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令和３年度 卒業論文題目・要旨 

 

徳島県西部における傾斜地農業の保全• 継承可

能性―世界農業遺産認定後の変化に着目して― 

小松 優真 

 本研究では徳島県西部で営まれる傾斜地農業

の保全• 継承の可能性を、世界農業遺産認定後の

変化に着目し明らかにする。世界的に評価された

傾斜地農業も、担い手の不足や高齢化に直面して

いる。調査の結果、遺産認定前後からの農泊客数

増や地域ブランドの確立、新たな販売形態の登場

といった変化が一部の農家に収入増や営農意欲

向上をもたらしたことが分かった。保全• 継承に

は傾斜地農業の価値を外部に訴え続けていく必

要があろう。 

 

基礎自治体レベルでの社会課題解決におけるソ

ーシャルインパクトボンド(SIB)の活用―滋賀県

東近江市を事例として―  

児嶋 暁 

本研究では、成果連動型補助金のSIBが地域に

おいてどのように活用、受容されているのかを明

らかにする。従来のSIBの分析や東近江市のSIB

に関わる人々への調査を通して、モニタリングな

どによりSIBは一般的に募集金額が大きいが、東

近江市では小さい理由を考察する。調査の結果、

東近江市のSIBは人々の繋がりや地域活動の応援

者の増加、事業者が事業に集中し持続できるよう

な環境整備を目的とする事が分かった。 

 

地域おこし協力隊員の「卒業」後―起業・継業に

よる地域定着と自治体支援体制― 

河出 康希 

 本研究では地域おこし協力隊員が「卒業」後、

起業・継業により地域に定着する場合、必要な自

治体の支援を明らかにする。十日町市・美作市の

協力隊員への聞き取り調査などから、協力隊員が

「卒業」し、地域へ定着すると決意するまでの支

援と起業・継業にむけての支援という大きく分け

て2種類の支援が、自治体に必要であることがわ

かった。今後、協力隊員の地域への定着率を上げ

ていくためにも、自治体支援制度に注目していく

必要があるだろう。 

 

地域に根ざした組織を核とした地域活動の系譜

と現状―大阪市港区における実践を通じて― 

甲元 優衣 

本研究では、大阪市港区における地域に根ざし

た様々な組織の活動の系譜と現状を明らかにす

る。活動の背景や現状から、港区における活動の

固有性について考察する。調査の結果、2つの地

域の活動では、港湾に由来する2つのコミュニテ

ィの存在が明らかになり、社会福祉法人みなと寮

の港区に根ざした実践は、港区の地域福祉を多方

面から支えていることが明らかになった。これら

は港区固有の活動と言え、港区の強みでもあると

考えた。 

 

地域おこし協力隊の社会ネットワークの効用―

笠岡市の民間災害ボランティアセンター立ち上

げを事例として― 

大江 香菜 

 本研究では、災害時における地域おこし協力隊

のネットワークの効用について明らかにする。協

力隊員が民間災害ボランティアセンターを設立

した事例から考察を行う。調査の結果、被災地の

協力隊員は、被災経験のある他地域の協力隊員か

ら、ノウハウが共有されていたことが明らかにな

った。地域に協力隊員がいることは、地域の活性

化や住民支援のためだけでなく、災害の記憶を全

国的に共有する手段の一つとなりうる。 

 

基地の街の記憶とその資源化―沖縄市コザ地区

の取り組みから― 

小島 尚子 

沖縄市コザ地区は、米軍嘉手納基地に隣接して

形成された「基地の街」である。基地の街の記憶

は、異民族統治下の住民の苦悩などの負の側面を

含む。本研究ではそれらがコザで地域資源として

活用されるに至った経緯を辿り、その現状と問題

点を考察する。基地の街の記憶の資源化はまちづ

くりの核となり得る一方、観光化によりその根底

にある問題が曖昧化されてしまう危険性がある

ことを示す。 

 

大阪市堂山町におけるゲイバーの集積と異性愛

者との関わり 

川﨑 汐璃 

本研究では異性愛者向けの歓楽街としての側

面を持つ大阪市北区堂山町のゲイバー集積地で，

ゲイバー等店舗がどのような形で存在している

のかを、堂山町のゲイバーの分布の考察や関係者

への聞き取り，メディアでの表象等から明らかに

した。調査の結果，堂山町では，異性愛者優位の

街の周縁部に集積する形でゲイバーが集中し，同

性愛者が集まっていることが明らかになった。 
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都市空間における公営競技の成り立ち――住之

