
はじめに

本論は、地域活性化政策及び地域ブランド政策の構成要素の問題点とその解決のために今

後採るべき方向性について、筆者の見解を提示した上で、地域活性化政策と地域ブランド政

策の連携について、震災復興支援を事例として検討するものである ）。

事例研究の対象として選択したのは、東日本大震災における 釜石復興支援プロジェク

ト である。単一事例の研究として同事例を採り上げる理由は、一つには、同事例では当事

者が、プロジェクトの発展段階を複数のフェーズ（位相）に分けて整理しており、それらに

筆者の区分を追加することにより、地域活性化政策及び地域ブランド政策の構成要素の推移

を位相間で比較できること、二つには、同事例が、市民社会組織（

）の都市間連携により復興支援に迅速かつ有効な成果を発揮した顕著な事例で

あり、復興に取り組む各地の関係者にとっても参照事例として検討する価値が大きいと考え

たことに基づく ）。

以下、 公共政策の構成要素 について、政策デザイン、政策過程と政策の名称を手

がかりとして整理した上で、地域活性化政策、次いで地域ブランド政策について、それぞれ

地域活性化政策の構成要素の問題点とその方向性 と 地域ブランド政策の構成

要素の問題点とその方向性 に係る筆者の見解を提示する。 事例研究 では、 釜石復

興支援プロジェクト の意味内容とフェーズ（位相）別推移を紹介した上で、 に掲げ

る見解に基づき地域活性化政策と地域ブランド政策の連携について考察することとしたい。
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公共政策の構成要素

公共政策のデザインと政策過程

公共政策の定義

公共政策 は、 外交、防衛、労働、文教、福祉、産業、金融、環境といった、どこま

でも個別具体的な分野の 多種多様な公共問題に対処するための政策集合に与えられた総

称 とされるが、現実に存在し、構想やデザインの対象となるのは、個別具体的な分野の政

策（以下 個別政策 という）であって、総称としての公共政策ではない ）。ただ、多様な

個別政策について研究する上で、個別政策の集合（公共政策）に共通する事柄を観察して、

個別政策の分析に役立つ概念や枠組みを設定しておくことは有益である。そうした観点か

ら、一般的に 公共政策 が生み出されるプロセスやそのライフサイクルを、操作しやすい

概念を用いて描出しようとする試みがこれまで様々になされてきた。本論では、そうした試

みの中から、公共政策を上記のように定義し、その政策主体を政府に限定せず幅広く捉える

足立幸男や森脇俊雅の所論を参考に、公共政策のデザインと政策過程の関係を整理した上

で、本論の検討課題とする 公共政策の構成要素 の意味を明らかにしておきたい（以下の

論述について、表 参照）。

公共政策のデザインと政策過程

足立は、公共政策を生み出すプロセスを 政策デザイン と称し、それを 予備的分析プ

ロセス と具体の政策が創造されるプロセスとが連続したプロセスとして提示する ）。 予

備的分析プロセス とは、 問題の分析・同定 のプロセスであり、 ）問題の設定、 ）

原因の探求、 ）レレバントな政府行動（問題の発生や深刻化・長期化に対して何らかの責

任を免れることができない政府行動）の同定に区分される。この予備的分析プロセスを踏ま

えた上で、 政策目的の明確化、定式化と、 その目的を達成するための具体的手段

（処方箋）の探求（構想）、選択・提示という 目的と手段 からなる具体的な政策のデザ

インが進展する。何ものかをデザインする作業の共通要素として、 コンテキストについて

の的確な理解、 価値選択（コンセプトの確定）、 コンセプトの具体化の 点が挙げられ

ているが、 コンテキストについての的確な理解とは、前掲の予備的分析プロセスに相当

し、 価値選択とは、 政策の目的の明確化、定式化に、また、 コンセプトの具体化

とは、 目的を達成するための具体的手段（処方箋）の探求、選択・提示に相当するも

のと解される（表 参照）。

政策デザインと政策過程の関係

次に、こうした政策デザインの捉え方は、一般的な政策過程の理解とどのように対応して

いるのか。森脇俊雅は、公共政策についての足立の見解を受け継いだ上で、チャールズ・

ジョンズやそれを継承したトーマス・ダイによる政策過程の図式化を参考にして、政策過程

を 政策立案、 政策決定、 政策実施、 政策終了、 政策評価という五つのステップの

サイクルとして示している ）。
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地域活性化政策と地域ブランド政策の連携（初谷）

前掲の政策デザインは、この政策過程のステップのうち、概ね 政策立案から 政策決定

までを指し、 政策実施以降のステップとは区別されていると解される（表 参照）。もっ

とも、政府・自治体が政策主体となる場合に実務上の政策過程の理解では、足立のいう政策

デザインの前半部分である予備的分析プロセスも 政策立案の一環として認識されているこ

とが多いものと考えられる ）。

本論のアプローチ

このような公共政策を対象とする公共政策学は、 個別的分野の政策研究と 分野横断的

）森脇［ ］、序章、 頁。なお、 政策終了以外に、政策が継続する場合も積極的な選択肢として
掲げており、その場合には政策評価に基づく政策の修正・改善が行われるものとしている。
）もとよりこのことは、予備的分析プロセスが常に政府により担われることを意味するものではない。政
策によっては、政策立案者である政府・自治体以外の民間主体によって予備的分析が先行的に担われ、政
策立案主体に対して政策デザインを動機づけることもある。

