをインターネット上で手軽に結びつけること

が出来、それによって伝統工芸品の取引チャンスを多く作り出せるといったメリットがある。

しかし、デメリットとして生産者の高齢化が進む中でインターネット上でのやり取りと製造の

どちらも行わなければならず、大きな負担となることが挙げられる。また、消費者に現地へ足

を運んでもらいその伝統工芸品の製造工程を知ってもらうことで、伝統的な製造について消費

者が関心を持つ機会となり、伝統工芸品を存続するうえで重要となる。そして、製造工程を知

ってもらうことが消費者に新たな付加価値を与える。 

 ここで、新たな付加価値について越前打ち刃物の製造工程を紹介しながら述べる。越前打ち

刃物の大きな特徴として、一般的な刃物の製造ではしない、日本古来の火づくり鍛造技術、手

仕上を行っている。なかでも、二枚広げは職人にしかできない技であり、それを消費者に見て

もらうことで、食品を切るという刃物の機能だけでなく、様々な技が詰まった芸術品という視

点で見てもらうことが出来、それが新たな付加価値に繋がると考えた。 

 

3．考察 

 本論で述べたように、伝統工芸品産業が衰退しているのはデザインが時代のニーズに合わな

くなっていることや、大量生産された安価な商品が多く取引されていることが原因といえる。

本稿では、流通の面から伝統工芸品に新たな付加価値をつける方法を考えた。 

 

3－1 実際に行われている取り組み 

 提案をするにあたって、本論で紹介した「DENSAKU」「BECOS」という二つの会社が解決につ

ながる活動をしていると感じたためこの二社の取り組みを基に考える。 

 DENSAKUは、陶磁器や漆器を中心に全国の伝統工芸品を販売する通販サイトである。販売事業

者の紹介や時期に合わせた特集を組んでおり、我々はこのサイトを利用することでキーワード

などから贈答用の伝統工芸品を探すことができる。3) 
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 BECOSは、全国から厳選したMade in Japanアイテムを世界中へ届けるオンラインストアであ

る。主な業務として伝統工芸品やものづくりに特化したページの運営や預かった商品の発送業

務、生産工程の管理及び毎月の売上集計の対応があげられ、これらの業務を通して商品のいい

ところや作り手の想いを届けつつアイテムをおすすめすることを目標としている。4) 

 

3－2 これらの取り組みから考えたこと 

 今回私たちが問題としていることについて、解決に近づくためには職人と顧客の間を繋ぐ存

在を作ることが必要だと考える。これは上で述べた二社が行っている取り組みに共通している

点でもある。よってこれを提案の基礎としたい。また、この既存の仕組みに加える視点として、

次の二点を示したい。 

ⅰ：顧客からの需要が先にあり、その注文を職人に繋ぐ形であること 

ⅱ：完成した品物は直接受け取れることを理想とすること 

 先ほど紹介したBECOSを例にしてもわかるように、既存の仕組みでは完成した品物を買いたい

顧客を探すという形を取っている。しかしこの体制は先に商品があるということが前提になっ

ており、大量生産の流れに乗ってしまうと見ることもできる。そこで、先に顧客からの需要が

ありその注文に合わせて商品を作る流れにすることで要望を反映させやすくなる。また、作る

過程も含めて商品とすることで大量生産との違いとすることができ、価格の面で見ても要望を

反映させることについて付加価値が発生するため安価で売られる製品との違いを作ることがで

きる。 

 ⅱに関して、JTB総合研究所が行った「あなたにとって地場産業、伝統産業品とは」というア

ンケートに対し、一番多かった回答が「日本の地域に伝わる生活文化や伝統文化に触れられる」

であった。5)このような一般的なイメージより、普段私たちが購入する品物と同じように伝統

工芸品が段ボールに入って送られてくるというのは伝統的な価値を持つものに対しふさわしく

ないと考えた。 

 

4．結論 

 これらの活動をすることで、生産から販売までの経路を簡略化し、同質のものについて以前

より価格を抑えることができ、また客の要望に従うことで製品に付加価値を与えることで結果

的に消費者側から見た製品の質の高いものを以前と同程度の価格で販売することが可能となる。

また客の製品の値段に対する認識を深めることができるため、消費者側の製品に対する価値観

に変化をもたらし得るのではないかと思う。さらに、生産者は客の需要に従うことを続けるこ

とで消費者の需要を把握し、自ら製品を作るときの参考にもなると考える。私たちが提案した

流通のシステムは需要が先にあるため、需要の数によって生産者の収入が変動する。需要が少

なければ生産者の収入が減少し、私たちの案が意味をなさない。よってこのシステムはあくま

で新たな販路の1つとして考えるべきである。ここで前述の需要の把握が従来の流通に良い効果

をもたらすと考えている。 

 

5．参考文献 

1) 工芸産業振興基盤整備調査事業、「伝統的工芸品生産額推移」 

https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/shoko/kogei/documents/24-houkokusho.pdf  

(2021年1月18日閲覧) 

2) 上原義子、「伝統的工芸品の現状とマーケティング課題について」 

https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/?action=pages view main＆action=repository view main it

em detail＆  item id=342＆item no=1＆page id=13＆block id=21 (2021年1月15日閲覧) 
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3) DENSAKU  

https://www.den-saku.com/ (2021年1月13日閲覧) 

4) BECOS、「BECOSについて」 

https://www.thebecos.com/pages/about (2020年12月14日閲覧) 

5) 観光経済新聞、「地場産業・伝統産業品への意識についての調査」 

https://www.kankokeizai.com/%e3%80%90%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%80%91%e3%80%8c%e

5%9c%b0%e5%a0%b4%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%83%bb%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%9

3%81%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e8%ad%98%e3%81%ab%e3%81%a4/ (2021年1月13日閲覧) 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

D6 商品開発における大衆性と独自性の両立について 

メンバー  三宅飛鳥 道家菜穂子 中川歩優 福田あかね 前田廉之 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テ
ー
マ
設
定(

問
題
提
起) 

主張１ 

 もともと独自性を持ち，今後大衆性を持っていくと

考えられる商品の開発をすることでヒット商品を生

み出せる。しかし，その独自性は時代のニーズに

合ったものでなければならない。 

・消費についての校内アンケート 

➡ 消費者が何を基準に物を買っているのかの調査。 

 これによって，商品開発においてどんな要素が必要なのか

を具体的に絞り込み，逆にどんなものが商品として適してい

ないのかを明確にする。 

・タカヤ商事さんのお話 

➡現在のファッション業界では大衆性ばかり追及されている

ため，大量の売れ残りが.. 

検
証 

主張２ 

・大衆性…多くの人に「この商品が欲しい」と思わ

せる性質 

・独自性…今までにない新しい，人々の目 を惹く

ような性質 

商品開発における「大衆性」とは，「独自性」の延長

線上にある。 

➡ここでいう「大衆性と独自性の両立」とは持って

いる独自性が後に大衆性へと変わること。 

主張４ 

このような商品を開発することによって... 

➡①もっと多くの消費者に商品を買ってもらえる。 

➡②安価な海外製品との価格競争から脱出でき，

国内産業を保護できる。 

主張５ 

今までにヒットした商品や逆に失敗した商品から，

両立の条件を探ることができる。 

主張６ 

校内アンケートを使って，必要とされているものや

商品開発の際に意識すると効果的な項目を探る 

考察 

  商品開発において，重要なのは，「独自性」と「大

衆性」のバランスである。そのバランスを保つため

には，何が必要とされているのかの調査が効果的

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今までにヒットした商品の例 

➡IH コンロ，ポケトル 

・日本だけでなく，海外でもシェアされている商品 

・失敗した商品の例 

➡ハーレーダビットソンの香水，ラジオ付きカメラ 

 

➡本校四年生の校内アンケート 

・消費の際意識している項目 

・消耗品以外の消費の目的 

提
案 

 

 企業はこのような商品開発を行うことで，無駄がなく，利益も上がりやすい生産活動ができる。これを実現するた

めには，詳しい調査で世の中の関心や過去のヒット商品の傾向を分析することが必要であると考える。 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

独自性と大衆性の両立 

研究者  ４年Ｄ組 ６班 

三宅飛鳥 道家菜穂子 中川歩優 福田あかね 前田廉之 

  

1．序論 

 我々は，体験イノベーションの実地調査で美希刺繍工芸を訪れた。 

そこで，美希刺繍の独自の技術や，その技術を活かして消費者にどう提供するかについて学んだ。ま

た独自の技術を用いて他社には作れないものを人々に提供することでブランド化を進めて，世界という

広範囲で商品の需要を伸ばしている。 

次に，タカヤ商事を訪れて，アパレルに関する情報を得た。現在アパレル商品の需要は年々減少傾向

にあるが，そこでも独自のデザインや今までの概念に縛られない新たな取り組みによって，顧客のニー

ズに答えたり，ファッション分野での新しいイメージを提供したりしていることが分かった。 

 両社とも，現在の消費者の多様化するニーズに応えるために，新たな技術開発に取り組んでおり，そ

れぞれの会社の独自性を商品に持たせながら，一般の人々に広く普及する商品を製造，販売しているこ

とが分かった。 

 しかしそういった工夫をしているにもかかわらず，安価で仕入れることができる外国製品がアパレル

業界での大手となっており，国内の中小企業の製品の消費は落ち込んでいる傾向にある。そのため，消

費者の心をつかむ商品開発が重要となっている。 

 よってここでは，どうやって商品に独自性を持たせながら，人々に普及する大衆性のある商品を作り

出せるか，その方法について論述していきたい。 

  

２．本論 

 ２－１ 独自性と大衆性について 

 まず独自性・大衆性と，商品の売れ行きの関係を調べるにあたって，ここでの独自性と大衆性の定義

づけをする。独自性とは，商品を作り出したときに他の商品が持っていない新しい要素を持っているこ

とである。大衆性とは，一般大衆が共通して持っているその商品に対するイメージのことであるが，そ

れらのイメージは時代が変遷し革命的な商品が開発されるとともに変化していく。よって，元々独自性

としてあった新しい要素が世間に親しみを持って受け入れられ，一般化したものであるとする。例とし
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て，カメラ機能付き携帯電話をあげる。1999年当初，携帯電話で写真を撮ることができるという機能は

画期的で，他の商品は持ち得ない｢独自性｣を含んだものであったが，現在2021年に市場に出回る携帯電

話のそのほとんどがカメラ機能付きであり，一般化し｢大衆性｣を帯びていると言えるだろう。 

 つまり，テーマにある独自性と大衆性の両立とは，開発された時に持っている特異な性質，独自性が

後に大衆に親しまれ一般化し，大衆性を持つものへと変化できるような商品を開発することである。 

２ー２ 本調査の有用性 

 上記のような商品を開発するということは，企業には様々なメリットがもたらされると考えられる。

例えば，現在国内生産が下火の業界の中には，市場の大半が海外輸入品に取って代わられていて，価格

での勝負をするしかなくない状況にもかかわらず国境を越えた人件費の違いなどにより，海外輸入品に

勝てないという苦境に立たされている場合がある。このような状況が悪化してしまうと，その業過にお

ける国内産業を保護する観点でもよろしくない。しかし，このとき，消費者のニーズにこたえた上で，

独自性のある商品開発により他社と一線を画すと，価格が他社よりも多少高価でも消費者の目はそちら

に向くことになると考えられる。後に掲載している校内アンケートにおいて，消費活動の際意識してい

る項目が高校生ながら価格とほぼ並んで機能と答えた人数が多かったことからもわかる。日本には世界

に誇る産業がいくつもあり，その中には画期的な性能を「スタンダード」といわれるまでに普及させた

ものもある（後述）。そういった業界では，現在も海外製品に負けることなく日本のメーカーが活躍し

ている。このようなとき，国内産業を維持するだけでなく外国からの顧客も増やしていることになる。

もちろん価格競争からも脱出できるため，独自性と大衆性を持ち合わせた商品というものは企業にとっ

て有用性を多分に含んでいるといえるだろう。 

２－３ 前例を使った調査 

  つまり，商品開発では大衆化しそうで，なおかつ今までにないものを作ることを目指すのがよいと

分かった。そのためにはどうすればよいか，我々はその時代のニーズに合っていて，特に「受け入れら

れそうなもの」にする必要があるという仮説を立てた。これを証明するために，今までにそれらが成功

した商品について調べることや，逆に失敗した製品などを調べ，前例による調査を行った。 

 まず今までにヒットし，一般化して「大衆性」を持った商品の例として，IHコンロが挙げられる。従

来のコンロと比べて掃除がとても楽になっていることが，女性も忙しく掃除をする時間がないという家

庭が増えている今の時代のニーズに合い，受け入れられた。 

 また，DESIGN WORKS ANCIENT社が売り出したポケトルは今の時代だから受け入れられるようになった

と言える。オフィスにウォーターサーバーがあることが普通になってきており，注ぎ足しができるよう

になったことから，少ない量でも十分水筒として使えるようになった。そのため飲み残しを減らした

い，荷物を軽くしたい，というニーズに応えることができるようになった。 

 これらの例は，時代の変遷を捉え今何が必要で，今までの何を変えるべきなのかをよくとらえられて

いる商品たちと言えるだろう。元来の必需品を現代に必要とされている形で変えていくことで，大衆の

ニーズに応え普及していることが伺える。 
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 次に，失敗と考えられる商品の例として，ハーレーダビッドソン社から売り出された香水が挙げられ

る。ハンドルが大きく横に張り出しているオートバイが有名で，ワイルドかつ無骨というブランドイメ

ージのあるこの会社で，どこか華やかな印象がある香水を購入しようとする顧客は多くなかった。この

例からは，顧客の需要や自社のイメージを把握しきれていなかったために失敗したことがわかる。 

 また，ラジオ付きカメラは発売当初新しい物を好む人々から人気を博したものの，ラジオ機能を付属

させた結果価格が他カメラよりも上り，かつ大型化や電池の持ちも悪くなったため，最終的には姿を消

す結果となった。この例からは，独自性を考えたマーケティングに偏りすぎて，大衆化には至らなかっ

たことがうかがえる。 

 独自性を狙いすぎて，顧客のニーズに添えなくなってしまったものや，多機能すぎて求められていな

い機能なども多く，高価になったり一つ一つの機能に疑いが出るようになったりしてしまうと，売り上

げは伸びない。この二つの失敗例から，顧客についての調査の重要性や独自性と大衆性のバランスを考

えることの重要さがわかった。 

２－４ 購入理由の調査 

  ２ー３で分かるように，いくら新しく画期的でも，その時代の人々が必要としないと意味がなくな

ってしまう。どのようにして「必要とされているもの」を探せば良いのかを提案するために，本校の高

校1年生に受けてもらった校内アンケートを利用し，条件を絞っていきたい。 

 このアンケートは本校の高校１年生１９５名に行い，アンケートの内容は 

 調査１ あなたが消耗品以外の消費活動を行うとき，以下の項目のどれが目的となっていますか。

（財・サービス両方を含みます。） 

①自分の生活を便利にするため      ⑥ポイントなど特典やおまけを得るため 

②他者からの評価を得るため       ⑦気分を晴らしたりストレス発散のため 

③自分や自分の生活を理想のイメージへ近づけるため 

④満足感を得るため           ⑧他人へプレゼントするため 

⑤経済を回すため            ⑨その他   

の中から当てはまるもの３つの項目を選んでもらった。 

 調査２ あなたが商品やサービスを選ぶとき，よく意識する項目はどれですか。 

①価格             ⑦購入（利用）時の説明や対応等の接客態度 

②機能             ⑧苦情や要望に対する対応 

③安全性            ⑨商品やサービスが環境に及ぼす影響   

④ブランドイメージ       ⑩経営方針や理念 

⑤評判             ⑪社会貢献活動 

⑥特典             ⑫その他 

の中から当てはまるものすべての項目を選んでもらった。 

調査結果詳細は下記（5．提案の下部）に記す。 
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 調査１の結果から，生活の利便性の改善，購入時の満足感，自分や自分の生活を理想のイメージに近

づけることなど，単純に便利だからという以外にも，ハードワークをこなした自己への褒美や，自分が

理想とするものへ近づくというような理由であった。また調査2から価格や機能，安全性も重視されて

いることが見て取れる。 

 このことから，「必要とされるもの」は購入者の生活をより良いものにする機能があることが，一つ

の重要な条件である。また，そのうえで手に取りやすいもの（安くて安全なもの）であることも必要な

条件であると考えることができる。 

 さらに他者からの評価や特典がついてくるといった理由は少なく，生活の役に立つような物でなけれ

ば売れにくく，とりあえず特典を付けただけでは売れ行きが格段に向上するということはない，という

ことが考えられる。 

 そのため，商品開発の際に「必要とされているもの」を探すには対象者の日常生活に直結する，身近

なものを探すと良いだろう。そこに需要が考えられた革新的な機能を付属したりすることができれば，

いずれ一般化するようなヒット商品を生み出すことができると思われる。また，消費を伸ばすためなら

ば商品の他に付属する価値をつけるよりは，商品自体を改善していく方が効果的であることもわかる。 

 

３.考察 

 以上から，商品開発において成功しているといえるのは，開発当時は「独自性」をもっていて，いず

れ大衆に親しまれるようになる「大衆性」を持ち合わせるようになった商品のことである。その上で重

要なのは「大衆性」と「独自性」のバランスである。そのバランスを保つためには，消費者が何を必要

としているのかという調査を行ったり，独自性のみに注目しすぎずに将来の見通しをもって商品開発を

したりをしていくことが重要である。 

 

４.結論 

 この調査で，我々は一貫して消費者視点ではなく生産者視点にたって商品開発について論じてきた。

その中で，現在問題となっている国内産業の衰退や価格競争の激化について触れながら，どのような開

発をすればそのような問題から抜け出せるかを考えた。 

 結果として，多くの人が予想していたような考察に至ったかもしれないが，再確認することで少しで

も産業活性化に貢献できれば幸いである。 
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５.提案 

 企業はこのような商品開発を行うことで，無駄がなく，利益も上がりやすい生産活動ができる。これ

を実現するためには，詳しい調査で世の中の関心や過去のヒット商品の傾向を分析することが必要であ

ると考える。 

 

調査１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査２ 
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その他：                                                 

生鮮食品などにおいてその質/デザイン/宣伝に起用されている人物/ 

製造場所/小さい頃からなじみのあるもの  

 

 

参考文献 

・「多機能化」-Wikipedia（2020年12月15日閲覧） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%8C%96#%E6%88%90%E5%8A%9F%E4%BE%

8B 

 

・「商品開発が失敗する理由とは？失敗事例も紹介」-KOTODORI（2020年12月15日閲覧） 

https://kotodori.jp/analytics/product-development-failure/ 

 

