
１組-A 

 

Dear 

Deer... 
【概要】 

諏訪、茅野地域は自然に恵まれているが、野生の動物による獣害も頻繁に発生している。

本プロジェクトは獣害の代表的な存在である「鹿」を利用し、地域活性を目指そうという

ものであり、野山を柵で囲いニホンジカによる獣害を減らしつつ自然公園のような施設を

作り観光客を集客しようというものである。 

 

【キーワード】 

 鹿 山 農村の被害 茅野市の観光  

 

【長野県内における野生鳥獣被害】 

平成１８年度市町村別農林業被害額                   単位：千円 

 

表のとおり、長野県内における獣害の被害額は黙過できるものではなく、特に茅野市では

ニホンジカにおける農業被害が甚大である。 
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【長野県内におけるニホンジカの生息実態】 

 地域個体群区分 

 

 地域個体群の区分と諏訪地域の該当市町村 

 

 長野県のニホンジカ推定生息数                   単位：頭 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の通り、鹿の生息地域は八ヶ岳周辺に密集している。 

また、鹿の習性として人里に近い山のふもと辺りに出没することが多いので、農作物の被

害が拡大していると考えられる。 
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【本プロジェクトの具体案】 

茅野市のニホンジカにおける農業被害を抑え茅野市に観光客を呼び込むため、本プロジェ

クトは野山を柵で囲いニホンジカによる獣害を減らしつつ自然公園のような施設を作り観

光客を集客しようというものである。 

 

【おおまかな囲う範囲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【案１】霧ヶ峰周辺 

霧ヶ峰高原では、平成１８年からニッコウキスゲの食害が顕著に見られるので、被害を抑

えるために囲う。  

【案２】蓼科山周辺「 

蓼科山はすでに国定公園に指定されているので、それをさらに発展させた形を目指す。 

【案３】八ヶ岳周辺 

八ヶ岳もまた、霧ケ峰高原と同じようにニッコウキスゲの食害に悩まされている。 

 

 

【予算の推定】 

山の囲う範囲を上の地図より３５㎞と仮定すると、 

 普通柵の場合：１㎞当たり４６万円 

 電気柵の場合：１㎞当たり６８万円 

なので、普通柵の場合１６１０万円、電気柵の場合２３８０万円かかる。 
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【自然公園としての案】 

囲った範囲を自然公園にする過程で本来なら様々な施設を建てるのが通例ではあるが、本

プロジェクトではあえて施設や職員などの人の手が加わった設置を極力抑え、野生の鹿本

来の生態系を観察できるような自然公園にすることを目標とする。 

また、観光会社と提携して鹿を身近に体験できるツアーの企画や自然保護団体と情報を共

有するなどして、単なる自然公園ではなくもっと大々的な施設として昇華していきたいと

考えている。 

 

【集客モデル等について】 

本プロジェクトは集客ではなく獣害対策に重きを置いているので、自然公園の営業はあく

まで副業的なものとする。主な収入源は観光会社と提携したツアーや観光客の入場料にな

ると思われる。 

また、人が集まらずとも獣害被害を減らせれば元の被害額から減らせた被害額が利益に直

結する。 

 

【維持費等について】 

 自然公園の維持にはトイレや散策道などの公共設備や、廃棄物の処理に多額の費用が掛

かる。資料によると佐久高原線の登山道整備や、中信高原線の公衆便所整備に平成 28年

度では 9,868,000円もの額が掛かる予定となっている。 

この維持費に関しては茅野市の助成金や観光会社とのツアー、入場料で賄えるように調整

する。 

 

【鹿の管理について】 

GPSを鹿に埋め込むもしくわ GPSが内蔵された首輪ないし足輪のような物を着けることに

より常に鹿の居場所が把握できるので、ツアーや生態系の調査などに利用することが可能

である。 

 

【参考文献】 

諏訪地域のニホンジカ等野生鳥獣被害対策 

http://www.pref.nagano.lg.jp/suwachi/suwachi-rimmu/documents/houkokusho.pdf 

 

協和テクノ株式会社 

http://www2s.biglobe.ne.jp/~kyowwa_t/fieldfence.htm 

 

自然公園施設整備事業費 

http://www.pref.nagano.lg.jp 

http://www.pref.nagano.lg.jp/suwachi/suwachi-rimmu/documents/houkokusho.pdf
http://www2s.biglobe.ne.jp/%7Ekyowwa_t/fieldfence.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/
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フレッシュマンゼミ 1-B

地域が儲かるには・・・

地域が儲かるには・・・

永住させよう！！

その為には・・・

大きなショッピングモールを作る

企業を多くして就職先を増やす

レジャー施設などを作る

ショッピングモールを作るために必要な事

 収益モデル

 市の助成金

 メリット

 デメリットと改善策

など

収益モデル

茅野市の人口：5.608万人

沖縄県 宮古島市

 イオンタウン宮古南ショッピングセンター

 S U P E R ・C E N T E R ・ P L A N T 志摩店

三重県 志摩市
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沖縄県 宮古島市 人口：5.491万人

イオンタウン宮古南ショッピングセンター

 2009年にマックスバリュを拡張してイオンタウンへ。

 海などに来る観光客の旅の拠点として使われ、観光振興計
画の道路整備や宮古島らしい景観を作ることによって観光客
が増え収益も増えた。

平成23年度に震災の影響で観光客数は減ったものの次の年からの観光振興計画により1年で回復している。

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

観光客 337356 404144 332473 413654 400391 430550 513601

島の人口 55190 55036 55052 55125 51366 51157 54128
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観光客

島の人口

人口は徐々に減少を見せる中観光客は大きく増大している

 宮古島は離島であり食料品などの物価が高めなので大量に入荷して安
く売る業務スーパーが重宝される。

 この店舗が出来た翌年から2年間横ばいだった全体の営業利益が600億
円から620億円になりその後1年ごとに上昇するようになった。

 ネットスーパーが始まるのと重なってはいるが始まったのは那覇だ
け。

 ネットスーパーで黒字なのは現状一部店舗だけで、利益が上がったの
はこの店の影響があったと考えられる。

 「経常利益が4.5億から５億へ」その後ライカムという店が開店した
2015年ごろに営業収益が最高となった。

イオンタウン宮古南open

三重県 志摩市 人口：5.306万人

S U P E R ・ C E N T E R ・ P L N T 志摩店

 海などの観光地に近いので観光客が使用。

 ペットや家具など多様な商品を取り扱う。
 地元の人の良く使う道路沿い 道路計画で通りやすい道になる 地元の人も

使える。
 内装を質素にし、大量にモノを置いて安く売るため店舗を広くとる。
 ダンボールから直接売り場のカゴに商品を投げ入れるなどの工夫で低価格化

を実現し客を増やす。
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営業利益

2011年 2.019百万円

2012年 2.756百万円
2013年 2.684百万円

（オープン）
2014年 2.795百万円

経常利益

2011年 2.003百万円

2012年 2.741百万円
2013年 2.774百万円

（オープン）
2014年 2.863百万円

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

2011 2012 2013（オープン） 2014

百
万
（
円
）

（年）

PLANTの利益

営業利益 経常利益

他にも似ている地域

 朝倉市 イオン甘木

 諏訪市 諏訪ステーションパーク

 羽生市 イオンモール羽生

 常陸太田 常陸太田ショッピングセンター

 坂東市 グリーンショッピングセンター

 三次市 サングリーン
など

市の助成金

大型ショッピングモールの建設費用約１４０億円を

茅野市周辺の企業からの投資によって確保するための
手段の一つとして、投資した企業に対して茅野市の新
たな助成金の制度を整える。

この助成金は複数の中小企業の投資を前提としてい
る。茅野市の民営事務所だけでなく他の市や県の企業
に対しても適応されるような助成金制度を設け多くの
中小企業の投資を確報出来るようなものとする。
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具体的な制度の内容案

 一口1000万円(仮定)とし合計約１４０億円の融資を集める。

 投資企業に対してショッピングモール建設後の茅野市の中小企業復興補
助金を投資額に応じて増額、また県外の投資企業に対しての補助金制度の
適応。

 ショッピングモールの売り上げを投資額に応じて各企業に分配。

 投資企業が出店する際のテナント料の減額。これは中小企業だけでなく
大企業にも適応。

 市外の投資企業の茅野市内での新たな店舗、工場の建設費用に対しての
補助金。

メリット・デメリット

メリット

デメリット

 一定の集客率、利益が見込める

 自然を生かせる

 温泉・登山・ツーリング客の集客が見込める

 服屋などを入れて学生を呼び込む

 交通が悪い

 虫が多い

 天候で、お客さんの来る量が左右される

 営業時間

メリット

 一定の集客率、利益が見込める
 諏訪地方にショッピングモールが少ない。よってある程度の集客率、

利益が見込める。
例：茅野市の総人口56391人(平成22年)のうち、10～69歳人口36122人が自発的に来店すると仮定する。そして、このうちの

30％が週2回来店し、毎回2000円程度購入すると考えると、281751600円の利益が見込める。

 自然を生かせる

 この地域最大の魅力は自然である。山を生かした自然を取り入れた施
設ならば、それを魅力とすることでこのショッピングモールの強みに
なるだろう。

 温泉・登山・ツーリング客の集客が見込める
 この地域は元々、温泉・登山・ツーリング客が多く見受けられる為、

彼らを取り込めれば多くの集客が見込めるだろう。

 服屋などを入れて学生を呼び込む
 茅野市は、服屋などが少なく学生が服をどこで買えばいいか悩んでい

る為、ショッピングモール内に入れれば学生も多く来てもらえるだろ
う。

デメリットと改善策

 交通が悪い
 駅の近くに建てた場合、道が狭いため渋滞が起こりやすい。
 山の方に建てた場合、電車や徒歩の人の来店が減る。

 虫が多い
 夜に駐車場の灯りに虫が多く来る。

改善策

 道を広げる。
 ショッピングモール行きのバスを作る。

改善策

 灯りを、LEDにする。
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 天候で、お客さんの来る量が左右される
 雨や雪や猛暑日で、来るお客さんの量が減ってしてしまう。

改善策

 雨や雪の日は、バスの料金を少し割引にする。
 気温が35℃以上になると、アイスや冷たい飲み物などを売って

いるお店は、割引にする。

 営業時間
 全国平均に合わせると、10時から21時だがツーリング客などを呼び込

むには、少し遅い。

改善策

 ショッピングモールでは、10時から21時の営業時間が多いが、9時か
ら22時までにする。

ご清聴ありがとうございました
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松本空港改善案 

フレッシュマンゼミ 1 組 C 班 
私たちは長野県に観光客を呼び込むため、観光客の移動手段に着目し、県内にた

だ一つの空港である松本空港に着目した。松本空港を多くの観光客が利用するため

の案について考えた。 

 

1. 松本空港について 

 1965 年 7 月 16 日に開港された長野

県唯一の空港であり、先日で 51 周年 

を迎えた。年間利用客数は国内で年間

84572 人に上る。 国内便が主で国際便

はほとんどないため、国際線利用者はと

ても少ない。 

 

2. 空港の拡大について 

 私たちが一番に考えているのは、松本

空港をより多くの人に利用してもらう方

法であって、松本空港を黒字にすること

ではない。よって、松本空港利用客の県

内での消費額が空港の赤字を上回れば

成功と考える。 

 

前年度の松本空港収支決算によると、

歳入：3 億 1213 万 8000 円 

歳出：4 億 8173 万 1000 円 

よって赤字は 1 億 6959 万 3000 円であ

る。 

観光客の県内消費額を増やす方法と 

して考えられる最も簡単なものは、観光

客一人一人の使用額が増えること、観

光客そのものを増やすことの二点であ

る。前者で考えられる方法は土産物の

生産などだろうが、空港で行える手段で

ないので前者は除外する。後者で考え

られる方法は、観光客が気軽に来れる 

ようにする、つまりは移動手段の改善

だ。この移動手段の改善案として、松本

空港の拡大について提案したい。 

 

3. 空港拡大案 

 私たちが考えている空港の拡大案と

は、主に路線拡充に向けた施設や運用

のための案である。かかる費用も含め、

以下の通りとなっている。 

エプロン(駐機場) 約 0.6 億円 

駐車場 100 台分 約 1.3 億円 

国際線専用ターミナル 約 7.5 億円 

バスターミナル 約 3.0 億円 

この改築により航空便を増やすことで、

観光客も増やそうという目算だ。一日十

図 松本空港の年度別利用者数 
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本 200 人が乗ったとすると、一人 20000

円使い、税収 2 割が長野に入っていると

仮定すると、年間 29 億入る計算となる

ため、初期投資を多く見積もって 50 億と

しても 2 年後には元が取れると思われる。 

 一日十本、200 人が乗れるようにする

案については明確に考えてはいないが、

他の班の提案を利用したり、旅行代理

店とコラボするなどを考えている。 

 また、長野県は隣接県が多く日本の中

央に位置するため、松本空港を中心とし

た旅行ルートの開発もしやすい。長野か

ら大阪、もしくは東京など複数のルートも

考えられる。 

 

4. その他の改善案 

また、こうした施設以外にも提案した

い空港の改善案は存在する。それは、

松本空港の運用時間の延長だ。現在の

松本空港の運用時間は 8:30～17:00、約

8 時間と短い。これでは一日に飛ばせる

飛行便も減ってしまうし、その時間外に

空港を利用したいものも利用できなくな

る。 

現に、セイコーエプソン社は松本空港

に社員送迎用の小型機があり、会議の

ために松本から山形へ、平日に一、二

往復で飛ばしている。 

こうした企業が利益を上げられるよう

補助することで、結果的に長野県も潤う

ことに繋がるため、この案も提案させて

もらいたい。 

 

5. 今後について 

 私たちがこの案について検討している

間に、長野県より『松本空港の国際化』

という内容で大きく似通った発表がされ

た。よってこの案が今後、現実となる可

能性が高いと思われる。 

 

参考文献 

松本空港-Wikipedia- 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B

E%E6%9C%AC%E7%A9%BA%E6%B8%AF 

信州まつもと空港 

http://www.matsumoto-airport.co.jp/ 

長野県公式ホームページ 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kotsu/kura

shi/kotsu/kuko/matsumoto/index.html 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E7%A9%BA%E6%B8%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E7%A9%BA%E6%B8%AF
http://www.matsumoto-airport.co.jp/
http://www.pref.nagano.lg.jp/kotsu/kurashi/kotsu/kuko/matsumoto/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kotsu/kurashi/kotsu/kuko/matsumoto/index.html
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フレッシュマンゼミ報告書 

諏訪理科大学 PR 
1 組 D 班 

目的 
諏訪東京理科大学の公立化での市への利点を調べ明確なものとする。 

概要 
諏訪地域における人口減少や経済難の問題に対し、諏訪東京理科大学が公立化すること

による経済効果を調べ、市全体への（収益）をシミュレートする。 
諏訪東京理科大学の収入の現状 
今の諏訪東京理科大学の収入の約７５％が学生生徒等納付金（学生からの学費）で占めて

おり、大学の生徒数に依存しているのが現状であるため、主な収入源として不安定なものと

なっている。 
しかし、生徒数に依存しているため、生徒数が増えれば全体の収入額も底上げされると考

えられる。（大学の経営方針による） 
これらが今の諏訪理科大学における現状である。 
諏訪東京理科大学が公立化することでの市全体へのメリット 
大学から市へ入るお金は税金などがあげられるが、その他に大学の学生が普段生活する

にあたって消費するお金が市全体への（収益）として入るとも考えられる。 
そこで、私たちは学生１人当たりが月使う金額と払う税金が、諏訪東京理科大学の公立化に

よって生徒数が増加するならば、その増加した分が市へのお金として入るのだと考えた。 
 
山陽小野田市立山口東京理科大学を例にとったシミュレート 
今回は最近公立化した山口東京理科大学の生徒数増減のデータを使わせていただき、 

そこに大学生１人が月に使う金額を代入して現在の市への（収益）と公立化した後の市全体

への（収益）を比べ、これを公立化した時の市全体への（収益）のシミュレートとする。 
（2 ページ目） 
諏訪東京理科大学が公立化した時の手数料による大学への収益 
 諏訪東京理科大学が公立化して、仮に山口東京理科大学が公立化した時の志願者数が来

ると想定したならば、そこから得られる収入は 
4593（人）×20,000 円（一人当たりの手数料）=9186 万円 

の利益が出るという計算になります。 
 
 
 
 



1 組-D 
 

大学生の平均出費額は一カ月あたり 
家賃：４５０００円 
食費：３００００円 
娯楽：１００００円 
 
ここで、山口東京理科大学が公立化した後の志願者数が約 4500 人なので、 
仮に、諏訪東京理科大学がこの人数を収容できたとするならば、 
今までの生徒数＋4500 人となる。 
よって、予想される経済効果は単純に増えた人数×学生が市のお店などに落とすお金なの

で、 
家賃：45,000×4,500=202,500,000=2 億 250 万円 
食費：30,000×4,500=135,000,000=1 億 3,500 万円 
娯楽：10,000×4,500=45,000,000=4,500 万円 
の収益が市全体へでると予想される 
 
諏訪東京理科大学が公立化することで市に出る地方交付税の額 
地方交付税として基準財政需要額というものがあります。 

理科系の公立大学は生徒 1 人につき 1723000 円 出るそうです。 
諏訪東京理科大学の学生数収容人数が 1200 人なので、 
1200（人）×1723000 円＝約 20 億 円になります。 
※全額はいってくるわけではありません 
 
まとめ 
諏訪東京理科大学が公立化することによって、大学にも大きな収益をもたらし、 

また、市に住む学生数が増えることによって、市全体への多くの収益も出るということが学

生数のシミュレーションによってわかった。 
また、今回のシミュレーションは仮に志願者数全員を諏訪東京理科大学が収容できた場

合の予想だったので、実際は諏訪東京理科大学がなるべく多くの生徒を収容するための企

画を考える必要がある。 
さらに、今回予想された金額が市に落ちるとして、その全額を市だけで吸収しきれるか。

ということも今後の問題として提起する必要があると感じた。 



A グループ 

             茅野市をプロデュースする計画 

フレッシュマンゼミ２組 A 班 
 
 
（概要） 

今回茅野市の発展のために私たち理科大生が貢献できる事として、身近なところから

茅野市のプロデュースを計画しました。 
 昨年までの理科大祭を振り返ると、様々なイベントや屋台など催しているにも関わら

ず、集客数の増加が見込めませんでした。その理由として若者の集客が少なく、今一つ

盛り上がりに欠けるからだと思いました。そこで私たちは理科大祭をさらに盛り上げて

地域の人だけでなく若者が興味を持てるような文化祭を立案します。 
 
（キーワード） 

●理科大祭 ●プロジェクションマッピング  ●劇場空間  ●部活動 
 
  
（内容） 
 

・集客対策 
                       昨年も近隣の中高学校への宣伝を 

しているにも関わらず、高い集客率が 
得られなかった事から、自分たちはも 
っと宣伝をし、集客率を増加させる事 
が必要だと判断しました。 

                       そのために出来る事として、茅野駅 
                      周辺での文化祭の広告の配布、宣伝を 

行うということを考えました。 
 
 

・名物  
  大学の講義室に多数設置してあるプロジェクターを利用して劇場化し、最新

の映画を投影させることによって小さい子供などの集客を見込めると思いま 
した。そして一番の見どころとしてプロジェクションマッピングを実施したい

です。ここはバーチャルリアリティーや画像音響専門の先生たちの出番です。 
 

2 組-A 



A グループ 
 

 
    