表 公共政策のデザイン、政策過程

（出所）足立［ ］、序章、第 章及び森脇［ ］、序章、第 章の記述をもとに、筆者作成。

各項目の番号表記は本文の表記と対応している。



な政策研究に分けられている ）。このことは、個別政策研究による 分野固有の政策知 と

ともに、多種多様な政策分野に共通する 分野横断的な政策知 の探求、定式化を目指すト

ランス・ディシプリンとしての役割期待があることを反映している ）。

このうち、 個別的分野の政策研究には、 （個別政策の）政策過程についての研究、

個別政策の内容に対する分析・評価、 個別的分野の政策デザイン（ある具体的な公共問題

の解決にとって有効かつ適切であると考えるカタチあるモノとしての公共政策を、実際に構

想・デザインしてみようとする研究）及び 比較政策分析が、他方、 分野横断的な政策研

究には、 政策類型（ストック・ストラテジー）の研究、 政策分析、政策デザイン、政策

評価のための一般理論や手法の研究、 政策的思考についての研究、 公共政策形成システ

ムの研究、及び 学説史が含まれる ）。

こうした区分に照らすならば、本論が採るアプローチは、まず、地域活性化政策と地域ブ

ランド政策をそれぞれ個別政策として捉えた上で、上記の 個別政策研究のうち、 個別的

分野の政策デザインとして、実体を備えた個別政策を構成する要素を抽出列挙し、次いで、

上記の 横断的政策研究のうち、 政策デザインのための一般理論の研究として、これら政

策の構成要素の理解の仕方について論じるものと言うことができる。

公共政策の政策過程と構成要素

公共政策は目的と手段の双方を含む概念であるが、上記のように政策過程を理解したと

き、目的達成のための具体的手段（処方箋）としての政策は、どのような要素から構成され

ているだろうか。

宮川公男は、公共政策の構成要素として、 誰に（目標受益集団）、 何を（公共財や公

共サービス）、 いかなる方法で（公共投資、公団・公社、あるいは民間部門へのインセン

ティブ（補助金や減税等）・ディスインセンティブ（課税や規制等））、 誰の負担で（この

負担は金銭的なものには限らない）、 時間や期間等 を挙げている ）。

筆者は、公共政策の構成要素を、前掲の政策過程のうち、 政策立案、 政策実施、 政

策評価の各ステップにおいて、 いつ（時間・期間）、 どこで（対象地域）、 誰が（主

体）、 誰に（客体（対象））、 何を（公共サービス）、 どのように（方法）という構成要

素に分解することができると考える（表 参照）。これらの要素は、各ステップで必ずしも

同一であるとは限らない。例えば、政策の立案（計画）段階で予定されていた政策の 対象

地域が、実施段階で異なったものになることは少なくない。また、政策実施の対象となった

地域のすべてではなく、いずれかの地域を抽出して政策評価がなされる場合もある。

なお、これらの構成要素のうち、 方法 については、さらに、既存の定型化、類型化

された方法と新規に創造される方法に二分することができる。前者は、 過去の政策実践を

通じて、ある類似の状況の下で発生するある類似の問題に対する処方箋としてある程度の有

効性を立証されてきた 定型 ）を言い、前掲の分野横断的な政策研究の 政策類型（ス
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トック・ストラテジー）の研究対象となるものである。先行研究としては、（情報の）結節

点（ ）、権威（ ）、財政（ ）、組織（による直接介入）

（ ）の 類型（ ）を示したクリストファー・フッドの 政府

の道具箱 （ ）などがよく知られている ）。

個別政策の名称と構成要素

今日、公共政策として総称される政策集合を構成する 個別分野の政策 群を見ると、前

掲の定義で例示列挙されたような外交、労働、文教、福祉など伝統的名称の政策に留まら

ず、多様な名称の政策が増加しており、既に地方自治体の部課名や行政計画の名称にも多数

採用されている。それらは、仮に、ある個別政策を 政策とするならば、 が抽象的概念で

ある場合と具体的名辞である場合に大別することができる。

抽象的概念を冠する個別政策

が抽象的概念である場合とは、福祉政策や文化政策などのように、福祉や文化といった

政策理念や大括りの分野として比較的容易に認識できる例のほか、規制政策や危機管理政

策、復旧・復興政策など、むしろ作用や方法の類型を指す例もある。

具体的名辞を冠する個別政策

一方、 が具体的名辞である場合は、近年激増している。 組織（自治体政策、 政

策、（非営利）法人政策等）、 地理的範域（ 範 とは一定の区切り、区画を示す。国土政

策、コミュニティ政策等）、 政策客体の属性（子ども政策、高齢者政策等）、 施設（病院

政策、学校政策、図書館政策等）などの分類名称を直接、政策に冠する例が多数に上る。こ

れらは、政策の主体・客体や公共サービスを直截に示すものともいえ、誰にでも政策の意味

が直感的に理解しやすいが、政策領域の細分化を反映しているとも言える。

） ［ ］ （新版 ［ ］ ）参照。援用例として伊藤［ ］、 頁。
なお、足立は、政策の 型 （ストック・ストラテジー）の選択にふれ、代表的な型として、 市場メカ
ニズムの導入、 誘因を変えるための税と補助金、 ルールに基づくコントロール、 非市場的メカニズ
ムによる財・サービスの供給、 保険とクッションの 類型を挙げ（足立、森脇編著［ ］、
頁）、こうした政策の定型ないし類型についての研究は未だ揺籃期にあると指摘している（足立［ ］、
頁、注 ）。また、もう一つの 新規に創造される政策手法 について環境政策分野を例に考察したも

のとして、風間［ ］参照。

表 公共政策の政策過程と構成要素

（出所）筆者作成。



地域活性化政策の構成要素の問題点とその方向性

個別政策としての定位

上記のように公共政策の構成要素を理解した上で、次に、地域活性化政策について考えて

みたい。地域活性化政策は、字義上は 地域 活性化 政策 に分解されるが、このうち地

域については上記 具体的名辞としての 地理的範域を示し、活性化については 抽象的概

念である作用を示していると考えられる。地域と活性化の合成語として地域活性化を捉えれ

ば、地域活性化政策とは、 地理的範域 作用 型の政策である。前述した公共政策の構成

要素の整理に当てはめるならば、政策の名称から直接導出された 地域（地理的範域）

は、構成要素の 対象地域 や 客体 に、また、 活性化 という作用は、構成要素の

公共サービス や 方法 に相当するものといえる。そこで本論では、地域活性化政策の

構成要素が、今日どのように理解される傾向にあり、何が同政策の問題であるかを検討する

に当たり、 主体 、 客体 、 期間 といった構成要素も加え、以下、地域活性化政策の

対象地域 、 主体と客体 、 方法（活性化）と期間 の三つに分説することとしたい。

地域活性化政策の構成要素の問題点とその方向性

対象地域

問題点 地域概念の混乱

まず、対象地域についてである。地域概念については、地理学において 実質地域（既存

の物理的・客観的な空間単位）、 認知地域（地域アイデンティティや地域観を含め、空間

的イメージに見られる個人や社会集団の主観的な地域の構造的まとまり）、 活動地域（社

会が空間を地域として組織化する側面（例えば都市計画や市場開拓）における組織化途上の

空間的なまとまり）の三つに整理されている。このうち 実質地域はさらに、等質地域（既

存の物理的・客観的な空間単位（地形、土地利用、社会地区のまとまりなど））と結節地

域・機能地域（通勤や経済関係などの結合関係の空間的なまとまり）に分けられる ）。地域

という用語それ自体は原初的に広狭や粗密などの程度を含意しているわけではなく、その地

域をどのような空間のまとまりとして捉えたかということの結果として、広狭や粗密などの

差異が生じる。

次に、こうした地域を客体（対象）とする公共政策である地域政策については、例えば

公共性を有する地域の課題に対応するための目的・目標を実現するための手段として、各

種の資源を組み合わせて実行しようとする活動のまとまりであり、案の段階からその実施を

通じて地域に効果を及ぼす過程までを含む とする定義がある ）。ここにいう活動のまとま

りが活性化という作用である場合も、そこでは何らかの地域の公共的課題の解決が志向さ

れ、様々な地域資源を組み合わせた活動の実行が予定されている。

しかし、今日の地域活性化政策といわれる政策群を見ると、対象地域を上記の 区分のい

ずれの意味において捉えるのか、つまりいかなる空間単位として地域を認識しているのかが

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
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判然としない例が少なくない。そうした状況はなぜ生まれるのだろうか。当該政策によって