江競艇場を事例に 

西村 陽平 

本研究では、大阪市住之江区に位置する、住之

江競艇場の現状分析を行い、その成り立ちを明ら

かにすることで、住之江競艇の課題を提示するこ

とを目的とする。調査の結果、住之江競艇はハー

ド、ソフトの両面に限定的、閉鎖的な傾向がみら

れることが明らかになった。過去の住民反対運動

や、今後の少子高齢化、IR事業などの様々な問題

を踏まれれば、ハード、ソフト両面における「開

かれた」競艇場作りを進める必要があろう。 

 

プロ野球独立リーグの展開要因と地域との関係

性 

柳谷 昂汰 

本研究では、地方で拡大するプロ野球独立リー

グが、地域の人々とどのような関係を築いている

のかを明らかにする。文献と聞き取りによる調査

から、独立リーグは選手を労働力として地域に供

給し、地域産業の一端を担うことが明らかとなっ

た。一方、地域の人々は食と住の面で選手の生活

を支える。特に地方メディアは独立リーグが地域

に与える効果を理解し、宣伝の面で大きく支援す

るため、チームの存続に重要であることが把握で

きた。 

 

地方に基盤を置くプロレス団体の活動における

地域の意味―みちのくプロレスを事例に― 

高木 悠太 

 本研究では、地方に基盤を置いて活動するプロ

レス団体が、どのように地域との関係性を築いて

きたのかを明らかにする。また、団体が地域に根

差すことにどのような意味づけをしているのか

を考察する。調査から、団体は地域の企業や学校

との交流を通じ、地域との関係性を維持してきた

ことがわかった。今後も団体が地域を基盤にした

活動を続けるには、地域出身選手の育成による地

域への訴求力向上が必要となる。 

 

阪神高速大和川線の建設と住民運動―環境正義

の視点から― 

野口 和樹 

本研究では、阪神高速大和川線の建設における

地下トンネルの換気塔への脱硝装置の設置をめ

ぐる住民運動を事例に、阪神高速と住民とがどの

ように関わってきたのかについて明らかにし、阪

神高速淀川左岸線の事例と比較しながら環境正

義の視点から高速道路の建設における課題につ

いて考察する。 

調査の結果、住民の意見の代表するはずの組織が

、実際には必ずしも住民の意見を代表していない

という課題が明らかになった。 

 

和歌川における水インフラの維持・管理に関する

考察―下水道とポンプ場の水門を事例に― 

雜賀 佑真 

本研究では、和歌川において老朽化が進む大規

模な下水道と、一度も開かれずに管理されている

和歌川水門について、これら水インフラの課題を

明らかにしながら、今後どのように維持・管理す

るかを考察する。結果、下水道については「時間

軸」を考慮した維持・管理が必要であることが分

かった。和歌川水門については、大門川の水質改

善を優先するとともに、水門を超えた地域との対

話を促すための環境教育が必要であることが分

かった。 

 

河川環境回復を求めた運動の展開と帰結―大井

川「水返せ」運動と信濃川「水なしサミット」運

動を事例に― 

葉 律延 

本研究では日本各地で行われている涸れ川公

害といった河川環境問題の回復を求めた住民運

動について研究している。大井川「水返せ」運動

と信濃川「水なしサミット」運動を比較しながら

、住民運動に参加しているアクターたちの働きは

どのように運動を影響するか、また、これらの運

動を成功に導いた要素とは何かを明らかにする

ことを目的とする。 

 

大阪市内神社の地理的属性の類型化とその空間

的・社会的特質 

西山 未真 

本研究は、大阪市内の神社の立地について、そ

の変遷と空間的特質を類型化し分析すると同時

に地域における社会的な役割について明らかに

することを目的とした。神社の移動は各地域の発

展の歴史を率直に示すものであり、また人々は境

内に石碑の建立や被害の痕跡の保存を行うこと

によって彼らの歴史や記憶を次世代に残そうと

する。また今回の調査によって、体系的な信仰の

方法を持たずとも今日の人々は神社空間に祈り

の場としての持続的な存続を期待していること

がわかった。 
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近畿地方に立地するコワーキングスペースの実

態調査 

田口 笙太郎 

本研究では、コロナ禍でテレワークが急速に社

会に浸透したことを受け、テレワークを行う場所

としてのコワーキングスペースに焦点を当て、そ

の実態を明らかにしようと試みた。調査の結果、

コワーキングスペースは全国で増加傾向であり、

特に地方部での増加のペースが速いことが分か

った。また、コワーキングスペースでテレワーク

を行う会社員の割合が増加し、それがコワーキン

グスペースの在り方を変容させる可能性を示し

た。 

 

空間的・時間的視点からみたAEDのアクセシビリ

ティの評価―「堺市消防局まちかどAED」を事例

に― 

伊藤 航 

本稿では堺市消防局管轄地域における心停止

（CPA）傷病者の発生動向と，公共アクセスAE

Dの設置地点の空間的，時間的な相関を，2つの

パターンを用いて分析した。その結果，夜間帯や

休日のAEDのアクセシビリティが大幅に低下す

ることが明らかになった。また，移動可能圏域の

半径を2倍にすることによって，近接AEDの使用

が可能なCPA件数が約3倍に増加したことから，

AED設置事業者による傷病者発生地点へのAED

運搬の有効性が示された。 

 