・「商品開発の極意｜プロセスから企画書まで，プロが丁寧に解説」‐ビジネス心理学（2020年12月15

日閲覧）https://biz-shinri.com/product-development-9620 

 

・「小さな水筒」今までなかった！容量120mlのステンボトル，ポケトルについて聞いてきた！ーTOKYO 

HANDS (2020 12月15日閲覧）https://hands.net/hintmagazine/kitchen/1904-poketle.html 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

D7 詐欺被害から高齢者を守るには 

メンバー  藤原愛子，三好優空，八木響平，古川留名，細谷奈愛 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定(問

題提起) 

1.現在の高齢者のオレオレ詐欺被害 

主張１ オレオレ詐欺被害に遭う高齢者は多

い。 

１．警察庁の調査  

・特殊詐欺令和元年の認知件数は１６８５１件，

被害額は 315.8億円 

・特殊詐欺全体の認知件数に占めるオレオレ詐欺

の割合は 39.9％ 

・オレオレ詐欺の認知件数において 70 歳以上の

割合が最も高い 

検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．オレオレ詐欺に遭う高齢者を減らすには 

主張 2 地域社会の関係の希薄化が詐欺に気づ

けない，詐欺被害に遭っても相談しないこと

の原因になっている。 

 

主張 3 対策は常に後手に回ってしまってい

る。  

 

 

 

主張 4 自分は大丈夫という認知バイアスが詐

欺被害に遭う要因の一つ。 

 

結論 人間は普段経験しない特殊な状況下に

ある時，正常性バイアスの効果により精神的

に自身を守ろうとする傾向があるためそれに

よる被害も少なくない。警察など行政機関の

対策が後手に回っている今，詐欺被害から自

律的に身を守る力を向上させることが大切で

ある。 

 

２．「東京都 23 区内における一人暮らしの者の

死亡者推移」より孤独死する 65 歳以上の者年々

増加している。 

過去５年間振り込め詐欺の被害申告は被害全体の

35.5％(法務省法務総合研究所,2012) 

70 歳以上の老人クラブ会員のうち悪徳商法に遭

ったが，何もしなかった者は 45.5％と半数に近

い(東京都(2013)) 

 

４．警察庁の調査 

・被害者全員の 95.2％が「どちらかと言えば」

を含めて，「自分は被害に遭わないと思ってい

た」と回答。 

・自分が被害に遭わないと思っていた理由とし

て，「騙されない自信があったから」，「自分に

は関係のないことだと思っていたから」がある。 

 

 

提案  まずオレオレ詐欺被害に出会わないための対策として，常に留守電機能を設定しておく，迷惑

電話防止機能を利用するなどがある。また詐欺被害に遭った時に働く認知バイアスの対策とし

て，普段から自分が犯罪に巻き込まれる可能性があることを自覚し，オレオレ詐欺の情報を調べ

て知識を得て，防犯対策会に参加する，周りからの声掛け，家族間でこまめに連絡を取る，地域

での情報共有が有効であると考える。そして地域の交流を深めるなど詐欺に遭った時に相談しや

すい環境づくりも大切であると考えられる。私達が高齢者のオレオレ詐欺被害を減らすためにで

きることとしては，まず私達が詐欺被害についての理解を深め，高齢者と情報共有し詐欺を身近

に感じてもらう，こまめに連絡をとることで高齢者が詐欺を見破りやすくなり，私達も異変に気

づきやすくなる，高齢者が詐欺被害に遭った際は警察などの公的機関への連絡を促すということ

がある。 
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広島大学附属福山高等学校   

4 年「体験イノベーション」 

         

詐欺被害に遭わないために 
 

                研究者 4 年 D 組 7班 

                藤原愛子 古川留名 細谷奈愛 三好優空 八木響平 
 

1.序論 
 近年，詐欺は大きな社会問題となりつつある。下図より，令和元年の特殊詐欺の認知件数は 16851 件，

被害額は 351.8 億円で年々少しずつ減少してはいるものの，依然として多い状況だといえる。そこで私

たちはなぜ毎年，詐欺被害が多発してしまうのか疑問に思ったため，詐欺被害に遭ってしまう理由，被

害を防ぐための対策について，オレオレ詐欺に焦点を置き今後の詐欺被害の減少を目的として研究する

ことにした。研究は，警視庁や内閣府のデータより被害状況や事例，傾向を調査しそこから問題点の抽

出，分析を行う。また，以下で述べられる特殊詐欺とは，面識のない不特定多数の者に対し，電話また

はその他の通信手段を用いて，対面することなく被害者をだまし，不正に入手した架空または他人名義

の預貯金口座への振り込みなどの方法により，被害者に現金などを交付させたりする詐欺（オレオレ詐

欺，架空料金請求詐欺，融資保証金詐欺，還付金詐欺，金融商品詐欺，ギャンブル詐欺の総称）などの

ことであり，オレオレ詐欺とは親族を装うなどして電話をかけ，会社における横領の補填金等の様々な

名目で現金が至急必要であるかのように信じ込ませ，動転した被害者に指定した預貯金口座に現金を振

り込ませるなどの手口による詐欺のことである。 

 
 

2.本論 

2－1．現在の高齢者のオレオレ詐欺の被害 
 令和元年のオレオレ詐欺の被害額及び認知件数は，認知件数 6,725 件（マイナス

2,420 件，マイナス 26.5％），被害額 117.6 億円（マイナス 71.3 億円，マイナス

37.7％）と前年に比べると大幅に減少。しかしながら，特殊詐欺全体の認知件数に占

めるオレオレ詐欺の割合は 39.9％と依然として高い水準にあるのが現状で，振り込め

詐欺年齢別認知件数（右図）からオレオレ詐欺の認知件数において 70歳以上の割合が

最も高いことがわかる。 

 

2ー2．高齢者がオレオレ詐欺の被害に遭う理由 
 高齢者が詐欺被害に遭いやすい理由として，「自分は騙されない」と過信する心理特性，情報不足や

判断能力の問題等から本人が被害に気づきにくい，実際に被害に遭っても公的 機関等に相談しないと

いう行動特性が挙げられる。 

 行動特性については過去５年間振り込め詐欺の被害申告は被害全体の 35.5％であること(法務省法務

総合研究所,2012)や70歳以上の老人クラブ会員のうち悪徳商法に遭ったが，何もしなかった者は45.5％

と半数に近い(東京都，2013)状況である。このことから，高齢者は相談や通報をしないという傾向があ

り，被害増加を助長していると考えた。そこで，「被害に遭った時や遭いかけた時にどこへ相談すべき

か」，「誰でも被害に遭う可能性は十分ある」ということを多くの人に認知してもらうための運動をす

る，高齢者の方と普段から連絡を取り合い，万一，被害に遭った際は公的機関等への連絡を促すなどの

対策が必要であると考えられる。 
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2－3．オレオレ詐欺は日々進化している 
 埼玉県警では，平成 29 年に銀行等でお金を振り込んでしまう前に声を掛ける，ATM に振り込める限度

額を引き下げるなどの対策を行った結果，被害件数，被害額ともに大きく減少したものの，銀行口座な

どへの現金の振り込みを要求せず「同僚（上司）が取りに行く」，「バイク便業者を向かわせる」など

と言い，自宅まで直接，現金を取りに来る手口が登場し再び被害が増加した。この事例からも分かるよ

うに近年，警察など行政機関が対策を講じてもすぐに新しい巧妙な手口が現れる事が多く対策が後手に

回っているようにも見える。 

 

2－4．被害者の心理状況の変化 
 高齢者がオレオレ詐欺の被害に遭う際の心理について，警察庁による「オレオレ詐欺被害者等調査の

概要について」，「被害に対する意識」の調査結果を見てみると，被害者によくみられる傾向が分かっ

た。 

 

【調査概要】 

①調査対象者 

 （1）事業者の協力から被害にあわなかった人：187人 

 （2）被害者：254人 

 （3）家族・親族が見破り 被害に遭わなかった人：130人 

 （4）自ら看破した人：428人   計 999人 

②調査方法 

 全国の警察において，被害届や相談等を受理した警察官が面接形式で実施 

③調査期間 

 平成 30 年８月１日から 11月 30日まで（自ら看破した人は 10 月 31日までの間） 

 

【調査結果より】 

 犯人からの電話を信用してしまった理由として，被害者の中で最も多い回答が，「息子の声と似てい

た。」（62.7％）逆に詐欺の電話であると見破った理由として自己看破の中で最も多い回答が「息子の

声と違っていた。」（53.3％）だった。（複数回答可の質問）しかしながら被害者，事業者看破，家

族・親族看破で被害に遭わなかった人についてはその約 7割（事業者阻止 66.3％，家族阻止 68.2％）が

通話中に犯人側からトラブルの内容を聞かされる前にだまされており，電話を受けた時点騙されてしま

う傾向が伺われる。また，「だましの電話やメールなどを受ける前に，あなたは特殊詐欺の被害にあう

可能性についてどう思っていましたか。」という質問に対して「どちらかといえば」を含めると「自分

は被害にあわないと思っていた」と答えた人の割合は被害者で全体の 95.2％，事業者阻止で 93.1％，家

族阻止で 87.7％，自己看破で 85.1％ととても高い水準にあることが分かる。理由として，「騙されない

自信があった（家族の声や嘘を見分けられる自信があった）」（57.0％）が最も多く，次いで「自分に

は関係のないことだと思っていた」（38.9％）が 2 番目に多い。（複数回答可の質問） 

 このことから普段私たちには「自分は詐欺の被害に遭わないだろう」，「自分には関係の無いことだ

から大丈夫だろう。」といった正常性バイアスが働いていることが考えられる。加えて，「既に対策を

取っていたから」という理由はほとんどなく，全体的に見て，詐欺に対しての意識や認識が十分ではな

かったと考えることができる。また，前述の通り犯人の声が息子の声と似ているか否かが詐欺被害に遭

う，遭わないの分かれ目になってしまっていることから詐欺被害に遭うハードルを少しでも下げるため

に電話が掛かって来る以前における対策が必要であると考えられる。 
 

３．考察  
 本論の 2－3 からわかるように，詐欺への対応が後手に回っている以上，人々が自発的に詐欺を見抜

き，防衛できるようになる必要があると考えられる。そのことに寄与すると思われるのが，警察や金融

機関による詐欺被害事例の報道で，既に発生した被害を公知のものとすることで，人々の詐欺に対する

危機感を向上させ， 新たな被害を防ぐことができると期待される。 しかしながら，現実には多くの報

道が行われているにもかかわらず，詐欺被害が減少する傾向が見られない。加えて，過去に犯行内容を

詳細に報道した結果，模倣犯が発生したという事例もある。このことは，マスメディアの報道に人々の

脆弱性を十分に改善する効果を大きく期待は出来ないということを示している。警察庁による「オレオ

レ詐欺被害者等調査の概要について」（引用 3）からも読み取れるように，「あんな話になぜひっかか
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るのか」といった感覚が普段の状態であり，被害者のほとんどが「私は騙されないと思っていた」と答

える。なぜこのような認識を抱いてしまうのか。それは，様々な認知バイアスが働いているからだろう。

認知バイアスとは様々な先入観，固定概念，過去の経験により人間の意思決定に影響を与える偏り，偏

見，先入観のことで，東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は，認知バイアスを「脳が効率よく働こうとし

た結果，副次的に生じてしまったバグ」だと説明している。そんな認知バイアスの中で今回，詐欺にか

かりやすくするバイアスには以下のようなものがあると考えた。 

・正常性バイアス：自分にとって都合の悪い情報を無視したり，物事を過小評価する 

・楽観バイアス：自己は他者に比べてネガティブな事象が起きにくい 

・確証バイアス：自分にとって都合のいい情報ばかりを無意識的に集めてしまい，反証する情報を無視        

したり集めようとしなかったりする 

・バージンバイアス：経験したことのないリスクに対して，リスクを過大に，もしくは過小に評価し，          

正確なリスク認知を得られない 

 

４．提案 
 現在，警視庁・特殊詐欺対策ページには「事前に家族の合い言葉を決めておく」，「個人情報や暗証

番号を教えない」，「電話をかけてきた家族に自分から電話して確認する」などが対策方法として挙げ

られている。このような対策があってもいざ電話がかかってくると上記の認知バイアスや焦りなどによ

って正しい判断が出来ないことで効果が薄れているのではないかと考えた。上記の考察や認知バイアス，

社会情勢を踏まえ，詐欺被害に遭わないようにする為に，以下の事を提案する。 

 まずオレオレ詐欺被害に出会わないための対策として，在宅時でも留守番電話に設定する， 非通知電

話拒否の設定へ移行する，発信番号通知「ナンバーディスプレイ」機能 00 を活用する ，防犯機能（通

話前に警告メッセージが流れ，通話内容を録音する機能や迷惑電話をブロックする機能）を 備えた電話

用機器を使用する，自宅の電話番号を電話帳から削除する，ステッカー・シールを電話の前に貼る，電

話に出ない，固定電話を持たない・利用しないなどの対策が考えられる。これらの対策をすることで，

突然の電話に応対することが減り，電話をかけてきた家族に自分から電話して確認することが出来たり

もするので，落ち着いて正しい判断が出来る可能性が高まるという効果があると考えた。 

 また詐欺被害に遭った時に働く様々な認知バイアスの対策として，普段から自分が犯罪に巻き込まれ

る可能性があることを自覚し，オレオレ詐欺の情報を調べて知識を得て，防犯対策会に参加する，周り

からの声掛け，家族間でこまめに連絡を取る，地域での情報共有，電話で話す際は警戒・工夫をするこ

とが有効であると考える。 

 そして地域の交流を深めるなど，詐欺に遭った時に相談しやすい環境づくりも大切である。それを達

成するために「高齢者サロンの利用」を提案する。高齢者サロンとはである。高齢者サロンを利用して

もらう事で「こんな電話があった」などの情報交換が出来るだけでなく，サロンの運営陣と協力するこ

とで詐欺対策のための情報なども高齢者により届きやすいという効果があると考えた。 

 私達が高齢者のオレオレ詐欺被害を減らすためにできることとしては，まず私達が詐欺被害について

の理解を深め，高齢者と情報共有し詐欺を身近に感じてもらう，こまめに連絡をとることで高齢者が詐

欺を見破りやすくなり，私達も異変に気づきやすくなる，高齢者が詐欺被害に遭った際は警察などの公

的機関への連絡を促すということがある。 

 

５．結論 
 上記の考察にもあるように人間は普段経験しない特殊な状況下にある時，正常性バイアスの効果によ

り精神的に自身を守ろうとする傾向があるためそれによる被害も少なくない。昨今，身寄りのない高齢

者の増加や地域社会での関係希薄化に伴う地域間でのコミュニケーションの減少がみられるため，上記

で述べたような対策を取るべきである。情報化社会の中で必須とされる情報リテラシーを身に着け自身

や周囲の人間を守っていけるようにしたい。 

 

【参考・引用文献】 

1.令和元年における特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版） 

https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2019.pdf 

2.振り込め詐欺年齢別認知件数(平成 29 年 1 月～12 月) 

https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/furikomesagi_toukei2018.pdf 

3.孤独死の現状 レポート 

news20160310.pdf (shougakutanki.jp) 

4.「オレオレ詐欺被害者等調査の概要について」 
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5.調布警察署 「詐欺にあわないために」 

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/ichiran/kankatsu/chofu/about_ps/sagi_b

oshi.html 

6. 被 害 者 へ の 共 感 的 観 察 が 脆 弱 性 認 知 に 及 ぼ す 影 響 ： 詐 欺 被 害 事 例 を 用 い た 検 討 

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/57808/jjisp_16_021.pdf 

7.犯罪被害に遭いやすい高齢者の認知バイアス－高齢者はなぜ犯罪に狙われやすいか－ 

https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2012/05/A-13.pdf 

8.「東京都 23 区内における一人暮らしの者の死亡者推移」 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/index.html 

9.警視庁・特殊詐欺対策ページ 

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/oreore/ 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

班 研究タイトル 

D8          中小企業の海外進出について 

メンバー       俣野那果，宮田あかり，横山大輔，米田桜，和仁寛 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

今より多くの日本の中小企業が海外へ進出

していくためにはどうしたらよいのか。 

 

 

 

 

検証 2-1当研究で扱う海外進出とは 

海外進出を「輸出や海外直接投資，技術供

与，生産委託など何らかの形で自社が関わっ

た製品を海外に提供するための取り組み」とし

た。 

2-2日本の海外進出の現状 

主張１ 日本の中小企業の海外進出はあまり

進んでいない 

2-3中小企業にとっての海外進出 

主張 2 海外進出にメリットがあるにもかかわら

ず，海外進出が進んでいない 

 (1)大きな市場規模での販路開拓 

 (2)人件費・原材料費などのコスト削減 

 (3)税率の低さによるコスト削減 

2-4海外進出の進まない原因 

2-4-1海外市場と国内市場の違い 

主張 3 海外市場と日本市場に違いがある 

 (1)戦略の違い 

 (2)値段の違い 

 (3)文化の違い 

2-4-2資金不足 

主張 4 中小企業は海外進出するための資金

が不足している 

2-4-3 ビジネスパートナーとの連携 

主張 5 ビジネスパートナーとの連携を重視す

るもうまくいかない 

 

3-1，2，3海外進出を妨げる原因に対する既存

の取り組み 

3-4新たな取り組み 

3-5今後の課題 

主張 6 既存の取り組みの強化と新たな取り組

みの促進，企業のニーズを的確に把握し対応

することが必要 

     

2-2中小企業庁，「2019年版中小企業白書 全体版」 
2-4-1(1)福田稔「アパレル産業の未来‐国内アパレル企業の

課題と進むべき道‐」2017年 1月 

海外と国内では市場構成や競争環境が異なるが，日系アパ

レルの多くの企業が国内と同じ戦略をとり失敗している。 

2-4-1(2)孫 徳峰(京都大学)「新興国市場戦略における現地

での能力開発と本国資産の選択的利用 ―中国における日

本アパレル企業 AB社の事例分析―」 

企業の設定した価格帯が，現地の人々のニーズに適応して

いない。輸出することによって国内と価格が変わってしまう。 

2-4-1(3)「異文化コラボレーション:4.オフショア開発現場に

おける異文化間コミュニケーション摩擦」（2006） 

2-4-2中小企業庁，「2016年版中小企業白書 第二部第五

章中小企業を支える金融」 

2-4-3-1 JETRO，「2018年度日本企業の海外事業展開に関

するアンケート調査」 

2-4-3-2 日本政策金融公庫総合研究所，「中小企業の海外

撤退の実態 ～「中小企業の海外事業再編に関するアンケー

ト」から～」 

 