解決を志向する公共的課題の抽出が総花的で焦点が定まらず拡散しているからかもしれな

い。その結果、地域活性化政策は、あたかも大きな傘のように雑多な政策群をとりあえず覆

う便宜的な政策名称として用いられている。

方向性

上記のような対象地域についての問題点を解決するための方向性としては、まず、地域活

性化政策上の地域概念の混乱を回避・整理し、その明確化を図ることである。また地域の公

共的課題を適切に抽出して焦点を絞り、政策の公共性を担保し得るような政策効果の評価・

説明力が求められる。

まず、対象としての地域を前掲の 区分のいずれの意味において捉えているのか、つまり

いかなる空間単位を地域として認識しているのかについて、政策主体は明示し、関係主体と

認識を共有しながら政策を展開する必要がある。漠然と行政区域全体や自治体内の既存の区

域を地域と設定するのではなく、解決を要する公共的課題が顕著に現れている空間を把握し

集約しなければならない。それにより過不足なく地域を設定することが可能となり、当該地

域の活性化に用い得る地域資源の見積もりや組合せも合理的説明に耐え得るようになる。

次に、従来の政府・自治体の地域活性化政策といわれる政策群の多くは、実質地域の中で

も特に既存の行政区域という空間のまとまりを所与のものとして、その範域を用いて政策の

主体・客体間の資源配分やコミュニケーションを行うことが常態化、固定化している。この

ように画一的で自治体間横並び的な組織や範域に依存し続けることは、地域政策を革新する

創造性や地域特性の個性的な発揮を殺（そ）いでしまう局面も少なくない。実質地域中の既

存の行政区域を単位に地域活性化政策を発想するだけでなく、市民・住民の意識や行動に即

して刻々と変容している認知地域や活動地域を単位とする政策展開が可能となるような市

民・住民の意識調査や行動観察、時宜的・横断的な組織編成や活動資源の調達、政策手段の

組合せを構想することが重要である ）。

主体と客体

問題点 主体・客体関係の固定化

次に、主体と客体について検討する。地域活性化政策という文言には直接表れていない

が、同政策の構成要素として、活性化の対象となる地域を構成するあるいはその地域に関わ

る様々な活動主体の存在が前提されていることはいうまでもない。個々の活動主体の中から

政策主体と政策客体の組合せを適切に括り出し、活動主体間の相互作用ともいえる政策・施

策群をパッケージとしてまとめた総称が一つの地域活性化政策をかたちづくるといってよ

い。その場合に、従来、地域活性化政策の 政策主体と政策客体 を、 官と民 、 中央政

府と自治体 、 都道府県と市町村 あるいは 市町村と地域組織 という組合せに対応させ

て考える傾向が根強く見受けられ、作用する側は常に官、中央政府、都道府県、市町村であ

）さらに言うならば、今日のソーシャルネットワークなど情報空間の目覚ましい拡大・膨張は、従来の
実質地域 である空間の次元に加えて、情報空間の中にも様々な単位で国境や行政区域を超えた 認知

地域 や 活動地域 を生み出しつつある。今後、情報空間内に叢生する様々な 地域 への作用も活性
化政策の射程に含めて検討することが求められる。



り、一方、民、自治体、市町村、地域組織は常にそれらから作用される側として二項対置さ

せて捉える図式が踏襲されているように思われる。

方向性

このように、作用する側と作用される側の固定化した図式が踏襲され、同工異曲の組み合

わせによる地域活性化政策が繰り返されていては、近年の官と民、国と地方の間での政策主

体の多様化や転換を内容とする公共経営改革や地方分権の潮流と、具体的な政策レベルとの

乖離は拡大するばかりである。さらに、近年の地域分権（都市内分権、自治体内分権）の動

向は、住民・市民自身が、みずから公共的意思決定に参画し、公共サービスの提供に協働す

ることにより、主体と客体の双面性を帯びることが前提とされている。こうした潮流を踏ま

えるならば、地域活性化政策の主体・客体の固定化を排し、新たな主体と客体の複合的な組

合せ、再配置を柔軟に発想し具現化していく必要がある。

方法（活性化）と期間

次に方法（活性化）と期間についてはどうか。

問題点 活性化概念の偏り

まず、地域活性化政策にいう活性化の語義については、何らかの地域が不活性あるいは無

活性の状態から活性状態へと転化させる作用とする理解が一般的であると思われる。いわ

ば、活性がゼロまたはマイナスの状態からプラスの状態へ変化させることが活性化であると

いう認識である。こうした認識が前提される結果、地域活性化政策の多くは、停滞、沈滞し

ている不活性な対象地域に対して何らかの刺激を与え、新たな動きや域内外の交流を生み出

すことを掲げて展開される。しかし、この考え方を踏襲する限り、いったん活性状態が兆

（きざ）したならば、ひたすらそれを維持し向上させ続けることが至上命題とされ目的化す

る。生み出された新たな動きや交流（ にぎわい などともいわれる）が衰微することは失

政と評価され、仮にそうなった場合の政策責任者への問責に対する恐れが、更なる刺激と作

用の発動へと駆り立て、果ては投下できる資源の裏付けの無いまま計画の偽装を反復し破綻

に至った事例もある。地域活性化政策における 活性化 概念の再定義が必要である。

方向性

活性化（作用）については、上記のように地域活性化政策における活性化概念を再定義す

る必要がある。そのため、活性化概念の援用元である化学の知見を再確認しておくことが有

益である。一般に、化学反応は、 反応物分子が接近して衝突する過程、 反応の中間にあ

る、エネルギー状態の高い状態、 反応生成物が生ずる過程から成り、 の中間状態が活性

化状態といわれている ）。化学反応速度論によれば、反応物分子が互いに衝突したときに化

学反応が起きる（衝突説））。反応が起きるのに必要なエネルギー障壁は、反応物分子のエ

ネルギーよりも大きいため、反応物分子は、反応が起きるときには、エネルギー障壁を乗り

越える活性化エネルギーを獲得しなければならない。この余分なエネルギーをもつ分子を、

活性化された （ ）という。二つの活性化された反応系分子が衝突したとき、両

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）川泉［ ］、 頁。
）齋藤［ ］、 、 頁。
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者は結び付き活性複合体をつくるが、この活性複合体は反応機構の一部をなしているに過ぎ