さらに理科大生を常時 
コスプレ化させる事に 
よりカオスな空間を再

現できます。 
  

・部活動のアピール 
デモンストレーション  
や PV を作成して部活動 
が盛んな学校でもある 
と思わせる。 
一般参加型： 

サッカー、 
バトミントン、 
バスケ 

 
                            

 
 
 
 
 
 
・最後に： 

偏差値を上げるため 
に勉強しましょう。 
 

理科大学への積極的な参加を 
お願いします。 

 
 
                             
 

 
2 組-A 



B グループ 

             茅野市の産業 縄文から近代まで 

フレッシュマンゼミ 2 組 B 班 
 
（概要） 
茅野市の生活と産業構造の変化を、茅野市以外の人にもわかるように通史としてスラ

イドにまとめ、特色をいかし市のアピールになる点を考察した。 
 
（キーワード） 

●養蚕   ●機械工業  ●人口密集地 
 
  
（内容） 
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B グループ 
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B グループ 
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B グループ 
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B グループ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 組-B 
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B グループ 
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C グループ 

                 御柱祭 

フレッシュマンゼミ 2 組 C 班 
 
（概要） 
「茅野市の人口を増やすためにはどうすればいいか」ということで、茅野市に何か良

いものはないかと考えた所、茅野市と言えば御柱だと思い、御柱に焦点を当てていこ

うと考えました。私たちは御柱の歴史・手順・経済効果の 3 つについて調べました 
 

（キーワード） 
●起源と手順   ●経済効果  ●宿泊施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 組-B 
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C グループ 
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C グループ 
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C グループ 
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C グループ 
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C グループ 
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C グループ 
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ピンクグループ  
『土偶について』 
 
初の問い・疑問に思ったこと： 

茅野市には観光産業の一つに土偶があるがそもそ

も土偶はどのようなものか疑問に思った。 
⇒そこで土偶の用途、発見場所、作り方、茅野市

の土偶について調べた。 
 
調べる方法：インターネット、文献 
 
結果・わかったこと： 
＜用途＞土偶は子供の玩具、お守り。お札のよう

に奉る。バラバラに砕き大地に撒いて自然の恵み

が豊かになることを祈った。病気の箇所を壊すこ

とで身代わりになってもらい病気治癒を願った。

＜発見場所＞中期では関西方面が多く、後期にな

るにつれ関東、中部での出土が増える。全体的な

数としては東北が多い。＜作り方＞粘土をこね足

から形を作る。乾燥させたら野焼きをする。それ

以外に各パーツを作り合体させる方法がある。＜

茅野市の土偶＞仮面の女神：約 4000 年前(縄文後
期)に作られた。全長 34cmの大形土偶で顔は逆三
角形。縄文のビーナス：縄文中期につくられ平成

7 年に国宝に指定された。全長 27cm で顔はハー
トの形をしていて耳にはイヤリングをつけたかと

思われる小さい穴がある。 

 
 
 
 
分析： 
土偶は用途により大きさ、形が分かれていて全体

的に豊穣、多産などを願うための対象をして作ら 
れたと思われる。そもそも壊されるのが目的で作

られたものもあると思われる。出土場所が年代に

より異なるのは土偶の思想や生産技術の伝達によ 
るものではないかと推測。土偶は壊れて出土する

ことが多いが、茅野市の土偶は完全な形で出土し

たため国宝に指定されたと思われる。 
 
今後の課題・感想： 
土偶に似ている埴輪との比較を交えながら調べら

れてよかったと思う。茅野市の土偶についても詳

しく知ることができた。課題としてはなぜ中期と

後期で出土数が違うのかを詳しく調べる必要があ

った。時代や地域により土偶にどのような違いが

あるのかを詳しく調べられたらよかったと思う。

茅野市の土偶が国宝に指定され茅野市の観光産業

にどのくらい影響を与えたのかも調べたら面白か

ったかもしれない。 
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緑グループ  
『御柱祭について』 
 
初の問い、疑問に思ったこと： 

今年は御柱祭の開催年でもあったことから、そも

そも御柱祭ってどんな祭りなのだろうかという疑

問を持ちました。そこから調べていく内に、なん

で丸太を引くのか、なんで七年ごとなのだろうか、

など次から次に疑問に思い、グループメンバーも

御柱祭について気になっているとのことで御柱祭

について扱うことに決めました。 
そこで、御柱祭について各々が気になること、疑

問に思ったことを調べて 後に全員でまとめよう、

ということで調べ始めました。 
 
調べた方法： 
インターネット（御柱祭公式サイト,市の公式ホー
ムページ etc.）文献（歴史書、雑誌 etc.） 
 
結果わかったこと： 
起源は平安時代、果ては縄文時代まで遡る。等の

様々な説が存在した。上社、下社の違いとして丸

太の形状が違うこと、その違いは地形等によるも

のであることが分かった。七年ごとに行われる理

由として、寅と申には「動く」「うごめく」といっ

た意味合いや、芽吹きや作物の熟成など、昔の人々

が縁起を担いでいたことが分かった。古い御柱の

行方も今と昔では違い、昔は橋の架け替えなど諏

訪や茅野にその身が使われていたが、近年は友好

都市へ寄贈され観光スポットになっていることが

分かった。私たちが普段目にしていた大々的に行

われている御柱祭以外にも、観光目的ではない小

宮祭といった御柱も行われている。さらに今まで

不鮮明だった経済効果を数値化して分かりやすく

し、費用の出どころや、各世帯の観光客をもてな

すために幾ら支出しているのかが分かった。 
 

分析： 
昔の人々は縁起を担ぎ、五穀豊穣を願っていたこ

とや古い御柱の行方や経済効果等から御柱祭がい

かに大きくて有名な祭りであるか再確認できた。

また、小宮祭や小祠にも御柱を建てていることか

ら、ただ観光客を集めるためだけの祭りではなく、

神へのお祈りとしての祭りが残っていることが確

認できた。また経済効果を調べ、自治体、各世帯

が観光客をもてなすために支出する額から、いか

に御柱祭への期待値が高いかというのを理解でき

た。 
 

今後の課題・感想： 
毎回事故が起こっているので、事故が起きないよ

うな対策などを考えられたらいいと考えました。

まだ一度も参加した事がないので機会があれば参

加してみたいと思いました。調べるとまだまだ情

報があって調べたりなかったが、グループで協力

して一つの作品を作り上げることが出来てよかっ

た。 

 

上社と下社の違いについて 
御柱祭では四つの柱を山から降ろす祭りであるが、上社と下社で違いは御
柱についている装飾です。 
 上社の御柱は、右の写真のようにＶ字の 
『めどでこ』といわれる装飾がつけられ 
て下社の御柱にはつけられていない。 
 その理由は、砂利道を進むためにつけられ 
ている。下社は通る道幅が狭いためつけられ 
ていない。 
 

古い御柱はどうなるのか 

里曳きが終わって、建御柱で本宮と前宮の８本の御柱が新しい柱に建
て替えられ、これから６年間本宮と前宮を守り続けることになります。
その後古くなった御柱はかつては、橋の架け替えなどに使われていた
が、現在は友好都市などに寄贈され観光スポットになったり、地元の
観光協会や駅などに使われている。お守りやお箸は春宮、秋宮などで
売られている。 

宿泊費 飲食費 土産代 その他(娯楽費等) 観光消費額(累計) 

71億1千万円 47億4千万円 44億6千万円 8億円 171億円 

!  御柱祭の期間中、各世帯が観光者に対して、もてなすために支出する平均額は 約25万円 
　50万円以上の高額支出世帯も多い。 

2010年春の御柱祭の推定経済波及効果は約215億円！ 

!  御柱祭の費用は市の税金や寄付金を募ることで賄っている。 

!  2010年の御柱祭の人出は約192万人で、県外から訪れる人が54.3%、諏訪地域を除く地域が 
    24.6%、諏訪地域が21.1%であった。 

御柱祭による経済効果 



黄色グループ  
『諏訪大社について』 
 
初の問い、疑問に思った事： 

諏訪大社に興味を持ったきっかけは、たまたま読

んでいた歴史小説に諏訪軍という言葉が出てきて、

少し調べたら近所の寂れた神社が実は歴史ある神

社で、大学の近くに総本社があることを知って驚

いたことが始まりだ。そこで疑問に思った。なぜ

こんなに遠く離れた場所に分社があるのか。この

町にどういう経路で諏訪信仰が入ってきたのか。 
そこで「諏訪大社の歴史」について調べてみた。 
 
調べた方法：文献、インターネット 
 
結果わかったこと： 
諏訪信仰が急速に広まったのは鎌倉時代で、武士

化した諏訪家が鎌倉幕府に仕えていたことが理由。

地元の諏訪神社は源頼朝の命により稲毛三郎重成

という人が升形城の西側に信濃国諏訪大社の御分

霊を勧請した、または室町時代に各務与惣右工門

が故郷の諏訪明神を祀ったと言われている。諏訪

大社自体は日本 古の神社の一つとされとても長

い歴史があり、武田信玄などとも深い関わりがあ

った。 
 
分析： 
全国各地に分社があり、長い間諏訪の守り神とし

て祀られているということは、それだけ諏訪大社

が愛され続けたことを物語っている。自然信仰と

いうことで、本殿がなく山や木を御神体としてい

ることが、何よりもこの地方らしい。昔から自然

を大切にし、自然に感謝して暮らす人がこの地方

に住んでいるのだと歴史を調べると伝わってくる。

諏訪大社には少なくとも二回大きく変わった時期

があった。一つは、諏訪家が武士化したことによ

り自然の神様から戦の神様になったこと。もう一

つはいろんな藩に支配されることにより、諏訪家

が支配していた諏訪大社が、諏訪郡の神社になっ

たこと。これは諏訪信仰を知るうえで忘れてはな

らないことだろう。 

感想、今後の課題： 
諏訪大社の歴史があまりにも長すぎてスライ

ド四枚には到底収まらなかった。時代に飲み

込まれていく諏訪地方を追っていくのが面白

かった。これだけ山に囲まれて孤立しそうな

地方でも時代を動かしてきたのだと思うと感

動したし、武田信玄などの有力な人物が諏訪

大社に魅了されて、多くの歴史上の人物に好

かれてきたことを知って嬉しくなった。諏訪

大社を知るには良い機会になった。今後の課

題は、調べることを止めず、さらに知識を深

めて、多くの人が後世に諏訪大社の魅力を伝

えてきたのと同じように私もそのうちの一人

になっていろんな人に伝えていくことだ。 
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4組-α 
 

2016 年度 

御柱 E

おんばしら

AAE祭 E

さ い

Aとそのルーツ 
諏訪東京理科大学 フレッシュマンゼミ 4組 α班 

概要：日本三大奇祭である 御柱
おんばしら

祭
さ い

は、7年に一度開催される祭りであり、その様子は全国で放送される 

ニュースにも取り上げられるほどである。今回は、多くの人が興味・関心を抱いているであろう 御柱
おんばしら

祭
さ い

のル

ーツについて調べる。 

キーワード：建
た け

御名方
み な か た

/御柱
おんばしら

祭
さ い

/古事記 

 

1. そもそも 御柱 E

おんばしら

AAE祭 E

さ い

Aとは？ 

長野県諏訪地方にて諏訪大社最大の行事であり、正

式名称は「式年造営御柱大祭」。寅と申の年に開催さ

れる御柱祭は、山中より樅の木を切り倒して四か所

各宮まで運び社殿の四方に建てて神木とする祭りだ

が、常に危険が伴うことで知られている。 

2. A E御柱 E

おんばしら

AAE祭 E

さ い

Aのルーツとは？

 

索引『季節の変化』より 御柱絵巻 

人身事故が起こることもあり、危険を伴う 御柱
おんばしら

祭
さ い

だが、そのルーツはどのようなものなのか？調べて

みると、諸説あることがわかり、まず、御柱
おんばしら

祭
さ い

の起

源だが、平安時代以前からあるとされ、諏訪大社は

五穀豊穣などの神として信仰されており、それを祈

願するために御柱祭があるのではないかと推測され

ている。そしてその一つの諸説に 建
た け

御名方
み な か た

と 建御
た け み

雷
かづち

が関係する説がある。『古事記』で語られる国譲

り神話では、建
た け

御名方
み な か た

が 建御
た け み

雷
かづち

との戦いに敗れ諏

訪に逃げてきて、この地から二度と出ないことを約

束して市から免れる。この神話から古代の諏訪は外

の権力が影響しない聖域であり、御柱は結界を張る

ために必要な標識だったのでは、と考える人は多

い。現在行われている 御柱
おんばしら

祭
さ い

は、その名残ではな

いだろうか 

 

3. まとめ 

今回は、数ある諸説の中から諏訪大社の祭神である

ということから 建
た け

御名方
み な か た

と 建御
た け み

雷
かづち

の神話がルーツ

ではないかという結論に至りましたが、実際のルー

ツについてはいまだ謎のままです。ここ後も 御柱
おんばしら

祭
さ い

のルーツについて研究の必要があると思います。 

 

参考文献 

[1].御柱祭：Wikipedia 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%9F%B

1%E7%A5%AD 

[2].御柱祭のルーツ：長野県最南端のの秘湯と秘境

の里・信州遠山郷 

 http://www.tohyamago.com/event/onbasira_roots/ 

[3].諏訪大社と御柱祭の歴史 

http://www.kameyahotel.jp/main/study/Learn7.htm 
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4 組-β 

御柱の起源 
諏訪東京理科大学 フレッシュマンゼミ 4 組 β班 

 
概要：長野県に古くから行われている御柱祭。今回私たちはその御柱祭の起源について迫ることにした。 

キーワード：御柱、起源不明、インドラ・ジャトラ 
 
1. 御柱祭とは？ 

御柱祭とは、数えで 7 年（6 年）ごとに行われる

祭りで、大木を 16 本切り倒し 4 カ所の宮まで持

っていき、社殿の四方に建てて神木とする祭りで

ある。 
4カ所の宮→諏訪大社は上社と下社に分けられる。

上社、下社にそれぞれ 2 つの宮が存在している。 
この 4つの宮には陰陽五行の理論がとりいられて

いる。上社はタケミナカタ神を祀っていて陽を表

し、下社はヤサカトメノ神を祀っていて陰を表し

ている。 
2. 御柱の起源 

御柱の起源には様々な説がある。それは何故かと

いうと本来の起源が不明であるからである。そこ

で文献を調べていくと縄文時代の柱立て祭とい

うものが上がってきた。またその起源を辿るとネ

パールに繋がった。 
3. ネパールの柱立て祭りについて 

ネパールには御柱と同じような柱を立てるお祭

りがあります。「インドラ・ジャトラ」というお

祭りです。これは神の王インドラを祀るもので、

ハヌマンドカ（首都カトマンズにある）に神木が

建てられて始まります。祭りの最終日に柱は倒さ

れ、バグマティー川(カトマンズ)に流されます。

この柱はこれに神を降ろすという意味合いがあ

ります。 
4. まとめ 

御柱祭の起源について調べてみて、多くの有力説

（天地を支える柱説、トーテムポール説、結界表

示説など）はでてきたものの、結局その明確な起

源について知ることはできなかった。茅野にある 
 
 

 
中津原遺跡の 4つの柱も御柱の起源の一つである。

数ある説の中でインドラ・ジャトラ説をここで説

明したのは、海外の国のお祭りでありながら神木

を建てるという点、神木に神を降ろすという点と

多くの共通点が見られたために数ある説の中で

も最も有力な説だと思ったためである。 
 

参考文献 
① ネパールの柱祭（水野） / 水野指導員『つれ

づれ日記』 / 日記 etc // ひかりの輪 
http://www.joyus.jp/hikarinowa/reader/10/
0038.html 

② 諏訪大社の御柱と年中行事 郷土出版 宮坂

光昭 1992 年 3 月 19 日 
③ 諏訪神社 謎の古代史 隠された神々の源流 

彩流社 竹内涼夫 1995 年 3 月 5 日 
④ 諏訪大社と御柱祭りの歴史 

http://www.kameyahotel.jp/main/study/Le
arn7.htm 

⑤ 御柱の起源に関する諸説 | 御柱祭を知る | 
諏訪市観光サイト 
https://www.city.suwa.lg.jp/kanko/info/deta
il.jsp?id=2834 

⑥ 御柱祭のルーツ－長野県最南端の秘湯と秘

境の里・信州遠山郷 
http://www.tohyamago.com/event/onbasira
_roots/ 

⑦ 21世紀の思想の創造 ひかりの輪 2009年10
月 諏訪・八ヶ岳 ４．10 月 11 日諏訪大社 4
社の陰陽バランスに学ぶ 
http://www.joyus.jp/hikarinowa/pilgrimage
/23200910/00531011.html 

http://www.joyus.jp/hikarinowa/reader/10/0038.html
http://www.joyus.jp/hikarinowa/reader/10/0038.html
http://www.kameyahotel.jp/main/study/Learn7.htm
http://www.kameyahotel.jp/main/study/Learn7.htm
https://www.city.suwa.lg.jp/kanko/info/detail.jsp?id=2834
https://www.city.suwa.lg.jp/kanko/info/detail.jsp?id=2834
http://www.tohyamago.com/event/onbasira_roots/
http://www.tohyamago.com/event/onbasira_roots/
http://www.joyus.jp/hikarinowa/pilgrimage/23200910/00531011.html
http://www.joyus.jp/hikarinowa/pilgrimage/23200910/00531011.html
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茅野市と平家の落人
おちゅうど

伝説 
諏訪東京理科大学 フレッシュマンゼミ 4 組 γ班 

概 要：全国に散らばる落人伝説。長野県にもいくつかあり、茅野市も平家の落人通ったといわれる。我々

は、その落人が県内の落人伝説がある場所へと向かったと考え、それらをまとめてみた。 
キーワード：平家落人伝説、小松氏、先祖祭、落人の村 
 

〔説明看板の内容〕 

小松氏先祖が、平の重盛であるか維盛であるか重清であるか明

らかではない。しかし、この浦区の小松氏は平家の流れの物で

あることは確かであろう。小松氏とその側近であった西村氏は

いっしょになって、春の彼岸の中日に先祖祭を行っている。（古

くは陰暦の二月四日であった） 

（略） 

参考文献(2)より転載『先祖祭り』 

参考文献(1)より転載『小松氏の墓』 

参考文献(4)より転載『秋山郷』 

源氏と平家がした源平合戦（一ノ谷の戦い、屋島の戦

い、壇ノ浦の戦い）において平家側の連戦連敗の中で発

生した平家の難民のことである。人口の少ない場所や、

山間部などを中心に落人の里を築いた。そのため、現在

では過疎地や廃村になっている落人の村も多い。 

 

長野県伊那市長谷浦に小松氏先祖の墓(昭和 42 年 4 月

30 日伊那市指定文化財に指定)がある。 

この 小松氏の先祖が平家の

人物 であると考えられている。 
 ここに記されている「先祖祭」

は、現在も行われている。「奉

納小松大臣平清盛」と書かれた

（小松忠人さん所蔵）赤い旗を

掲げ、各戸で保存する赤旗を

竹竿につけて持ち寄り墓の

生垣に建てて、供養するので

ある。 しかし、これまでは

浦の住民が集まり盛大に行

われてきていたが、住民の

減少と高齢化により実施できなくなってきている。 

 
 

 平勝秀が源頼朝に敗れた後に住み着いた場所とされ、

「平家の谷」と呼ばれている。長い間、下界との交流を

避けていたため、この地域独特

の生活様式がある。 

 