3-1-1中小機構，「F/S支援事業」 

3-2-1日本政策金融公庫ホームページ，「海外展開・事業再

編資金」 

3-2-2日本政策金融公庫，「日本政策金融公庫の海外展開

支援」 

3-2-3中小企業庁ホームページ，「国際化を支援します」 

3-3-1JETRO，「中小企業海外展開現地支援プラットフォー

ム」 

3-4-1経済産業省，「通商白書 2017 第 3部第 5章第 1節

新輸出大国コンソーシアム」 

3-4-2経済産業省，パンフレット「新輸出大国コンソーシア

ム」 

3-5帝国データバンク，「海外進出に関する企業の意識調

査（2019 年）」 
 

  

提案 既存の海外進出支援の取り組みの強化 

企業のニーズに合致したきめ細やかな支援 
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中小企業の海外進出について 
 

研究者 ４年Ｄ組 ８班 

俣野那果 宮田あかり 横山大輔 米田桜 和仁寛 

 

1.序論 

 講演会で美希刺繍工芸の方の講演を聞いた際，パリコレに出展した経験があることや海外ブランドに商品を納

めていることを聞いた。また，実地調査で美希刺繍工芸を訪れた際，パリコレに出展した商品や実際に海外ブラ

ンドに納めた商品を見させていただいた。その際に，地元の企業が国内のみならず，海外へもその商品を発信し

ていることに衝撃を受けた。そこで，私たちは今より多くの日本の中小企業が海外へ進出していくためにはどうし

たらよいのかということを調べたいと思った。 

 まず，中小企業の海外進出の現状を調べたところ，中小企業は大企業に比べ海外進出が低い水準にあること

が分かった。その原因として海外市場と日本市場とに様々な違いがあること，中小企業は大企業に比べ海外進

出のための資金が不足していること，海外のパートナーとの連携がうまくいかないことといったことがあることが分

かった。そこでそれぞれの原因について，その問題を解決し今後中小企業がより海外展開を進められるようにす

るための考察を行う。 

 

2.本論 

2－1本稿で扱う海外進出及び中小企業とは 

 一般に海外進出は商社などを通じて自社の商品やサービスを海外に展開する「間接輸出」，海外展開

を行う企業が直接外国企業との取引を行う「直接輸出」，他国に自社の子会社を設立したり，現地企業

を買収したりすることで経営権を有する企業を他国に設ける「直接投資」があるとされる。そのため，

本稿では，海外進出を「輸出や海外直接投資，技術供与，生産委託など何らかの形で自社が関わった製

品を海外に提供するための取り組み」とした。海外からの輸入は考察の対象外とした。また，中小企業

を「2019年版中小企業白書１）」での定義に準じて考察を行った。 

 

2－2日本の海外進出の現状 

 図 1は大企業と中小企業の直接輸出企業の割合を示したものである。中小企業の輸出企業の割合は

徐々に増加している。１）一方で，2016年度で，大企業 26.4％，中小企業 21.4％となっており，1997年

以降大企業に比べて低い水準である。図 2は中小企業の輸出額と売上高輸出比率の推移を示しており，

輸出額は製造業，非製造業ともに増加傾向にあり，売上高に占める輸出額の割合も増加傾向にあること

が分かる。１）図 3は海外子会社を保有する企業割合の推移を示しており，海外子会社を保有する中小企

業は増加傾向にあることが分かる。一方で，直近では大企業が 30.9％，中小企業が 14.2％となってお

り，中小企業は大企業に比べ低い水準であることが分かる。１）   

  

図 2 中小企業の業種別輸出額及び売上高輸出

比率の推移 １）より 
図 1 大企業と中小企業の直接輸出企業の割合の推移 

１）より 
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2-3中小企業における海外進出の位置づけ 

 図 4年齢別人口推計によると，2010年をピークとして 2060 年頃には 1 億人を下回るとされている。１）中小企業

にとって海外進出は大企業と同様に将来的な人口減少による国内市場の縮小を見据え販路の拡大を図ったり，

生産コストの削減を図ったりするための選択肢である。日本よりも人件費や税率の低い国へ進出することで生産コ

ストを削減させたり，海外展開をしているということによる企業価値やブランドイメージの上昇など海外展開のもた

らすメリットは多くある。 

 

2-4海外進出の進まない原因 

 中小企業にとっても海外進出は重要な選択肢であるにも関わらず，2－2日本の海外進出の現状からわかる通

り，海外進出を図る企業は増加傾向にあるが，大企業に比べるとその割合は低い。中小企業の海外進出を妨げ

る原因は個々に異なるが，主に次の 3つがあるとされる。海外市場と国内市場に違いがあること，資金不足，ビジ

ネスパートナーとの連携の３つである。 

 

2-4-1海外市場と国内市場の違い 

 海外市場と国内市場には様々な違いがあ

るが，ここでは，戦略，価格，文化の 3点に

ついて見る。 

 1つ目は戦略の違いである。アパレル産業

の未来-国内アパレル企業の課題と進むべ

き道-/福田稔によれば，企業が海外展開す

る際，国内市場と海外市場では市場構成や

競争環境が異なる。２）例としてアパレル企業

に着目すると，各国で異なる価格帯の市場

構成が存在している（図 5）。そのため，グロ

ーバルにはグローバルの成功戦略やブラン

ドの作り方があるのだが，国内と同じ戦略をと

って進出してしまった企業の多くが失敗して

いる。それぞれの市場にあわせた戦略を事

前に立てることができていないことが，海外

展開をしても成功できないことの原因となっている。 

 2つ目は価格の違いである。先述の戦略の違いで述べたように，国や地域によって異なる市場構成が存在す

る。そのため，新興国市場戦略における現地での能力開発と本国資産の選択的利用‐中国における日本アパレ

ル企業 AB社の事例分析‐/孫徳峰（京都大学）によれば，企業の行った価格設定が現地の人々のニーズと適合

しなかったこと，また商品を日本から輸出する場合，日本での販売価格と変わってしまうことが海外展開失敗の要

因の一つとなっているという。３） 

 3つ目は文化の違いである。「異文化コラボレーション:4.オフショア開発現場における異文化間コミュニケーショ

ン摩擦」によれば，現地従業員 5グループ（在中国，在マレーシア（対中国系），在マレーシア（対マレー系），在

フィリピン，在アメリカ）全体で最も文化の相違を感じていた日本人の行動は「英語/中国語での意思疎通」，第二

図 4 年齢別人口推計の推移 １）より 図３ 企業規模別に見た，海外子会社を保有する企業割合

の推移 １）より 

図 5 アパレル業界における国内と海外の市場構造の違い ２）より 
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位が「日本人上司とのコミュニケーション」，第三位が「品質管理/事務管理の仕方」となっていた。４）また，現地の

日本人従業員が最も文化の相違を感じていた日本人の行動は「現地従業員の転職の仕方」「仕事範囲／責任範

囲のとらえ方」「時間の守り方」の三項目であり，双方に文化の相違を感じていることが分かる。４）日本企業が海外

展開する際に，言語が異なることで進出先での意思疎通が難しいこと，品質や事務の管理など業務の遂行に関

わる事柄で文化的な摩擦があることが分かる。 

 

2-4-2資金不足 

 中小企業が大企業よりも海外進出が進まな

い原因として，大企業よりも海外進出のための

資金が不足していることがある。図 6は中小企

業と大企業の資金繰り DIを示したものであ

る。５）資金繰り DI とは，最近の資金繰りにつ

いて「楽である」と答えた企業の割合（％）から

「苦しい」と答えた企業の割合（％）を引いたも

のである。図 6 からわかる通り，中小企業は大

企業よりも資金繰りが苦しいと答えている企業

が多いことがわかる。大企業は景気が後退し

ている時期を除いて DIは 0を上回っている

のに対して，中小企業の DIが 0を上回って

いる期間はきわめて短い。 

 

2-4-3ビジネスパートナーとの連携 

 JETROの「2018 年度日本企業の海外事

業展開に関するアンケート調査」によると，

「輸出を行っていると回答した企業（2,465 

社）に対し，輸出の実現・拡大に有効な施

策を尋ねたところ， 「現地でのビジネスパー

トナー（販売先・提携先など）の確保」が 

61.7％（1,522 社）で最も多く，次いで 「現

地市場（規模，消費者の需要や嗜好，競合

など）の調査」が 57.9％（1,428 社）となっ

た。 」，「現在海外拠点があると回答した企

業（1,528 社）に対し，海外進出（新規投

資，既存拠点の拡充）に有効な施策を尋ね

たところ，「現地市場（規模，消費者の需要

や嗜好，競合など）の調査」が 50.7％（775 

社）で 最も多く，次いで「現地でのビジネスパートナー（販売先・提携先など）の確保」が 48.1％（735 社）となっ

た。 」とあり，海外進出を行っている企業はビジネスパートナーの確保を有効な施策として認識していることがわ

かる。６）一方で，日本政策金融公庫総合研究所の「中小企業の海外事業再編に関するアンケート」によると(図

7)，中小企業の撤退理由のうち最も重要なものをみると，「製品需要の不振」が 11.8％，「管理人材の確保困難」

「現地パートナーとの不調和」が 10.6％と高い割合となっている。７） 

 

3.考察 

 本論で見てきた通り，海外進出は販路の拡大，生産コスト削減などに有効な選択肢であるにもかかわらず，中

小企業では大企業ほどに進出が進んでいない。その原因として，海外市場と国内市場に違いがあること，資金不

足，ビジネスパートナーとの連携の 3 つを指摘した。中小企業が海外進出を図るにはこれらの原因を解消するこ

とが必要であるため，今後どのような施策が必要であるかについて考察する。 

 

3-1海外市場と国内市場の違いに関する施策 

 2-4-1から，戦略，価格，文化の 3点に日本市場との違いが海外市場に存在し，それらが海外進出を妨げてい

る原因となっていることが分かった。海外進出をする中小企業はこれらの違いがあることを十分に認識し，対応す

る必要がある。そのためには，海外進出をすることを決定する前の十分な事前調査が必要であると考える。この調

査をフィージビリティスタディ（プロジェクトの実現可能性を十分に調査すること）という。戦略面では，市場構成の

把握，価格面では，物価，文化面では，その国独自の文化や言語，宗教などについて調査し対応を検討する必

図 6 企業規模別に見た，資金繰り・金融機関からの借入難易度 5)

より 

図 7 海外拠点からの撤退理由（抜粋） ７）より 
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要がある。しかしながら，このような調査は中小企業単独では十分な調査が行えないことがありうる。大企業に比

べ資金や知識が不足することが原因となることが考えられる。そのため，中小機構が実施している「F/S（フィージ

ビリティスタディ）支援事業」のような事前調査を支援する事業を実施することが重要であり，国や自治体はこのよ

うな支援事業の拡充を図ることが重要であると考える。8） 

 

3-2資金不足に関する施策 

 2-4-2から，中小企業の資金繰りは大企業に比べ苦しい

ことが分かる。これはそもそも海外進出を考えることができな

かったり，希望しても資金不足でできなかったりするといった

状況を招いていると考えられる。そこで海外進出を希望する

中小企業に十分な資金を援助する仕組みの強化があると

考える。現在，日本政策金融公庫のホームページによると，

日本政策金融公庫では海外展開・事業再編資金という融

資制度を実施している。9）中小企業が通常よりも低い利率で

融資を受けられる制度である。図 8は海外展開・事業再編

資金の実績推移で，令和元年度には 549億円の融資を行

っている。10）他にも中小企業庁のホームページによると海外

進出を目指す中小企業向けの融資や信用保証として，開

発地域における海外投資事業を行う中小企業に対する長

期・低利の融資を行う（財）海外貿易開発協会による中小企業海外投資協力資金や国際協力銀行による中小企

業向け海外投資金融などがある。11)こういった融資の拡大を図っていくことで，海外進出を検討する企業を増やし

たり，海外進出を行う企業を増やしていく必要があると考える。 

 

3-3ビジネスパートナーとの連携に関する施策 

 2-4-3にあったように，現地でのビジネスパートナーの選定は，中小企業にとって重要であるものの，現地パー

トナーとの不調和が撤退理由の上位に来るように，難しいことであると考えられる。そのため，専門知識を持った

機関，現地に詳しい専門家などによって選定を仲介するなどの支援を要すると考えられる。JETROホームページ

によると，JETRO は中小企業海外展開現地支援プラットフォームを設置しており，各種サービスを行っているがそ

の中でマッチングサービスを行っている。12）マッチングサービスでは「コーディネーターが，現地パートナー・取引

先候補のリストアップ，商談アポイントの取得，お客様とパートナー取引先候補との面談の同席，商談後のフォロ

ーアップ等を行います。」とあり，ビジネスパートナーの選定の支援を行っている。12）こういった取り組みの強化を

量ることで海外進出を進めることができると考えられる。 

 

3-4新たな取り組み 

 3-1，3-2，3-3で取り上げた通り，現在も海外進出を希

望する中小企業に対して様々な機関が支援を行ってきた

が，通商白書 2017 によると，それらの機関が連携して中

小企業の支援を行う新たな枠組み，「新輸出大国コンソ

ーシアム」が 2016 年 2月の会議をうけて設立することを

決定し，現在この枠組みに沿って支援が行われている。
13）一つの窓口から，最適な支援を受けられる枠組みであ

る。様々な機関が独立して支援してきた制度を見直した

制度であり，中小企業にとっては最適な支援をうけること

ができるようになるため，海外進出を促進するうえで重要

な取り組みの一つであると考える。この取り組みの強化が

今後求められると考える。図 9は新輸出大国コンソーシ

アムの概略図である。14) 

 

3-5今後の課題 

 以上 3点の原因に対する施策について考察し，いずれの課題に対しても，それに対応する機関，制度が既に

存在することが確認できた。また新たな取り組みについて考察してきた。しかしながら，中小企業の海外展開が少

ないという現状は，既存の機関や制度などの取り組みでは完全には解決されておらず，既存の取り組みの強化が

求められる。また，新たな枠組みについても注視する必要がある。 

 また，帝国データバンクによる「海外進出に関する企業の意識調査（2019 年）」によると，「直接・間接のいずれ

図 8 海外展開・事業再編資金の実績推移 10）より 

図 9 新輸出大国コンソーシアムの概略図 14）より 
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かの形で海外に進出している企業 2,449 社に対して，海外進出を進めるうえで，どのような団体や企業などに相

談したか尋ねたところ，「取引先企業」が 38.0％で最も高かった（複数回答，以下同）。次いで，日本貿易振興機

構（ジェトロ）や中小企業基盤整備機構（中小機構）など「公的な支援機関」（29.0％），「メインバンク」（26.0％） が 

2 割超で続き，「現地企業」（16.6％）， 「現地日系企業」（15.5％）が上位に並んだ。」とあり，JETROや中小機構

などの公的な支援機関による支援は海外進出を行う企業にとって重要な役割を果たしていることがわかる。（図

10）14)取引先企業と相談する企業がしかし，「今後，海外進出を検討または進める場合に，国や地方自治体など

の行政や支援機関などに期待する支援サービスについて尋ねたところ，進出国の貿易制度，法人設立の手続

き・制度などの「法制度や商習慣に関する支援」が 42.0％でトップとなった」とあり（図 11），企業側はさらなる支援

を求めている可能性がある。15）企業のニーズに合致したきめ細やかな支援が必要になると考える。 

 

4.結論 

 中小企業に対してすでに様々な支援が行われている一方で，企業はさらなる支援を求めている可能性があるこ

とが分かった。中小企業が海外進出を進めていくために，既存の取り組みの強化に加え，企業のニーズに合致し

たきめ細やかな支援が必要になる。 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

班 研究タイトル 

E-1 コンクリートの代用  

メンバー  井村健太郎、有本功軌、薄井秀至、伊藤亜美、枝廣侑里 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

1.コンクリート化による弊害 
 

主張：コンクリート化によって日本各地の

生態系が破壊されている場所が沢山ある 
 

 
 

・河川に棲む生き物が減ってきている 

 →その生き物の具体例 

  （サケ・ドジョウ・コイ・ナマズ・スズキ・メダカなど） 

検証 2.コンクリートの効果 
①災害対策など 

主張 1：コンクリート化は災害．対策にも 

役立っている 

 

 

 

 
 
 

②日本住血吸虫症対策 
 

主張 2：山梨県や福岡県を中心に地方病

対策のためコンクリート化が大規模 

に実施された 
 

 

 ③コンクリート化による弊害 
 

主張３：コンクリート化による弊害が現れた 

 
 
 

 

                 

 
主張４：コンクリート化が行われたところに 

おける対応とその効果 

 

 

 

 
 

 

主張５：従来のコンクリート以外での対応

とその効果 

 

 

 

結論：コンクリート化で様々な場所で自然

破壊が起こっているがそれを軽減で

きる。 

 

 

主張 1の根拠 

コンクリート化の主な事業例 

・ダム→大雨が降った時に川の水が流れないよう川の水を調整 

田や畑などに水を送り届 けたり、皆が生活するため水を

用意 

・テトラポット→護岸工事などによって、川の砂などが海に流れず

に陸地が削られている 
 
 

主張 2の根拠 

原因:寄生虫（日本住血吸虫） →腹水でパンパンに 

場所:甲府市・筑後川沿岸・神辺周辺 

対策:コンクリート化・殺貝剤→消毒・ トイレの設置 
 
 

主張３のデータ 

①蛍が生息できる環境が減少した 

②コンクリート化をすると水の流れが速くなり、昆虫が卵を生みに

くくなる 

 
主張４のデータ 

・グリーンインフラ：自然を構築して、都市の気候や課題を解決す

る 

 →防災、環境の変化や人為的な影響に対する安定性 

・多自然川づくり：自然環境と人間の調和のとれた川をつくる(植

物、石や木の利用) 

 →生物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出 

 

主張５のデータ 

・ウェットコンクリート→土に近づける               

・環境配慮型ポーラスコンクリート→孔にミミズが住む 

・カニ・カエル・ウナギ護岸パネル→食物連鎖を修復する  

 

提言 ・グリーンインフラや多自然川づくり、自然対応型コンクリートを通して、自然を生み出すような取り組みをする 

・コンクリート化の問題を考える前に、生き物が住みやすい環境をつくるために、川の水を汚さないように取り

組むこと 

→ゴミ拾い、油を排水溝に捨てない、etc... 
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コンクリートの活用 

 

 研究者 ４年Ｅ組１班                

井村健太郎 有本功軌 薄井秀至 伊藤亜美 枝廣侑里 

 