ず、あまり安定的ではなく永続しない。活性複合体をつくり上げた分子は、活性複合体が壊

れたときに反応生成物をつくる。なお、活性化エネルギーをもった反応物分子同士であれば

常に衝突するわけではなく、適切な配向がないと活性複合体がつくられないこともある。化

学反応を起こす衝突は有効な衝突と呼ばれる ）。

異分野の概念を援用した比喩に安易に依拠することは慎まなければならないが、上記のよ

うに化学の基本テキストレベルの語義を確認しただけで、地域活性化政策では、こうした化

学用語の意味を政策用語としての 地域活性化 にそのまま反映させていないことが分か

る。第一に、地域活性化政策では、反応機構のうち中間の活性化状態までの上昇局面を活性

化とし、前述のとおり活性化状態を高原状に維持し続けようと腐心しがちである。しかし、

活性化状態で中間的に生成される活性複合体は不安定なものであり、最終的な生成物はエネ

ルギーの下降局面を経て安定的に生成される。エネルギーの下降局面も実は活性化政策の過

程に含まれること、目標とする着地点がどこか、安定的な生成物は何かということを関係者

が共有しなければならない。第二に、活性化エネルギーが下降し、生成物が安定した状態

は、次の活性化の契機となる衝突に向けて待機している状態でもある。政策においてもこの

状態を沈滞や停頓と見ずに、雌伏する活動主体を積極的に把握することに努めなければなら

ない。第三に、活性化エネルギーを持つ反応物分子同士でも、互いに相入れない場合には衝

突は起こらず、適切な配向がなければ活性複合体もつくられない。同様に、政策対象とする

活動主体と客体の選択と組合せを誤らないように努め、途中で誤認に気づいたときは、誤っ

た政策客体に拘泥して資源を浪費しないよう、撤退と方向転換のルール化が必要である。

地域ブランド政策の構成要素の問題点とその方向性

前章では地域活性化政策の構成要素の問題点とその方向性について見た。本章では、地域

活性化を目的に標榜して展開される地域ブランド戦略について、公共政策の観点から同様の

検討を加えることとしたい。

公共政策、地域活性化政策としての定位 ）

今日、地域ブランド戦略は、各地域において産品振興はもとより魅力ある地域空間の創出

や地域の複合する公共的課題の解決、地域活性の回復等を目指す公共政策として展開されて

おり、地域の事情や特性を反映して多彩な様相を呈している。自治体に公共経営や地域経営

）石倉・石倉［ ］、 頁。なお、化学反応に関する最近のテキストでも、例えば、マクマリー
［ ］では、 ．有機反応の概観 反応の記述 反応エネルギー図と遷移状態 において、 段
階で起こる とエチレンの付加反応を例に図示し、活性化エネルギー等の説明を加え、 反応の記
述 中間体 でその場合の反応中間体（ ）であるカルボカチオンと最終生成物プロ
モエタンに言及する（同書、 頁）。その他、奥山［ ］ 反応のエネルギーと反応速度 富
岡ほか著［ ］ 第 章 有機反応の基本的理解 有機化学反応とエネルギー 斎藤［ ］ 第
章 反応とエネルギー 等における一段階反応と二段階反応の解説を参照。
）本論文の については、筆者の問題関心を示すものとして、初谷［ ］の記述と一部重複している
ことをお断りしておきたい。



の視点が求められるようになるに従い、地域ブランドはその経営資源のうち情報的資源とし

て重視されるようになっている ）。しかし、そこにはいくつかの問題点が見受けられる。

第一に、従来の地域ブランド論は、地域の産品や景観、地域空間など主として有形の地域

資源を対象として、経営学、マーケティング論の観点から論じられる例が多く、文献におい

ても各地の優れた実践事例を列挙して紹介するものが散見され、地域ブランドの創造や展開

を、 地域ブランド政策 として公共政策学や行政学の対象として取り上げる例が乏しいこ

とである ）。この点に関して、筆者は、 地域ブランド を ある地域が有する多様な財や

サービスなどの地域資源のうち、地域内外の人々から積極的な評価や支持を集め、新たな多

面的価値を創造し、当該地域のイメージ向上や活性化に資するもの と捉える。地域ブラン

ド階層は、基層から順に個別ブランド、ファミリーブランド、事業ブランド、地域組織ブラ

ンドが重なり、これらの上に地域組織グループ・ブランド、さらにその上に地域空間ブラン

ド（都市ブランド・まちブランドはその一部）があると考える ）。そして、 企業のブラン

ド構築の戦略を地域の重層的なブランド構築に応用し、あるいは参照して新たに展開する地

域政策 を 地域ブランド政策 として捉え、公共政策の一つとして位置付け、検討を重ね

ている ）。

このように地域ブランド政策を個別政策の一つとして捉えると、それは前掲の政策類型の

いずれに該当するだろうか。上記の 政策の を地域ブランドと捉えるならば、 抽象的概

念の一つとして何らかの客体を一般的に 地域ブランド（化）する 作用を意味するものと

解される。一方、 を 地域 ブランド に分けて捉えれば、 具体的名辞である何らかの

地理的範域をブランド（化）する作用を意味する、 地理的範域 作用 型の公共政策と

解することもできる。前者の場合の客体はすべての地域ブランド階層に及ぶが、後者の場合

の客体は地域空間に焦点を当てたものとなる（都市ブランド、まちブランド）。また、前述

した公共政策の構成要素の整理に当てはめるならば、 地域（地理的範域） は、構成要素の

対象地域 や 客体 に、また、 地域ブランド化 という作用は、構成要素の 公共

サービス や 方法 に相当するものといえる。

以下、前章で地域活性化政策について述べた構成要素の問題点とその解決に向けた方向性

と同様に、地域ブランド政策の構成要素についてその問題点と方向性を検討する。

対象地域

問題点 対象地域の偏り

地域ブランド政策の構成要素である 対象地域 については、地域活性化政策の構成要素

について述べた 実質地域 への偏りという問題点が同様に指摘できる。特に自治体の地域

ブランド政策は、自らの所管区域に対象を画定して展開されることが多い。市町村合併など

で拡大した新たな区域の住民同士の一体感や当該自治体への帰属意識を高めることを目的と

して計画、実施される地域ブランド政策などは、行政区域を対象とすることに積極的な動機

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）経営資源の分類におけるブランドの位置づけについて、原田［ ］、 頁。
）林、中嶋［ ］、 、 頁参照。
）初谷［ ］、 頁（図 ）。
）初谷［ ］、同［ ］、同［ ］、同［ ］、同［ ］参照。
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があるという面も見てとれる。しかし、人々がアイデンティティを共有する 認知地域 は