三浦太夫伝説の平家落人集落。

20 戸に満たない家は全て三浦性だった。 

鎌倉時代末期、三浦太夫を首領とした三浦一族が相模

国から逃れてきた。 

三浦太夫は和田義盛(相模の豪族で源頼朝の挙兵を上

げた功臣だが、北条氏と敵対して敗れた)と、巴御前との

間に生まれたといわれる。 

 

 茅野市にもこのような伝説が残っているようなのです

が、今回は調べきることができませんでした。しかし、

諏訪地方に伝わる御柱祭は、平家と関係があると考えら

れる説もあり 、この地域に平家の落人が逃げ延びてきて

いる可能性は大いに考えられるでしょう。 

 

1. ス ポ ッ ト 情 報 「 小 松 氏 の 墓 」

http://buratto-map.net/spot.php?id=132 

2. 伊那谷ネット「消えゆく伝承  平家落人伝説」

http://inamai.com/www/ictnews/detail.jsp?id=33015 

3. 信 州 の 旅 .com 「 秋 山 郷 ド ラ イ ブ の 旅 」

http://www.shinshu-tabi.com/akiyama-d.html 

4. http://www.week.co.jp/tokusyuu/komachi0925-akidrive/

img/07.jpg 

 
 



                                  ２０１６年度 

茅野市の人口減少の理由と今後の予想 

諏訪東京理科大学フレッシュマンゼミ ４組 δ班 

   概要：茅野市は、自然に囲まれていて観光名所も多いが、人口は年々減少してきてい 
     る。その原因はなぜなのか？その原因を考え、その解決策について言及する。 
   キーワード：社会動態(一定期間における転入･転出に伴う人口の動き）・自然動態(一定期間

における出生･死亡数に伴う人口の動き)・公共交通機関

１．減りゆく人口 

観光名所が多く、自然が豊かな茅野市。し

かし、茅野市の人口は減りつつある。日本の

都市のほとんどに、社会動態数による人口の

増加減少が見られるので、我々は茅野市の人

口減少も同じ理由で起きているものだと予想

した。しかし、調査を進めると、直接の原因

として、死亡数が出生数を上回っているとい

うデータがあり、茅野市の人口減少は自然動

態数が原因で起こっているものだとわかっ

た。

 

2016年 6月 28日作成 

２．茅野市のまちと人口 

   茅野市には、JR 中央本線、アルピコ交通バ

スなどの公共交通機関がある。観光客や、車

を所持していない人はよく使う。しかしこれ

らは本数も少ない上に料金も高く利用しづら

いものとなってしまっている。この問題を解

決するには、理科大で発行されているような

バスパスのようなものを誰でも利用できるよ

うにしたり、観光地付近のバス停に止まる場 

 

合は料金を少し割り引きする、などというシ

ステムを取り入れた方がいいのではないか。

また、茅野市には子供の遊ぶ場所が極端に少

ない。それにより生活の環境不便さを感じ定

住する人が少ないのではないだろろうか。そ

の上茅野駅にも問題がある。この駅から、飲

食店が立ち並ぶ市の幹線道路であるビーナス

ライン（国道２９９号線）までは、少し距離

がある。これを不便と見る人もいるのではな

いだろうか。そして、駅周辺の土地は値段が

高い。駅周辺に、コンビニやファストフード

店などが増えれば人気がでると考え駅周辺の

土地を安くすればよいのではないだろうか。 

３．今後の予想と課題 

人口減少が年々顕著に見られる茅野市。こ

のままでは若い世代の人が市外に転出してし

まい、どんどん過疎化が進んでしまうだろ

う。自分たちがあげた上記の課題を改善する

ことによって、人口減少を食い止めることが

できるのではないだろうか？公共交通機関の

設備を整え、本数を増やす。これにより、人

と物の移動が活発化することによって、商業

施設の誘致を可能するのではないかと考えら

れる。 

[参考資料] 

茅野市公式ホームページ 

http://www.city.chino.lg.jp/www/toppage/000

0000000000/APM03000.html 

http://www.city.chino.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
http://www.city.chino.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html


 



 



5 組-A 
 

茅野市の産業振興に向けた提案 ~うなぎの養殖~ 

武藤組 A 班 

はじめに 
産業振興に向けてのポイントとして、「自然環境、歴史・文化など地域資源を最大限に活

用」と、「製造業・農業・観光により域外から金を流入させ、日用品小売業等の域内の需要

を拡大」というものが挙げられている。つまり地域を活性化させる為の原動力となるのは

製造業であり、製造業を起点とした茅野市への資金流入が茅野市の需要拡大につながると

考えられる。そこで、自然環境を活用しつつ地域の産業を発展させるための一つの方法と

して、茅野市へのうなぎの養殖の導入を提案する。

 
理由 
うなぎの養殖が茅野市の発展に貢献する

と考える理由は、養殖による新たなブラン

ドを発掘できる可能性があることに加え、

茅野市周辺の歴史的、文化的なブランド力

が融合することで新しい産業の創造に繋が

ると考えるからである。 
養殖がブランドを秘めている例として近

大マグロが挙げられる、近大マグロは近畿

大学水産研究所が世界で初めて完全養殖さ

れたクロマグロで、安定した価格と安定し

た品質が注目され、商品として送り出す前

から大きな話題を生んだ。うなぎの養殖に

関しても、一般にあまり食べることが出来

ないうなぎが養殖によって安定供給される

ことそのものが注目の的になり、ブランド

化に繋がるのではないかと考えた。 
次に、茅野周辺のうなぎの歴史的、文化

的な側面からブランド化を考える。茅野市

周辺は古くからウナギを食べる文化を持っ

ており、江戸時代には参勤交代でお殿様に

出していたという文献が残っている。 
 

 
 
このような養殖そのもののブランド力と、

歴史的ブランド力が掛け合わさることで、

養殖ウナギは新しい産業として地域に定着

する可能性を持っているのではないかと考

えた。 
 
手段 
うなぎの養殖の未来に関して、水産総合

研究センターが 2010 年にうなぎの完全養

殖に成功したことで、世界的に減少してい

る稚魚の生産から人工的に行えることに対

して期待が高まった。また 2016 年 6 月 22
日には韓国でもニホンウナギの完全養殖に

成功したと発表されている。このように、

うなぎの養殖は今まさに進んでいる技術で

あり、将来的には茅野市の資源を利用して

うなぎの生産が実現できると考える。 
うなぎの完全養殖技術は着々と進歩して

いる一方、まだ大量生産には至っていない

のが現状である。「ブランド化は即効薬では

ない」ことを踏まえて気長に待つ必要があ

ると考える。 
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まとめ 
茅野市でのうなぎの養殖は、歴史的、文

化的なブランド力と、養殖そのもののブラ

ンド力を持ち、それらを組み合わせること

で、産業として定着することが期待される

ことに加えて、茅野市の環境を新しい技術

で生かし、新しい産業を生み出す起点にな

ることを挙げた。また今回はうなぎの養殖

を例として挙げたが、この他にも茅野市の

製造 
業を発展させる為には、茅野市内部の自然 

 
環境を活用するだけでなく、外部の技術を

活用することも視野に入れなければならな

いと考えた。 
課題 
 作業分担や連絡の流れが円滑にできなか

った為、作業がぎりぎりまで終わらなかっ

た。初期の段階で計画的に考えておくこと

と、時間外の積極的な活動でカバーする必

要があったと考える。

 
参考資料 
1. 内閣府政策統括官室、「－高付加価値化を模索する地域経済－」、閲覧日

2016.07.05、http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr05/chr05_1-2-2-2.html、 
2. NIKKEI STYLE、「「天然物と遜色なく」 養殖魚、新ブランド続々」、閲覧日

2016.07.05、http://style.nikkei.com/article/DGXLASDJ19H13_Z10C15A5000000 
3. 農林水産省、「 aff ラボ  世界初  「ウナギの完全養殖」に成功」、閲覧日

2016.07.05、http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1007/mf_news_03.html 
4. 信 越 放 送 株 式 会 社 、「 岡 谷 は ど う し て 、 う な ぎ の 町 な の ？ 」、 閲 覧 日

2016.07.05、http://radikanchosatai.naganoblog.jp/e1761799.html 
5. 東 京 新 聞 、「 韓 国 で も ウ ナ ギ の 完 全 養 殖  日 本 に 次 ぎ 成 功 」、 閲 覧 日

2016.07.05 、 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201606/CK2016062202000
126.html 
 

 

http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr05/chr05_1-2-2-2.html%E3%80%81
http://style.nikkei.com/article/DGXLASDJ19H13_Z10C15A5000000
http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1007/mf_news_03.html
http://radikanchosatai.naganoblog.jp/e1761799.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201606/CK2016062202000126.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201606/CK2016062202000126.html


スッポンの力で町おこし 
武藤組 B 班 

概要；茅野市にはこれといった名産品が無いので茅野市の温泉資源を使いスッポンを養殖

しこれを他の市や県に売出し町おこしをする。 
 
スッポンとは何か？ 
スッポンの効果；美容面では、美白効果や

髪をきれにする。 
健康面では、疲労回復や骨粗しょう症予防

（骨を丈夫にする）生活習慣病予防（糖尿

病など）心筋梗塞、動脈硬化予防 
貧血、冷え症を改善する。 
 
スッポンの養殖方法 
茅野市には豊富な温泉資源があるのでそれ

を用いて養殖する。温泉を使う理由として

スッポンを冬眠さないため。温泉の水質と

して、中性の温泉の水を使う。 
スッポンのエサは近くの小学校や中学校の

給食の残りを使う。 
飼育場所は茅野市にある休耕田を使います。

スッポンは臆病なのでなるべく交通量の少

ない静かな場所にある休耕田を使う 
そうやって養殖すると、天然では食べるこ

とのできる大きさ 700～800ｇになるまで

に 4～5 年かかるがたったの 12～15 か月 
で育てることができる。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
スッポンの料理 
・から揚げ 
・鍋 
・刺身      など 
 
スッポンをさばいたときにでる血をコップ

に注いで日本酒で割るのもいい 
（日本酒が飲めない人はりんごジュースで

の可 

 
 
 
 
 
 
 まとめ 

このように、スッポンを養殖し美容や健康にいいスッポン料理の店をたてたり、ほかの市

や県に売出していき茅野市に来る観光客を増やし、スッポンをきっかけに茅野市の他のい

い面に触れてもらい茅野市の活性化を目指す。 
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茅野駅前、ベルビアの拡大による地域経済の活性化 

 

武藤組 C班 

概要 

茅野市からの人口流出を食い止めるため、地域経済をより活性化させることで茅野市を住

みやすい魅力ある街にする。その手段として茅野駅の商業施設ベルビアを拡張、地域経済

の新たな中心地とする。特に駅を利用することの多い学生や、観光客を対象とする店舗を

展開する。 

 

（内容） 

○若年層の集まる場所へ 

 茅野市はほかの地方都市に比べ学校施設

が多く、中高生が市内外から通っている。 

その割に若者が集まりやすい飲食店や商業

施設が、学校や駅周辺には存在しない。 

そこで、ファストフード店や喫茶店を誘致

し駅を利用する若者を集める。また、ボウ

リング場、カラオケなど遊び場となる施設

も展開する。 

 また、同じ「学校の多い地方都市」とい

う条件をもつ松本市、長野市等を参考に、

若者が集まりやすい環境を整備し、若者に

よる商業の活性化に期待し、そこから高齢

者も対象とできる施設を目指す。 

 

○観光客の呼び込み 

 茅野市には八ヶ岳などの自然の環境資源

が存在し、夏は登山客、冬はスキー目的の

観光客が訪れる。そこで、茅野市の玄関口

となる茅野駅に彼ら向けの店舗も展開する。

スキー、登山用品などを販売する店や、そ

ばなど地域性を活かしたものを販売する。

他にも市内外の高齢者に向け、無料の足湯

など設置し交流の場とする。 

 

         フレッシュマンゼミ 5組 3班 

○地域との連携 

 茅野市内の商店街等とは競合しないよう

にすることが大切である。そのため現在足

りていない施設を中心に選んでいく。その

ため現在足りていない施設である若者向け

の施設が中心となる。 

 それだけではなく、観光客や若者に市街

の施設も利用してもらうため、商店街とも

連携していく。具体的には、地域の商品を

一部展示、販売できる宣伝の場を設置する。

駅の施設に集まる人が市内の商店などに興

味をもてば、さらなる消費が見込めるだけ

ではなく、観光客に対する新たな地域宣伝

の場所とすることができる。 

他にも市街の商店と共通で使えるポイン

トカードを発行。割引のサービスや商品券、

特産品などとの交換を行い駅施設と市内の

商店双方での消費を促す取り組みをしてい

く。 

 

○最後に 

 地域経済の活性化を目指す以上、現在の

店舗と新しく入れる大手の店舗の摩擦は可

能な限り避け、お互いに利益が得られるよ

うな関係を目指すべきである。そのため、

地域との連携を重視していく。 
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【御柱について】 

              フレッシュマンゼミ 6組Ａ班 

お祭り・観光 

諏訪地方に古くから伝わる御柱祭、今回はその歴史や御柱の流れ、茅野市との関係を簡

単に説明する。 

キーワード：御柱祭 

・御柱祭とは山中から樅の大木 16 本切り

出し諏訪地方の各地域の氏子の分担で 
4 箇所の各宮まで曳行し社殿の四方に

建てて神木とする。 
・諏訪大社は五穀豊穣、狩猟・風・水・

農耕の神として古くから信仰されてお

りそれらを祈願するものであったと推

測される。江戸時代以降は、宝殿の造

営と御柱の曳き建てが行われている。 

・今回発表する御柱祭は、古いもので鎌

倉時代から確認されており、江戸時代

では諏訪藩の支配の下で現在と近い形

のものだった。 

日本３大奇祭の一つと言われるだけあ

り、非常にユニークな祭りである御柱

祭。流れとしては 大まかに 

・木落とし → 綱置き場 →  

御柱屋敷 →川越し→ 十間廊→ 

建御柱に分かれる。 

（今年は、5月 3日～5日に上社山出しが

行われた。） 

今年の御柱は、観光客が減った割に氏子

が最高の 28万人強だった。まとめとして

は、観光客が減った原因として、規制が

目立ったこと、そのおかげでスムーズに 

いきすぎたこと。 

経済効果的には前回は 215億程の効果が 

あったとされるが諏訪には他にも色々な

見どころやイベントがあるので、そちら 

にも、もっと力を入れた方が良いだろう。 

 

 

 

 

引用・各画像 『Google画像検索』より 

 

 

「茅野市とのつながり」 

諏訪市には上社本宮があり、下諏訪には 

下社春宮、下社秋宮があり、茅野市には 

下社前宮がある。 

 



6組-B 参考 HP：茅野市公式ホームページ（www.city.chino.lg.jp）画像：Wikipedia 
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茅野市の資金問題と地域活性化 
フレッシュマンゼミ 6組 B班 

キーワード：資金問題（歳入・歳出、人口増減） 

 

茅野市は地域全体として交通整備、サービスなどの面から資金が不足しているのではない

かと思う。なぜ資金が不足しているのか原因を考察し、どのようにしたら地域が活性化す

るのか各々対策方法を提案していく。 

 

・一般会計の無駄 

土木費が増加した要因は道路整備費の増加

によるものなので、整備効率・企業の選別

が求められる。民生費は生活保護に使われ

るため、労働場所を斡旋し労働を行わせれ

ばよいのではないか。 

・歳出の見直し 

企業の確保に関して現状維持・企業確保が

肝となる。対策としては市税の減税、それ

に伴う、ベンチャー企業の確保が望まれる。

又補助金使用に関して、建築後の整備は地

方負担なため、資金運用を考えたい。 

・人口減少問題 

人口減少の原因として、平成２２年までは

出生率がプラスであるが、それ以降死亡者

数が増加、又転入が多かった状況が、平成

２０年から転出者が増加したことが挙げら

れる。解決法としては、歳出対策と絡んだ

企業有地等がある。 

・子育て支援と人口減少 

２４年と比較した結果、転入、転出人数共

に減少傾向にある。又約２０年後には老年

人口が増加するといわれる。そのため子供

の人口を増加させる案として保育園などの

子供を預ける施設を増やすことが望まれる。 

・茅野市の歳入 

茅野市は市税と県支出金の不足が顕著にみ

られる。市税は人口増加、県支出金は県へ

増加申請を行う。逆に市債の減少と地方消

費税交付金は＋であるので、市債減少・地

方での消費の増加が期待される。 

・歳入への対策 

地方での消費の増加案として、茅野市で人

気作品とのコラボ・関連するグッズ製作を

行い、収入増加を行う。又諏訪理科を公立

化し、人口増加・消費額増加を狙いたい。 

・個人での歳入確保 

個人で歳入を確保する案として、個人経営

の店舗を土地を安くする、店舗経営に対す

る支援金の増加、それにより多くの店舗に

入ってもらう、又、理科大として経営を学

ぶために店舗を出店し、経営のイロハを学

べる環境を作れればよいと思う。 

http://www.city.chino.lg.jp/


諏訪大社について 
フレッシュマンゼミ6組Ｃ班 

概要 
歴史が古く御柱祭などで盛り上がっている諏訪大社だが、所在地が茅野市にもあるに
もかかわらず、諏訪大社のことをほとんど知らなかったので、これを機にこの大社に
ついて調査した。

 
キーワード：諏訪大社 
 
内容 
 
1．歴史： 
平安時代には最高位の昇叙を受け、信濃の国の一の宮
となった。朝廷の神名帳に記載されて高い格式をもっ
ていた。 
場所：前宮御本殿は内御玉殿から200ｍ程上段で、 

古くは 神殿に附属したお社だった。高台で豊富な水
や日照 が得られる良き地で、御祭神が最初に居を構
えられ ている。諏訪大社で唯一茅野市にある。 
鎌倉時代以降は武士の守護神として広く尊崇され、一
方狩猟、農業、開拓の神としても信仰が厚いものとな
った。 
明治初期に「諏訪神社」と名付けられた。 

戦後にほかの「諏訪神社」と区別をつけるため「諏訪
大社」に名前が変更された。 
 
2．本宮： 
諏訪造りの代表的なもので、諏訪大社四社の中で最

も多く残っている。 
境内のほぼ真中に東宝殿、西宝殿という二棟の茅葺の
たてものがありこの二棟は本宮で最も大切な御社殿
で、寅年と申年毎に交互に建替がなされ遷座祭が行わ
れる。 
 軒からはどんなに干天の日でも最低三滴は水滴が落
ちるといわれ、七不思議の一つに挙げられ、諏訪大神
が水の守護神として広く崇敬される根元にもなって
いる。 
昔の本宮は極彩色だったが、天正十年（1582）織田

信長の兵火によって山中に逃れた神興のほかはすべ
て焼失した。 
焼失後まず仮殿が作られ、順次再建され元和三年
（1617）に完成。その後 200 年を経て諏訪藩主によ
り天保二年(1830)から九年(1838)の8年間で改修され
現在の社殿が完成した。 
本宮最古の建物は四脚門で、慶長十三年(1608)に徳

川家康が家臣に命じ国家の安泰を祈願して造営寄進
したもので別名を勅使門とも言う。 
 
3．前宮：歴史 
古くは、前宮がある茅野市で全ての祭祀が執り行わ

れていた。しかし本宮が造営されると急速にさびれま
した。しかし、「御頭祭」などは、本宮から前宮へ出
向して行われている。 
・建物 
昭和７年に伊勢神宮の古材で建てられた本殿、内御