１．序論 

 近年環境保護の重要性や必要性が叫ばれている中，私たちはそういった様々な環境問題の中

で「河川」の問題について着目した。慶應大学の学生による論文１)によると，エコトーンがな

だらかでなくなるために河川付近の自然環境が悪化すると考えられるとされている。これは動

植物の生息をコンクリートが難しくしていることを示している。 

 近年環境保護の意識が高まっている中，私たちはコンクリート化の新しい形をここに提案し

ようと思う。 

 

２．本論 

２－１ コンクリートの弊害 

 まずコンクリートによってどのような生態系への悪影響があったのかを具体的にここで述べ

る。国交省中部地方整備局によると２)コンクリート化はコイやフナ類など大型の遊泳魚の生息 

『環境を奪う結果となっている可能性がある．』とありその原因として水際の抽水植物の繁茂

の抑制により流水抵抗が減少し，平均水深が低下したことがあげられる。コンクリート化によ

って数が減少している生き物は広島ではサケ・ドジョウ・コイ・ナマズ・スズミ・メダカなど

が挙げられる。 

 

２－２ コンクリートのメリット（災害面） 

 しかしながらコンクリートにはメリットがあり，ただ単にコンクリートを排除すれば良いと

いう問題ではない。そのメリットをここへ挙げていく。 

 まず一つ目に災害対策という側面が挙げられる。NHK政治マガジン「コンクリートは人を守れ

るか」3）によると，台風19号が関東地方を襲った際，７つのダムによって水位を１m下げる効果

が確認されたとの事だ。更に消波ブロック（通称テトラポット）も大阪市立大学の研究4）によ

ると，防波堤においては直立部に働く波圧を減少し，海岸堤防においては表法面における波の

はい上りあるいは跳波を減少させるそれによって高潮時等の災害時のある程度の被害を減らす

ことが可能になる。 

 

２－３ 日本住血吸虫症対策 

 過去に，山梨県を中心に国内各所で（福山市でも）長年死者を出してきた寄生虫を原因とす

る病気で，山梨県食品衛生協会の論文5）によると，寄生虫の中間宿主となっていたミヤイリ貝

を撲滅する為に，コンクリート化する事によりミヤイリ貝の生息密度を減らすことが検討され

一部で実施された。 

 

２－４ コンクリート化の弊害Ⅱ 

 広報誌『みどりの風』6)によると，用水路の三面コンクリート化が蛍の生息に大きな打撃を与

えているとのことであり，広島大学の研究論文7)においても，コンクリート三面護岸化によって

流速がほぼ一定になると，低速流域 や淵と呼ばれる水深の深い場所などの多様な河川環境も失

われ，これらの場所を生息環境 としている生物の減少につながるコンクリート三面護岸化によ
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って流速がほぼ一定になると，低速流域 や淵と呼ばれる水深の深い場所などの多様な河川環境

も失われ，これらの場所を生息環境 としている生物の減少につながる，という報告がある。 

 

３．結論 自然と公衆衛生・災害対策の共存 

 コンクリート化で様々なことが起こっている中，コンクリート化を行っている地域では，自

然を取り戻すためコンクリートの上に，土や木，雑草などを植え，自然を人工的だが生み出そ

うとしていた。コンクリート化を行っていない地域では，コンクリート化を行わず，自然に配

慮しつつ，防災・河川の浸食を防いでいた。 

 

 

４．提言 

４－１ グリーンインフラの普及 

 グリーンインフラとは国交省8)によると自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決

に活用しようとする考え方のことであるが，ここで提案したいのはただコンクリートなどの経

済的に効率の良い方法だけを用いるのではなく，自然を改良していく方針を取り入れることで

ある。 

 例えばその方法の一つとして多自然川づくりがあげられる，多自然川づくりとは国立環境研

究所9)によると，河川が本来有している生物の生息環境や多様な景観を保全・創出し，治水・利

水機能と環境機能を両立させた河川管理を行うことであるが，これの効果としては前述の国立

環境研究所や関連する研究論文10）によると今までの川の状態をなるべく維持することで生態系

を維持しながらも治水を行うことができる点にある。これはまさに災害対策と自然の共存策と

いえるのではないだろうか。 

 

４－２ 自然対応型コンクリートの導入 

 自然対応型コンクリートとはKAJIMA11）によるとコンクリートの製造段階で植物繊維を配合す

ることで，既存のコンクリートよりも格段に保水性を向上させ，ホタルやカエルといった生物

がふたたび生息することを可能にするコンクリートである。こういったコンクリートを活用す

ることで今までのコンクリートの効用を維持しつつ生態系を保全することが可能になる。 

 

 グリーンインフラや多自然川づくり，自然対応型コンクリートを通して，自然を生み出す様

な取り組みをすること，また，コンクリート化の問題を考える前に，生き物が住みやすい環境

をつくるために，自分たちが川の水を汚さないように取り組むことを提案する。例えば，ゴミ

拾いをする，油を排水溝に捨てないなど，自分たちの意識を変えることで，環境を変えること

ができる。 

 

 以上を以て私たちの提言とする。 

 

５．参考文献 

１)適正な護岸工事のやり方-慶應大学経済学部 （12/15） 

onumaseminar.com/assets/GraduationPapers/06th/muraoka.pdf 
２)実験河川においてコンクリート護岸が魚類の生息に与えた影響について （12/15） 

library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/2002/57-7/57-7-0045.pdf 

３）NHK政治マガジン コンクリートは人を守れるか （12/15） 

nhk.or.jp/politics/articles/feature/25629.html 
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４）防波堤および海岸堤防前面におかれた消波ブロックの効果 （12/15） jstage.jst.go.jp/article/proce1955/8/0/8_0_78/

_pdf/-char/en 

5）甲府盆地のミヤイリ貝について （12/15） 

jstage.jst.go.jp/article/mez/63/4/63_257/_pdf 

6)年に十万匹の蛍を育てる （12/15） 

7midori.org/katsudo/kouhou/kaze/meister/02/index.html 

7)コンクリート三面護岸化された小河川の環境改善に向けた課題 ―東広島市半尾川の環境と住民の認識 （12/15）city.

higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/8/konnkuri.pdf 

8)グリーンインフラ （12/15） 
mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_mn_000034.html 

９）多自然川づくり （12/15） 
tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=95 

１０）多自然型川づくりから多自然川づくり （12/15） 

rfc.or.jp/rp/files/18-08.pdf 

11）自然との共生を目指す自然対応型コンクリート （12/15） 

kajima.co.jp/news/digest/feb_2007/tokushu/toku04.html 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

E2    日本のリサイクルについて考える 

メンバー  楠本京子 久保かんな 大田瑠祥 岡﨑樹生 片山雄一朗 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

日本のリサイクル率を上げるにはゴミの分別

基準の統一をするべきだ。 

 

 

 

 

 

検証 リサイクル率を下げる要因 

Ⅰ日本のゴミの分け方について 

焼却、埋め立て…直接最終処分量 

            直接焼却量 

再利用…中間処理再生利用量 

      直接資源化量 

リサイクルの種類 

・マテリアルリサイクル 

・ケミカルリサイクル 

・サーマルリサイクル（熱回収） 

→熱回収は環境問題解決にはならない 

Ⅱ解決方法について 

①ゴミ分別の基準が不明確、地域によって違

う 

→全国で統一し、明確にするべき 

②日本が他の国に比べてリサイクルに関する

法律の整備や補償が不十分である。 

→法律、仕組みの改善や施行をするべき 

 

 

 

 

 

 

再利用にあたる二つの項目の割合（=リサイクル率）はここ

10年約 20％を保っている（経済産業省より） 

 

 

 

サーマルリサイクルが全体 56％を占めている 

（プラスチック循環利用の協会より） 

 

 

 

福山市と岡山市では分別の項目数も対象となる素材も異

なる（それぞれのホームページ） 

 

 

 

企業や人々にとってリサイクルには手間やコストなどのデメ

リットもある。 

リサイクルの政策について 

①三重県のリサイクル政策 

②ドイツ 容器包装法 

 

 
 
 
 
 

提案 日本のリサイクル率はここ 10年ほど約 20%のままであり、その原因はゴミ分別における国内の不

統一さであり、この要因がマテリアル・ケミカルリサイクルをしにくい状況を作り出していると考

える。日本国内には各自治体の政策により大幅にリサイクルを促進た事例があった。また外国は市

や国と言ったより大きな集団での制度によりリサイクルを促進できている。つまり個人が努力する

ことも大事だが、都道府県や国が大きく動く必要がある。今回のレジ袋有料化における経済産業省

の狙い「ライフスタイルの変革」にはより本格的な制度の変革が必要と考える。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

日本のリサイクルについて考える 
 

研究者 ４年 E組 ２班  

楠本京子 久保かんな 大田瑠祥 岡崎樹生 片山雄一朗 

 

１．序論 
近年解決すべき国際問題の一つとして環境問題の深刻化が挙げられている。その原因には大量消費や

化石燃料の使いすぎに伴う温室効果ガスの急激な増加がある。今後の経済成長には環境負荷の少ないエ

ネルギーの使用や無駄のない社会を実現することが必要になる。一人ひとりのプラスチック製品の使用

を減らすための対策として日本では 2020 年 7 月からレジ袋有料化がスタートした。経済産業省のホー

ムページによると有料化の目的はプラスチックの使用量の見直しだけでなく国民のライフスタイルに変

革を促すことだそうだ。（１ 経済産業省より）このような取り組みをはじめ，日本でも３R 運動（リデ

ュース，リユース，リサイクル）など環境問題に対する動きが始まっている。しかし私たちは今の現状

は問題解決に向けて十分ではないと考えた。この研究では今の日本の現状を調べ，どうすればより効果

的な対策ができるのかについて考察したい。 

 

２．本論 
Ⅰ①日本のごみ処理の現状 

 日本の各自治体に集められた廃棄物の処理の主な流れは下の図 1の４つに分けることができる。 

図２は日本の平成 20年から 29年までの総資源化量とリサイクル率の推移を示したグラフだ。 

ごみの総排出量は緩やかに減少しているが，リサイクル率はほぼ変わらず 20%台と低いままだ。 

 

 
注）「集団回収量」＝町村による用具の貸出，補助金の交付等で市町村登録された住民団体によって回収された量 

（２ 環境省のページを元に作成） 

 
図２（3 環境省 日本の廃棄物処理より） 
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（③環境省 日本の廃棄物処理より） 

 なぜ，リサイクル率が向上しないのか。  

 そもそもリサイクルにはマテリアルリサイクル，ケミカルリサイクル，サーマルリサイクルの三種類

の方法があり，下の表のようにそれぞれ定義が異なる。 

 

 定義 例 

マテリアルリサイクル 廃棄物を原材料としてそのまま再利用

すること 

ペットボトルを粉砕，加工し化学繊維と

して再利用 

ケミカルリサイクル 廃棄物に化学的な処理をして分子に分

解してからリサイクルすること 

石油から作られたプラスチックを再び油

化，ガス化して化学原料にする 

サーマルリサイクル 廃棄物を焼却した際に発生する熱エネ

ルギーを回収し，利用する 

ごみ焼却時の熱を発電や温浴施設，暖房

設備の熱源として使用 

 国立環境研究所のページを元に作成（2013） 

 

このように同じリサイクルでも行われていることにはかなり違いがあることがわかる。 

 

 
左は 2018年の日本のリサイクルの内訳を示し

たグラフだ。（４ 一般社団法人プラスチック循

環利用協会より作成）廃プラ処理の半分以上をサ

ーマルリサイクルが占めている。一方でマテリア

ルリサイクル，ケミカルリサイクルの割合はかな

り低い。サーマルリサイクルが盛んだということ

はものを燃やし，温室効果ガスを排出しているこ

とを意味する。これではリサイクルの本来の目的

である環境問題の解決にはならない。 

 マテリアル・ケミカルリサイクルが盛んになら

ない大きな理由はコストと質だ。プラスチックに

何も手を加えずに使い続けると劣化し，質が落ち

る。一方ケミカルリサイクルで化学的な処理をす

ると大きなコストやエネルギーがかかる。また，

廃プラから純粋で同じ材質を集めることの難しさ

が一層リサイクルを難しくしている。一方で熱回

収なら分別や大きなコストは必要ないので日どん

どん盛んに行われるようになったと考える。この

現状を踏まえ今後マテリアルリサイクルやケミカ

ルリサイクルを推進するには今のゴミの分別を変

えるべきだと考える。 

 
Ⅱ 法律や制度，取り組みについて 

①ゴミ分別の基準 

 ごみの分別の基準は各自治体が定めるため市や県が違うと分け方も変わってしまう。そこで地域ごと

ではなく全国共通のごみ分別の基準を作るべきだ。下の表は福山市と岡山市のごみの分け方の項目だ。 
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２－１ 

 福山市 岡山市 

 

 

分別の仕方 

燃やせるゴミ 

不燃ごみ 

資源ごみ 

容器包装・プラスチック 

燃やせる粗大ごみ 

蛍光灯 

乾電池ビデオテープ類ライター類 

可燃ゴミ 

不燃ごみ 

資源化物 

粗大ごみ 

家電四品目（テレビ，洗濯機，冷

蔵庫，パソコン） 

 

福山市では 7 種類，岡山市では，5 種類である。 

 さらに同じ可燃ごみ，不燃ごみでも対象となる素材に違いがある。例えば，福山市では「プラマー

ク」や飲料用ペットボトルのマークがついてあるものは全て不燃ごみ（プラスチックごみ）と分別する

のに対し，岡山市ではペットボトルは資源ごみ，それ以外のプラごみは可燃ごみとして扱っている。 

 
 

（校内のゴミ箱の分別表記） 

このように身近な地域ですらゴミの分別が統一されてないことにより，分別がしづらい環境になって

おり，貴重な資源が失われることが考えられる。よって，ゴミの分別方法を分かりやすくし，かつ資源

の有効利用ができるように国で統一することによってより分別しやすくなるため，資源を有効活用しや

すくなると考える。 

 

②環境に関する取り組みの事例   

 国単位で基準を統一した事例はほとんどないので分別の基準を変えたり，県が動いて政策を行った事

例について調べた。 

②-⒈三重県のリサイクル政策 

 三重県は国内で最もリサイクル率がもっと高く，山口県，岡山県，が後に続く。（ごみのリサイクル

率（５ 都道府県データランキング）より）リサイクル製品の利用を促進し，リサイクル産業の育成を

図るため，循環型社会の構築に寄与するために「三重県リサイクル製品利用促進条例」が平成 13 年 3

月 27 日に公布された。大まかな内容としては，県が条例に基づき認定したリサイクル製品を県が行う

工事等で優先的に使用したり，県が市町にリサイクルを要請して，工事などで県が認定したリサイクル

製品の使用量や品目などを看板や他の方法で掲示したりしなければならない，等の義務を課している。

さらに三重県では，リサイクル推進だけでなくゴミそのものを減らしていこうとする取り組み，ごみゼ

ロ社会実現プランを進めるため，ごみゼロプラン推進委員会という住民，事業者，民間団体等で構成さ

れた委員会がある。（６ 三重県｜資源循環・３R：リサイクル認定制度ホーム（三重県リサイクル製

品利用促進条例）より） 

②-⒉高知県上勝町の取り組み 

 高知県上勝町は 2003 年に９月に 2020 年までに町のごみをゼロにすることを宣言した。具体的に行う

行動として焼却処理・埋立処理の全廃，ごみの発生の抑制・分別回収の徹底を企業や他の地域にも呼び

かけることなどをあげた。そして日本で最多となる 45 項目の分別項目を設けリサイクル率約 80%

（2017 年）を誇る。（７ ZERO WASTE TOWN Kamikatu より） 

②-３ドイツの取り組み 

 ・容器包装政令（1991 年） 

 すべての飲料容器について強制デポジットが課される。ただし，全飲料容器の 72％以上をリターナブ

ル容器（中身を消費した後に返却・回収し，洗浄して再び使用する容器）にする場合，全飲料容器に対

する強制デポジット 義務は免除される。（８  経済産業省ホームページより） 
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３ 考察 
 日本のリサイクル率はここ 10 年ほど約 20%のままであり，その原因はゴミ分別における国内の不統

一さであり，この要因がマテリアル・ケミカルリサイクルをしにくい状況を作り出していると考える。

日本国内には各自治体の政策により大幅にリサイクルを促進した事例があった。また外国は市や国と言

ったより大きな集団での制度によりリサイクルを促進できている。つまり個人が努力することも大事だ

が，都道府県や国が大きく動く必要がある。今回のレジ袋有料化における経済産業省の狙い「ライフス

タイルの変革」にはより本格的な制度の変革が必要と考える。 

 

４．結論 
今回の学習で日本のリサイクルの現状について把握し，私たち自身も環境問題について改めて深く考

えることができた。分別基準の統一化という一つのアイデアを考案することはできたが，マテリアル・

ケミカルリサイクルにかかるコストについては具体的な解決策を結論づけることはできなかった。今回

は３R 運動のうちのリサイクルに注目したがリユース・リデュースでゴミとして廃棄しなければならな

いものを減らすことも必要だ。また環境問題はさまざまな要因が関わっているのでリサイクルやごみの

処理方法の改善という一部の解決策だけで考えることには限界を感じた。より一人一人が多面的に考え

る必要があると考える。 

 

５．参考文献 
１）経済産業省より 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html 

（2020 年 12 月 1 日閲覧） 

２）環境省 日本の廃棄物処理の歴史と現状 

https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/ja/history.pdf 

(2021 年 1 月 16 日閲覧） 

３）環境省 日本の廃棄物処理 

http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/h29/data/disposal.pdf 

(2021 年 1 月 16 日閲覧） 

４）一般社団法人プラスチック循環利用協会 プラスチックリサイクルの基礎知識 

http://pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf 

(2021 年 1 月 16 日閲覧） 

５）環境に関する取り組みの事例  ごみのリサイクル率（都道府県データランキング） 

http://area-info.jpn.org/H5614.html 

(2020 年 1 月 17 日閲覧） 

６）三重県｜資源循環・３R：リサイクル認定制度ホーム（三重県リサイクル製品利用促進条例） 

https://en3-jg.d1-law.com/mie-

ken/d1w_reiki/41390101004600000000/41390101004600000000/41390101004600000000.html 

(2020 年 1 月 17 日閲覧） 

７）ZERO WASTE TOWN Kamikatu 

https://zwtk.jp/ 

(2020 年 1 月 17 日閲覧） 

８） 経済産業省ホームページより  

model15-2_ap2.pdf (meti.go.jp) 

（2020 月 12 月 15 日閲覧） 
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納品広島大学附属福山中・高等学校  

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

班  研究タイトル 

        E3 アパレル 大量廃棄の現実 

メンバー 柴田樹 小谷宝 児玉和奏 佐藤浩太 高橋蒼生  

 