行政区画とは整合していないことも少なくない。

方向性

地域ブランド政策の対象地域についても、前掲の 地域 の 区分（実質地域、認知地

域、活動地域）のいずれの意味において捉えているのか、つまりいかなる空間単位を 地

域 として認識しているのかについて、政策主体は明示し、関係主体と認識を共有しながら

政策を展開する必要がある。地域ブランド政策の性格上、上記の認知地域以外にも、実質地

域のうち経済関係のまとまりとなっている機能地域などは、対象地域とする一定の合理性が

あるだろう。

主体と客体

問題点 客体の偏り

次に、構成要素としての 主体と客体 についてはどうか。地域ブランド政策の場合、政

策主体については自治体主導によるものだけでなく、官民連携や民間主導の推進主体が編成

される例も多く、地域活性化政策で見られた主客関係の固定化はやや改善されている分野で

あるかもしれない。ここで問題があるとすれば、むしろ政策客体の偏りである。地域ブラン

ド戦略は、各地域において産品振興をはじめ魅力ある地域空間の創出や地域の複合する公共

的課題の解決、地域活性の回復等を目指す公共政策として様々に展開されているが、具体的

な取り組みとしては産品など個別・有形の地域資源のブランド化が多い。地域ブランド階層

でいえば、個別ブランド（及びそのファミリーブランド）の事例が多く、地域空間ブランド

（都市ブランド・まちブランドはその一部）や地域組織ブランドは少ない ）。

また、全国の自治体において、企業の 事業 に対応する地域の政策や自治体の政策（施

策・事業を含む）は、地域社会における課題を解決するための方法や手段として認識されて

いる。それに加えて、特色ある独自の地域政策や自治体政策は、それ自体が公共経営や地域

経営に資する地域資源として地域ブランド化の対象となり得るという認識も相当数見られる

ようになっている。ただ、産品等の個別ブランドの開発・構築に比べれば、政策・事業の地

域ブランド化は未だ成長途上にある。

方向性

筆者は、地域ブランド政策の対象としてブランド化が図られる地域資源には、自然資源の

加工品が含まれるのと同様に、多様な地域資源を組成要素とする地域政策も積極的に含まれ

ると考える。地域では、常に様々な主体により数多の地域政策が形成され実施されている

が、その中で優れて革新的で独自性を有する政策が創造された場合、その地域政策が地域ブ

ランドとして立ち上がり、持続的な競争優位性（

）を獲得することがある。そして、 地域ブランド化された地域政策 は 地域政策ブ

ランド と呼ぶことができる ）。このように、地域政策を地域政策ブランドとして捉える意

）筆者が 年 月 月に全国の地方公共団体に対して実施した 自治体の地域ブランド政策に関する
調査 の調査結果に基づく。有効回答数 団体（回答率 ％）、階層の異なる地域ブランド間の重点の置
き方については、 個別の地域資源ブランドの構築に重点 （ ％）が 全階層のブランドの構築に軽重
をつけない （ ％）や、 地域空間ブランドの構築に重点 （ ％）に比べて多い。



義として、地域政策の本来効果に加えてその地域ブランド効果の側面も合わせて把握するこ

とにより、地域や自治体の政策革新の動態を、より自律的、創造的なものとして説明するこ

とができると考えられる ）。地域ブランド政策においても、主体と客体の新たな組合せを柔

軟に発想し具体化していく必要があるが、特に客体（対象）について有形資源中心の発想を

転換していくことが求められる。

方法（地域ブランド化）と期間

問題点 活性化概念の偏り

前掲の地域活性化政策では、化学反応機構を引照し、中間の活性化状態までの上昇局面を

活性化 と捉え、活性化状態を高原状に維持し続けようと腐心しがちである傾向を批判的

に捉えた上で、地域活性化政策における活性化概念の再定義の必要性を指摘した。政策目的

として地域活性化が挙げられることの多い地域ブランド政策は、地域活性化政策について述

べたことが同様に該当する。地域ブランド化が精力的に推進される状態で中間的に生成され

る政策客体（ブランド化の対象とされる財・サービス、地域空間等）は、地域ブランドとし

てはまだ不安定なものであり、最終的な生成物としての地域ブランドは、ブランド化のエネ

ルギーの下降局面を経た後もなお、人々の記憶に再生され続ける力を安定的・持続的に保有

する存在として生成されると考えられる。

方向性

上記より、第一に、エネルギーの下降局面も実は地域ブランド政策の過程に含まれるこ

と、目標とする着地点がどこか、安定的な生成物（地域ブランド）とは何かという目的意識

を関係者が常に共有しなければならないことは、前述の地域活性化政策と同様に考えること

ができる。第二に、地域ブランドが仮に相当の持続的な競争優位性を確保した場合でも、常

に陳腐化、コモディティ化 ）のリスクと隣り合わせであることを忘れてはならない。地域

ブランド政策においても、一定の安定状態に安んじることなく、新たな地域ブランド化に向

けて雌伏する活動主体を積極的に把握することに努める必要がある。

事例研究

前章までで、公共政策（個別政策）の構成要素に照らして、地域活性化政策と地域ブラン

ド政策の構成要素を複数抽出し、一般的な理解における問題点と、その解決のために今後採

るべき方向性について論じた。本章では、 釜石復興支援プロジェクト を事例として取り
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上げ、筆者の分析と問題提起の意味を具体的政策に即して検討する。そのため、まず 震災

復興政策の局面 （ ）を図解で整理した上で、 釜石復興支援プロジェクト （ ）につ

いて、調査結果に基づきフェーズ（位相）別推移を述べ、地域活性化政策と地域ブランド政

策の観点から考察する。

震災復興政策の局面

論題や事例の検討に用いるため、都市間連携による震災復興支援のイメージ図を作成した

（図 ）。大震災のような大規模災害の発生により、広域的に被災都市と免災都市（あるい

は軽被災都市）（以下 免災都市 という））が分岐し、各々において支援者と受援者が生

じる場合、これらの関係は同図の各象限に存在するアクター間の関係として示すことができる。

震災復興支援は、被災直後は被災都市の自治体や民間関係団体など支援者となるべき存在

も一様に被災して機能不全に陥ったり弱体化していたりすることから、 第四象限（免災都

市の支援者）から第二象限（被災都市の受援者）に対して、あるいは、第四象限（免災都市

の支援者）から［第一象限（被災都市の支援者）を介して］第二象限（被災都市の受援者）

に対して行われるのが一般的である。やがて時間的経過とともに被災都市の支援者が立ち直

り、態勢を整えていくにつれ、 第一象限（被災都市の支援者）から第二象限（被災都市の

受援者）に対して支援が行われることになる。そのほか、大規模災害では被災都市から域外

への短期・長期の避難者が大量に生まれる。そうした場合、 第四象限（免災都市の支援

者）から第三象限（免災都市に避難した受援者）や、 第一象限（被災都市の支援者）から

第三象限（免災都市に避難した受援者）に対して行われる支援のあり方も大きな問題となる ）。

）なお、本論では都市間連携による震災復興支援を主題としていることから、検討事例において釜石市を
被災都市、千代田区を免災都市（軽被災都市）に位置づけているが、千代田区においても震災時に九段会
館天井崩落事故などにより死傷者が発生している。 免災都市（軽被災都市） は分析枠組みとしての呼称
であり、千代田区における被災を軽視するものではないことを付言しておきたい。
）例えば、東日本大震災では、震災そのものの甚大さに加え、原発事故によって居住自治体から域外へ避
難を余儀なくされた住民が 万人弱に及んでいる。低線量の放射線被曝への懸念から長期避難になる可能
性があり、これらの人々に対する支援のあり方が大きな問題となった。避難先の市町村に住民票を移さな
くても、その自治体の住民と同じように教育や福祉の行政サービスを受けることができる仕組みを定める
原発避難者特例法 が制定されたが、住民登録地と実際の住所地を分離したままの不安定な状態を法律