玉殿、十間廊となっている。 
・場所 
前宮御本殿は内御玉殿から200ｍ程上段で、古くは 

神殿に附属したお社だった。高台で豊富な水や日照 
が得られる良き地で、御祭神が最初に居を構えられ 
ている。諏訪大社で唯一茅野市にある。 
 
4．秋宮：建物 
身長１.７０m、青銅製では日本一と言われる狛犬を

両脇に従えた神楽殿がある。 
御社殿は神楽殿(かぐらでん)の奥で、二重楼門造り

の拝殿と左片拝殿及び右片拝殿が横に並ぶ。 
拝殿奥の神明造りの建物は宝殿で、新しい方を神殿、
古い方を権殿と呼ぶ。 

 
 
 
 
 
宝殿の奥が御神座とも相殿とも言われ、御神木をお 

祀りする下社の最も重要な場所である。 
・場所 

JR 中央線下諏訪駅の東北約１ｋｍ、春宮からも東
へほぼ１ｋｍの地点で、旧中仙道と甲州街道の分岐点
の要所に鎮座している。  
・別名 
諏訪様、諏訪大明神、南方刀美神社、下社秋宮 

 
5．春宮： 
諏訪大社 下社春宮はJR 下諏訪駅から北西へ 1km、

旧中山道沿いに鎮座する。社頭からまっすぐ800mほ
ど伸びる道路はかつて春宮の専用道路で、多くの武士
達が流鏑馬(やぶさめ)を競っていた。春宮の拝殿(はい
でん)・左右片拝殿(へいはいでん)は国の重要文化財に
指定されている。秋宮と同じ図面で作られたと言われ
ており、構造は同じです。二社の建築は彫刻において
技が競われていたそうである。 
幣拝殿の建築様式の特徴は各所につけられた建築

彫刻の数の多さとその躍動感にあふれた表現です。正
面の腰羽目(こしばめ)の波、虹梁(こうりょう)の上の
牡丹(ぼたん)・唐獅子(からじし)、唐破風(からはふう)
内部の飛竜、一階内部の小壁の牡丹・唐獅子、扉脇(と
びらわき)の竹・鶏で名作が多く、建築彫刻の名手で
ある柴宮長左衛門(しばみやちょうざえもん)の腕前 
がよくうかがえる。 
下社春宮の境外には、万治の石仏というものがあり、

縦2m60ｃｍ幅3m70ｃｍ、胴回り11m85ｃｍと大変
大きくインパクトがある。1657 年に入口の御影石の
大鳥居を奉納しようとした際に石工がこの地 にあっ
た巨石を材料にしようとノミを入れたところ、石から
血が流れたという。 驚いた石工は石に阿弥陀如来を
刻みんだ。その石がこの万治の石仏とされています。
現在でも背面にノミ跡があるそうだ。日本のモアイと
も呼ばれている。 
 
6．参考文献：玄松子の記
録 http://www.genbu.net/data/sinano/haru_title.ht
m 
NAVERまとめ 
http://matome.naver.jp/odai/2140020938178356401
/2141144341156103803 
信濃の國一之宮 諏訪大社
http://suwataishaor.jp/akimiya.html 
おみやさん 
http://www.omiyasan.com/smp/south/shimosuwa/p
ost-3.php 
Wikipedia 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A
8%AA%E5%A4%A7%E7%A4%BE#.E4.B8.8B.E7.
A4.BE 
筒粥神事
http://yatsu-genjin.jp/suwataisya/simosya/tutu.htm 

http://www.genbu.net/data/sinano/haru_title.htm
http://www.genbu.net/data/sinano/haru_title.htm
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茅野市の人口減少とその対策 
7 組 A 班 

【概要】 
近年、先進国において人口減少問題が非常に大きくなっており、日本もその例外ではありません。ま

た、地方都市や村において、その対策は急務になっています。そこで、私たちは茅野市の現状を調べ、

長期戦略としてその対策について考えてみました。その内容は以下の通りです。 
～キーワード～ 人口減少◆町おこし◆若者 

【内容】 
① 日本の人口について 

日本において、人口減少や少子高齢化は大変

大きな問題となっています。人口増加の傾向が

みられるのは７都県のみとなっており、増加率

が上がっているのは４都県と非常にすくない

と思われます。また、増加率が上昇している、

都県はすべて大都市となっており、地方からの

流入が多くなっているのだということも読み

取れ、地方の過疎化がさらに深刻になっている

ことがうかがえます。 
② 茅野市の現状 

茅野市の平成 25 年度における人口現状につ

いては、当年度と前年度を比べますと、363 人

の減少となっています。また、平成１７年度か

ら減少が始まっており、このまま進めば地域と

しての機能が果たせなくなる可能性が出てき

ます。また、転出者の約５０％が若者となって

おり、若者の流出が主な人口減少の要因である

ことがわかります。若者の人口動態の傾向は

（図１）を見ると若者（0～29 歳）が減り続け

ていることがわかります。 

 
（図１） 

③ 茅野市への影響について 
若者の人口減少は茅野市の財政にどのよう

な影響があるでしょうか。平成 23 年から 27 年

にかけて 914 人の若者が減っています。その

914 人がすべて成人したと仮定すると、20 代の

全国平均の住民税が 127000 円であるから、約

1 億 1600 万の税収が得られないことになりま

す。また、労働力等の損失も考えますと、かな

りの痛手となります。また、茅野市独自統計に

よると、2060 年には全体人口が 45107 人とな

り 2010 年と比べると税収が約 14 億 3000 千万

円減ると予想されます。財政面をみても人口対

策は急務であると考えられます。 
④ 他の町の人口対策(町おこし)の成功例 

北海道の最北にある村の一つに「猿払村」と

いう村があります。そこでは高齢化が進み高齢

者比率が 22.4％と高い水準となっております

が、子供の人口はそれと同じくらい多いという

非常に珍しい地域です。どのようにして人口減

少に歯止めをかけ、町の財政を救ったのか。こ

の町は海に面し、北海の幸を活用しようと、漁

業つまり一次産業に村の予算の半分を投じま

した。その予算はホタテの研究や開発に活用さ

れ数年かかった末に研究開発に成功し、村の名

産品として有名になり、村の財政がうるおいま

した。その結果、一度出て行った若者が漁業を

手伝いに戻ってくるという状況が生まれ、非常

に活気のある村になったようです。 
このように、その土地の風土を生かした産業に

14000

14500

15000

15500

16000

23年 24年 25年 26年 27年

若年齢の人口動態

0~29歳
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力を入れることは町の基盤を強くすることに

もつながり、非常に発展性のある対策方法であ

ると考えられ、人口対策には非常に有効な手段

の一つであることがわかります。 
その反面、その土地と関係のない産業（興業施

設の誘致等）に依存している地域ほど人口減少

が甚だしいという現状があります。 
⑤ 人口対策の失敗例 

先ほども述べた通り、風土に合わない産業に

依存している場所や、一部の団体の町おこし活

動だけのもの、つまり町全体が一丸となって対

策に取り組む姿勢がない、子育て等には力を入

れるがその子供たちが大人になった時の場合

を考えた政策を打ち立てられていない、他の町

と同様な対策をとってしまう（ゆるキャラや B
級グルメなど）と、二番煎じとなりあまり効果

が期待できない、などの原因があり、これらは

町おこし失敗の共通の要因となっています。 
⑥ 私たちからの提案とまとめ 

以上の点を踏まえて、私たちから４つの提案

をさせていただきます。 
1. 一次産業への投資の増加 

主に農産物の研究や農業を始めようとし

ている方への支援を増やす。また、この地

域の特産品である寒天とそばを代表にあ

げ、また生産量が多い大根などを生かした

新しい商品開発などをおこない、茅野のイ

メージの一つにさせることで、知名度の上

昇や財政状況を上向きにする効果を出す。 
2. インフラの整備 

特に住宅地の整備を推し進め、きれいな街、

住みやすそうな街である印象をつけ流入

率を上げる。 
3. 温泉地の整備 

蓼科温泉をはじめ温泉地を整備し観光客

増加を狙う。 
4. 高校・大学との連携をさらに強化 

大都市ではなかなか実現できないような

連携（授業や実験施設の利用）を市の支援

をもとに強力に押しすすめ、これらを全国

に宣伝し、学生の数を増やし町に活気づけ

る効果を狙う。 
以上の４項目を、重点的に力をいれればこの町

は発展することができると考えられます。 
 
産業が発達し便利な暮らしを送ることがで

きる一方でその代償に人口問題が浮き彫りに

なってきている昨今、我々若者がこの問題に関

心をもち積極的に解決していくことが、国を豊

かにする原動力になり、さらなる人類の発展に

つながると考えます。 
（参照文献） 

 総務省統計局 HP  

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2014np/i

ndex.htm  
 茅野市 HP 

http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/

1392178113430/index.html  
 アーバンダイヤリー：猿払村の事例は、人

口減少に悩む多くの自治体に知恵と勇気を

もたらしてくれ

る http://urban-diary.blog.so-net.ne.jp/20

14-06-04 

http://urban-diary.blog.so-net.ne.jp/2014-06-04
http://urban-diary.blog.so-net.ne.jp/2014-06-04
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駅ビル活性化計画 
                   7組 Bグループ 

◆概要 

茅野市を活性化させるためにはまず利便性が良く、人が集まりやすいところから活性化さ

せていかなければならないと考えた。それが茅野駅内にあるベルビア(駅ビル)である。ベ

ルビアは交通の便が良く、駅を利用する人によって手軽に利用できる施設ですが、活気が

見られないと感じたので、どうにかして活気付けることが出来ないのか、さらに、駅前に

利用しやすい場所があることによって、茅野駅に立ち寄ってもらい、そこから更に茅野市

をアピール出来ないかと考え、茅野市を活性化するための案を提案したい。 

 

キーワード：駅、活性化、若者、収益 

 

 

◆調査方法 

学生アンケートを実施し、現状に対する

意見を求めた。また、学生の駅周辺に対する

要望についても意見を調査した。 

対象者（諏訪東京理科大生 40名） 

◆調査結果 

１．駅周辺の現状に関するアンケートの 

集計結果 

以下のような結果が得られた。 

 

まず、駅周辺の現状についてアンケート

をとったところ、「やや不満」「不満」と答え

た人が 90％に上り、駅周辺に、満足してい

ない様子が見受けられた。 

 

次に、「やや不満」「不満」と答えた人に不満

の内容についてアンケートをとったところ、

81％もの人がテナントの内容に不満を感じ

ていることがわかった。 

更に、テナントの内容に不満を持ってい

満足
2%

やや満
足
8%

やや不
満

46%

不満
44%

駅周辺の満足度

立地条
件
5%

テナント
の内容

81%

テナントの
店舗数

14%

不満の内容



7組-B 

 

る人に、今後の駅周辺に求める施設の内容

についてアンケートをとったところ、以上

のような結果が見られた。やはり、駅周辺に

求める施設の内容は若者向けのものが多い

ようだ。 

２．茅野市にもたらされる利益(想定) 

 学生アンケートの結果から、駅周辺を活

性化することによって得られる利益の想定

をした。 

 
 以上の結果から、買い物に使うお金が高

額になるほど、市外に出て買い物すること

がわかった。このことから、もし駅周辺を活

性化することが出来た場合、市外へ流出し

ているお金を、市内へ呼び込むことが出来

るのではないかと考えた。 

◆活性化案 

 調査結果からわかるように、駅周辺に求

められているものは、若者向けの商業施設

である。このことから、駅周辺にアンケート

にあった「今後駅周辺に求める施設」を配置

することを提案する。 

 

◆分析 

まず、1日に駅を利用する利用者数から 1

割が駅ビルを利用すると仮定する。その場

合、一ヶ月の利益は、学生アンケートより 

3150万円の見込みがある。 

 次に、駅ビルを活性化することによって、

利用者が 3 割に増えたと仮定する。この場

合、一ヶ月の利益が 9450万円に増える。こ

のことから、活性化することによって 6300

万円の利益が得られるようになる。 

◆まとめ 

現在の若者は茅野駅周辺に満足しておら

ず、市外への利益流出が見られた。 

これを茅野にとどめることが今後の課題で 

ある。 

最後に私たちの調査では、調査人数も少

なく正確な結果が得られなかった。そのた

め、今後この計画を進めるに当たって正確

な調査を行う必要がある。 

◆参考文献 

・茅野市「JR茅野駅 乗客数の推移」 

http://www.city.chino.lg.jp/www/conten

ts/1361507213438/index.html （観覧日

2016年 7月 19日） 
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http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1361507213438/index.html%E3%80%80%EF%BC%88%E8%A6%B3%E8%A6%A7%E6%97%A52016%E5%B9%B47%E6%9C%8819
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1361507213438/index.html%E3%80%80%EF%BC%88%E8%A6%B3%E8%A6%A7%E6%97%A52016%E5%B9%B47%E6%9C%8819
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1361507213438/index.html%E3%80%80%EF%BC%88%E8%A6%B3%E8%A6%A7%E6%97%A52016%E5%B9%B47%E6%9C%8819
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～茅野市内施設利用状況～ 
                           7 組 C 班 

概要 
茅野市にある施設の紹介とその施設の 

年間利用者数を調べる。 
キーワード：茅野市、施設、利用者数 

 
１． 背景 

茅野市では、ここ数年で人口が減少傾向

にあるので、市内にある施設を利用する人

が減っています。施設を利用する人が増え

る（活性化させる）にはどうすればいいか統

計を調べて、利用者の減少の原因をなくす

ための対策を考えました。 
 
 
２． 提案 
 １つ目は「茅野市運動公園」の紹介と年間

利用者の数を調べました。 
茅野市運動公園は、茅野市玉川にあり、茅野

駅から車で約 5 分、徒歩で約 30 の場所にあ

ります。 
運動公園内は 35 ヘクタール（東京ドーム 
約 7.4 個分）あり、体育館や野球場など各

スポーツに対応した施設があります。 
施設の中には、自由広場や図書館、プールや

屋外音楽室といった施設もあります。 
施設ではたまに、ホンドリスもみられる（か

も）しれません。 
 
 
 

 

棒グラフからは、総合体育館の利用者数が

他に比べて非常に多く、毎年八万人以上の

人が利用しています。 
他の三つの施設はその中で利用者の数にさ

ほど大差はありませんでした。 

 
折れ線グラフからは、平成 17 年～20 年の

間は増え続けたが、それ以降に大きな伸び

が無かった。 
利用者が増えた年もあったが、翌年には利

用者が減少しています。 
夏季オリンピックの年には利用者の数が増

えました。なかでも、北京オリンピックがあ

った年は最も利用者数が多い年でした。 
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しかし、オリンピックがあった次の年にな

るとオリンピックがあった年と比べて利用

者数が減少しました。 
 
対策としては、施設内でイベントを開催し

て呼び込みをすると提案しました。 
今年（平成 28 年）に行われるオリンピック

により、運動公園の利用者の数が増えるか

もしれないと思いました。 
 
 
 2 つめは「八ヶ岳総合博物館」の紹介と年

間利用者の数を調べました。 
八ヶ岳総合博物館は、茅野市豊平 6983 にあ

り、茅野駅から車で約 8 分、徒歩で約 43 分

の所にあります。 
博物館は災害時の避難場所としても使われ

ます。 
博物館内の常設展示物のコーナーには、「茅

野市の自然」と「八ヶ岳山麓の暮らし」のコ

ーナーに分かれています。 
 

 
こちらもグラフからは利用者の数が年々減

少傾向になってきています。 
特に 21 年～22 年にかけて大きく減少して

います。 
これは御柱祭があった年（21 年）が、博物

館を利用する人が一番多かったが、御柱祭

が終わった翌年に利用者の数が大幅に減っ

たためです。 
しかし、年間利用者の数は毎年一万人以上

超えていますが、平成 25 年の利用者が最も

少ない年でした。 
 
対策としては、 
・博物館の PR 動画を作成して動画投稿す

る。→宣伝するものが少ないので。 
・特別展示物を導入したりする 
  →常設展示物だけでは、一回来た人が

もう一度来たいとは思わなくなる。 
・展示物を定期的に替えたりする 
  →展示を替えることによって、また来

たときに別のものが見られるから。 
・交通機関の増加 
  →コストはかかるが今の交通便が少な

い。 
などの案がでました。 
 
 
参考文献 
http://www.city.chino.lg.jp/www/genre/00
0000000000/1000000000146/index.html 
 
 

http://www.city.chino.lg.jp/www/genre/000000000000/1000000000146/index.html
http://www.city.chino.lg.jp/www/genre/000000000000/1000000000146/index.html
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茅野市の観光資源の有効利用 
7 組 D 班 

概要 

茅野市の観光業を発展させるため、茅野市の自然景観・絶景や食に関することを調べそれ

についてアピールし、見ている人に茅野市の魅力を知ってもらい、観光客を増やすことを

モットーに活動しました。 
キーワード：食べ物、自然景観、道路整備 

背景 

茅野市は今、昔と比べて観光客が減少して

いる傾向にある。10 年前と比べるとおよ

そ 100 万人減っている。これは、観光客増

加地域比べてみると「観光資源の魅力が劣

る」ということや「人からの関心が少な

い」などが原因なのではないかと考えまし

た。 

 

内容 

・食べ物 
茅野市には、そば・寒天・味噌・かりん・

野沢菜・地酒・キノコ・蜂の子などの有名

な食べ物が有名です。特に、寒天に関して

茅野市は「寒天の里」と呼ばれるくらい有

名であり、冬の寒い気候を利用して古くか

ら天然の製造方法にこだわっています。な

ので、角寒天は全国一のシェアを誇ってい

ます。 
・自然景観 
茅野市には自然景観・絶景を楽しむことの

できる場所がいくつもあります。ここで、

いくつか紹介ししていきます。 
・多留姫の滝（茅野市 玉川） 
大泉山の麓、多留姫神社のすぐそばにあ

り、かつては「藤」の名所であったところ

です。また、有名な歌人の歌を刻んだ約

20 の石碑が滝の周辺に点在しています。 
滝と言うと山の奥にあるのではと思われま

すが、車で近くまで行け、お手軽に自然景

観を楽しめるところです。 
アクセス：茅野駅から車で約 13 分 
         徒歩で約 1 時間 26 分 
・杖突峠（茅野市 宮川） 
八ヶ岳・霧ヶ峰・美ヶ原北アルプスの山並

み、眼下には茅野市の街並みから諏訪湖ま

でを一望することが出来ます。 
見晴らしのいい展望台もあり、近くには休

憩する丁度よい茶屋があります。 
アクセス：茅野駅から車で約 30 分 
         徒歩で約 1 時間 51 分 
・つぼ庭自然公園（茅野市北山） 
その昔、横岳の噴火で噴出した溶岩が固ま

ってできた溶岩台地に、自然にできた庭園
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です。 
山頂まで登山道で歩いて行けば約 1 時間

30 分～2 時間くらいかかります。ロープウ

ェイを利用すれば 7 分で着きます。登山が

好きな人は歩きで、そうでない人はロープ

ウェイで雄大な自然景観を見ることが出来

ます。 
アクセス：茅野駅から車で約 4 時間 
         徒歩で約 10 時間 
http://www.tateshinakougen.gr.jp/ 
・竜神池（茅野市豊平） 
三井の森にある池です。よく晴れた日には

池のバックには美しい八ヶ岳が見ることが

出来ます。 
アクセス：茅野駅から車で約 17 分 
         徒歩で約 2 時間 2 分 
この他にも茅野市にはたくさんの自然景

観・絶景を楽しむところはたくさんありま

す。 
・道路状況 
茅野市は道路の状態が結構ひどいです。 
でこぼこしていて、自転車で走りづらく、

所々欠けているところがあるので、夜道で

の散歩はつまずいたりする恐れがあるので

しにくいです。 
そもそもなぜ茅野市の道路はこんなに劣化

しているのかというと、寒い季節に、道路

内の水分が氷になることで体積が膨張し、

道路を中から割ってしまうということで

す。 
そうならないように、他に寒い地域では道

路の下に温水を流し、道路の中の水を凍ら

ないようにしている場所もあります。その

場所は道路の下に、温調用の配管をつけて

いました。費用と時間は結構かかりますが

茅野市もこういう配管をつければ劣化を防

ぐことが出来るのではないだろうかとおも

います。 

参考文献 

http://www.city.chino.lg.jp/www/toppage/
0000000000000/APM03000.html 
 
http://www.tateshinakougen.gr.jp/ 
 
www.mlit.go.jp/road/ir/ir-

council/yukimichi/pdf/5.pdf 

 
www.mlit.go.jp/road/sign/data/chap11.pdf 

 

www.mlit.go.jp/road/ir/ir-

council/yukimichi/pdf/5.pdf 

 

 

http://www.city.chino.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
http://www.city.chino.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
http://www.tateshinakougen.gr.jp/
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/yukimichi/pdf/5.pdf
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/yukimichi/pdf/5.pdf
http://www.mlit.go.jp/road/sign/data/chap11.pdf
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/yukimichi/pdf/5.pdf
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/yukimichi/pdf/5.pdf
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観光と移住の新 PRシステムの提案！ 
 
フレッシュマンゼミ８組 A 班 
経営情報学科 U.Y. 経営情報学科 Y.H. 電気電子学科 I.Y. 
機械工学科 N.H. 
 