 発表の構成（研究の論理構成）  それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ  

設定  主張①国内での新品衣料の廃棄量が多い 
1-①2017 新品医療のうち実質的に捨てられる数が年間約

10億点の可能性。 （家庭消費規模「日本繊維輸入組合よ

り」， 衣類の国内供給量「経済産業省より」より） 

検証 主張②アパレル業界でのファストファッション

の拡大 

主張③オーバーサプライ化している 

 

 

 

 

主張④人件費の安い国に発注してコストを抑

えている。 

 

 

主張⑤繊維機械の多くが海外向けで海外工

場の生産性が向上→国内製造業の競争力

が相対的に低下する 

 

主張⑥縫製等の受注企業において技能実

習生の問題が多発。 

主張⑦古着の回収率は増えている。 

 

主張⑧色々な化繊が含まれた化学繊維など

リサイクル不能品の数が増えている。 

 

主張⑨古着の輸出は増大している 

 

主張⑩現地の産業が輸入によって廃れた可

能性 

 

 

 

 

2-①アパレル業界ではファストファッション分野が大きなシ

ェアを占める。（スピーダより YCG作成より） 

3-①国内供給量は増加。国内市場はほぼ横ばい。→消化

率が落ちている→大量に余る。（日本化学繊維協会「繊維

ハンドブッグ」より） 3-②セールに頼った典型的なパターン

が正価での取引が行われない悪循環を生む。（経済産業

省報告書より） 

4-①繊維・糸の国別輸出額は人件費が安い国が大きい。

（世界の繊維糸・織物 輸出額推移 グローバルノートより） 

4-②【中国 インドでは人件費が安い】というデータを持っ

てくる。 

5-①繊維機械の受注は，外需（1273.6億円）＞＞内需

（88.1億円）。 5-②繊維機械の国別輸出先の 27.1％は中

国で中国では高機能機器の導入により生産性向上が進ん

でいる。（（一社）日本繊維機械協会より） 

6-①入国管理局に認定された不正行為の９４/183業者が

繊維産業。そのほとんどが縫製業者。（法務省より） 

7-①３Ｒ率が 2001（16%）から 2009（26%）で向上。（繊維製

品リサイクル懇談会報告書より） 

8-①2017 世界主要繊維生産（推定）は史上最高を記録。

8-②2017 化学繊維の繊維全体に占めるシェアは 72%。                 

（内外の化学繊維生産動向より） 

9-①古着の輸出は 1988（3万 8000㌧），2005（10万㌧），

2017（24万㌧）と増加。 (貿易統計より) 

10-①1989～2003フォーマル企業の約 30％が廃業。残っ

た企業のほとんどは競合しない製品に特化。※古着輸入

は新品輸入と同じ時期に増加したため，古着輸入が縫製

産業を衰退させたとは結論づけられない。 10-②1981～

2000縫製産業の生産は年率 13.3％，雇用は年率 9.6％で

減少。古着輸入の影響はそれぞれ減少分の 38.8％と

49.7％であったと推定。（リユース品貿易の実態より） 

 提案 提案①原価を明らかにする。…セールをなくし，無駄な在庫管理と宣伝コストを排除した「適正価格」であ

ることをアピール。例：EVERLANE 商品ごとに人件費や原価，その他情報をサイトで公表。 

提案②テクノロジーを徹底活用する。…IT技術を用いることでお店で入力されたデータをもとに，パターン

が作られ従来より速くそしてコスト削減を実現し注文を受けた分だけを作るのでロスも少なくなる。 

提案③服のサブスクリプション（定額制）例：airCloset 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

アパレル業界の闇 衣類大量破棄の現実  
 

研究者 ４年Ｅ組 ３班  

柴田樹 小谷宝 児玉和奏 佐藤浩太 高橋蒼生  

 

１．序論 

 私たちが中学一年生のころ，SGH成果発表会で，ある先輩の食品ロスについての発表を聞いた。そ

してそんな中，日本でも人気のあるイギリス高級ブランド「バーバリー」が売れ残った服やアクセサリ

ーなど 3700万ドル（約 42億円）相当を，新品のまま焼却処分しているというニュースを見た。人々は

一体なぜ新品の商品を廃棄する必要があったのか。食品ロスの問題と同様，何か解決策を見いだせない

かと思い，本テーマを調べることにした。 

 国内での衣類大量破棄の現状に焦点を当てつつも，グローバルな視点での世界規模での動き，さらに

衣類大量破棄社会による二次的な問題まで踏み込んだ。本研究では仲村和代・藤田さつき著の大量廃棄

社会，経済産業省によるアパレル・サプライチェーン研究会 報告書を主に参考文献として使用した。    

 

２．本論 

2-1 大量廃棄の現状 

新品衣料の売れ残りや廃棄量の公的な統計はないが，日本繊維輸入組合が発表した家庭消費規模をも

とに推定すると，2017年の国内の新品衣料の年間供給量約 38億点に対して年間消費量は約 20億点。

再販売される一部を除き，実質的に捨てられる数は約 10億点にも上る可能性がある。 

 

2-2 衣服の大量生産・低価格化 

2-1で指摘した大量廃棄の背景には一体何があるのだろうか。経済産業省によると，国内の衣料品市

場規模は，1990年に約 15兆円であったが，2010年には約 10兆円にまで縮小している。他方，同時期

の国内生産と輸入を合わせた国内供給量は，約 20億点から約 40億点へと倍増した。その結果，衣料品

の購入単価および輸入単価は，1991年を基準に６割前後の水準に下落したのである。 
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これらの原因として，アパレル業界でのファストファッシ

ョンの拡大が考えられる。ファストファッションとは最新の

流行を取り入れながら低価格に抑えた衣料品を，短いサイク

ルで世界的に大量生産・販売する生産形態のことである。国

内のアパレル業界のシェア率を見てみると，ファストファッ

ション企業であるユニクロや GUを展開するファーストリテ

イリングが約 36％，しまむらが約９％であり，この二社だけ

でも全体の約 45%がファストファッション企業製のものであ

ることが分かる。ファストファッションでは正価で販売した

商品が売れ残った場合，段階的に値引き販売（セール）を行

って売り切るのが典型的なパターンであり，  販売の現場が

機会損失を嫌って過剰発注を行うと過剰在庫を生じ，正価販

売の比率（プロパー消化率）が低下。消費者は，あらかじめ

セールを予期・期待し，正価での購入を控え，売れ残り商品

が更に増加。またセールを繰り返すと いった悪循環が生じて

いる。 

 

2-3 大量生産によって生まれた二次的な問題 

大量生産によって生まれる問題は過剰供給による大量廃棄だけではない。今注目の高まる技能実習生

の悪用にもつながっている。技能実習制度とは発展途上国の若く意欲的な方たちが，日本で技能を学び

母国に帰国して，経済発展に寄与してもらうといった制度である。法務省の統計によると，日本に在留

する技能実習生 2019 年六月末時点で約 36 万 8000 人と年々上昇している。実習生の出身国はベトナム

が一番多く，またカンボジアやミャンマーも急上昇している。これには中国における人件費の上昇の影

響が考えられる。 

 

                            【法務省より】 

 

技能実習生数の急激な増加，そして彼らへの社会的注目が高まる中，法務省によると入国管理局が不

正行為を認定した技能実習生受け入れ機関数１８３業者のうち，繊維産業が 94を占め，そのほとんどが

縫製業者であった。認定した主な法令違反は最低賃金違反や賃金未払い，違法な時間外労働である。こ

れらの技能実習生問題に隠されている背景には何があるのだろうか。2-4 ではこれらの要因として考え

られる海外の縫製工場について視点を広げて論じていく。 

 

2-4 アパレル業界の厳しい国際競争 

2-2 では大量生産・低価格化の背景にはファストファッションの台頭があり，また今のアパレル業界

ではそれが大きなシェアを得ていることを指摘した。ファストファッションでは原価を安くすることが

求められるため，中国やインド，タイなど人件費の安い国に発注してコストを抑えている。それらの

国々は世界的に見ても織物輸出額の上位に入っている。さらに，日本繊維機械協会より繊維機械の外注，

内注の割合を見てみるとほとんどが外注であり，そして中国，インド，バングラデシュなど人件費の安

い，監物が盛んな国へ輸出していることが分かる。一方で日本の受注企業でもこれらの人件費の安い国

に対抗することが求められるが国内工場での設備投資が進まない一方，海外工場の生産性が向上するこ

とで，国内製造業の競争力が相対的に低下しているのである。そこで 2-3 で先述したような技能実習生

を悪用し，ファストファッション化によって生まれた安価な工賃に対応している可能性が考えられる。 
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2-5 不十分なリサイクル 

近年デパートや衣料品チェーン店の店頭で中古の服を回収して，リサイクルしたり必要な人たちへの

寄付等をしたりして有効活用をするというサービスが広まっている。そして，これらの活動には一定の

効果があったと言ってよいだろう。以下の表を見てみると 2001年から 2009年にかけリサイクル率，リ

ユース率，リペア率全て高くなっており，リサイクル意識の高まりも伺える。 

 

 リサイクル率 リユース率 リペア率 3R

率 

2001 年 8% 4%  12% 

2009 年 11& 13% 2% 26% 

 

一方で日本化学繊維協会によると，2017 年の世界の主要繊維生産（推定）は前年比 5％増の 9,477 万

㌧と 2年連続で増加し，史上最高を記録し，また使われている繊維全体の約 70%は化学繊維であり 

リサイクルの難しい化学繊維服の増加により，リサイクル不能品の数も増加してきている。リサイクル

不能品の処理は RPF 化が主流である。RPF 化とはプラスチックなどともに裁断して圧縮し，RPF とい

う固定燃料にすることである。一方で，RPF 化はコストも高く，リサイクル業者としては商売として成

立しない。さらに，国内では紙の生産量や消費量が減少傾向にあり，その分生産に必要な燃料の需要も

減っているため，キャパオーバーの事態が発生している。 

 
 

2-6 発展途上国への古着の輸出 

集められた古着はリサイクルされるだけではない。状態がよく，まだ服として着られるものは海外に

輸出されそのままの形でリユースされる。貿易統計によると，古着の輸出は 1988年に 3万 8000トンだ
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ったのが 2005年に 10万トンを超え，2017年には 24万トンを超えるほどになった。輸出先の国は 2013 

年実績では輸出総量の 48％がマレーシアに，21％が大韓民国と，2 国で輸出総量の約 7 割を占めている。

その他の国ではベトナム，フィリピン，パキスタン，カンボジアが上位に挙がっている。アジアやアフ

リカなどの途上国に送られ，支援という目的で行われている。 

一方で，2014年「リユース品貿易の実態」によると，先進国から発展途上国へ服の輸出が活発に行わ

れていた発展途上国の 1989 年から 2003 年のあいだに，雇用者数 10 人以上のフォーマル企業だけでみ

ても約 30％が廃業し，残った企業のほとんどは企業，学校向けの制服など，輸入品と競合しない製品に

特化していた。さらに，Frazerによると 1981年から2000年のあいだに縫製産業の生産は年率 13.3％，

雇用は年率 9.6％で減少したが，古着輸入の影響はそれぞれ減少分の 38.8％と 49.7％であったと推定し

ている。 

発展途上国の支援を目的にしているこの活動が，逆にそれらの国々の縫製産業を衰退させている可能

性あるのである。また，古着は一般的に，中身が見えない状態でパッキングされ，アフリカ諸国に運ば

れる。しかし，現地の小売業者が選別したのち売れないと判断されたものは廃棄される。これらの廃棄

に費用も発展途上国に負担させているのである。これらの悪影響を背景に古着の輸入を規制している

国々が増えてきている。現在はまだ古着が飽和状態まで行ってないが今後も輸入が増え続ければ，この

システムが崩壊するのも時間の問題だろう。 

 

3. 考察 

本編で述べたような問題が発生する根本的な原因はやはり安く大量に作る現在のアパレル業界のシス

テムである。このシステムを見直さない限り根本的な解決にはならない。我々はこの問題を解決するべ

く三つの打開策を提案する。 

 

3-1 原価を明らかにする 

米国にあるアパレル企業「EVERLANE」では

「最高品質，エシカルな工場，徹底した透明性」をコン

セプトに掲げ，各商品の材料費から人件費，輸送費に至

るまでの原価を開示している。 

これまでのアパレルで大量生産され，なお売れ残っ

た服をセールを行って売り切っていた。しかしさら

に消費者が，あらかじめセールを予期・期待し，正

価での購入を控え，売れ残り商品が増加しているの

が問題である。そこで原価を公開しセールをなく

し，無駄な在庫管理と宣伝コストを排除した「適正

価格」であることをアピールすることで廃棄される

服の量を減らせるのではないのだろうか。服作りの過程での透明性を価値として消費者が捉えるように

なれば効果はより高まるだろう。    

                                     

【EVERLANEホームページより】 
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3-2 IT技術の活用 

東京にあるアパレル企業「オンワードパー

ソナルスタイル」では「カシヤマ・ザ・スマ

ートテーラー」と称するオーダーメイドのス

ーツのブランドがある。これまでオーダーメ

イドの製品を作るためには採寸したデータを

手で紙に書き込み，それを工場にファックス

で送るのが一般的だった。そして工場では週

明けに数日かかって，そのデータを入力し直

し，パターンを作り始めていた。しかし，オ

ンワードパーソナルスタイルでは IT 技術を

活用し家や店でデータを入力すればパターン

が作られ，翌朝には生産が始まるような生産

形態を実現することができた。また予約の入

ったときだけ人を派遣すればよいので人件費

も抑えられる。こうして様々な形でコスト削

減を実現しオーダーメイドで 3 万円という低

価格を実現し，注文を受けた分だけを作るので廃棄するロスも少ないのである。IT 技術を積極的に取り

入れ，必要な分だけ供給する仕組みが構成されれば，過剰供給を抑えることができるだろう。 

 

3-3 服のサブスクリプション 

音楽ではすでに，月々の料金を支払えば，聞き放題のネット配信サービスで幅広いアーティストの楽

曲を楽しむ形が定着している。「airCloset」では自分に合うプランに合わせて月に定額を支払うことに

よってプロのスタイリストがおすすめの服を提案し，サブスクライバーはそれらをレンタルすることが

できる。こうした定額制が普及すれば，多くの人たちの間でも物のシェアが進み，またそうしたものが

定額制サービスで一定期間使われた後に中古市場で売りに出されれば，廃棄の量も減るだろう。またこ

うしたニーズが高まれば従来の大量生産して大衆に届けるというシステムも変わる可能性も考えられる。

服を所有するのではなく利用することで一つの服を多くの人でシェアし，大量廃棄，大量消費の今の社

会が変わるだろう。 

 

4. 結論 

本研究では服の大量廃棄をテーマに論述してきた。服の大量廃棄の背景にあるのはファストファッシ

ョン型の本来許されてはならない大量生産，大量消費を前提とするビジネスモデルの台頭であることを

明らかにした。また，それによって起こる本来の目的を失った技能実習生問題，そして古着の発展途上

国への支援の悪影響の面についても述べてきた。これまで大量廃棄の解決として考えられてきたリサイ

クルやリユースでは根本的な解決策にはならない。現代の大量廃棄社会の変革に向けて最も重要なのは，

リデュースを目指すことなのである。そしてリデュースという観点から我々は三つの解決策①原価を明

らかにする②IT 技術の活用③服のサブスクリプションの普及，これら服の大量廃棄問題への対策を講じ

ることができた。地球環境を人類が守り切るまでのタイムリミットはもう残りわずかである。本研究が

アパレル業界での大量廃棄問題の解決の一歩となり社会で貢献できることを願う。 

 

5. 参考文献 
 

・日本化学繊維協会「内外の化学繊維生産動向」                         

https://www.jcfa.gr.jp/mg/wpcontent/uploads/2018/06/ed0d7cac100ad6f59f4297632c0a77c8.pdf 

(2020/12/14閲覧) 

・日本の古着回収政策についての考察 

https://onumaseminar.com/assets/GraduationPapers/09th/sakuma.pdf (2020/12/14閲覧） 

・繊維製品リサイクル懇談会報告書                               

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286890/www.meti.go.jp/kohosys/press/0001863/1/010918textil

e.pdf (2020/12/12閲覧） 

・経済産業省製造産業局生活製品課 「繊維産業の課題と経済産業省の取組」 
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【オンワードパーソナルスタイルのホームページより】 
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・airClosetホームページ https://corp.air-closet.com/  (2020/12/14閲覧） 
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https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180619003/20180619003-1.pdf (2020/12/14閲覧) 
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https://core.ac.uk/download/pdf/288460899.pdf (2020/12/14閲覧） 

 

・国際リユースをめぐる論点 

https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Download/Report/2012/pdf/C35_ch1.pdf 

(2020/12/14閲覧） 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

E4 ペットボトル削減 

メンバー 座田 優莉 近藤 佑紀 武田 桔京 滝柳 祥吾 中村 拓斗 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ

設定

(問題

提起) 

環境問題を解決する  

検証 ①海洋ごみ問題 

 

 

 

 

 

②ペットボトル削減の方法 

 ⅰ、無料給水器による削減 

 

 

 

 

 

 

 

 ⅱ、デポジット制度 

 漂着したプラスチックごみのグラフによると、上位三位に

我々の生活にも関係が深いペットボトルが位置づけられて

いる。 

 ペットボトル削減の方法について考えていく。 

 

 

 ロンドンで無料で使える給水器を増やす取り組みが行

われ、マイボトルを持ち歩く習慣が市民の間で定着しつ

つある。 

  この事業は、ペットボトルの飲料という、日本には当

たり前として定着していることを突き崩しつつある。それ

が市民に定着しているのならばなおさらだ。 

 

  

 デポジット制度とは、ペットボトルを購入する時に少額

の預り金を支払い、空のボトルを返却すると預かり金が

戻ってくる仕組み。 

 たとえば、デポジット制度を 2003年から実施している

ドイツでは、90パーセント以上（最高 98.5%）のペットボト

ルが返却されている。 

 日本も、このデポジット制度を、政府が導入したなら

ば、国民の意識の変革をもたらすことができるかもしれな

い。 

提案  

 無料給水機の導入 

 デポジット制度の政策施行 
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広島大学附属福山高等学校  

４年｢体験イノベーション｣  

 

プラスチック削減  

 

研究者 ４年Ｅ組 ４班  

座田優莉 近藤佑紀 滝柳祥吾 武田桔京 中村拓斗 

 

１．序論 

 私たちのグループは，体験イノベーションの実地調査で芦田川浄化センターに行った。  

水について学んでいった中で，私たちは水質汚染，海洋汚染に関心を持った。すると，海洋汚染

の原因には人々が排出するプラスチックが大きく関わっていることに気づいたため，海洋汚染の

問題についてプラスチックの問題を軸に調べていくことにした。  

  