上容認することの是非など多くの課題を積み残している。 読売新聞 年 月 日。

図 都市間連携による震災復興支援（分析枠組みイメージ図）

（出所）筆者作成。



釜石復興支援プロジェクト

釜石市の被災状況

東日本大震災による釜石市の被災状況を見ると、まず人的被害は、死亡者数 人（身元

不明 人）、行方不明者数 人、避難者数 市内避難 人、内陸避難 人。家屋被害

は、住家数 戸のうち 戸が被災した（ ％）。産業関係では、市内全 事業

所のうち浸水範囲の事業所数は 事業所（全体の ％）に及び、漁業関係に至って

は、市内 漁協の漁船 隻のうち 隻が被災した（ ％））。

市では、産業・雇用・社会基盤の再生の一環として、雇用の確保と事業再開の支援を行っ

てきたが、本論の検討事例である釜石復興支援プロジェクトについては、 被災事業者の早

期事業再開の支援 の一つとして、 キッチンカー貸与（ ） 台・ 事業者 とし

て掲げられている ）。並記されている国・県のグループ補助金 グループ・ 事業者、

県・市の中小企業被災資産修繕費補助金 事業者、仮設店舗・事業所・工場貸与等 計

画数 区画等に比べれば対象者数こそはるかに少ないが、訴求力は高い。

釜石復興支援プロジェクト（かまいしキッチンカープロジェクト）

意味と目的

事例研究の対象とする 釜石復興支援プロジェクト とは、 かまいしキッチンカープロ

ジェクト （以下 という））を中軸とする段階的な地域活性化政策である。 の

目的は、 今回の震災で被災した中小企業者等の再起を図り、新たな雇用を創出することで

雇用の場の確保及び地域の活性化を図ると共に買い物弱者への支援も図ることを目的として

実施する ものである ）。

釜石復興支援プロジェクト は、図 の分析枠組みでいうと、 第四象限（免災都市

千代田区の支援者）から［第一象限（被災都市 釜石市の支援者）を介して］第二象限（被

災都市 釜石市の受援者）に対して行われる支援に該当する。但し、免災都市の直接的な支

援者となったのは、千代田区役所ではなく、 まちみらい千代田と非営利型株式会社である

プラットフォームサービス社（ 社）であったこと、一方、被災都市の直接的な支援者と

しては、釜石市役所が前面に出るのではなく、 釜石・大槌産業育成センターが主軸となっ

たこと、さらに被災都市の受援者として飲食事業者に焦点が当てられたことが特徴的であ

る。

アクター

以下、プロジェクトの主要なアクターについて、個別に各組織の概要を述べる。

まちみらい千代田（以下 まちみらい千代田 ）

まちみらい千代田は、 年、千代田区、東京ガス 、東京電力 、東日本電信電話

、みずほ銀行が設立者となり、 千代田区街づくり推進公社として設立された。基本財産

億 千万円で、 年 月に事業統合及び名称変更を行い、 の 階に事務局を構え
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て現在に至っている。東日本大震災では、震災当日は 階会議室を帰宅困難者の休息場所と

して提供し、地下 階のスペースに震災復興支援オフィスを開設（ 年度末まで）、被災

した地方企業のサテライトオフィスや被災地に対するボランティア活動の拠点として提供し

た。また、 社と協力して運営する 市町村サテライトオフィス東京 の入居団体と協力

して、同居団体である釜石・大槌への支援を継続している。その他、月 回 で開催し

ている ちよだ青空市 では被災地の物産の販売等の支援活動を行なってきた。

プラットフォームサービス株式会社（以下 社 ）

社は、 年 月に 千代田街づくり推進公社（現・まちみらい千代田）が、不活性

化している公共施設の再生や 家守（やもり） ）による協働型タウンマネジメントの実践

等を目指して行った 千代田区中小企業センタービル活用事業 のビルマネジメント事業者

のプロポーザル方式の公募に応じたコンソーシアムが、 年に 非営利型株式会社 とし

て設立したものである。

ここにいう 非営利型株式会社 とは、責任と権限が明確な株式会社でありつつ利益を目

標とせず、結果として出た利益の配分については、普通株式に対しては配当せず、役員賞与

も出さない。利益は内部留保、社会貢献、地域への再投資に振り分けられる。同時に、まち

づくりファンド（投資事業有限責任組合）を組成し、 の優先株を取得してもらい、概ね

年 ％の配当を目指すものとされている。配当金は積み立てられ、さらに地域で必要とされ

る投資に充てられる。解散時の残余財産は額面までを配分し、残った財産は公的機関や同じ

志を有する団体に寄付される ）。 社は、千代田区との契約により、 年 月にオープ

ンした ちよだプラットフォームスクウェア （以下 という）を企画運営している ）。

社は、 が 地方との連携 を重要課題として取り組んでいることから、震災直後か

ら釜石市の復興支援を継続し、 年 月には地元の人と、同じ非営利型株式会社である

釜石プラットフォーム を設立して活動を本格化させている ）。

釜石・大槌産業育成センター（以下 産業育成センター ）

釜石・大槌産業育成センターは、 年に釜石・大槌地域が特定地域中小企業対策臨時

措置法制定に伴う特定地域に指定されたことを受け、翌 年に岩手県が 釜石地域中小企業

振興計画 で釜石テクノセンター（第三セクター）設立を提言したことを発足の契機とす

る。 （平成 ）年、財団法人として設立され、センター開設に伴い産業育成支援事業を

開始した。

） 家守 とは、江戸時代、不在地主の多かった江戸のまちで、地主の代理人として土地や建物の管理を
行ない、全国から職人を探し出してきて長屋に住ませ、その地域で快適に暮らし働けるように様々なサ
ポートをしていた人々をいう。 世紀の江戸町方の行政組織では、町年寄の下の名主の更に下の末端に位
置し、今日の住民基本台帳の整備をするなど、行政事務の基礎となるような事も手掛け、五人組をつくり
互いに連携しながら幅広くタウンマネジメントに従事していた。小藤田正夫氏（千代田区まちづくり推進
部景観・都市計画課）より聴取及び パンフレット参照。
）これらのことが定款に明記されているが、法的には株主の配当請求権があり、株主総会で定款変更も可
能であることから、設立当初の理念が普遍的であることはなく、法的に認知されるための法律の制定が期
待されている。田辺［ ］、 頁。
） の工事費 億円は、千代田区が 億円、 社が 億円を負担し、後者の内訳は 万円の資
本金と 万円の借入となっている。資本金の半分の 万円は優先株を発行し、 投資事業有限責任
組合というファンドが引き受けている。詳しくは、枝見［ ］、田辺［ ］参照。なお、非営利型株
式会社については跡田、渡辺［ ］参照。
）田辺［ ］、 頁。