概要 
 観光では、若者に向けたインターネット上での Web サイト上で観光をカスタマイズし、そ

れを新規観光者へ提案して、ルート案内までを行うシステムの提案。移住では、既存のサ

イトに周辺の利便性が高い施設の紹介と遠方の方が移住先を探している時の情報の提供な

どを一発でみれるシステムの提案。 
 
キーワード 
新 PR，観光カスタマイズ，情報の集めやすい移住サイト，体験者の声 
 

１，観光 PR の内容について 
 観光 PR の新システムでは、ある特定のキーワ

ードで検索し、そのイベント会場が諏訪圏や茅野

ならば１つのポータルサイトのような場所へリン

クできるバナーを設置してもらいそこからイベン

トや観光の場所をジャンルわけされた中からクリ

ックしてもらうという発想から始まりました。 

 
図１ サイトの入り口のようなモデル 
 
このようにジャンルわけされた中からイベントで

あるならば今後開かれるイベントが表示され、そ

れをクリックすると周辺の施設が表示され（図２）、

それもクリックする事でその場所と場所をつなぐ

ルートマップが作成される。（図３）というような

システムが作れれば初めてインターネットで諏訪

圏を知った方も周りの施設をそこへのルートガイ

ドがあることで、観光しやすいのではと考えまし

た。 

 
図２ １つ目クリック後の周辺施設の表示 
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図３ 観光候補場所をつなぐマップの提示 
 
２，移住について 
 移住 PR については、現在茅野市などの市の公

式サイトでは、移住の情報が点々と様々な所に散

りばめられているので、その情報を一括で見れる

ようなサイトを作れないかと思案しました。 
 移住を考えている方がまず見る所は物件情報で

はないかと考え、１つのページには物件情報、周

辺の施設（コンビニ、郵便局、飲食店、雑貨店、

スーパー）が分かりやすく書かれたマップ、その

地域の特徴、実際にその地域で１～２ヶ月の体験

移住をされたかたの生の声、補助金に関する情報

などを１ページの中で表示できれば、インターネ

ットをつかって一々様々なサイトへ飛ばなくても

良いのではないかと考えました。 
 また、東京などの遠方へ茅野市の移住をアピー

ルする際の資料として活用していただければ共通

の情報と宣伝する方の声などが聞けて良い参考に

なるのではないかと考えました。 
 
３，反省  
 新しい観光 PR のシステムは、中々説明が難し

く図解してみたのですが、わかりづらい場所もあ

るかと感じます。ポイントとしては１つ１つの観

光地を組み合わせてルートの表示や、その観光地

の周辺に何があるのかを１つの場所で知ることが

できればよいのではという考えです。 

 移住では、混在する様々な情報が１つの場所で

得られる事が目標です。移住先を見る前の下調べ

やそこから体験を知り、実際に説明会などへ参加

する１つのきっかけでもよいのでなればとの考え

でした。 
 調査不足としては、他の県や地域との移住や観

光 PR の比較ができていなく、我々の意見をこう

したら見やすく観光しやすいのでは、という考え

のもとで動いていた所に調査不足を感じました。 
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若者が語る、諏訪の魅力 
 

フレッシュマンゼミ８組 B 班 
コンピュータメディア工学科 T.O 機械工学科 Y.O. 

機械工学科 S.M. 経営情報学科 S.N. 
電気電子工学科 T.H コンピュータメディア工学科 S.S. 

 
キーワード：史跡・自然・レジャー 

 
私たち B 班は、「諏訪圏に観光客を呼び活気のある全国有数の観光名所にしたい！」と考え、まず、3

つの分野（史跡、自然、レジャー）についてどのような場所があるか一度調べ確認した。そして、その

調べた観光地にどうしたら観光客を獲得できるか主に考えた。 
 

 
① 諏訪圏の史跡について 
諏訪圏には「縄文のビーナス」「仮面の女神」

「高島城」「諏訪大社」「万治の石仏」のように

様々な歴史的価値のあるものが現存する。これ

らの歴史的価値のあるものをより多くの人に知

ってもらい、実際に来てもらうために、以下の

３つのことを考えた。 
 
・縄文のビーナスや仮面の女神は知名度が低

いものが多いので、SNS（LINE や Facebook
など）でのスタンプ化 
・諏訪大社などのように“二社四宮”など、

どこに行けばよいかわからないという意見が多

いので、案内看板やスマートフォンアプリでの

ナビゲーションを作る 
・高島城などの存在をしたないひとが多いの

で、松本城などの主要なしろと一緒に関連付け

て PR していく 
 
以上のことを踏まえて諏訪の史跡について、

他県の方々にも県内の方々にも魅力を感じても

らえるのではないか。 
② 諏訪県の自然 

諏訪圏の魅力のある自然として主に「諏訪

湖」「霧ヶ峰」がある。また、これらの場所

で行われるイベントとして「諏訪湖祭湖上

花火大会」など全国的に有名なものもある。 
 「諏訪湖祭湖上花火大会」には毎年約５

０万人もの観光客を集める大イベントであ

り、８月の諏訪圏の観光客数の大半を占め、

地方観光業に大きく貢献している。 
 しかし、観光客の殆どは、花火を目的と

しているため、諏訪湖自体にはあまり関心

を持たれていないだろう。そのため、諏訪

湖自体に興味を持ってもらうためにまず見

た目の改善が必要であると考えた。 
 かつて諏訪湖は、子どもたちが泳ぎ、漁

業が行われるほど、非常に水質の良い湖で

あった。しかし、現在の諏訪湖は、水質が

劣悪なものとなり、昔の姿は残っていない。

では、湖の水質改善を進め、かつての諏訪

湖を取り戻すことで、花火だけではなく湖

そのものも興味を持ってもらえるのではな

いだろうか。更に、水質が改善されれば、

子供の水遊びができる場を設けたり、釣り

場の設置などが可能となり、更なるの観光

客の増加が見込めるのではないか。 
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③ 諏訪圏のレジャースポット 

 主に、温泉と美術館について調べた。そ

の結果、数多くの魅力的な温泉や美術館が

確認できた。これらの観光施設は主に 40 代

以上の高齢者層が利用しており、諏訪大社

やハイキングのついでに回ることが多かっ

た。レジャースポットのツアーも高齢者層

向けであった。 
諏訪東京理科大生に簡単なアンケートを

とってみてもこの地域への興味が薄いこと

が分かった。 
 

以上のことを踏まえて、来て欲しい客層

ターゲットを外国人・首都圏民に絞って考

えた。 
・外国人 
 「tripadvisor」という旅をサポートす

るウェブサイトを用いて外国人の意見を召

集した。「すばらしい！」という意見が多い

中、「外国語の表記がない」など私たちから

の目線ではわからないことがわかった。こ

れより、外国人観光客獲得のための具体的

解決策として、 
・歴史的建造物の説明に外国語表記（英語）

を増やすこと 
・外国人向けの花火大会と温泉のコラボツ

アーを外国メディアに掲載 
・FreeWi-Fi を設置して利便性を図ること 
を、考えた。 
・首都圏民 
 首都圏民向けのツアーを調べた結果、殆

ど無く、この地域に興味を示していないこ

とが分かった。首都圏民観光客獲得のため

の具体的解決策として、 
 
・数多くのコラボツアー（花火大会など）

を企画してこの地域の魅力を知ってもらう 
・観光 PR 動画を制作 
・諏訪湖一周バスの運行など交通の利便性

を図る 
 
以上のことを考えた。 
 
 以上、3 つの分野から次のようなことが考

えられた。 
 
・若者に興味を示してもらうために SNS
（Facebook や Twitter など）での発信、ま

た動画配信サイト（YouTube やニコニコ動画

など）での発信 
・有名なイベント（諏訪湖祭湖上花火大会、御柱

祭など）をきっかけに諏訪圏以外の人々に諏訪の

魅力を伝えることが大切であるのではないか 
・高齢者層だけでなく幅広い層（若者、外国人な

ど）に来てもらうためには、それぞれの特色に合

わせた改善策を目に見える形で実行していく必要

があるのではないか 
 
 最後に、この機会に多くの諏訪圏の魅力につい

て知ることができてよかった。親族や友達など、

様々な人たちに伝えていきたい。 
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～脱中間！高めよう学力～ 
 
フレッシュマンゼミ 8 組 C 班 
機械工学科 K.S . 電気電子工学科 S.S.  
コンピューターメディア工学科 T.A コンピューターメディア工学科 K.N 
コンピューターメディア工学科 T.M  
 
概要 
長野県の学力の現状について調べていき、近年長野県の学力が低下していることがわか

った。そこで自分たちで学力低下を抑えるための改善を話し合っていった。 
 
キーワード 
ICT，英語教育，少人数授業 
 

一 
まず長野県の学力が低下しているという現状につ

いて調べた。 

 
     図１ 全国学力調査の結果 
図１から、長野県の学力は年々低下していること

がわかった。 
二 
長野県が現在行っている学力低下に対する取り組

みについて調べたところ、 
・わからなかったことが分かるようになる「無料塾」 

・「なるには」教育 
・全国学力調査を通じた改善策の検討 

この三つ取り組みを行っていることがわかった。 
三 
次に、学力上位４県について調べた。 
・秋田県 
 ・少人数学習推進事業 

 ・学習状況調査 

・福井県 
 ・福井 18 年教育 

 ・ICT 機能を活用した学習 
・石川県 
 ・外国語教育の充実 

 ・「わかる授業」の工夫 
・富山県 
 ・富山型学力向上支援事業 

 ・ICT 機能を活用した学習 

 ・小学校英語教育モデル事業 
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四 
長野県の取り組みと比較した結果、学力上位県で

は、キーワードでもある ICT を積極的に導入し、

英語教育に力を入れ、さらには少人数教育を行っ

たりと、長野県よりも教育に対して積極的な取り

組みをしていることがわかった。 
五 
自分たちで考案した学力低下に対する対策を挙げ

ていく。 
・高校の数を減らす 
 進学できる場所を減らすことによって競争意欲

を高め、勉強せざるを得ない状況を作る。 
・小中学校と件との連携をより深める 
 現状、県ぐるみでの教育活動を積極的に行って

いない。 
・私立学校進学時に県から経済面での支援 
 経済面の問題で進学できない家庭への配慮。 
六 
最後に、諏訪東京理科大学の人気を上げる方法に

ついて話し合った。 
・公立化 
 ・公立化で学費が安くなる 
 ・地元の公立というブランドイメージ 
・娯楽施設を作る 
 ・住みよい町を作ることによる人口増加 
  ひいては生徒数の増加につながるだろう。 
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茅野市を住みやすい市に 

 

フレッシュマンゼミ 9 組 1 班  

機械工学科 M.H.，電気電子工学科 K.S.， 

コンピュータメディア工学科 M.A.，経営情報学科 T.R. 

 

（概要） 

本レポートの要点は、茅野市を住みやすい市にするためにバスについて、道路について、

お店についての３つの問題をあげそれぞれの改善策をまとめました。 

 

（キーワード）バス 道路 お店 

 

（内容）

班員全員が茅野市以外または県外から来

ているということなので客観的視野で地元

と比較した場合どのような点で問題があっ

たのか、そしてどのようにしたら改善され

るかについてもっとも多くの意見が上がっ

た３つについてまとめました。 

 まず、バスについて私たちの班ではバス

の運行本数が少ないことが問題にあがりま

した。バスの運行本数が少ない理由として

は、自動車依存率が高く、バス利用者が減

少し、運行本数を減らしたり、路線を廃止

したりしたためです。 

これを解決するには、モビリティ・マネ

ジメントを施策し、自動車利用者がバスを

利用するように転換してもらうことが今現

在での一番の解決策です。 

次に道路について、問題点は歩行者や自

転車が安全に道路を利用できないことだと

かんがえました。歩道が凸凹して、道幅が

狭いというところに着目して、改善策を考

えました。それは、まず、舗装費用の安い

アスファルト舗装を道路の凸凹にして、歩

道を平らにすることで、茅野市住民と観光

客の歩道に対する需要を高め、のちに歩道

にコンクリート舗装をすることです。 

最後にお店について問題点はお店の数が

少ないことです。駅の周辺にはお店が多く

あるのに対し大学側にはお店が少ないとい

うことで意見が出ました。 

そしてそのお店をどこに建てたらいいの

かというのかを私たちで考えたところ市役

所の近くに建てるのがいいと考えました。

ビッグとオギノの中間地点にあり複合施設

があるところに建てれば人も来やすくなる

と考えました。 

このような３つの問題をするには費用は

掛かりますが茅野市を住みやすくするため

には最良の方法だと思います。 
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永明寺山公園のアスレチックを増やそう 

 

フレッシュマンゼミ 9 組 2 班  

機械工学科 O.R，電気電子工学科 H.H.， 

コンピュータメディア工学科 I.C，経営情報学科 O.S. 

 

（概要） 

アスレチックを作る際、どのようなアスレチックを作るか。アスレチックを作る際の問題

点に対する解決策。長期的に永明寺山公園に来てもらうための対策。 

（キーワード） 

アスレチック 永明寺山公園、SASUKE 大会、 

 

（内容） 

 私たちは茅野市には活気が足りないと思

い、そこで私たち 2 班は茅野市を活気づけ

る為の策として永明寺山公園のアスレチッ

クを増やそうと考えた。ここに作ろうと考

えた理由としては永明寺山公園には舗装さ

れており、東京ドーム 7 個分の土地がある

ためアスレチックを置くことができると考

えここに決めた。作るものについては子供

に人気の遊具に加え、自分たちで考えたオ

リジナル遊具を作ろうと考えた。設置場所

は図に示した赤点の部分である。問題点と

しては 4つあげられる。1つ目は「予算問題」

である。木材代、金具代、人件費、その他

遊具代、維持費がかかる。木材代の解決策

としては、茅野市の森林から伐採してくれ

ば良いと考える。金具代は、地元の中小企

業に手伝ってもらう。人件費は、座り稼い

で手伝う。その他遊具代と維持費について

は市に負担してもらおうと考えている。2 つ

目の問題点として「安全面について」があ

げられる。解決策としては、高さのある遊

具を作らない、危険な遊具には年齢制限を

設けるなどして対策したい。3 つ目としては

「交通面について」である。永明寺山公園

へつながる道が 2 つしかないので、新たに

整備された道を作るなどして対策したい。

また定期的に永明寺山公園行きのバスを定

期的に出したい。4 つ目は「長期的な政策に

するために」である。ただアスレチックを

作るだけでは短期的な政策となってしまう

ため、永明寺山公園で定期的に催し物を開

けばよいと考えている。また具体的な催し

物としては、「SASUKE 大会」を開こうと考

えている。ルールとして、中学生以上の年

齢制限、クリアタイムを競う、年齢ごとに

部門に分けるなど考えている。この政策に

より茅野市をもっと魅力のある街にし、家

族など次世代の労働力に来てもらい、茅野

市をさらに活気のある街にしたい。 
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茅野市消滅を回避するための戦略 

 

フレッシュマンゼミ 9 組 3 班  

機械工学科 N.Y.，電気電子工学科 T.U.， 

コンピュータメディア工学科 T.N.，経営情報学科 H.W. 