 

２．本論 

２－１ レジ袋有料化の海洋汚染解決への効果 

 右の資料は環境省が 2016 年に調べた，全国

10 地点に漂着したプラスチックごみの内訳を示

したものである。 

 ここでは海にあるプラスチック(海洋プラスチ

ック)にしぼって考えることになる。この円グラ

フを見ると，漂着したプラスチックのうちポリ

袋はたった 0.3％(容積ベース)しか占めていな

いことがわかる。このデータは 2016 年のもの

ではあるが，2020 年現在の状況とではそう大

きくは変わっていないだろう。 

 この調査結果から考察できることはなんだろ

うか。まず，先ほども述べたように，全体のプ

ラスチックごみに占めるポリ袋の割合はとても小さい。  

これは，ポリ袋が海に出ていき，海洋ごみとして漂っている状況を打開する要因にはなりえない

のではないだろうか。この問題を解決するには，やはり割合の大きいものの海への流出削減を考

えるのが自然だろう。 

 グラフを見ると，排出量の内訳を占める大きな項目は，1 位 漁網・ロープ，2 位 発泡スチロ

ールブイ，3 位 飲料用ボトル となっている。漁網・ロープや発泡スチロールは私たちが流出を

減らすのに貢献することは難しいだろう。そこで注目するのは飲料用ボトル(つまりはペットボ

トル)だ。 

 また，ほかのデータ<ポリ袋が発見された最も深い水深は 10898ｍである(深海デブリデータ

ベース・海洋研究開発機構[JAMSTEC]より)>からも考察できるように，海洋ごみは海面だけで

はなく海中・海底にも存在することがわかった。つまり，海面にあるごみ(＝沿岸に漂着するご

み)は氷山の一角であるということだ。よって，生物や生態系に多大な影響を及ぼすおそれのあ

る海洋ごみはさらに危機感を持って削減を進めていかなければいけないことがわかるだろう。 

 2－2 以降，ペットボトルのポイ捨ての削減に焦点を当てて調べていった。  
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２－２ ペットボトルの実態 

 先ほどもあったように，ぺットボトルは沿岸に漂着したプラスチックごみの 12.7％を占めて

おり項目としては第 3 位になっている。これも先ほどと同じことを述べることにはなるが，ペ

ットボトルも深海で見つかっている事例が多くある。よって，ペットボトルについても海への流

出削減を急ぐ必要があると考えられる。  

 

２－３ ペットボトル削減の方法 

①無料給水器による削減 

 海外では世界的に行われている脱プラスチック  

運動の一環でペットボトルの削減がの動きが盛ん  

になっている地域もある。特にイギリスで行われ  

ている取り組みは，とても先進的だ。ロンドンで  

は，無料で使える給水器を設置する取り組みが活  

発であり，マイボトルを持ち歩く習慣が市民たち  

の間で定着しつつあるそうだ。世界五大流通大手  

の一つ，「TESCO」は，自社製品の水ボトルの 

容器をプラスチック製からアルミニウム製に一新  

した。開閉できるフタつきであり，利便性にも配 

慮したデザインの容器となっているそうだ。 

 

②デポジット制度による削減 

 デポジット制度とは，ペットボトルを購入する際に，少額の預り金を支払い，空のペットボト

ルを返却するとその預り金が帰ってくるという制度である。  

 例えば，デポジット制度を 2003 年から実施しているドイツでは，およそ 90％(最高で

98.5％)のペットボトルが返却されているそうだ。ドイツではペットボトルに 25 セント(約 33

円)の預り金が課金されている。たいていのスーパーには空ペットボトルの返却機がおいてあ

り，返却機にボトルを入れるとレシートが出てきて，そのレシ

ートをレジに持っていけば返金が受け取れるという仕組みだ。

買うものがあるときは，レシートを見せれば会計金額からデポ

ジット金を差し引いてくれる。 

 この制度のおかげで，ドイツではまったくと言っていいほど

ペットボトルがポイ捨てされない。仮にポイ捨てされていても

すぐに誰かが拾っていってしまうのだ。  

 さらに，ノルウェーでは政府がリサイクル目標値を設定し，

プラスチックを減らせば減らすほど，生産者にかかる税が軽減

されるというユニークな制度を導入されている。その制度は， 

7 年連続目標値達成という成果につながった。  

 実はこの制度は，日本でも一部の企業で自主的に導入されているようだ。日本でも政府がデポ

ジット制度を導入したならば，紹介した 2 か国のように良い結果につなげることができるのか

もしれない。 

 

 

３．考察 

 無料給水器の普及は，ペットボトルの飲料が日本ではかなり当たり前となっていることを突き

崩す可能性を秘めた事業である。もし無料給水機の活用が人々に定着しているのなら，それは本
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当に私たちの当たり前を塗りかえ，新しい発想で環境問題を解決することへ繋がっていくかもし

れない。 

 また，デポジット制度の導入・浸透が実現すれば先

ほど本論でも述べたような良いことが起きるかもし  

れない。また，実はデポジット制度にはさらなる利点  

がある。ポイ捨てを防ぐためにはよく貼り紙などに   

よる注意喚起という手段が取られる。しかし，これは  

精神論，つまり人々の良心に頼っているということで  

はないだろうか。いくら優しい人が多いとしても彼ら  

の良心に依存するのにはさすがに限界があるだろう。  

しかし，デポジット制度は，人々の良心には依存せず，もっと機能的に人々と社会を回すことが

できると考えた。空き容器を返却器に持っていけばお金がもらえるので，行動する人は得をし，

しない人は損をするという仕組みになっているのだ。たとえペットボトルがポイ捨てされていて

も，お金がもらえるのなら誰かが拾ってくれることになる。この制度は精神に依存するというよ

りも，人間の精神をうまく利用した制度である。これは今までの雲をつかむようなチャリティー

よりも，よっぽど合理的ではないだろうか。                        

 

 

４．結論 

 これら二つの事業を導入することを提案する。  

 まずは，無料給水器の導入による，物質的なごみの量を確実に減らし，無料という大きな魅力

で人々の無意識的な意識の変革を実現する。  

 そして次には，デポジット政策による，人々の能動的なゴミへのアプローチを，良い方向へと

促すことで大いなる意識の変革を実現する。  

 しかし，この二つの事業を実行するには，政府の力が必要不可欠である。全国一律に平等な意

識の変革をもたらすことで，やっと本来の目的は達成できるだろう。ゴミの量を減らし，ゴミを

確実にリサイクルし，世界的に環境を守っていくことは，それほど簡単なことではないのだ。 

 地球は自分たちの足で動かせ。 

 

 

５．参考文献 

１）https://lessplasticlife.com/marineplastic/responses/deposit_return_scheme/  

(2020 年 12 月 13 日閲覧) 

２）https://www.mitax.co.jp/radio_2017/trash-problem-of-the-world/radio20180525/ 

(2020 年 12 月 11 日閲覧) 

３ ） https://www.huffingtonpost.jp/amp/lucy-siegle/norway-approach-to-plastic-

pollution_a_23510617/  

(2020 年 12 月 14 日閲覧) 

４）https://env-eco.net/1239.html 

(2020 年 12 月 11 日閲覧) 

５）https://www.alterna.co.jp/25448/  

(2020 年 12 月 12 日閲覧) 

５）https://ideasforgood.jp/2019/04/01/refill -zero-plastic-event/ 

(2020 年 12 月 10 日閲覧) 

６）https://waterstand.jp/waterlife/water_environment/waterlife00071.html  
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

E5 福山市で，農業のバイトしてみませんか？ 

メンバー  高珠美 髙橋萌寧 佐竹亜也美 西優歩 西谷亮輝 

 

 

 

  

発表の構成（研究の論理構成） 

 

それぞれの主張を裏付けるデータ 

 

テーマ

設定

(問題

提起) 

 

主張１：福山の農業に携わる人の減少と高齢

化が進んでいる 

 

 

1－①福山市の人口と農業就業人口，その割合 

   2005年から 2015年の 10年で農業就業者の 

   割合は 0.8%から 0.5%に 

    

１－①福山市と全国の農業就業者の平均年齢 

   福山市が全国平均をどの年も上回っている 

 

 

検証 
 

主張２：日本国内での農業アルバイト 

    の例 

 

 

２－① 

（１）短期アルバイト(1 ヶ月〜3 ヶ月) 

    群馬県嬬恋村，長野県川上村など 

（２）中期アルバイト(季節ごと) 

            愛媛県，沖縄県など 

（３）長期アルバイト(年ごと) 

    全国的に行われている 

 

２－② 

北海道えづらファームの事例 

 

２－③ 

週末農風の紹介 

            

 

提案 
 

福山市内の農業の担い手は不足し，農業産出額が低下してきている。そのため，農業の新たな担い手を

増やすことが求められている。より多くの人に農業に興味を持ってもらうため，私たちは福山市内で農業ア

ルバイトを促進させることを提案する。 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 
 

福山市で，農業のバイト，してみませんか？ 

 
                                研究者 ４年Ｅ組 ５班  

西谷亮輝 西優歩 佐竹亜也美 高珠美 高橋萌寧 

 

１．序論 

私たちE5班は現地実習で瀬戸内母屋に行き，農業に関心を持った。日本の農業について調べてみた

ら，どうやら農業従事者は年々減少していることがわかった。そこで福山市についても調べてみると，実際

減少していることがわかった。これの解決策として，主に外国で行われているグリーンツーリズムに興味を持

った。グリーンツーリズムとは，農村・漁村を訪問し，その自然と文化，現地の人々との交流を楽しむ取り組

みのことである。しかし，グリーンツーリズムは規模の大きさや手軽さの問題から，「アルバイト・ボランティア」

という形に変更して福山市の農業の人手不足の解決策として提案する。 

 

２．本論 

1-1福山市の農業生産力の低下 

 ①福山市の人口と農業就業人口，その割合の推移 

人口は増加しているのに対し，農業就業人口とその

割合は減少している。このまま福山の農業従事者が

減り続けると，人手不足が深刻になることが懸念され

る。 

                                     （農林業センサスのデータを元に表を作成） 

②福山市の農業産出額の推移 

 2014～2016年までは増加傾向だったが，近年は減

少傾向にあることが分かる。 

 

 

 

 

 （e-statのデータを元にグラフを作成） 

2-2 日本国内での農業アルバイト・ボランティア 

元来，日本で行われてきた農業アルバイトは，近所の人々が空いた時間にお手伝いをするという形態が

中心であった。しかし，少子高齢化により，近所の人々の高齢化が進み，農業アルバイトをする人は減って

いる。しかしその一方で，ただの稼ぐためではなく，今後農業に仕事として携わりたいという人が増加してい

る。以下，現在，実際に行われている農業アルバイトの形態を，期間別に2つに分けて紹介する。 

 

（１）短期アルバイト 

〇期間 1～3カ月  〇時給 1000円程  〇地域 群馬県嬬恋村，長野県川上村 

  

農業就業

人口 

（人） 

市全体の

人口 

 （人） 

割合 

 （％） 

2005 3413 418509 0.8 

2010 3069 461357 0.6 

2015 2765 464811 0.5 
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本格的に農業に携わりたい人よりは，一定のお金を貯めたい人向け。一定の期間住み込んで働くものも

ある。 

（２）中期アルバイト 

〇期間 季節ごと  〇地域 愛媛県（春），沖縄（冬） 

将来移住をして就労したい人向け。JAなどの大きな企業が主体となっているため，大規模な募集を行っ

ている。 

 

（３）長期アルバイト 

〇期間 年ごと  〇地域 全国各地 

運動を兼ねたい主婦の方のパートや，退職後のシニアの方，これから地元で独立就労したい方向け。 

 

（例）えづらファームの事例 

➣場所：北海道紋別町 

➣期間：3月～11月 

➣内容：農業の住み込みボランティア※1 

     畑の作物の料理体験 

料理体験では，体験者が収穫した野菜な

どを使ったピザやBBQを行っている。それ以

外にも北海道の広大な自然を利用した雪原

ツアーや，白樺の木でブローチなどを作る体

験も行っている。 

※1：住み込みの期間は明確には定められて 

いないが，2週間程度が多いらしい 

 

３．考察 

ここでは，農業アルバイト・ボランティアのメリット，デメリット，導入時に考えられる効果について述べる。 

 

（１）メリット 

➣報酬がもらえるので，参加希望者はそこそこ期待できる（アルバイト） 

➣参加者は，お金を貯めることができる（アルバイト） 

主に都会ではなく地方の方で盛んであるためか，稼ぎを使う機会があまりない。 

➣農家側は，人手不足を解消できる（アルバイト・ボランティア） 

➣市外・県外からの人の流入が期待できる（アルバイト・ボランティア） 

➣かなり気軽に参加できるものがある（アルバイト・ボランティア） 

本論で上げた（１）短期アルバイトよりも，より短期週単位でアルバイトを募集しているところもある。また，専

門的な知識がなくても参加できるものが多く，人を選ばない。 

➣非日常を体験できる（アルバイト・ボランティア） 

➣農業の仕事に実際に触れることで，興味・関心を沸かせる効果が期待できる（アルバイト・ボランティア） 

➣農業に精通した学生が知識を活用できる場となり得る（アルバイト） 

 

（２）デメリット 

➣農村地域の交通アクセスが悪い（アルバイト・ボランティア） 

➣農家にとって人件費がかかる（アルバイト） 

➣ネットワーク環境を整えたり，求人をすることが困難である可能性がある（アルバイト・ボランティア） 
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➣本当に人が来るのか，という問題（アルバイト・ボランティア） 

➣手続きが面倒（アルバイト） 

 

＜解決策＞ 

〇交通アクセスが悪い⇨住み込みにする 

〇農家にとって人件費がかかる⇨農家の労働負担の減少で相殺，採った食べ物や地域の魅力を生かした

ツアー等を有料にして収入を得る，最新技術の導入によって生産性の効率化を計り，スケールメリットを

利用する，高齢者や障がい者を雇用することで受けることができる助成金を利用する，または市が負担

する，等 

〇求人方法 

ネットワーク環境がある場合：公的機関であるハローワークなら，最安クラスのコストで求人を掲載できる 

ネットワーク環境がない場合：大学や専門学校（農学部等）の掲示板に掲載する，紙媒体で求人する等 

〇農業に興味・関心がない人も，アルバイトという形だと興味を持つ可能性がある。また，農作業に特化し

たものだけでなく，例えば今後拡大が期待されるスマート農業等，IT関連の学生にとっても農業は知識

を活用できる場となりつつあるので，そういう人たちも呼び込めば，農業に携わる人を増やすことができる

のではないだろうか。また，IT技術の取り入れは人手不足解消にもつながり，農業を「ビジネス」だと捉え

ることでマイナスイメージも減少することが期待できる。これらは特に費用の面で個人の力だけでは実現

が難しいので，市が協力する必要もあると考える。福山市全体が協力して農業問題に取り組む姿勢が重

要だろう。 

 

（３）導入したときに考えられる福山市への影響 

本論2－2で紹介した，えづらファームの事例は，明確に業績などが上がったというデータこそないもの

の，農業ボランティアの他にも野菜などを収穫する体験なども行っている。さらにその収穫した作物を使っ

てピザを作ったりBBQをしたりなど，のツアーも行っている。農林水産省のホームページにも紹介されてお

り，これからの農業にとって必要な要素を含んでいるのではないかと思われる。 

福山市では，えづらファームのようにツアーまではできなくとも，アルバイトやボランティア活動は行うことが

できると考える。短期間でもこのような体験をすることで，まず農業自体に興味を持ってもらうことで，将来的

に農業に関わる仕事をする人たちが増加するのではないだろうか。 

 

(４)さらなる取り組み 

しかし，やはりこのご時世，インターネット環境なしにでは，アルバイトの募集も，様々な取り組みのアピー

ルも難しい。そこで，私たちはその問題さえも解決する新たな事例を２つ紹介する。 

 

➢週末農風 

週末農風は，東京を拠点とし，月に１～２回ほど，代々木公

園などで行われているファーマーズマーケットである。そこ

に出展して，自身のこだわりの野菜を知ってもらいたい，販

売したい農家の畑などをたずね，農作業などのお手伝いを

している。 
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➢パンフレット 

右はアグリサポートの製作したガイドブックである。誰でも気軽に入

手できる。また，画像こそないが，農林水産省では，農業の雇用事業

の一環として,雇用者向け，農業法人を設立向け，就労者向けの大き

く3パターンに分かれて，金銭面での援助も行っている。本例は農業

に仕事として関わる人向けだが，アルバイトやボランティアでも同じこと

ができるのではないだろうか。 

 

 

4．結論 

３(3)でも述べたように，福山市で農業アルバイトを募集することで，

高齢化が進み，農業の経営が難しくなっている地域に人が集まり，農業自体に興味を持ってもらうことに繋

がると考えられる。また，農業のアルバイトをきっかけに，その地域にも興味を持ってもらうことにも繋がり，そ

の地域に移住する人が増加することも可能性として考えられる。さらに，アルバイトと本論で挙げた体験ツア

ーなどを同時に行うことでより人を集めることができるのではないだろうか。しかしながら，農業のアルバイト

を行っていることを知ってもらうためには，ネット環境の整備が必要とされることが多い。もともとネット環境が

整備されてなかった場合は，一から設備を整える必要がある。また，アルバイトやボランティアを受け入れる

体制を作るためには多額の費用がかかることも考えられる。 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

E６ 昼休み後のシエスタ(午睡)の推奨 

メンバー  平林功大朗，濱崎恭輔，竹下陽菜，春園楓純，藤井楓華 

 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

 

テーマ

設定(問

題提起) 

 

日本の学生の寝不足 

 

我々附属生の寝不足 

 

内閣府，OECDの平均睡眠時間についてにデータ 

シーブリーズの青春ロスタイム 

我々が実施したアンケート 

 

 

検証 

 

学校で眠くなる理由 

 

 

昼の睡眠を行うメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シエスタを導入した事例 

 

 

 

 

 

 

  How To シエスタ 

 

過血糖やアフタヌーンディップ 

 

 

学習面 

 ・NASAの研究 

 ・三菱の社内実験 

 ・ザールランド大学の実験 

 ・厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針

2014」 

健康面 

 ・カリフォルニア大学の研究 

 ・ギリシャアテネ大学の調査 

 ・筑波大学の調査 

 

学校・・・明善高校 

     加古川中学校 

     岡山城東高校 

企業・・・三菱地所株式会社 

     OKUTA株式会社 

 

 

・昼寝の長さは 15から 20分 

 (注意：長時間×) 

・座った状態で寝る 

・光をシャットアウトする 

・心地よい雑音環境を作る 

・睡眠前にカフェインの入った飲み物を摂取する 

・時間割 

 