釜石復興支援プロジェクトのフェーズ（位相）別推移

検討事例の当事者らはみずからの取り組みを時系列的に三つのフェーズ（ ）

に分けているが、本論では 震災前 のフェーズ を加えて四つのフェーズとし、各フェー

ズにおける地域活性化政策と地域ブランド政策の推移を検討する。

フェーズ （ 年 震災前）

まず、震災前までの段階である。 年秋、地元特産水産物の首都圏への拡販を希望する

釜石市は、枝見太朗（ 富士福祉事業団理事長）の仲介により 社と接点を持ち、枝見は

釜石市の外郭団体である 産業育成センター のアドバイザーとなった。 年春には、

のカフェレストランで釜石産の新ブランドを披露する 桜牡蠣フェア を開催したほ

か、釜石フェアを首都圏の十数店舗で実施した（その後 釜石の鮭を喰らう会 も好評を博

する）。

一方、産業育成センターは、 社が まちみらい千代田と 内に設置した中小地方

自治体向け共同オフィス 市町村サテライトオフィス東京 に利用登録をして活動を始めて

いる（図 参照）。

フェーズ （ 年）

年 月、釜石市は東日本大震災で津波による壊滅的な打撃を受け、事業者の復興と新

産業の創出が喫緊の課題として浮上する。 社の迅速な提案を受け、まちみらい千代田の

支援も加わり、産業育成センターは復興支援プロジェクトを開始する。その 絆

は、飲食店の再起ひいては被災地域の再生・活性化を図る かまいしキッチンカープロジェ

クト であった。産業育成センターは、東京、釜石等のロータリークラブや からの支

援、釜石市からの補助金を元にキッチンカーを事業者に有償で貸与した。

千代田区側のサポートにより、テスト事業者らによる東京でのキッチンカー営業の視察、

研修を経て、震災から カ月後の 月には 台のキッチンカーが市内中心街や避難所などで

ランチ営業、被災店舗付近で夜の飲食営業を開始した（図 参照）。

フェーズ のアクションプランは、 かまいしキッチンカープロジェクト（ ）研
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図 釜石復興支援プロジェクト フェーズ （ 年 震災前）

（出所）筆者作成。
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究会 の設立、 できるだけ早期にテスト事業を開始する（キッチンカーを 台購入）、

キッチンカー制作チームの結成、 事業者公募制度の確立とその実践 とされ、同プランを

実現するための育成センターによる支援メニューとして、 装備・整備済みのキッチン

カーの貸出、 保健所等への手続きに関するアドバイス、 販売場所との交渉、申請等、

収支シミュレーション等経営に関するアドバイス、 周知活動 が実施された ）。

フェーズ フェーズ （ 年 ）

年度から、同プロジェクトの釜石復興プラットフォームは 連帯 に進展す

る。このフェーズ では、 が伸展するとともに、同プロジェクトと連携する かまい

し屋台村 が設置されたことが特徴である。 の進展としては、 被災された飲食店

優先にて公募、 原則 年契約。更新は応募状況などによる、 別途定める利用料金（月

額）を支払う、 キッチンカー制作チームとの連携を深める、 屋台村と連携し飲食業のイ

ンキュベータを目指す、 センターに設立された 研究会の支援を受ける。 等である

が、特に、 で屋台村と連携した飲食業のインキュベータ機能を明示している。

この かまいし屋台村 とは、 釜石地区内外から出資を募り、非営利型のまちづくり

株式会社を設立する、 出資金の全額を投資して屋台村を建設する、 キッチンカーの事業

者等に対し出展希望者を募集、 原則 年契約。更新は経営状況によって、 と連携

し飲食業のインキュベータを目指す、 センターに設立される屋台村研究会の支援を受け

る とされている。フェーズ と異なり、被災事業者支援から、広く飲食業のインキュベー

タ機能への志向性を帯びるようになったことが分かる。かまいし 研究会等の関係者

は、帯広の 北の屋台 を視察し、その協力も得て具体化に努めたという ）。 ・ で千代

）同プロジェクトの後掲ウェブサイト参照。
） 年 月 日、産業育成センター石川学部長代理へのヒアリングによる。特に冬の寒さ対策を参考に
した。

図 釜石復興支援プロジェクト フェーズ （ 年）

（出所）筆者作成。



田区の 社と対応する非営利型株式会社の設立に向けた出資金の活用も明記され ）、同会

社の名称も まちづくり釜石（設立予定） が掲げられた。

次いで、 年度に入り、釜石復興プラットフォームは 希望 を展望するよう

になる。このフェーズ では、 と屋台村とが連携し、事業化のためのノウハウを

蓄積する。 から屋台村出店へのシナリオ、 屋台村からオーナーシェフとして出店

までのプロセス（必要な支援や資金）、 飲食業起業支援まで一貫したサポート体制の確

立 がうたわれ、フェーズ よりもさらに明確に飲食業起業支援を標榜するようになった ）。

センターは と屋台村を並存させながら、両者の連携を通じて事業者育成に努めている ）。

考察

上記に整理した検討事例の四つのフェーズ（位相）のうち、まず、震災をはさんだ災前の

フェーズ と災後のフェーズ を、次いで災後の三つのフェーズのうちフェーズ と

フェーズ とを比較すると、 釜石復興支援プロジェクト という地域活性化政策の構

成要素の推移・変化は、次のように見てとれる。

地域活性化政策と地域ブランド政策の連携

まず、千代田区側の地域活性化政策と釜石側の地域ブランド政策は別々に始められたもの

ではあったが、震災復興支援プロジェクトが立ち上げられるに至り、同プロジェクトを推進

させるための一つの連携政策として捉えられることとなった。その連携政策の構成要素であ

る 対象地域 、 主体と客体 、 方法と期間 については、次のように考えることができ

る。

連携政策の構成要素

対象地域

第一に 対象地域 の推移である。災前のフェーズ では、本事例に関わる千代田・釜石

の各関係者は、それぞれの地域の公共的課題を意識しつつも、両地域の紐帯は偶然性に導か

れた浅いものに過ぎなかった。千代田区側では、 社、 を通じて、官民協働による

公共施設運営のモデルを創造し、近隣の空きオフィスをネットワーク化して有機的に機能さ

せ、空洞化する都市部のまちづくりを推進する地域活性化政策を目指していた ）。一方、釜

石では、地元特産水産物の首都圏への拡販を図る地域ブランド政策を目指しており、千代田

区の は、首都圏進出のための橋頭堡として活用していた。しかし、震災を契機とし

て、災後のフェーズ では、千代田の公共的課題であった都市の空洞化 ）は、釜石に

おいても甚大な物理的損壊を伴う極端なかたちで現実化し、その克服が喫緊の課題として出

現するに至った。これにより両地域の関係者は、互いの地域を、単に地域活性化政策と地域

ブランド政策という各々の政策が必要とする範囲で浅くつながる別個の地域として意識する

のではなく、公共的課題を共有し、課題解決のための経験を濃密に交流させるべき地域とし

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）同上。
）同上。
）同上。
）枝見［ ］、 はじめに 参照。
）千代田区の都市機能の空洞化の克服に係る取組について、小藤田［ ］、財団法人まちみらい千代田
［ ］、同［ ］、千代田 街づくり推進検討会［ ］参照。
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て一体的に捉えるようになったと考えられる。いわば、分離した遠隔の二つの実質地域か