 

（概要） 

 現在の茅野市は人口が減少し続けており、その減少を止めるには生産人口を増やすことが

重要であると考えた。よって海外企業を誘致し生産人口を増加させ、また茅野市を国際都

市へと発展させていくことができればよいという結論に至った。 

 

（キーワード） 

人口減少・消滅都市・戦略・海外企業・企業誘致 

 

（内容）

我々は、茅野市消滅を回避するための戦

略について研究をした。茅野市の人口は、

男性 27,818 人、女性 28,133 人、総人口

55,951 人である。平成元年から平成 20 年ま

では増加傾向にあったが、平成 20 年を境に

減少傾向にある。2060 年には生産年齢人口

1.4 人で１人の高齢者を支えることになる

と予想される。今のまま少子高齢化が改善

されなければ、どんどん人口が減少してい

き、いずれは茅野市が消滅してしまうので

はないかと考えた。 
では、どうすれば消滅を回避できるか。

短期的な対策も重要だが、中、長期的な対

策（＝戦略）がなければ問題の根本的解決

にはならない。よってその戦略の制定こそ

が消滅回避の切り札となってくる。 

 そこで我々が考えた戦略は「海外企業の誘

致」である。国内の企業は軒並み海外に工

場などを移転しているため、逆に海外の企

業をきれいな自然、良い治安、質の高い労

働者を売りにして呼び込もうという魂胆で

ある。誘致する企業の業種は製造業（精密

機械）、林業、農業（アグリビジネス）であ

る。特に農業分野においては、理科大との

提携で新しいビジネスの形を生み出せるこ

とも考えた

また誘致企業と地元企業と行政で茅野市の

ためにできることを模索し、産業振興や異

文化交流イベントなどが企画できるのでは

ないか、といったアイデアも生まれた。 
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茅野市の課題とその解決策 

 

フレッシュマンゼミ 9 組 4 班  

機械工学科 H.S 

コンピュータメディア工学科 Y.O,M.J 

経営情報学科 Y.S 

（概要） 

・若者減少が著しいため、駅前やベルビアを賑やかにする。 

・名産品を有名にするために、蓼科などと協力をする 

（キーワード） 

高齢者、若者、名産品、ベルビア 

（内容） 

私たちの班では主に、茅野市の人口状況とそれに基づく解決策について話し合った。 

１、茅野市は今どれだけ人口減少していて、 

これからどれくらい人口が減少するのかを

はじめに調べた。 

図１を見れば４０年後にどれだけ若者が

減っていくかがわかると思った。 

２、では。行政はどのように対策してい

るのか。と、考え、市の金銭事情を考えま

した。その結果、投資的経費(新しい建物を

建てるなど)が非常に少ないとわかった。 

３、投資的経費が少ないのなら、今ある

お金で、茅野を盛り上げたいと考え、駅前、

ベルビアを変えようと考えた。 

その内容は図３通りである。 

４、しかし、それだけでは茅野が有名に

なるとは考え難かったので、私たちは茅野

の中では有名な蓼科に茅野市の名産物を広

めてもらい、茅野を有名にしてもらおうと

考えた。 

～まとめ～ 

 無名のようで有名な茅野市を全国に浸

透させるための、有意義な話し合いができ

て良かった。 

図１ 

図２ 

図３ 

図４ 
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（A班）

• 〒391‐0002長野県茅野市塚原1丁目17 駅から徒歩15分

• 着まわしのきく大人カジュアルブランドや流行や遊びに加えた
カジュアルブランド、また普段着やお出かけ着など、さまざま
なコーデが可能。婦人服店

• On‐line通販も可能で、今は通販のほうが繁盛しているほど。

有限会社岩井洋服店

• 〒391‐0001 長野県茅野市ちの3038 駅から徒歩12分

取扱品:英国製・イタリー製・日本製の生地で注文服を作製して
いる

• 英国製洋服地背広上下で17万円より。さらに、スキヤバル製・
ダンヒル製服地もあり、ご来店時に着用可。

• 注文服は値段が高いと思われがちだが、

• その分、着て良く・軽く・長持ちする。

• 洋服の質は信頼できる店だ。



2017/3/9

2

各店舗の駅からの地図
• OGINOショッピングセンター • 岩井洋服店

茅野市の衣料店（t.m.p. coop）
（A班）

• メンズ、レディースのセレクトショップ

• 営業時間は10:00～19:00（水曜定休日）

• 通販可

• 通販の価格を見ると値段は少し高め

• 季節ものもあります

• 茅野駅の近く

• 車で来ても駐車スペースがあるので

大丈夫です

• 長野県茅野市塚原1丁目7‐8
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t.m.p coop周辺地図 茅野駅から徒歩5分

茅野市の衣料店(c.r.e.a 2nd)

• 長野県茅野市ちの3502‐1 ベルビア２F

• 営業時間は10:00～17:00

（木曜日休業、祭日は除く）

• レディースもメンズも有り

• 駅の近くです

• 茅野駅から徒歩8分
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蓼科高原周囲のおすすめの飲食店 （B班）

石臼挽手打そば みつ蔵
石臼挽き自家製粉と国内産100％そば粉の独
自配合による、香り高い手打そばと四季
折々の変わりそば「桜」「ゆず」などがあ
ります。
【住所】長野県茅野市北山４０３５－２２８
【アクセス】茅野駅より車で25分、ビーナスライン沿い
【営業時間】月、火、木-日: 10:30-15:00
【定休日】水、祝日、祝前日
【値段】役１５００円

お菓子な茶店 ちゃいぶ
森の中の隠れ家のような、お菓子とお茶と
軽食のお店です。

【住所】 長野県茅野市北山5522-188
【アクセス】車：中央自動車道 諏訪ＩＣより約15Km
【営業時間】11:00～17:00日曜営業
【定休日】月曜～金曜（祝日の場合は営業）
【値段】～約1,000円

（B班）
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魅力

多彩な登山コースがあり初心者でも上りやすい

茅野駅からのアクセスが豊富

温泉、お風呂が充実 どの山小屋もご飯がおいしい（登山者の
感想一部抜粋 同意見多数）

山頂からの風景

「茅野駅～八ケ岳登山口」運行のバス 美濃戸口、登山口下車

登山道具なしの場合でも北八ヶ岳ロープウェイで登山可能
茅野駅発「北八ヶ岳ロープウェイ行」バス

など

八ヶ岳付近の店舗
登山目的でなくても、周辺の店舗で自然を感じながらショッピング・
ディナーができることも八ヶ岳の魅力。

• 八ヶ岳リゾートアウトレット

八ヶ岳の雄大な自然を感じながらショッピングはもちろん

ランチ・ディナーが楽しめるhttp://www.Yatsugatake‐outlet.com/index2.php

• 萌木の村

オルゴール館や雑貨店、レストランが集まっている

マップ（ﾈｵｵﾘｴﾝﾀﾙﾘｿﾞｰﾄHPより） http://yatsugatake.izumigo.co.jp/sightseeing/map.html



2017/3/9

6

焼きたてパン＆PIZZERIA Epi

• 高原のパン屋

• 標高１，２００ｍ、蓼科のおいしい水でこね、高原の空気をたっぷり吸って

ふくらんだパンをひとつひとつ心をこめて焼いている。食べたら幸せな気持ち

になれるパンを是非ご賞味あれ。

・茅野市北山5522‐373

・0266－67－5311

・9：00～17：00

・火、水曜日（ただしG.W、夏季、年末年始は無休） 毎日４０種以上の焼きたてパン

・交通手段：カーナビで電話番号入力

テラスから八ヶ岳、中央アルプス一望

URL：http://www.tateshina‐epi.com/

（B班）

おすすめの飲食店紹介
• 信州白樺湖そば処朝日ヶ丘
• 自家畑で収穫したそばだけを使用し、丹念
に打ち上げたお蕎麦です。皆さん味わって
見てください。

【住所】 長野県茅野市北山白樺湖

【営業時間】月～日11:00～14:00

【定休日】不定休日あり

（B班）

• マリモ
• 主人が自身で地元の山菜を採って、その山菜を
使って調理しています。ぜひ本物の味を楽しん
で下さい。

【住所】 長野県茅野市北山白樺湖3418-1
【営業時間】月～水・金～日(昼の部)11:00～14:00

土(夜の部) 17:00～20:00

【定休日】木曜日※不定休あり

信州白樺湖そば処朝日ヶ丘 マリモ
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車山高原
・アクセス 茅野駅からバスで１時間

・周辺に買い物ができる施設はほとんど存在しないが飲食店は数多くある

・ジャンルとしては和食、洋食、カフェからファーストフードや中華料理に至るま
で幅広いラインナップを取り揃えている

・ホテルもいくつかあるため、観光客は訪れやすい

・冬にはスキー場が開放され、人が多く訪れるので、冬のみ営業している店もある

・車山を訪れる人は観光、レジャー、食事を楽しみに訪れているようだ

(C班)

白樺湖の紹介 ～は避暑地として、冬はスキー客で賑わう遊びどころ満載の観光地～

【場所】茅野市北側の蓼科山の麓に位置

【アクセス】・JR中央線茅野駅下車→バスで50分 ・諏訪ICから車で40分

池の平ファミリーランド

テディベア美術館

ロイヤルヒルスキー場

【主な観光地】

（C班）
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観光スポット紹介
池の平ホテル
冬でも夏でも楽しめ、バイキン
グの食事から大きな露天風呂ま
で盛りだくさん。露天風呂には、
桧風呂、泡風呂、サウナ、水風
呂があります。カップル、家族、
グループでと幅広い方にゆっく
り楽しめます。

池の平ファミリーランド
大自然に囲まれた遊園地に
は、一日中楽しめる施設で、
家族3世代みんなで楽しめ、
小さなお子様でも安心して
遊べます。

白樺湖ロイヤルヒルスキー場
白樺湖を見下ろす高台に位置し、
コンパクトながら巧みなレイア
ウトで誰でも滑りやすいスキー
場。全体の80％が初中級コース
なので、ファミリーやシニアに
は最適。

蓼科テディベア美術館
世界最大規模を誇るテ
ディベア美術館。展示
数11000体超！絵本の
ように広がる各国の幸
せな風景が、癒しのひ
とときを与えてくれま
す。

（C班）

蓼科高原（観光）

北に蓼科山、東に八ヶ岳を望む。

レジャー施設が多く、国道１５２号・ビーナスラインなどがドライ
ブコースとしても好眺望を楽しめる。
年間を通して四季折々の自然を満喫できる高原。
諏訪ＩＣから車で約三十分。茅野駅からバスも出ている。

春

夏

秋

冬

残雪と花見と新緑！
この三つが同時に楽しめる季節！

高山植物の最盛期は6月下旬～8月上旬。
真夏の平均気温は２５度前後！！

紅葉は山の頂からふもとに向かって進んで
いく。山頂付近の紅葉は９月から始まる。

スキー、スノーボード等アウトドアスポーツから、
雪や氷のオブジェの写真撮影等盛りだくさん！！

（C班）



茅野市 リゾー ト開発案

フレッシュマンゼ ミ11組 A班

(概要)

近年の老若男女の茅野市離れの原因は、住民の方々の需要を圧倒的に満たせて

いない所に原因があることが分かつた。だからと言ってただ単にショッピングモ

ールや娯楽施設を建て、企業の方々を呼び込んで都市化を計つたところで、いずれ

はシャッター街や廃墟ビルになりかねないと言つたリスクも当然ある。

そこで、一見デメリットに見えることもメリットに活用 して、茅野市を別荘地や

リゾー ト地にすることによつて一定数の定住者を獲得すると言 うことを目的とす

る。

(キ ーワー ド)別 荘地 移住ツアー 新展開

(内 容)

若者に今の茅野市にある程度余裕があることを前提に住みたいかどうかアンケ

ー トを取ったところ、ほぼ 9割 りの人が住みたくないと回答した。

茅野市に住みたいですか ?

住みたくない

談住みたい '住 みた くない



その理由も重ねて聞いてみたところ、[娯楽施設が少ない]、 [め ばしい物がない]な

どと言った声が上げられた。しかし、ただただ建設するだけではその出費は多 くな

るだけで、他の地域でも度々問題になっているシャッター街になってしまった時

にはその痛手は計 り知れないQそ こで、突発的ではあるが、軽井沢や八ヶ岳のよう

な別荘もといリゾー ト地化を目指すことによって、新 しい茅野 としての活動を目

指す。そこでまず、茅野に訪れる方々及び、茅野に移住を考えている方たち向けの

観光ツアーの開催をして、そこでリゾー ト地 としてはシーズンの夏には花火がや

っていた り、夜にする散歩は都会では味わえない心地よさがあった りする、などと

言った茅野市の良いところをアピールする。

概要の部分でも触れたが、茅野市の地価は東京や軽井沢 と比べると圧倒的に安

いことが分かっている。これは環境があまり整っていないからと言 うことが理由

として考えられるが、まずはこの安価を、移住を目的としている方々にも知っても

らい、考慮の材料として使ってもらう。そして既に茅野市が所有している土地は一

部が売 りに出されているので、ツアー参加者には割引をする等 といった特典も付

ける。さらに、別荘地にはメンテナンス費用が割に合わないといったデメリットも

確認されているので、茅野市にメンテナンス業者を呼ぶか作 り、地域 との提携でメ

ンテナンス費用を格安にして、住居者に安′いしてもらえるサービスの実施をする。

茅野市が本格的にリゾー ト化に進出したら、アンケー トで出た娯楽施設の需

要に沿った建物を建設 して行けば、フレッシュマンゼ ミ11組 A班の考えた [茅野

市 リゾー ト化計画]は一応成功することになる。これによって、著 しい人口増加は

望めないが、一定数の居住者を獲得できる算段である。

(ま とめ)

始めの方で出た、アニメ聖地化などでは確かに経済効果はあるが、若者離れの解

決にはな りそうにないと議論の中で出た。そこで今回の様な住民の方のためのサ

ービスに重点を置 く形 となった。デメリットをメリットとして捉えるという考え

方を今後何かのために生かせるようにしたい。反省点としては、アンケー トをもっ

と議題に沿った対象者に取ればよかったという点である。今後 こういう機会があ

ったときは、そういったことにも注意していきたい。



フレッシュマンゼミ

研究テーマ:茅野市に活気が欲しい。

フレッシュマンゼミ11組 B班

学生があつまりやすく、老若男女楽しめる場所や施設があれば活気が少しは出る
と思う。例えば、ゲームセンターやコンビニなどもあれば便利かも知れない。
もしくは、バスの運行の時間をもつと多く、バスの夜間時間を8時で最終ではなく、9時
10時くらいまであれば不便ではないはずだ。

●茅野市に必要な施設について
私たちは、諏訪東京理科大学生に茅野市に欲しい施設や建物のアンケートをとり、

必要な施設の場所についてどの地域にどんな建物が今後茅野市に必要かについて
考えた。

茅野市に欲 しい建物アンケー ト
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その他の意見

ロアニメイト ロ映画館 ・TSUTAYAロ デパート
ロセルフガソリンスタンド・コインランドリー ・病院、診療所

●アンケー トか ら考 えられ ること
・学生にアンケートを取った結果、コンビニや、本屋が欲しいという意見が多い。
口茅野市には諏訪東京理科大学があり学生がため、一人暮らしに便利な店やデパ
ート、若者向けの娯楽施設の要望が多い

日本屋、ゲームセンターなど、娯楽がほしいという意見が多く茅野市に若者が遊べる
場所が必要であることが考えられるまた、このように遊べる場所が少ないため若
者には退屈な街に茅野市がなっているのではないかと思った。

・学生が集まりやすい大学付近に施設の要望が多いのは、予想済みだったが、電
車で通学している学生も多く駅の付近も施設の要望が多かった。

●茅野市に必要な建物の提案
・私たちが提案するのはファーストフード店、本屋など日常的に使うものを、大学付
近に設置し、台湾料理 緊仙閣の近くの空き地にゲームセンターを、建設することで
茅野市に老若男女を呼び込めると思います。



茅野市をどうPRす るか ?

フレッシュマンゼ ミ11組 C班

概要

茅野市を活性化 させてい くために、 どのように茅野市を長野県内あるいは日本全国に発

信 していけばよいか 3つ の観点か ら討論 じ考 えた。

1.観光業 について

右の画像からも分かるように、茅野市内 (実線

の内側)における観光地 (オ レンジの点)は駅周辺

よりも郊外の方が多いがこれだけの観光地がある

ことはあまり知られていない。ではどのように改

善 していけばよいのだろうか。

まずはアクセス面の強化である、路線バスの本

数の増加 と路線の拡大、主要観光地 (車 山高原な

ど)へのシャトルバスの増加、レンタカー会社の

増加 といったこと行い、郊外にある様々な観光地

へ少しでも行きやすくすることが必要である。ま

た、茅野市に多 く存在する自然を有効活用 したキ

ャンプ場やアスレチック場のようなアウトドア施

設を作るのも一つの方法と言える。

以上のことを実施することによって観光面における茅野市の知名度は向上していくの

ではないだろうか。

2.作品の舞台に

右のグラフはあるアニメの舞台となった茨城県

大洗町で毎年開催されているあんこう祭 りの来客

数を表 したグラフである。そのアニメは 2011年

から放送が始まったのだが、その年以降のあんこ

う祭 りの来客数は飛躍的に上昇していることが右

のグラフから分かる。つまり、 ドラマや小説、ア

ニメ等の作品に選ばれた場所はその作品の人気に

比例 してその場所の知名度も上がることがこの結

果から言える。よって、茅野市を舞台とした作品

を制作することで茅野市にとって非常に効果的な

PRに なるであろう。

「あんこう祭 り」来客数
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3.諏訪東京理科大学の PR強化

茅野市における主要地 と言えばやはり

諏訪東京理科大学であろう。つまりこの

大学をうまくPRし ていけば茅野市の知

名度の上昇につながつていくのではない

かと我々は考えたcで はどのようにPR

していけばよいのだろうか。

PRと はその物の強みや特徴を前面に押

し出して宣伝することである。よつて、

この大学の強みや特徴を考えることが何

をPRし ていくかを考えていく上で最優

先と言える。

我々はそれらを考えた結果、コンピュー

タ分野と英語教育に力を注いでいるこ

と、海外研修プログラムの充実、そして

二年後の公立化 といった内容が提案され

た。よって、以上のことを中心にこの大

学をPRし ていけばこの大学の知名度の

上昇、ひいては茅野市の知名度の上昇に

つながるのではないかという結論に至っ

た。

参考文献

1.長野県茅野市観光サイト、http://m、 tateshinakougcn.gr.jp/

2.諏訪東京理科大学ホームページ、httpsi//、、、、印/.suWa.tus`ac.jP/
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12 組-1 
 

比較から見る市の道路問題 
フレッシュマンゼミ 12 組 1 班  

 
■概要 
 ・茅野市は道路環境が悪い  
 ・茅野市で生活していると、交通システムが 

非常に不便であると感じる 
 ・歩道の整備が不十分で、車道も狭く、 

特に自転車が使いにくい 
 ・車社会であるのに、車道も悪い 
  
 以上から、道路問題に調べることにした。 
 
 
■キーワード：茅野市、塩尻市、道路、 

市の道路歳出 
 

■内容 
・情報を調べ、分かったこと 
  茅野市にはビーナスラインに代表される山間部の道路が多い。そこを市街地の道路と

比較すると、山間部は交通量が少ないのだが、十分な道路幅があり道路整備などが十分に

されていた。市街地は交通量が多く、歩行者や自転車なども多いが道路幅は狭く、特に歩

道の道路整備が不十分であった。 
似たような環境をもつ塩尻市との比較から、茅野市の道路予算が少ないことによって道

路環境が悪いままになっている訳では無いことがわかった。また、茅野市が２８年度の道

路整備に使用する予算は、グリーンラインの工事に対応するために多く使用されていた。 
 
・まとめ 
 茅野市がこれからすべきことは、道路工事に使用している予算を減らさず、整備が不十

分である道路を整備するために財源を用意しておくことである。 
 道路環境の改善を行えば、自動車の使用者だけではなく自転車を使う人や歩行者にとっ

ても安全で快適な移動ができるようになる。道路環境が良いということは、市の魅力へ繋

がり人口の減少を抑える効果もあるのではないだろうか？ 
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茅野市に人を呼び込む ビーナスライン 
フレッシュマンゼミ 12 組 2 班 

(概要) 
・自然についての観光をテーマにして茅野市内を考えたとき、他の市や県外にアピールでき

るものとして、豊かな自然を体感できるビーナスラインを紹介しようと考えたから。 
・ビーナスラインの問題点を改善し、より多くの観光客を呼び込むことによって、茅野市

全体の活性化につながると考えたから。 
 
(キーワード) 
 ・ビーナスライン 
 ・自然 
 ・観光 
 
(内容) 
1.ビーナスラインについて 
・ビーナスラインは、長野県茅野市から

同県上田市をつなぐ、全長約 76ｋｍの

観光道路。 
・1968 年に蓼科と霧ヶ峰の有料道路を呼

ぶ愛称として公募によりビーナスライ

ンと決定。 
・2012 年には全線無料開放。 
・平均標高は 1400ｍ、最高地点の美ヶ原

高原では 1920ｍである。 
2.ビーナスラインの問題点 
・夜間、早朝の二輪車などの騒音(茅野市) 
・通勤などの自動車利用による渋滞の発

生 
・冬季の道路の除雪問題 
・基本的にビーナスラインは、あまりご

み箱を設置していない。 
・無料化になってから、粗大ごみが放置

されることが多い。 
・観光客が多くなる夏場に、ポイ捨てが

多くなる。 

・電気自動車の充電スポットの数 
  (白樺湖と車山高原) 