提案 

 

シエスタの実施に賛成するといった人の中でも，昼休みが削られ，始業終業時間が変わるのは嫌

だという意見が多々見られた。よって，まとめて休み時間を削るのではなく少しずつ削り，そし

て昼休み後の１５分間シエスタの時間を取ることで，多忙な附属生を勉強面や健康面でサポート

することを提案する。 
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広島大学附属福山高等学校 

４年｢体験イノベーション｣ 
 

昼休み後のパワーナップ(昼寝)の提案 
 

                            研究者 ４年Ｅ組 ６班 

平林功大朗 濱崎恭輔 春園楓純 藤井楓華 竹下陽菜 

 

１．序論 
 皆さんは授業中に寝ている人を見た

ことはないだろうか。寝てはだめだと

分かっているのに寝てしまい，先生に

注意され，授業も分からなくなったと

いう経験が，少なからずあるだろう。 

 シーブリーズ(資生堂)の調査(インタ

ーネット調査により全国の高校生男女

300 名を対象にアンケートを実施：

2018)によると，授業中の居眠りに高

校生が費やしている時間は一人当たり

年間 7300 分，授業約 145 コマ分に相

当することが分かった。居眠りをした

ことがない学生は 16％であった。 

 先日，我々は広大附属福山の 4 年生

約 200人に睡眠に関するアンケートを実施した。右のグラフがその結果である。黄はパワーナップ(昼食

後の睡眠)の導入を希望する人，青は導入を希望しない人である。希望する人としない人の人数を単純に

合計すると，希望する人が 101 人，希望しない人が 90 人と約１：１という結果になったが，グラフを

見たらわかるように，睡眠時間が短い人(６時間以下)だけを見ると 6〜7 割の人が希望をしていることが

わかる。 

 また，日本の 15 歳から 19 歳の平均睡眠時間は内閣府によると 6 時間 54 分（414 分)(2011 年)，日本

の平均睡眠時間はＯＥＣＤ(経済協力開発機構)によると 7 時間 22 分(442 分)と世界最低(2016 年)(世界平

均は 8時間 25分)，米国立睡眠財団が公表した，14～17歳が必要とする睡眠時間は 8～10時間である。

そして，我が校の高校一年生の平均睡眠時間は 6 時間 21 分(381 分)とこれらの基準よりも少ないもので

あった。 

 我々は，このような結果となった原因は多くの生徒が電車通学をするために早起きを強いられている

ことや，塾に通っていて寝る時間が遅くなってしまうということなどではないだろうかと考えた。そし

て，このような状況を改善するために「パワーナップによる生徒の睡眠時間の向上」という観点から研

究を進めることにした。 

 

 

２．本論 
２－１ 学校で眠くなる理由 

・連続で勉強をしているため脳がオーバーワークの状態になり危険信号を出している。 

・昼食で糖質をとりすぎることで一時的に過血糖状態になり頭がぼーっとしたり眠くなったりする。 

・人は昼の午後 2〜4 時頃に眠気のピーク（アフタヌーンディップ）が訪れるように体内時計が設定 

されている。すなわち，昼に眠くなることは人間の生理現象である。 

・新型コロナウイルス対策であるマスク着用によって酸素不足となり，脳の働きが抑制される。 

２－２ 昼の睡眠を行うメリット 

①学習面，生産面においてのメリット  

・NASA の研究 

   航空機のパイロットを「パワーナップをする人，しない人」の 2 組に分け，その後の認知力や注   

意力を計った。結果，認知力は 34%，注意力は 54％も向上したと報告されている。 

  ・三菱の社内実験（後述） 

   集中力の向上がみられた。 
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  ・ドイツのザールランド大学が行った研究 

   41 人の被験者に「ミルク・タクシー」などの何の関連性もない単語の組み合わせを覚えてもら 

い，その後 1 時間以内の睡眠をとるチームとゆったりと DVD 干渉をするチームに分け，記憶し

た単語を思い出すテストをしたところ睡眠をとったチームは DVD を鑑賞したチームに比べて 5

倍の単語数を思い出すことができた。このように昼の睡眠によって記憶力の向上が期待できる。 

  ・勉強をしている間はつねに脳にストレスがかかっているのだが，睡眠をとることでストレス源を   

一時的にシャットアウトし，リフレッシュすることができる。さらに脳のストレスが取り除かれ 

ることでクリエイティビティ，すなわち発想力の向上が期待される。 

  ・厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針 2014」によると，起床後 15 時間以上では酒気帯び

運転と同じ程度の作業効率になり，17 時間を過ぎると飲酒運転と同じ程度の作業効率まで低下す

るといわれているが，パワーナップによってそれをリセットすることができる。 

   

 ②健康面においてのメリット 

  ・2007 年にギリシャアテネ大学のデミトリオス・トリホプロス博士が行った調査 

   20 歳から 86 歳までの健康な男女 20000 人以上を調査対象として約 6 年間追跡調査を行った結 

果，週に 3 回以上 30 分間の昼寝をすると，心臓病によって病死するリスクが 37％低下するとい

うことが分かった。これは，昼寝によって血圧を下げることで心臓や動脈への負担を軽減できる

からである。           

  ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の准教授アリック・プレイザーが行った研究 

   睡眠時間によって被験者をグループ分けして，それぞれに風邪ウイルスを点鼻剤で投与し風邪に   

かかる確率を調べたところ，睡眠時間が 5 時間以下の人は，7 時間以上眠る人と比べて風邪にか

かるリスクが 4.5 倍になった。これは，人間の免疫は寝ている間に作られるが，睡眠不足によっ

て免疫が形成されにくくなっているからである。パワーナップはこのように免疫システムの低下

による健康的被害のリスク減少にも効果がある。 

  ・筑波大学が行った昼寝に関する調査 

   認知症の治療を受けている患者 265 名と健康な高齢者 213 名を対象に生活習慣を調べたところ健

康な高齢者のほうが昼寝をする習慣がある人が多く，認知症になる確率は昼寝の習慣がない人と

比べて，約 5 分の 1 となった。 

 

 

２－３ パワーナップを実際に導入した事例 

学校の例  

 

 （例１）福岡市立明善高校(福岡県) 

  昼休憩 10 分間だけ寝る「午睡タイム」を導入 

  ・ブラインド，消灯等，遮光した教室で実施。  ・参加，不参加は自由。 

  ・BGM としてモーツァルトの曲 

 ＜効果は…＞導入前後の３年間で   

  ・怪我(部活等減少)  416 件→285件 

  ・難関大学合格者増加 東京大学 4 名→8名 京都大学 20 名→25名 大阪大学 12 名→21名 

   これらの効果により，導入から 11 年間実施を続けている。 

 

（例２)加古川市立加古川中学校(兵庫県) 

  生徒会による「加古川市中学生会議」での提案により，試験的に「加古川シエスタ」を実施。 

  ・昼休憩の 10 分間の睡眠をとる。 

  ・照明を消し，音楽(オルゴール)を流すというルールのもと実施。 

   事後アンケートでは，「このまま続けてほしい」という意見が 76.6％と過半数超であった 2016

年に始まり，少なくとも昨年度までは実施を続けている。 

 

（例３）岡山県立城東高校 (岡山県) 

     ・参加は生徒の自由 

  ・睡眠の時間(通称シエスタイム)中に寝ていない人は大きな音の出ない行為（自習，読書，飲食な    

ど）ならしてもよい。 

  ・枕やアイマスクの持参可 
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  ・12 時 40 分から 12 時 50 分までの 10 分間，12 時 40 分から 12 時 55 分までの 15 分間，13 時 05

分から 13 時 15 分までの 10 分間で，それぞれ 10～20 日ずつ試験導入を行う。 

 このようなルールのもと実施した。事後アンケートでは，「このまま続けてほしい」という意見が

52.6％と過半数を獲得することが できたが，当校の制度上会則改正に必要な票数が全会員の 3 分の 2

だったため正式導入はされなかった。 

 

 

企業の例 

  （例１）三菱地所株式会社 

  ・会社として従業員のパフォーマンスを高める取組みを推進してきたがその一環として昼休みの仮

眠体制の整備を行った。実験期間中前半 2 週間を仮眠なしで，後半 2 週間を仮眠ありにして集中

力を可視化することのできる『JINS MEME』を用いて社員の集中力を測定したところ後半は前

半と比較して 5 ポイント(100 ポイント満点)スコアが向上した。 

  ・各ブース内に仮眠用のリクライニングソファを設置し，耳栓など睡眠しやすくする道具も準備。 

  ・社内アンケートによると，生産性に関する質問では 66.7％が生産性の向上を実感（33,3％は「変

化なし」と回答）。また，継続したいかどうかという質問では 81.8％がこのまま仮眠の制度を継

続することを希望した。(17.2％は「わからない」と回答） 

 

  (例２)株式会社 OKUTA 

  ・自分が眠いと思ったときに仮眠   ・仮眠時間は 15～20 分  

  ・昼寝場所は各自デスクや社用車   ・睡眠中の社員には声をかけない 

  というルールのもとパワーナップを実施。マイ枕の持参やタオルで顔を覆うなど，社員が自由な格

好で睡眠をとっている。社内アンケートによると，経理や主に数字を扱う部署からは「眠気によっ

ておこるケアレスミス，打ち直しや確認作業が大幅に減少」，また，普段仮眠をとらない人からも，

「体調がすぐれないときに助かる。」という声が上がった。他にも「眠ってはいけないというスト

レスがなくなった」や「生産性が上がった」というような前向きな意見も多数上がった。 

 他にも google や Apple，Microsoft などの企業も仮眠制度を採用している。 

 

 

２－４ How To パワーナップ 

  

  以上のことから我々は午後の睡眠を提案するのだが，ただ寝ればいいというわけではない。午後の  

作業効率面や健康面でより多くの効果を上げるための睡眠のとり方を提案する。 

  

①パワーナップの長さは 15 分から 20 分 

  カリフォルニア大学の神経科学者マシュー・ウォーカーの研究によるとノンレム睡眠(入眠直後はこ  

れである)は，深さに応じて 4 つのステージがあり，入眠 20 分ほどで訪れる軽い睡眠レベルの「ス     

テージ 2」は，脳内の“キャッシュ・メモリ”がクリアされて，情報を整理・記憶したり，優先順位  

をつける脳のワーキングメモリが強化される。 

 《注意点：長時間の昼寝によるリスク》 

  上記の研究によると，仮眠が 30 分以上続くと睡眠レベルが「ステージ 4」に進み深い眠りに到達し  

てしまう。すると寝覚めが悪くなり起きた後も頭がぼーっとして午後の作業効率にかえって悪影響  

を及ぼす可能性がある。また，夜の睡眠の質の低下を引き起こす恐れもある。 

  さらに，広州医科大学の Zhe Pan 氏の研究によると，昼寝を 1 時間以上する習慣がある人は昼寝の

習慣がない人に比べて，心血管疾患の発症リスクが 34％，全死亡リスクが 30％高いことが明らかに

なった。 

 

②座った状態で寝る 

  学校で寝る以上こうするしかほかないのだが，横にならないことで首にある交感神経節が程よく   

刺激され，深い眠りに落ちるのを阻止することができ，①で述べたような事態に陥るリスクを軽   

減することができる。 

 

③光をシャットアウトする   

  周囲が明るいと，眠りのホルモンであるメラトニンの分泌が減り，睡眠の質の低下をひきおこして  
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しまう。そのため電気を消してカーテンを閉めたり，各自でアイマスクを持ってくるなどした方が  

良い。 

 

④心地よい雑音環境を作る 

  もちろんうるさい環境では寝付きにくいものだが，逆にシーンと静まり返っていたりすると寝付け  

なくなることがある。これは，少しの物音(椅子がきしむ音や小さな咳)にかえって敏感になってし 

まうからである。そこで推奨するのがホワイトノイズを放送で流すことである。ホワイトノイズと  

は同じ周波数で繰り返し聞こえてくる音のことで，たとえば鳥のさえずりや雨音などである。これ  

を流すことで物音をあまり気にすることなく短時間でも上質な睡眠をとることができる。 

 

⑤睡眠前にカフェインの入った飲み物を摂取する 

  カフェインの入った飲み物は摂取後約 20 分後から覚醒効果が出始めるのだが，これを睡眠前に摂 

取することで，ちょうど目覚めるタイミングでカフェインが働き，よりすっきりと目覚めることがで  

きる。コーヒーやエナジードリンクでなくても通常のお茶を飲むことで十分効果が期待される。 

 

 

３．考察 

 今回の研究で睡眠不足によって引き起こされるリスクは勉強面や健康面と多岐にわたることがわかっ

た。このままだと，今すぐにというわけではないが将来学生時代の慢性的な睡眠不足によって何らかの

リスクを被る可能性もあるのだ。我々が実施したアンケートから分かった通り附属生の平均睡眠時間は

世界的に見たら短すぎるといわれている日本の平均睡眠時間よりも少ないのである。また，現在生徒ま

たは社員をパワーナップという観点から援助している学校または企業も少なくない。実際そのような学

校や企業ではパワーナップによる前向きな結果も出ているのである。このような現状に対してもっと危

機感を抱き何らかの対処をするべきなのではないかと我々は考えた。そこで我々は具体案として以下の

時間割を提案する。 

 大きな変更点としては，1 限あたり 45 分となったことだ。ただし，パワーナップの実施に加えて始業

時間が 15分遅れたことで，今までと比べ多くの睡眠時間を確保することができるので，作業効率が上が

り，45 分の授業で今までの 50 分授業，またはそれ以上の内容を学習することができるだろうと考えた。 

 

 

 

  

   S H R  9 : 00  ～  9 : 15 

     1 限     9 : 15  ～  10 : 00 

     2 限   10 : 10  ～  10 : 55 

     3 限   11 : 05  ～  11 : 50 

     4 限   12 : 00  ～  12 : 45 

  昼休憩   12 : 45  ～  13 : 35 

パワーナップ   13 : 35  ～  13 : 50 

     5 限   13 : 55  ～  14 : 40 

     6 限   14 : 50  ～  15 : 35 

        7 限   15 : 45  ～  16 : 30 

- 385 -



４．結論 

 結論として我々は，「昼休み後のパワーナップの実施」により，生徒を勉強面や健康面においてサポ

ートすることを提案する。具体的な方法としては，パワーナップの実施に賛成していた人の中でも，昼

休みが削られたり始業終業時間が変更するのは嫌だという意見も見られたので，考察でも書いたように，

まとめて休み時間を削るのではなく，少しずつ削るという方法でパワーナップの時間を確保する。 

その際に本論２－４で述べた 5 つの方法を用いてより効果的な睡眠をとることができるようにする。 

    さらに，地域の視点からのパワーナップの促進ということで，睡眠申告という制度の実施を推奨する。

具体的には，仕事場で取った睡眠時間を会社ごとに地域の行政機関に提出する。また，決まった仕事場

がない人や仕事の都合上パワーナップスペースを確保できない業種に就く人のために，睡眠用のみで 20

分間無料で提供されるナップルームの設置を推奨する。20 分と設定することで目的外使用を防ぐことが

できると我々は考えた。そして，会社での睡眠，またはナップルームでの睡眠の時間を合計し，それに

よって補助金を支給するというのが制度の内容である。 

 現状の日本では寝ること，特に昼寝に対して「サボりだ」などのネガティブなイメージを抱く人が多

くいることは否めない。しかし，世界的には，NASA などの大企業がパワーナップを推奨していること

からわかるように，寝るべきだという考えが主流の国も少なくない。かの有名な Apple の創設者スティ

ーブジョブズは「昼寝ができないような会社には来たくない」という言葉を残したといわれている。  

 世界に羽ばたくであろう我々附属生がパワーナップに対してポジティブなイメージをもつ日本におい

ての先駆者となるべきなのではないだろうか。 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

班 研究タイトル 

E7 国産材使用のすゝめ 

メンバー 藤井海斗 廣川創一 藤田和凡 藤原日向 三井温加 

 

 
発表の構成（研究の論理構成） 

 

問題

提起 

 

 

 

 

検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論

提案 

テーマ設定(問題提起) 

１．日本の森林面積と森林蓄積 

 伐採の減少により森林面積はほとんど変化してい

ないにも関わらず，森林蓄積が増加している。また， 

人工林も活用されていない。（資料１・２） 

 

２．森林蓄積増加による影響 

 様々な森林機能(地球温暖化，洪水，土砂崩れの

防止機能)の低下を引き起こす。適切に伐採，手入

れしなければならない。 

 

３．森林の有する多面的機能 

 森林蓄積の適切な管理によって様々な恩恵を受け

られる(快適環境形成，生物多様性保全 etc.)。 

 

４．日本国材の使用率 

 H３０年の時点で自給率は約３０％。 

→森林・林業再生プラン(H２１・１２～) 

10 年後の木材の国内自給率５０％以上が目標 

 

５．政府の，民間に対する活動 

 木づかい運動・ウッドデザイン賞 

→一般消費者の視点で国産材の消費にアプローチ 

 

 

結論 

 日本では国産材の使用が盛んでないため，森林蓄

積が年々増加し，地球温暖化防止機能の低下や 

土砂災害の増加など様々な問題が起こっている。 

政府や林野庁により解決するための取り組みが 

行われているが，自給率は低いままである。これを 

伸ばすための更なる取り組みが必要とされている。 

（資料１）「日本の木材供給量と自給率の推移 

 

https://www.shinrin-ringyou.com/data/mokuzai_kyoukyu.php   

（資料２）「日本の森林面積の推移」 

 

https://www.apiste.co.jp/column/detail/id=4502 
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広島大学附属福山中・高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 

 

国産材使用のすゝめ 
 

                     研究者 ４年Ｅ組 ７班 

藤井海斗 廣川創一 藤田和凡 藤原日向 三井温加 

 

1.序論 
 瀬戸内母屋での里山の自然の活用をじかに体験し日本の自然の使用状況が気になったので，調べてい

くと，林野庁のホームページ¹より，「森林面積はほとんど変化していないにも関わらず森林蓄積が増

加している」（図１・図２）という問題を知った。森林蓄積の増加は地球温暖化防止機能の低下や土砂

崩れの増加にもつながる。また，林野庁をはじめとする政府や有志団体などが行っている取り組みの知

名度の低さも問題であると考えた。そこで，安価な輸入材が主流な今，どのようにすれば日本国材の利

用が増えるかを研究していく。 

 

 

2.本論 
2－1 森林蓄積増加による影響 

 

 
      図１日本の森林面積の推移   図２ 日本の森林蓄積の推移 

 