ら、遠隔ではあっても関係者の認識においては公共的課題を共有する一体的な認知地域、あ

るいは、相互に空洞化克服の経験を濃密に交流させるべき活動地域に変化したということが

できる。換言するならば、千代田から釜石への民間主導の対口支援は、関係者の対象地域の

認識を変化させ、いわば一体的な 対口地域 という認知地域なり活動地域を形成したと捉

えることができる。

主体と客体

前述のとおり、地域活性化政策の 主体と客体 は、従来、ともすれば 官と民 等に対

応させて、前者の後者に対する作用として理解されることが少なくなかった。政策の計画立

案や、実施に要する資金の確保、配分・移転の局面に着目すれば、今後とも前者が主体と受

け止められるものが依然相当の比重を占め続けることが予想される。しかし、政策の発動・

展開が一般に認知され実感されるのは、政策過程のうち政策実施の局面であり、そこで誰が

イニシアティブをもって主体性を発揮しているかに着目するならば、上記の組み合わせの前

者は後景に退き、後者を含む新たな主体が前景に登場する。

事例においては、災前のフェーズ では、釜石側は、釜石市・大槌町（自治体）主導で設

立された外郭団体である産業育成センターが主体となり、桜牡蠣や鮭などの産品を対象とす

る地域ブランド政策を展開していた。しかし、災後にあっては、千代田区の民間主体である

社が、同区の外郭団体であるまちみらい千代田の後方支援を得て政策を先導し主体性を

発揮した。また、釜石側では、災害復興という非常時に当たり、 産業育成センターは工業

支援、商工会議所は商業支援 という平時の分担枠組みを超えて商業支援の範疇にも踏み込

み、飲食事業者のサポート機能を発揮するようになった ）。災後のフェーズ と進むに

つれて、釜石側では産業育成センターが主導性を発揮し、 社と対口関係に立つ非営利型

まちづくり会社創設に向けて取り組むようになっていった。

方法と期間

また、 活性化（作用） についても、災前のフェーズ では、釜石の地域ブランド政策

（首都圏への拡販）は活性化エネルギーの上昇局面のみを強く意識したものとなっており、

前述のような活性化エネルギーの上昇・下降・安定の全推移を見渡す視野は見受けられな

い。しかし、震災を契機として、釜石側は都市としてのエネルギーの著しい減衰・下降局面

において のフェーズ を展開し、雌伏する事業者を賦活して飲食業起業という生

成物に育成しようとするに至った。 の直接効果として生まれる飲食事業者は少数であ

り、政策の直接的効果は必ずしも大きなものではない。しかし、 は報道等により域内

外での知名度や認知度を大いに向上させ、国内外の企業等から多数の寄附や物資の支援が相

次ぐなど広範な支持者、支援者を巻き込む事業ブランド（地域政策ブランド）化の道を歩

む。首都圏の大学研究者のサポートを受けて米国の助成財団の競争的資金に申請し、多額の

助成金も獲得するに至っている。

まとめ

以上、本論では、地域活性化政策及び地域ブランド政策の構成要素の問題点とその方向性

） 年 月 日、産業育成センター小笠原順一事務局長へのインタビューに基づく。



について筆者の見解を提示した上で、両政策が連携政策となり展開されている具体的事例に

ついて検討した。そこから、次のような知見が得られる。

第一に、対象地域については、平常時の知縁を媒介とした対口都市は、機能地域ないし認

知地域として認識される基盤があり、地域活性化政策や地域ブランド政策の対象地域として

も積極的意義があるという点である。第二に、主体・客体については、前述の官などによる

片面的な主導というパターンを脱却し、柔軟な主体・客体の選択と編成を行う上では、既存

のあるいは新たな市民社会組織の積極的な役割や主導力に期待されるところが大きいという

ことである。社会的企業の一種といえる非営利型株式会社が震災復興支援政策を先導し、自

治体の外郭団体である財団法人がその後方支援に回り、設立後年数の浅い非営利型株式会社

の社会的な信用保証や首都圏での活動拠点の提供等の役割を果たしたことは、各地の組織資

源の見直しによる組織間連携や政策連携に示唆を与えるものといえる ）。第三に、方法に関

しては、活性化（作用）や地域ブランド化のプロセスについて、従来支配的な上昇局面重視

と上昇した活性水準の維持という理解からはおよそ想定外の激甚災害による著しい下降局面

において、安定的な反応生成物の模索や個別ブランドを越えた事業ブランドや政策ブランド

の構築という活路を拓き、他都市間には無い成果に結び付けた点が、公共政策の構成要素に

係る認識の改訂を促す実践的範例となっていることである。

本論で、地域活性化政策や地域ブランド政策の構成要素の捉え方について発想の転換、刷

新を促すとともに、事例研究を通じて得た、以上の知見は、国民・地域住民・市民が、遠隔

地間であっても、平素の知縁を手がかりとして市民社会組織や社会的企業の活動に参画、関

与すれば、地域活性化政策と地域ブランド政策の連携により大きな成果を生み出し得ること

を示している。

おわりに

本調査研究を進めるにあたり、 釜石・大槌産業育成センター、釜石市役所、ちよだプ

ラットフォームサービス株式会社、 まちみらい千代田、千代田区役所の皆様には、ご多忙

の中をインタビュー調査や資料収集にご協力を頂きましたことに厚く御礼申し上げます。ま

た、本研究の進捗に従い、日本地方自治研究学会の 年及び 年の各年次大会で研究報

告を行ないました。報告に際し、質疑、コメントを頂いた皆様に感謝申し上げます。

付記

本論は、平成 年度大阪商業大学研究奨励助成費を受けて実施した 政策方式の創造によ

る自治体政策革新の研究 の研究成果の一部である。
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） 年 月 日、 まちみらい千代田企画総務グループマネージャー山内智誠氏へのインタビューに基
づく。
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