3.問題点に対する改善方法 
・ビーナスラインの道路状況 
・防犯カメラの設置。 
・冬季期間の除雪車出動基準の見直し。 

・ごみのポイ捨て 
・ごみ箱を途中の休憩所など設置個所

を増やす。 
・ポスターや看板による注意喚起。 
・電気自動車の充電スポットの数 
・充電スポット設置場所を増やす。 

4.まとめ 
・ビーナスラインは、全長が 70 ㎞と長い

ので、他の観光用道路に比べて運転中

に立ち寄れる場所が多い。 
・問題を解決できれば、県外にも茅野市

の魅力をアピールできる場所になると

思った。 
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アプリによる地域活性化 

フレッシュマンゼミ１２組３班 
概要 
茅野市の活性化のためにアプリの開発がいいと考え、そのアイデアを出し合った。 

キーワード：スマートフォン、アプリ、茅野市の宣伝、地域活性化 
 

目的 
茅野市を発展させるために、茅野市という地

名でさえ知ってもらえていなければ客の呼び

込みは難しいと思い、茅野市を知ってもらう

ための手段としてアプリ開発を考えた。 

内容 
 このアプリは、「ちーぼくん」という茅野市

のゆるキャラが茅野市内を歩き回り、茅野市

を美化・改善し、作り変えていくというアプ

リです。名前は「茅野シティ」。 

また、このゲームでちーぼくんは茅野市内

に生息する昆虫などの「虫取り」、さらに「ミ

ニゲーム」で自然豊かな茅野市を感じてもら

えるようなゲーム設定としようと思っている。

この改装、作り変えの設定にいちばん力を注

ぎ、目指す先としてはより自由度の高いゲー

ム設定とすることで、奇抜で変わった思想を

持ち、面白い改装を試みようとするユーザー

に対して、ストレスなく思い通りに改装でき

るよう最大限手助け出来たらと考えている。 

 また、コミュニケーション機能も追加し、

これからの茅野市についてのことや、作り変

えた茅野市についてある程度匿名性を持たせ

た上でシェアしていける機能をつけたいと思

っている。他のユーザーの意見や作り変わっ

た茅野市の景観など、素晴らしいと思ったも

のにはポイントを授与し、大切な意見として

市に報告をしたい。そして、実際にどんな形

であれ採用され、参考にされて新しく町作り

が成された場合にはその都度伝えていこうと

思っている。ゲーム内での考案が元になった

町の改装については、イベント開催などによ

って全てのユーザーにアピールし、更なる意

見を求めるつもりだ。 

まとめ 
 全体として、現実のこととして自分達の手

で茅野市が作り変わっていくのを実感しても

らえれば、ゲームに対する意欲や茅野市に対

する興味、関心も沸くのではないかと思って

いる。 

 そして最後に、茅野市で起こるイベントな

どについても告知をし、ゲームをしていく上

でどんなイベントなのか自然に理解し、興味

の沸くようなゲームとし、茅野市にお越しい

ただけるように最大限促し、実際に来てもら

った方にはアプリ内で特典をつけることなど

により奨励していこうと考えている。アプリ

を通し茅野市をより身近に感じていただき、

好きになってもらえたらと強く望む。 

 



フレッシュマンゼミ１２組４班 
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茅野市にイベントを増やそう 
                          フレッシュマンゼミ１２組４班 

(概要)  

人口減少が進行しつつある茅野市で、原因として挙げられるイベントの少なさについて私

たちは課題として取り組んだ。以下はその内容である。 

(キーワード) 

・イベント 

・市営のイベント 

・団体のイベント 

・映画祭 

(内容) 

パワーポイントより引用。 

 

 

(まとめ) 

茅野市は諏訪市に比べてイベントが少ない。それは予算が少ないからではなく見込める利

益が少ないからという結論に達した。そして少ない支出で大きな収入を出せないかと考え

た結果、市じゃない個人や団体が運営しているイベントをサポートするというアイデアを

出した。 

自分たちで考える新イベント案は茅野市らしくユニークなイベントを考え、山に囲まれ蕎

麦のおいしい茅野市らしいイベントを考えることに成功した。 
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２０１６ フレッシュマンゼミ  学生レポート    
担当教員 河合 浩志 

 
今回は茅野市、諏訪圏および長野県における「自然」「観光」「人口減少」という３つのテー

マについて研究調査をおこなうことになった。学生は３グループに分かれ、それぞれのテー

マに関して調査および報告を行った。 
以下に、３グループそれぞれのプレゼンテーション資料について紹介する。 
 
１．茅野、諏訪、長野の「自然」に関して 
「自然」グループでは、茅野および諏訪圏の自然環境に関して、湧水、天然水などの水資源、

山岳部の天候の特性および、危険地帯や防災などのサブテーマについて発表を行った。 
 
 

  

 
２．茅野、諏訪、長野の「観光」について 
「観光」グループでは、八ヶ岳、尖り石などの博物館や間欠泉センター、霧ケ峰や蓼科山の

高山植物、心霊スポット、そばや寒天などの特産品などに関する調査および紹介を行った。

また、長野県における観光振興のための問題点をとりあげ、その際に兵庫県（神戸）との比

較を行った。特に、外国人観光客の誘致について議論を行った。 
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３．茅野、諏訪、長野の「人口減少」について 
「人口減少」グループでは、長野県や諏訪圏における人口減少問題を高齢化や産業開発との

関連で議論した。その際、対策に必要となる財政面のサポートに関して、工業および農業の

振興、ふるさと納税などについて取り上げた。 
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自然と触れ合う合コンツアーin長野 

フレッシュマンゼミ チームいなご 

 

１はじめに 

 近年茅野市では、少子高齢化の問題が懸念されおりその問題解決として様々な解決策が

考案されてきたが、私たちは都会に住む独身男性を対象に合コンツアーを開催し茅野の活

性化を考えた。ツアー内容として、茅野ならではの体験を通期で開催し交流を深め、更に合

コンで出会った人々が思い出のある地の茅野市に将来住むことを想定した。また、移住した

場合の職の提供方法、経済効果の影響までを想定し述べていく。 

 

２合コンツアー内容 

 ‣夏                 ‣冬 

 諏訪大社巡り             温泉 

 戦国ツアー              スキー 

 登山                 リンゴ狩り 

 諏訪湖の花火大会           そばの手作り体験 

                    ロケ地巡り 

 これらのイベントを季節に合わせ通期で行う。 

 

３実現化した時の想定 

 合コンで出会った人々はお互いが出会った地へ移住を考えると想定した。その場合の茅

野市への影響として、住民税の確保・現役世代の労働者の確保・地域が盛り上がる・都市の

人々が茅野市に来ることで茅野市の職の種類が増えることを想定した。 

 

４実現化したときの問題点 

 実現化した場合の想定では茅野に利益をもたらす想定を行ったが、実現化した場合の問

題点も実現するにあたり伴ってくるのである。移住の際にかかる費用や移住してきた人の

職についてまた、合コンを主催するにあたっての主催者（仲介役）の取り決めなどの問題点

が浮上した。 

 

５問題に対する解決策 

移住の際にかかる費用また職の提供の解撤策として日本移住・交流ナビと合コン主催者

側とが提携し移住に関する補助金や職の提供を可能にする。また、合コンを主催するにあた

っての主催者（仲介役）は市役所の産業経済部商工課が仲介役を行い、さらに各イベントの

企業と連携しツアーで行うイベント料金を安価にすることで解決策とした。 
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６適応した場合の分析 

 適応した場合の分析として一つ目にニッポン移住・交流ナビの補助を適応することに

より移住してきた人々の職探しが容易になる。また、ニッポン移住交流ナビによって茅野を

知った人以外でも茅野の魅力を知りさらに移住者が増える可能性がある。 

 二つ目はニッポン移住・交流ナビは既婚者をターゲットにしていることが多いがこの

合コンツアーと一緒に併用することで未婚者も含めることができターゲットの幅を広げる

ことが可能になる。 

 三つめはツアーで行ったイベント（催し）も合コンツアーでより多くの人に知ってもら

う機会が増え利用客の増加が見込むこともできるのである。 

 

７実現化したときのメリット 

 今まで述べてきたことを実現した際茅野市へのメリットが人口増加や人口が増えるこ

とで消費者が増え経済効果の向上が見込むことができる。 

 個人的なメリットとしては、都会と比べて涼しいため過ごしやすい（避暑地）ことや森
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林が多いため健康にいい、さらに物価が安い（土地の値段の比較：東京 約 278万円/坪 長

野（茅野）約 3万９０００円などの利点が個人にはある。 

８実現化した場合のデメリット 

  実現化した場合のメリットも十分見込めるが逆にデメリットも存在する。 

  一つ目に人口増加により車などが増え自然環境の悪化が懸念されること、また住民が

増えることにより大規模な土地が必要になりそのための森林伐採も考えられる。 

  個人的なデメリットとしては都心に比べ公共交通機関が少なく不便であることまた娯

楽施設が少ないこと三つ目には、物の多様性が少ないことが言える。 

 

 ９まとめ 

  合コンツアーの開催地にすることで茅野の魅力が伝わり、若い人が増えることで活気

付きまた人口が増えることで税収入が増える。さらに、個人的なメリットとして賃金が安い

ことや結婚相手が見つかるなどがある。一方、冬は寒いことや交通の便が不便であること、

店が少なく買い物が不便であることである。また、ゼロからのスタートになるため精神的な

不安もあるのがデメリットである。さらに合コンツアー自体参加者が確保できるかわから

ないという点も懸念される。 

  以上のことから合コンツアーを行うことによってメリットとデメリットが拮抗してい

るが茅野に見込むことができるメリットの方が多いため実現させる価値は十分にあると考

えられる。 
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フレッシュマンゼミ                       

プロジェクト C 

 

１、 概要 

現在の茅野市全体の観光客減少の問題に対して、尖石縄文考古館の観光客数増加を実現す

る方法について提案する。縄文時代に実際に使われた食材を使った親しみやすいお菓子を

開発、これを通して縄文文化を宣伝するといったアプローチを採用する。そしてこのお菓子

を茅野市の名物とすることで、観光客数の増加につなげる。 

２、 現状の問題の分析 

現在、尖石の観光客数は平成１５年から平成２４年まで減少していたが、平成２５年から

年々増加している。しかし尖石は茅野市の尖石以外の蓼科、車山、白樺湖、奥蓼科、八ヶ岳

に比べると大きく差があることが分かる。 

理由は、縄文文化は知っているものの、それほど関心がなく尖石の博物館や遺跡等にまで足

を運ぶ観光客が少ないことが考えられる。関心が少ない理由として、土器を作ったり、狩り

をしたりといった泥臭いイメージが強い、あるいはあまりにも昔のことなので人の暮らし

ぶりを身近に感じることができないからだ。 

そこで、多くの人に縄文文化を身近に感じ、興味を持ってもらうためのアプローチが必要と

なる。 

 

３、 提案 

多くの人に縄文文化を身近に感じ、興味を持ってもらうためのアプローチとして、新商品の

開発、開発した新商品の試食会、茅野市のお土産メーカーや販売会社への協力依頼の３つが

ある。 

〇新商品の開発について 

縄文時代の食材を使った親しみやすいお菓子を作ること、そしてそのお菓子の包み紙に縄

文文化についてわかりやすくイラスト等で説明を加え、それを見た人に尖石に関心を持っ

てもらう。 

内容 

≪お菓子≫ 

お菓子のコンセプト、デザイン、目指す味の決定 

材料の調達（例：あく抜き後の栃の実４万８千円/１０キログラム） 

料理開発を外部委託（例：２万円/メニュー） 

 ≪包み紙≫ 

  記載する内容、イラストの作成 

  印刷会社と詳細決定 
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〇開発した新商品の試食会について 

 尖石縄文考古館内の喫茶コーナーや茅野駅前のお土産の売り場に協力してもらい、新商

品についてのアンケートを実施する。 

〇茅野市のお土産メーカーや販売会社への協力依頼 

 試食会のアンケート結果を持って、製造、販売に協力していただく。 

 

期待される効果 

従来、栃の実を使ったお菓子では、餅、饅頭、煎餅といったものが殆どであったが、親しみ

やすいクッキーやアイスクリームであれば、より多くの年齢層の人に食べてもらえる可能

性がある。 

多くの人に食べてもらうことで、包装紙も人の目に触れる機会が増えるので、縄文文化（尖

石遺跡）について効果的に宣伝することが可能になる。 

 

〇実現するための問題点として 

新しいお菓子の開発、開発した新商品の試食会に費用がかかることがあげられる。 

（１０万～２０万円程度を想定） 

また、茅野市のお土産メーカーや販売会社に協力を取り付けるための明確な基準がない。 

（どのようなアンケート結果であれば協力してもらえるのか） 

 

４、 まとめ 

縄文の食材を使った親しみやすいお菓子を通して、縄文文化をより幅広い年齢層の方に宣

伝していくといったアプローチを採用し、茅野市の観光客数の増加につなげる提案を行っ

た。実現するための問題点として２点記述したが、費用に関しての解決策として、新しいお

菓子や包み紙デザインについて学校や市民を対象としたコンペティションを行うことで費

用を抑え、趣旨に賛同してもらえるスポンサーを探すこと、茅野市のお土産メーカーや販売

会社に協力してもらうための解決策としては、プロジェクトの内容を説明し協力してもら

える具体的な条件を提示してもらうことが考えられる。 
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茅野に人を呼ぶために 
14 組 MS SR , ES KT, CS YK HT KR 

 
1. 人口減少の概要 

茅野市は平成 20 年の人口をピークに現在 28 年までの８年間で約 1000 人の人口が減少

している。 
人口減少の原因は若い世代が進学・就

職する際に地方より都市部に集まる傾

向があり、都市部の大学に行き卒業し

たら、出身地に戻らずにそのまま都市

部の企業に就職する事で、地方の若い

世代が減少し、生む世代の女性とその

年齢層の男性が地方からいなくなるこ

とで高齢者層だけが増えていき人口減

少とともに高齢化社会が発生してしま

うからだ。 
 
 
 

2. 人口減少による茅野市での対策 
茅野市は全国的に知名度が低いため、全国的に有名なイベントで全国の人々に茅野市を知

ってもらい知名度を高める。 
3. 対策の具体的な内容 
全国的に有名なイベントといえば諏訪花火大会である。昨年の花火大会の来場者は約 50
万人で同じ諏訪湖で行われる全国新作花火競技大会の来場者約 30 万人を優に超える。大

会当日、諏訪市に 50 万人が集まるので花火大会目当ての観光バスは花火大会打上場所の

近くで停まらずに上諏訪駅前後の茅野駅や下諏訪駅にバスを駐車させて電車で打上場所に

向かってもらうのだ。大会前日と後日にはなんと 3200～3300 人が茅野駅を利用し、当日

はなんとその 2 倍以上の 7500 人が茅野駅を利用して花火大会を見に行く。その時に茅野

駅で 11 月に開催される「新そば祭り」を宣伝するべきだと考えた。「新そば祭り」とは茅

野商工会議所が主催とする茅野市をはじめとした付近の市で営業している蕎麦屋さんの

方々が協力して何種類ものそばを茶碗一杯 500 円で食べられてそば通も認める祭りであ

る。開催場所は茅野駅で午前 10 時 30 分～午後 3 時まで開催している。去年のそば祭りで

は 10 団体が店をだし午後２時には売り切れの店もあり大盛況だった。 
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この新そば祭りを花火大会開催前日から後日までの３日間、茅野駅付近でポスターの宣伝

とそばの屋台を出しての食販を行うことでそば祭りを周知させるのとそば祭りへの資金源

を得る事が出来る。新そば祭りででた 10 団体全員が食販することはできないので、その

団体の中で抽選をして選ばれた数団体が販売できる事にする。 
500 円で 100 食売ったとして一日通して 7500 人で特に昼は多く売れるため 5 万円の稼ぎ

が出来る。実際はそれ以上の人々が食べに来ると考え 5 万円以上の利益が期待できる。 
花火大会時に全国から来る人も多いが長野県民も花火大会に大勢集まる。PR 対象はあく

まで全国民であるが初めは重点的に長野県民に宣伝する。他県よりも県内の人の方が祭り

に来やすいと思うので県内の人々をそば祭りに集めて『県内で有名なそば祭りは「茅野の

新そば祭り」』という事を知らしめ、茅野市外から来る人が検索エンジンで調べること

で、検索候補に「新そば祭り 長野県 茅野」が載り、全国の人々がそれを見て『長野県の

そば祭りといえば「茅野の新そば祭り」』という考えを定着させ、県内だけでなく県外か

らも茅野市の新そば祭りに来場して茅野市を知ってもらう事が出来、茅野市の知名度が大

きく向上する。また、ツアー会社と協力して例として御射鹿池や柏木博物館、おしどり隠

しの滝、横谷渓谷など行き、昼食に新そば祭りに寄って諏訪大社上社前宮などに行き、行

きで通り過ぎた諏訪湖による「茅野市観光ツアー」を開催する。対象は最初県内で有名に

なってきたら県外も対象に含める。 
4. 対策によるメリット・デメリット 
メリット 
 茅野市の知名度と新そば祭りの知名度が上がる 
 そば祭りの参加者が増えていく 
 茅野市付近の店にも客が入る 
 茅野市の資金が増える 
デメリット 
 公共交通機関利用客の邪魔になる。 
 1 年では成果が出ず何年もかけて少しずつ成果を出すしかない。 
5. 結論 
 観光客数が増加して茅野市の知名度が上がる 
 茅野市でもそばが有名だという事が知れ渡る 
 茅野市の店舗にお客が入る 
 茅野市の資金が増える 
 長期的な継続が必要 
 冬のツアーなのであまり客が集まらない 

参考文献 
小平雅文/「茅野市の課題―人口減少―」/小平雅文/平成 28 年 5 月 24 日/1 ページ目 
八ヶ岳新そば祭り in 茅野／soba.chinotmo.net ／2015 年 11 月 10 日 
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15組 A班（チーム竹村） 

観光強化から茅野市の人口を 1％ずつ増やそう！ 

【概要】 

茅野市の人口を増加させるために観光の目玉を作り茅野市を経済的に発展させ、 

交通の便を整え移住環境を整えることによって人口が増加する。 

 

【キーワード】 

観光、交通、移住環境 

 

 

1. はじめに 

最近茅野市では、人口減少が問題に 

なっています。その理由として私たち

は、交通の便の悪さそして、移住環境 

の設備が整ってないからだと考えまし

た。 

しかし、そのためには、資金が足りま

せん。なので、観光を強化することも

必要だと考え、観光、交通、移住環境

について調べ、それぞれまとめました 

 

2. 観光について 

 茅野市は土偶に頼りすぎている気がしま

す。土偶にも確かに魅力はあるのかもしれ

ませんが、他県の人からすれば自然の方

が魅力に感じると思います。なので、その自

然を利用した雪の降ってる山を登山し下山

はスキーが出来る雪山スキーや、簡易登山

などを活用していけば良いと思います。 

また、文化的な観光としては、御柱祭や 

ビーナスラインという観光が集中してる道 

などがあるのでそれらを活用していけば良

いと思います。 

 また、少しずつではありますが外国の方々

も諏訪、茅野地方にきてくださる人数も増加

しているのでより海外に魅力を発信してい

けば良いと思います。  

 

3. 交通について 

茅野市にはビーナちゃんバスという、 

茅野市の広範囲を走っているバスがある。

しかし、曜日ごとでしか走っておらず、ま

た走っている本数１日 2本ぐらいしかな

く、とても少ない。そのため利用する人が

あまりいない。 

また電車についても不便な点が多く見られ

る。通勤・帰宅の時間帯に走っている電車

の本数が少なくて、路線も少ない。 

これを「通勤時間時に走る本数を増や

す」、「アンケートなので走ってほしい時間

を他の市などとも協力調査し、希望が多い

時間に 1本増やす」「希望が多い時間帯・

場所に走らせる」。これにより、バス・電
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車同様に、路線・運行本数が増えることに