   まず，森林蓄積が増加することでどういった悪影響が出てくるのか述べていく。 

 ここにおける森林面積とは，国内における，木竹が密集している地域のことである。森林蓄積とは森林

を構成する樹木の幹の体積のことで，森林資源量

の目安となる。また，森林蓄積が増加している，

ということは木々の伐採が進んでいない，という

ことを意味する。 

  上のグラフを見ると，伐採が減ることで 1966

年～2017 年の間，日本の森林面積は約 2500ha と

ほぼ変わらないのにも関わらず，森林蓄積は，約

19 億㎥から約 52 億 4000 万㎥と年々増加してい

る。また，グラフより，主に人工林が活用されて

いないことが読み取れる。この人工林は，戦後の

拡大造林で植えられた木々が伐採されずに残った

ものを指す。 

 森林蓄積が増加することでの 1 番大きな悪影響は

地球温暖化防止，土砂崩れ・洪水の防止などの森

林機能の低下である。 

 まず 1 つ目の地球温暖化防止機能について。 

              図３ 樹種別・林例別炭素吸収量 
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これは，樹木の林齢によって二酸化炭素吸収量がどのように変化していくかを表したグラフ（図３）

である²(実際は炭素吸収量を計測しているが，二酸化炭素と捉えて貰って構わない)。これを見ると，樹

木は林齢 11 年～40 年が最も二酸化炭素吸収量が多いことが分かる。また，日本の森林の多くを占める

針葉樹の方が二酸化炭素吸収量が多いことが見受けられる。そしてこれらの針葉樹は戦後に植えられた

人工林であるため，人工林が地球温暖化防止に果たす役割は大きいと言える。1997年に気候変動への取

り組みを定めた京都議定書においても，森林吸収源としてカウントされているのは手入れがなされた人

工林だけだった。 

これらのことから，針葉樹の多い人工林が地球温暖化防止のために必要であることが分かる。しかし，

先程も述べたように日本は森林蓄積が多く，つまり森林の伐採が少なくあまり手入れもされていないも

のが多い。よって，林齢が伐採適齢期を超えたものが多く二酸化炭素吸収量も本来期待されるよりも遥

かに少なくなっている。 

  次に，土砂崩れや洪水の防止機能について。 

適切に伐採されず蓄積された森林では，水害を防止する機能の低下が著しい。 

 

 
図４ 間伐されていない森林と間伐されている森林の比較 

 

上の図４を見たらわかるように，間伐されていない森林では，木と木の間に隙間がなく地面に水が吸

い込まれていかない。よって，大雨が降った時などに一旦貯めておくことが出来ずにそのまま流れて，

土砂崩れや洪水が起きてしまう。加えて，適齢期を超えて幹が古くなっている気が多く，森林があるせ

いで余計に土砂崩れの被害が拡大している。せっかく森林が育っているというのに，手入れをしていな

いが故に私たちの生活を脅かす存在にもなりつつあるのだ。 

 加えて，自然環境に関すること以外にも森林には以下（図５）のような多面的機能があり，森林環境

を守ることでこれらを生かすことができる。 

 以上のことから森林蓄積を減らし，適切な伐採を行っていくことが必要となっているだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 森林の有する多面的機能 
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2－2 現在の日本国材の使用率 

 
図６ 木材供給量及び木材自給率の推移 

 

 

 これまでの内容で，日本には森林資源は沢山あるということを述べてきた。では，実際，これまでの

国内の自給率の変化と今の状況はどうなっているのだろうか。 

 日本では昭和 30 年代から，木材輸入の自由化がスタートし，昭和 39 年には全面的自由化となった。

この時代，外材は国産材に比べて安く，かつ大量に安定的に供給できるというメリットがあったため，

需要が高まり，輸入量は年々増加していった。また，昭和 40年代後半ごろから，円高が進み，外材がま

すます入手しやすくなった。これらのことが影響して，日本の木材自給率は年々下降していった（図６）

³。 

 ただ，平成 12年からは増加している。農林水産省の外局である林野庁によると，近年，国内の人工林

の多くが利用期を迎えたことで安定供給が可能となり，建築用を中心に輸入材から国産材への切り替え

が進んだことが自給率の上昇の一因だという。また，為替などの影響で価格変動が大きい輸入材が高騰

した際に，比較的価格が安定している国産材の利用が増えたとも考えられる。 

 平成 21 年 12 月には，農林水産省が森林・林業を再生する指針として「森林・林業再生プラン」を策

定しており，「10 年後の木材自給率 50％以上」を目標として掲げている。よって，今後国産材の供給

力が強化されることが見込まれる。また，高度経済成長期に集中して植林した人工林が伐採の「適齢期」

を迎えており，国産材の利用は今後も拡大する可能性が高いと言われている。 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/hojyojigyou/puranjisen.html 

↑「森林・林業再生プラン／林野庁」⁴ 

  私たちは，日本の自給率が低くずっと横ばいであると予想していたがそうではなかった。林野庁を中

心に，森林蓄積を減らすため，木材自給率をあげるため，そして林業を活性化させるためのプランが遂

行されていた。 

 私たちが知らなかったように，この事業について知っている人は少ないだろう。ここからは，林野庁

の事業をどうしたら知ってもらえるか，私たち自身は木材自給率増加のために何ができるかを述べてい

きたい。 

 

2-3 政府による民間に対する活動 

 先程述べた，林野庁による「森林・林業再生プラン」は，森林自体をどのように改善していくか，と

いう計画であり，私たち高校生にとっては少し遠い話のように感じる。しかし，林野庁は「木づかい運

動」という，家庭生活に木を取り入れることを目標とした政策も行っている。企業や学校，一般消費者

などに向けたシンポジウムやセミナーを開催し，国産材の積極的な利用による環境貢献等を訴求してい

る。また，木づかい運動を促進するために下のようなロゴマーク（図７）⁵の作成も行っている。これ

を製造した商品などに貼ることで自社の商品が国産材製品であることを証明し，環境に配慮した企業で

あることをアピールできる。 
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図７ 木づかい運動を促進するロゴマーク 

 

 

 

 

 そのほかにも，林野庁主催の「ウッドデザイン賞」では，木の良さや価値を再発見できる製品や取り

組みについて，特に優れたものを消費者目線で評価し表彰している。  

 

 

 
図８ これまでの受賞作品 

 

 このように，政府により様々な取り組みがなされている。 

 また，一般企業でも，木造建築構造物（図９）として国内最大・最高層となるちんたいけいかくが進

んでいる。主要な構造材には国産材を利用しており，建築資材の自給自足を実現している。 

このような木造高層建築物を普及させることで，建築資材

の自給自足，森林資源と地域経済の持続可能な好循環の実

現を目指すことができる。さらに，建物の建築時の CO2 排

出量を同規模の一般的な鉄骨造オフィスビルと比較すると

約 20%削減できる。 

   図９  木造建築構造物 
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３．考察 

 森林蓄積の増加，つまり伐採の減少及び林業の衰退により，森林の多面的機能が失われることがわか

った。にもかかわらず，戦後日本では外材が多く流通し，たくさんあるはずの国産材が使用されなくな

って，木材自給率の低下につながった。 

 しかし，近年，林野庁による取り組みにより木材自給率は上昇してきている。その中には，消費者で

ある私たちに国材の利用を推進する活動も含まれている。しかし，私たち自身もこのことについて調べ

ないと，政府による活動が行われていることや，国材の商品を利用していくべきであることを知ること

ができなかった。  

 以上のことから，政府や企業だけでなく，消費者である一般人にここで得た知識を広めていくことが

必要となっていくだろうと考えた。 

 

４．結論・提案 

 これまでの内容を踏まえての私たちの結論は，国産材でできた家具や雑貨，小物などのこれらの製品，

その名も，「新生活応援セット（図１０）」の自治体による提供だ。 

 

 

 
        図１０ 「新生活応援セット」の贈呈品案  

 

私たちは，これを特に，高校生や大人に提供することを提案する。しかし，ただ提供するだけでは，

自治体の金銭的負担が大きくなるだけで終ってしまう。 

 そこで，双方向的な活動にするために，次のような形式で行って行きたいと思う。 

まず，自治体や地方公共団体が新婚夫婦や福山市に居住してきた人，1 人暮らしを始める新社会人及

び中学・高校入学者など，新生活を始める人に国産材を使った家具や雑貨を提供する。そしてそれを受

け取った私たち市民が，現代社会における最強の武器「SNS」を使い，木の良さを発信し，木材利用促

進を呼びかける。SNS による発信・拡散は強制的なものではない。しかし，木材製品は環境に良いだけ

でなくとてもおしゃれでリラックス効果もあるので，いわれずとも SNS にアップしたくなるだろう。 

 こうすることで，「国産材を使おう」という良い循環がうまれ，自治体だけでなく，その地域が一体

となって木材の問題に取り組むことができる。 

 私たちにできるのはほんの些細なことかも知れないが，1 人 1 人が木材について考え，少し行動を起

こすだけで，日本の森林の未来は明るくなるだろう。 
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広島大学附属福山中・高等学校 

 

４年「体験イノベーション」（研究内容概略シート） 

 

班 研究タイトル 

E8 動物との共生のために、森を整備して魅力のある森を作ること。 

メンバー 渡邊裕也 保沢孝光 森本杏花 山﨑朋子 脇萌笑 

 

 

 発表の構成（研究の論理構成） それぞれの主張を裏付けるデータ 

テーマ 

 

 

 

 

問題 

提起 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論 

提案 

日本では人工林が増加している 

 
 

①放置された森が引き起こすこと 

  

②野生動物の被害 

 

 

 

③森の整備には大きな費用がかかる 

補助金などの必要性 

 
 

④地域ごとによって整備の方法に特徴があ

る。 

 

 

 

⑤森を整備すると動物の暮らしも変わる 

 

 

(結論) 

人手不足だけでなく、あまり人工林につい 

て知られていないことが人工林増加の原因 

で、それが動物にも悪影響を与えている。 

•日本の森林面積は約 2510万 haでその約 4割にあたる

約 1000万 ha が人工林 

・日本の人工林の８割が未整備状態である 

  (2006年度時点) 

・民有林では地籍調査が確実にできているとは言えないた

め、境界線が不明瞭になっている。 

 

 

 

 
①保水力の低下、それに伴う土砂災害など 

 

②イノシシの被害は，従来，市の北部に限られていたが１

５年前くらいから南部でも被害が出はじめ，現在では市内

全域に被害が拡大している（福山市） 

 

③「森づくり事業」によって森林の間伐や里山の活用を行

う。 

「広島森づくり県民税」によって資金を集める。 

 

 

 

 

 

 

 
④高齢者の多い地域では、たくさん自然と触れ合えるよう

に、なるべく自然をそのまま残す整備の仕方をしたり、若

者の多い地域では、SNS映えを狙った自然環境を作った

り、動物と触れ合うことのできる場所を作ったりする。 

 

⑤人間と動物との住み分けをはっきりさせる 

→動物の生態系を変えることなく、共存する 

 

（提案） 

動物の共生のためには取り組む地域の人工林を知る 

ことその次に取り組み方を選んでそれに見合う補助金を 

求めるべき。 
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広島大学附属福山高等学校 
４年｢体験イノベーション｣ 

  

－動物との共生のために，森を整備して魅力のある森を作る－ 
 

                            研究者 ４年Ｅ組 ８班 

渡邊裕也 保沢孝光 森本杏花 山﨑朋子 脇萌笑 

 

１．序論 
日本の森林について調べていると，人工林の増加が問題であるということがわかった。現在，日本の森林面積

（図１）の約４割が人工林，そしてその８割が未整備状態である。これらの放置された森林は，野生動物や自然災

害の被害を引き起こす可能性がある。林業の衰退もあり，この問題は一層深刻になっていくと思われる。どうすれ

ば，食い止めることが出来るのか。 

瀬戸内母屋の森林は，細かな所まで整備されていて，それにより様々な生物と人間との共存が可能になってい

たように思う。自然からの産物，綺麗な風景が，観光地として多くの人を呼び寄せていた。そこで，放置森林を解

決する一つの案として，人と動物が共生できる森林の整備が上がった。ここでいう共生とは，人と動物の棲み分け

のことで，お互いの生活環境を長く守るためのものである。また，同時に森林自体を観光地として発展させるという

狙いもあった。 

研究を進めていくうちに，森林整備には多額の費用が掛かることが分った。おそらくこれも放置森林の増加に

繋がっている。費用がなくとも政府のサポートを活用したり，個人，地域単位で行える取り組みは多くあった。 

次の本論から，その森林整備について，かかる費用や具体例などを述べていく。 

 

 

図１ 日本の森林面積が増加しているグラフ 

 
２．本論 

 
２－１ 放置された森が引き起こすこと 

昔（昭和 20～30 年），拡大造林政策によって全国に大量に植えられた人工林（針葉樹）の 3 分の 2 が放置さ

れている。これらの針葉樹は根が浅いため保水力が低下する。放置の理由は山間部の過疎化である。 

 

①保水力の低下の仕組み 

木々は成長するために土中に深く広く根を張り巡らす必要があり，その根を張り巡らせることにより雨水を浄化

したり大雨や台風が来たりしても倒れたりすることはない。しかしこれらの針葉樹は狭い面積に大量に植えられた

ため地面に日光が届かず，そのうえ成長スピードが広葉樹に比べて早いため，根が十分に張らず日照りの時は

渇水を起こし，大雨や台風の時は水を吸いきれず土砂崩れが起こる。 
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②保水力が低下した森が起こした土砂災害 

平成 30 年 7 月豪雨の時広島県では 1242 件の土砂災害が起き，そのうち 624 件の土砂崩れが起こった。被

害の起きた山には針葉樹が多く植えられていたため土砂崩れの原因の一つであると考えられる。  

次に考えられるのは，野生動物による被害だ。森が荒廃し，動物たちの餌が見つけにくくなることにより，餌を求

めて山から降りて，人家に近づくようになる。 

福山市の北部ではイノシシによる畑を荒らすなど農作物が被害を受けたり，サルが人里に降りているという情報

が寄せられている（図２）。これらの被害は 15 年ほど前から市内全域に広がっている。これらの原因は野生動物

の生活圏が減り，そのため食べ物も減っていること，人間と野生動物の生活圏の境界線が曖昧になっていること

があげられる。 

 

図２ 野生鳥獣による農作物被害の状況について 

 

２－２ 森の整備には多くの費用がかかる 

 

①  自治体の活動 

森の整備には個人で行うとき，厳しい費用が掛かってしまうことがある。そのような時には，国や県の自治体や，

市町村からの援助を受けることができる。また，そのようなことを想定したうえで，自治体そのものが整備活動に積

極的に取り組んでいるところもある。 

次に広島県の活動を実例としてあげてみる。広島県では「森づくり事業」というものが行われている。この事業で

は，私たちが調べたような，間伐，資源利用による里山の活用がおこなわれており，さらに新たな森の守りての育

成にも取り組んでいる。このような県の森づくりには「ひろしまの森づくり県民税」が平成 19 年から導入されてい

る。年間 500 円が納められている。 

 

②個人が受けられる補助 

民有林（個人が保有する森林）には 2 つの方法がある。一つ目は作業後に，都道府県や市町村の窓口で補助

金申請を行う方法である。二つ目は森林組合などに代理申請，代理受領を任せる方法である。後者では契約を

結ぶことで，作業の実施や補助金の申請，受領など組合が代理でやってくれる。 

この方法では，専門業者に任せることが出来て，安心出来ると思う。山の管理に対して詳しくなくてもできるので

委託する人が増えるのではないかと思う。 

 

２－３ 地域によって整備の仕方にも様々な方法がある 

 荒廃林の原因が過疎化なら，その地域に人を呼び寄せることがまず必要となる。そこで，森林自体を観光地と

する整備について考えることにした。 

・観光客のターゲットで場合分けができる 

 

①若者を主にターゲットにする場合 

SNS 映えを狙って，動物と触れ合うことができる環境を作ったりする。 

 

②高齢者をターゲットにする場合 

高齢者には落ち着いた環境を好む人が多いため，紅葉を見て楽しめるなどなるべく自然をそのまま残し自然と
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触れ合うことで楽しめる環境を作ったりする。 

 

③ファミリー層をターゲットにする場合 

小さい子供が楽しめるように公園を作ったりするなど，こどもを主体とした消費活動を意識したプロモーションを

する。 

 

④外国人客をターゲットにする場合 

日本独自の文化を実際に体験できるようにするなど実際に手で触れあえるような環境を作る。 

 

２－４ 森を整備すると動物の暮らしも変わる 

 荒れた森では動物の餌が手に入りにくく，その結果動物が山から降りてきて農作物が被害にあっている。これを

解決するための森林整備であるが，その野生動物自体に影響が及ぶことはあってはならない。人と動物が適切な

距離を保ち，生活を続けるために「共生」という形をとることにした。 

次に共生を意識した森林整備を考えてみる。 

・人工林の間伐をすることで下層植生が育つようになり,動物の餌が手に入るようになる 

 ・里山と奥山の中間域に実のなる樹木を植栽することで，人間の居住区と動物の生息地を分けることができる。

また，アニマルパスウェイと呼ばれるヤマネやリスなど樹上性動物のための通り道により，棲み分けをはっきりさせ

る（図３）。 

このように森を整備することで，互いに害を与えることなく共生することができる。あくまで私たちの目的は動物と

共生することであり，人間の都合の良いように変えることではないのでこのような取り組みも必須だと考える。 

 

 

図３ 橋を渡るリス 

 

３．考察 
 数字にも表れているように，予想以上に全国の使われていない山林の数は多く整備には時間と費用が

たくさんかかることがわかる。このことから地主が賄えきれない分の人員や費用を国や自治体などの団

体がしっかり援助していくことが整備促進につながってくると感じた。 

 高齢者と若者でニーズが全然違うことを踏まえて，整備地の周りの環境から整備の仕方をどうするか

という選択が整備後の維持につながってくると考えた。また，それらの情報を整備する人にしっかり伝

えていくなどのサポートが必要だと思った。 

 現状として，放棄地所有主が国や地方からの援助があることを知らず放棄していることがあると考え

たから，もっと団体による援助があることを大きく広めたりすることも，整備事例につながると考え

た。 

 

 

４．結論 
ここまで，人と動物とが共生でき，観光地になるような森林整備について述べてきた。人工林の増加

が，野生動物や自然災害の被害といった様々な問題を孕んでいた。理想的な森林整備には多くの費用が

かかるので，政府，民間団体の取り組みを利用したり，個人，地域規模で取り組みを行っていくことが

重要だ。まず，私たちができることは，今回取り扱ったような問題を知っていくことだ。身近にある自

然でもこのような事態が起こっていることがある。そして，解決するための取り組みを考え，それに見

合う補助金を求めていくべきである。 
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