よって利用者も増える。そして人の移動が

活発になり働きに来る人も増えるのではな

いかと考えられる。 

 

4. 移住環境について 

茅野市には、今現在約 500程度の空き家が

有り年々増加傾向にある。 

 空き家物件の利用方法として空き家バン

クという空き家物件の販売または賃貸が出

来るサイトがあるのですが空き家バンクへ

の登録物件数 30 程度しか登録されておら

ず今現在放置されている空き家が沢山存在

している。 

 そこで私達が考えた空き家物件の利用方

法・市外からの移住者を増やすために市内

に放置されている空き家物件を積極的に空

き家バンクへの登録を促したり、今市内に

有る公営住宅の数が不足しているため空き

家物件を市の方に提供してもらい市が空き

家の整備をして公営住宅として利用するこ

とで空き家バンクへの登録物件の増加・不

足している公営住宅の充実。 

 これらより増加傾向にある空き家の数に

歯止めをかけ市外からの移住者に対する物

件の提供先が増えることにより人口の増加

が期待できる。 

 

5. まとめ 

観光をよりよくすることで収入が増え 

その収入によって交通や移住環境を 

整えたりすることによって、 

茅野市にいる人は松本などの職場でも 

実家から通いやすくなり出ていく人も 

減り、出て行って人も実家から通える 

ならと戻ってくると思い、 

それによって茅野市の人口は、 

増えていくのではないかと思います。 

私たちは、茅野市について調べていく中で 

茅野市は、アピールも足りていないので 

アピールしていくことも重要だと思った 

 

6. 6. 参考文献 

茅野市の

HP http://www.city.chino.lg.jp/www/to

ppage/0000000000000/APM03000.html 

 

御柱祭の HP 

http://www.onbashira.jp/ 

 

茅野市空き家バンク HP 

http://rakuc.net/akiyabank/ 

 

ビーナちゃんバス時刻表 

http://www.city.chino.lg.jp/www/conten

ts/1000000776000/index.html 

 

茅野市電車時刻表 

http://www.jreast-

timetable.jp/timetable/list0988.html 

 

茅野市市営住宅について 

http://www.city.chino.lg.jp/www/conten

ts/1000001175000/index.html 

 

 

http://www.city.chino.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
http://www.city.chino.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
http://www.onbashira.jp/
http://rakuc.net/akiyabank/
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1000000776000/index.html
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1000000776000/index.html
http://www.jreast-timetable.jp/timetable/list0988.html
http://www.jreast-timetable.jp/timetable/list0988.html
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1000001175000/index.html
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1000001175000/index.html
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SNSにより茅野市の人口を増やそう 

【概要】 

 茅野市の良さ（生活水準、幸福度、移住体験 etc.）を知らない人が多いことを問題に上

げ、様々な茅野市の良さを SNSなど活用して情報を広め、人口増加へつなげることを考え

た。 

 

【キーワード】SNS、ランキング、地方創生元年説、クーポン、新聞、生活水準 

 

１．人口減少の問題 

 近年、茅野市では毎年人口減少が続いて

いる。この問題に対して私たちは、茅野市

の生活水準の良さを知らない人が多いこと

や、生活水準の高さを知る機会が少ないこ

とが原因であると考えた。 

 以下の表 1のランキング[1]は「生活・家

族部門」「労働・企業部門」「安心・安全

部門」「医療・健康部門」の指標から成り

立つランキングで、長野県は 7位という全

国上位に位置している。 

表１ 幸福度ランキング 

日本で一番幸せな県は 

１位 福井県 

２位 富山県 

３位 石川県 

４位 鳥取県 

５位 佐賀県、熊本県 

７位 長野県 

 

 また表 2[2]のように、移住地希望ランキ

ングでも長野県は 1位となっており、特に

人気の地域に茅野市が挙げられている。 

表２ 移住希望地ランキング 

移住希望ランキング 

1位 長野県 

2位 山梨県 

3位 島根県 

4位 静岡県 

5位 岡山県 

 

２．2015年地方創生元年説  

 2014年の日本創生会議にて「2040年ま

でに自治体が消滅する」というレポートが

提出されたことがきっかけで、国会から多

額の予算が出された。この予算を利用する
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ことで、茅野市の生活水準の良さを多くの

人に伝えることが出来るのではないかと考

えた。 

３．生活水準の良さを伝える方法 

 私たちは大きく２つの方法を考えた。 

１つ目に SNS（主に twitter）を使うことに

よって若い人達に伝えることを考えた。

Twitterにおいて、生活水準の良さについ

てツイートをし、そのツイートをリツイー

トすることによって、スキー場などのクー

ポンが当たる企画をする事によって、多く

の若い人に、茅野市の生活水準の良さが広

まるのではないかと考えた。また、移住体

験住居の情報もツイートすることによっ

て、多くの人に茅野市の生活水準の高さを

実際に体験していただけるのではないかと

考えた。 

２つ目に新聞の広告欄を利用することで、

お年寄りの方に生活水準の良さを伝える事

を考えた。内容としては、生活水準の高さ

について、別荘情報（蓼科、八ヶ岳、涼し

い環境）、２地域居住で稼ぐ週末起業など

の情報を掲載する事によって茅野市に移住

したいと考える人が増えるのではないかと

考えた。 

４．まとめ 

 予算に不安があるため、茅野市の人口問

題に対処していくのは容易ではないと感じ

た。しかし、茅野市には多くの魅力があ

り、SNSや新聞などで伝えることが出来れ

ば、観光客や人口が増える可能性があると

思った。 

参考文献 

[1]法政大学「 47都道府県幸福度ランキン

グ」 

[2] 認定 NPO法人ふるさと回帰支援センタ

ー「移住希望地域ランキング」 
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茅野市内外における二方面からの対策 

【概要】 

 茅野市の人口減少に着目し、その原因と対策について考えていく。そこで私たちの班

は、茅野市外からの集客・市内からの流出を防ぐことについて考えた。 

 

【キーワード】人口減少、空き家、バス路線、就職 

 

１．人口減少の原因  

 人口減少の原因として、少子高齢化にお

ける出生数の減少、死亡者の増加や茅野市

内から都市圏への人口の流出の増加などが

考えられる。 

 

図１ 人口の推移 

２．空き家  

 茅野市が実行している茅野市空き家住宅

改修事業というものがある。茅野市空き家

住宅改修事業には、おかえりなさい空き家

住宅改修事業とようこそ空き家住宅改修事

業の二種類がある。それぞれ援助をもらえ

る制度となっているが、現状ではあまり利

用者が見られない。そこで私たちの対策案

として、援助の上限額を引き上げるなどの

改善をする必要がある。 

 

３．バス路線 

 現状として、諏訪ＩＣ沿いにショッピン

グセンターが密集し、栄えているにも関わ

らず、そこに行くためのバスがない。そこ

で、バスの路線を増やせば、このあたりで

生活するには必須である自動車を持ってい

なくても生活しやすくなり、人口減少が抑

えられるのではないかと考えた。 

 

４．就職 

 現状として、茅野市内における就職先が

多くない。それに伴い、就職による茅野市

外への人口流出の増加、大学などにおける



15組 3班（肉チーム） 

15組-3 

 

県外への進学者が茅野市に戻って就職しな

い、という状況が見られる。グラフ 1のよ

うに、茅野市には製造業などが多く、理科

大で学んだことを生かせる企業は少なくな

いが、実際に理科大生が就職しているのは

この一部であり、このような企業への就職

をうながしたり、地元企業と大学との連携

の強化などが必要だと思われる。 

グラフ 1 茅野市内の企業の割合  

５．まとめ 

     茅野市では人口減少が問題となってい

るが、人口減少を食い止める為に、茅野市

が実行している空き家住宅改修事業の見直

し、バス路線の増加、茅野市内の企業への

就職の促進など、様々な面から対策を考え

るのが今後の課題だと思う。 

 

参考文献 

[1] 小平雅文、「人口減少」『地域の課題

を知り、解決を考える』、茅野市企画課

企画係 2016 
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観光客の誘致 

〜若い観光客を増やすには？〜 

 

概要： 茅野市には観光客は来るが、若い観光客が比較的少ないのでどうしたら若い層を増やせるかにつ

いて考えることにした。先行事例などを調べた上で茅野市が若い観光客を増やすためには茅野市にある

ものを、今以上にアピールしていくことが必要だと私たちは思った。 

 

1．はじめに 

   年間で約３００万人の観光客が訪れるが

若者（２０代）の観光客の割合が少ない。若

者の訪れる割合が増えれば市全体が活性化

すると思う。そこで私たちは若い観光客が

増えた事例を参考にしどうしたら茅野市を

アピールできるかを考えた。 

   

２．先行事例など 

 石川県の白山市では白山市民の誰もが親

しんでいる白山神社の総本山で縁結びの神

様を祀る白山比咩（ひめ）神社、通称「しら

やまさん」を自分たちの宝としそれぞれが

これまで自分が感動したシーンを洗い出し、

どういう演出をすれば喜んでもらえるかを

考え、金沢駅から「しらやまさん」に至るま

での具体的なストーリーを練っていった。 

その結果、若い女性層の観光客が急増し人 

気の観光スポットとなっていった。 

 

 

 

 

３．自分たちの提案 

 茅野市には自然（八ヶ岳、白樺湖、蓼科な

どの高山）がとても多く、自然を活用し強

みを生かすことができると思った。 

冬はスキー場として山を使うがそれ以外の

シーズンはなにも使われていなくもったい

ない。そこで夏のスキー場を活用しイベン

トの開催をするとよいと思った。若者人気

高い某番組を参考に「チーズころがし祭り」

を行ったり、草スキー（草すべり）、夏のロ

ックフェスなどを行えば若い層の観光客が

増えると思った。観光客が増えることによ

り周りにある宿泊施設や商業施設の利用率

が上がり、経済効果も期待出来る。このイ

ベントを開けば夏でもスキー場が使えてス

キー場が使え、冬のみしか来ない観光客を

夏にも来てもらえることになると思った。 

 

 

 

 

 

 

もう一つは茅野市の国宝である土偶（縄

文のビーナス、仮面の女神など）の PR だ。

現状ではあまり知られておらず（特に若者）

知名度が低い。強みを生かしきれていない

ことになっていて土偶の知名度を上げる必

要性があると思った。知名度を上げるため
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の策として、若い人の集まる（渋谷、原宿等）

に貸し出し展示をしたり、ツールとしてグ

ッズの作成・販売を行ったりすることだ。

若い人にうけるものとしてストラップ類や

ぬいぐるみ等のグッズの作成も PR として

良いと思った。 

知名度が上がったとすると茅野市の知名

度も上がり一度行ってみたいと思うきっか

け作りにもなりその結果、若い観光客の増

加につながると思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

新しいもの（商業施設や娯楽施設）を作る

ことも大事だが今、その土地にあるものを

最大限に活用して県外にアピールしていく

ことも大切だと思った。日本各地の市町村

でも様々な取り組みがされている。その土

地に住んでもらえるようにお試しをする体

験宿泊や移住してきた人たちに条件付きで

医療費や教育費、家賃などを負担し将来子

育てをしやすい環境を整えてくれる自治体

もある。 

若い人の観光客をすぐに増やすことは難

しいがプラン立てをし、住民や市が積極的

に自分たちのその土地の魅力を発信し続け

れば観光客は徐々に増えていくと思った。 

 

 

（参考文献） 

永 井 孝 尚 オ フ ィ シ ャ ル サ イ ト

http://takahisanagai.com/20150713 

東洋経済 ONLINE 

http://toyokeizai.net/articles/-/96800 
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駅周辺【茅野駅】の活性化 

〜特産品と学生交流による発展〜 

 

概要： 駅の周辺の活気がないと挙げられたので、駅周辺の活性化を目指し。学生交流会を

して地域の人と露店を行いつつ、サークルなどをする。 

 

１．はじめに 

 問題の背景としては、周辺の活気がなく

人が少ないことだ。初めて茅野駅に行った

とき、他県と比べ駅周辺でイベントなどが

あり常に若者（人）で賑っているのに茅野

駅にはあまり人気がなくその周辺の公共施

設にも人が少ないように感じたからだ。 

 そこで，Bグループの活動目標は，駅周辺

の活性化とした。 

 

２．先行事例 

・2011 年 8月 18 日～31日 (夙川駅前) 

授業の一環で、夏休みに 2 週間に及ぶお

店の経営を行う。今回は、東北地方の野菜

を仕入れ、加工して販売する。東北農産品

の継続的な販売支援。例えば東北の産品の

チラシや WEB サイトを通じて、消費者の認

知度アップや販促につなげる。 

夙川グリーンタウンの活性化も狙い、学

生と提携したイベント（例：囲碁教室と、関

学囲碁部との囲碁大会、英会話スクールと

国際交流サークルとの交流など）をし、グ

リーンタウンにも貢献できるようにする。 

 

３．提案内容 

長期休み（夏休み）など長期休みに地域の

人達と学生間で露店を行う。露店の内容は、

学生が主体となってお祭りみたいな店また

は地域の人たちと協力して特産品とかを出

し合う。 

学生側はサークルなどで近くの中高大の

学生で交流を深め、そして、学生とともに

茅野市の役場の方やここら辺近辺の農家の

方々と一緒に露店を出し約４～５人で経営

し朝 9時から夕方 16時までを経営時間して

いけばいいと思います。 

 お金とかは学校側が掛け持ち足りない場

合は市のほうが少し負担をする形をとれば

いいということになりました。 

 

学生のインセンティブとしては，学生同

士の交流を深めることができ。そして、地

域の人と一丸となってアピールができるで

あろう。 

 

特産品として考えられる露店としては，

そばが一つとして挙げられる、そば 1 杯あ

たり 300円で販売，原価が 150円として 200

杯売れれば、その特産品でアピールをでき、

夏でも冬場の時期にも売ることができるこ

と。 

そのほかに挙げられるとしたら，寒天が

ある。ところてん，牛乳寒天，寒天そうめん，

などを売る、これらの商品は，夏に売れる
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商品なので，夏のイベントがよい。 

地域住民のインセンティブは、地域の特

産物を売ることによって。その特産品を求

めて茅野まで足をのばしてくれる人も多く

なるであろう。 

 

４．まとめ 

駅周辺は発達していて整備はされている

ものの、なんか人が集まるイベントやお店

が少なく活気がないことが挙げられた。 

我々の目標としては活気がある茅野駅し、

いろんな人があふれればいいと考えている。 

提案として、学生同士がまず交流目的と

してサークルでバンドをやったりなどをし、

農家の方々と一緒に露店などをする。 

そして、特産品のそばや寒天・茅野で取れ

た野菜などを販売することによって、茅野

市の発展に繋がるであろう。 

反省点としましてはまずこの事例が成功

したのかが不明で他にも色々探してみまし

たがあまりいい成功例がみつけることがで

きなかったこと。 

そして我々自身茅野駅に行ってどのよう

な感じなのかを視察しにいかなかったのが

反省点として挙げられるであろう。 

 

参考文献  

キャンクリ：http://cam-cre.com/ 

 

先行事例などの文献 

阪急夙川駅前 2011 年 8 月 18 日～31 日

http://cam-cre.com/matching_jirei.htm

 

http://cam-cre.com/
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茅野市の人口減少 

～若者を集めよう～ 

 

概要 

我々は茅野市の特産品を使用した b級グルメを作りバナー広告でスキー場をアピールし、

そこで b 級グランプリを開催し b 級グルメを食べにくる客とスキー客の両方を獲得する方

法を提案した。雇用に関しては大型のショッピングモールを茅野市に開店させ雇用を確保

し若者を招く考えを提案した。 

１．はじめに 

茅野市の人口が平成２０年をピークに社

会動態が原因で減少し、茅野市でも企業経

営や新技術、新製品の開発支援をしている

がほとんど効果がなく将来の推計人口が４

割減少すると予想されている。それも若者

人口と呼ばれる層が４割強減少すると予想

されているそれを食い止める方法を考える

のが私たちの目的である。活動目的は茅野

市人口減少についての講義を聞いて自分た

ちでもっと深く知りそれに対する対策を考

えていく。 

２．先行事例 

２０１０年 10 月神奈川県厚木市で第 5 

回 b級グルメの全国大会 B1グランプリが

開催された。山梨県甲府市の「甲府鳥もつ

煮」がゴールドグランプリに選ばれた。会場

となった神奈川県厚木市によると会期中の

人手は 43 万 5000 人。経済効果は約３６億

円に上がり成功した。このように b 級グラ

ンプリでの地域活性化は十分に期待できる

はずだ。長野県野沢温泉村の地域おこし協

力隊ではスキーで地域おこしをしようと考

えているので茅野市でもこれを参考に考え

る。 

３．自分たちの提案 

自分たちの提案は雇用と娯楽、ショッピ

ングができる店を増やすこと、茅野市とい

ったら「これ」といえるものを作ること、茅

野市の観光を考えた。 

茅野市の特産品を生かした料理を b１グラ

ンプリに出して茅野市の存在をもっと多く

の人に知ってもらう。具体的には茅野市は

そばと野沢菜と味噌が特産品なのでそれで

温そばを作って出品する。そうすることで

茅野市を知ってもらえるし一定の評価をも

らえれば茅野市に足を運んで食べてもらえ

るかもしれない。 

店は、広い土地にパルコやレイクウォーク

のような大きなショッピングモールを構え

ればそこにたくさんの店が入ってきてそこ

に行けば服や装飾品、食品が一度に買える

ショッピングモールにすれば若い人たちも

たくさん来てくれる。観光はスキーやスノ

ボは若い人たちは大好きなのでそこをテレ

ビの cmでは費用が掛かりすぎるので、それ

よりも比較的安いネットのバナー広告を使

って旅行プランや茅野市のスキー場の情報

を多くの人に見てもらい宣伝をする。初心

者体験コースや茅野市主催の大会などを積

極的に開催していき人を集めていく。更に

茅野市で b１グランプリを開ければもっと

効果が狙えるかもしれない。この b 級グラ

ンプリで茅野市の b 級グルメを積極的にア

ピールしていく。 

４．まとめ 
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人口が減っている茅野市に何か自分たち

でもいい方法を提案できないかと考えてき

た。その結果が以下である。雇用や娯楽はシ

ョッピングモールを茅野市に作ることがで

きればそこで求人をするのでクリアできる。

観光はスキー場をネット広告で旅行プラン

や初心者体験コースや茅野市主催の大会な

どでアピールをしていき、並行して茅野市

の特産品を生かした b 級グルメを作ってい

く。そしてスキー場で b1グランプリを開催

すればスキー目当ての客も b1 グランプリ

が目当ての人も両方得られる。そうするこ

とで茅野市の魅力に気付いてもらい雇用も

しっかりした状況の茅野市に定住してもら

う。 

反省点はチーム全員が集まれることが少な

く話し合いを十分にできる機会が得られる

ことがなかなかなかったので提案をまとめ

るのに時間がかかってしまった。 

 

参考文献 

「B 級ご当地グルメ」その現状と今後の課

題 

http://www.jiu.ac.jp/books/bulletin/20

10/tour/ushida.pdf 

牛田泰正 

長野県野沢温泉村平成 28 年「地域おこし

協力隊員」募集要項 長野県野沢温泉村 

http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/

about/12.16 野沢温泉村地域おこし協力隊

募集要項（複合）.pdf 
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	８組A班報告書
	８組B班報告書
	８組C班報告書

	2016年度フレッシュマンゼミ9組報告書
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