以上16編 

 
 

 

令和３年度 修士論文題目・要旨 

 

新たな空間単位の統計整備に基づく人口動態の

類型化と小学校統廃合分析の統合の試み―和歌

山県の中山間地域を事例に― 

小本 修司 

 本研究は、和歌山県の中山間地域を対象として

、人口動態と小学校統廃合を個別に分析した上で

、両者を統合し、関係性の分析を試みるものであ

る。また空間分析論における空間単位の問題に関

する検討も付随する。結論の第一に、これまで平

成の大合併をはじめ、再編成が進められてきた前

の旧市町村である明治行政村の区域を分析単位

とすることが、特に中山間地域では、過疎対策事

業の対象範囲、人口動態、小学校統廃合という３

つの観点で、一定の有効性・妥当性があることを

明らかにした。第二に、明治行政村単位での分析

が妥当と考えられる地域を対象に、小学校統廃合

が地域の人口動態へ及ぼす影響について分析し

た。その結果として平成の大合併と同時期に強力

に進められた2010年代の小学校統廃合はさほど

影響を与えていない一方で、2000年から2005年

代の統廃合は地域の人口減少をある程度加速し

たことを明らかにした。 

 

条件不利地域和歌山県における県政思潮の分析

を通じた社会資本整備の特質 

上田 光希 

和歌山県は県土の大半が、社会資本整備の面で

条件不利な地域に適用される地域振興法の対象

となっており、半島振興法の適用市町村率は97%

に上る。本稿ではこの条件不利性を克服するべく

和歌山県が注力してきた社会資本整備の特質を、

県政思潮の分析を通じて明らかにした。1953年の

紀州大水害からの復興で莫大な復旧事業を実施

した経験が開発政策への傾斜を決定付け、高度経

済成長期には臨海部での重化学工業基盤形成に

邁進した。重化学工業景気が下火となると、半島

性を逆手に取って交通ネットワーク基盤形成に

勤しむようになる。他方山村地域は、産業基盤・

交通ネットワーク基盤の恩恵には与れず過疎化

が進んだ。これに対応すべく生活環境基盤の整備

が進められたほか、1970年代後半から地域資源を

活かした個性化もなされた。今日では、各種社会

資本整備は成熟期に入っており、今後の和歌山県

の賦活は、同県ならではの個性化が鍵となるであ

ろう。 

 

広域避難・長期避難を視野に入れた災害復興の可

能性――《帰還／移住》の二者択一からいかに脱

却を果たせるか？―― 

倉田 英法 

なぜ避難者は、帰還か、移住かの二者択一を迫

られてしまうのだろうか？大災害の後には、「広

域避難・長期避難（＝全国に拡散した長期に渡る

避難）」がしばしば発生してきた。本稿は、東日

本大震災・福島第一原子力発電所事故にともなう

岡山県への避難を事例として、《帰還／移住》の

二者択一にとらわれない避難のあり方を考察し

た。岡山県の避難・移住者増加は、移住者を増や

したい行政の意図と、西日本へ避難・移住したい

関東の自主避難者の意図が合致した可能性が考

えられる。避難当事者たちは、年月の経過ととも

に生活を安定させた状態にあり、彼女たちの認識

や取り巻く状況は「避難」から「移住」に近いも

のになりつつあるかもしれない。しかし彼女たち

は、帰還を前提とせずとも、必ずしも移住を志向
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していない。将来的な選択の余地を残した「長期

避難」の実態があるなかで、《帰還／移住》の二

者択一を迫ることは、現実に即した態度とは言え

ないだろう。 

 

寮付き人材派遣・請負業者による労働者のサポー

トと生活の実態 

寺谷 裕紀 

近年、居住面や経済的に困窮した稼働可能層を

受け入れたり、職業生活をサポートする人材派遣

・請負業者が現れた。その中には都市部の稼働可

能層を労働力不足が深刻な地方縁辺地域に動員

する業者もある。本研究では、寮を提供する人材

派遣・請負業者の労働力確保や生活サポートの手

法、地方縁辺地域における人材派遣業者利用の経

緯を聞き取り調査から、地方縁辺地域の寮で暮ら

す派遣労働者が抱える課題や寮での生活の問題

点を、参与観察から明らかにする。人材派遣業者

は困窮者を受け入れるために自治体の福祉窓口

への営業活動を行うこともあり、結果的に支援の

出口を担っている。就業継続のために寮を提供し

、労働者からの相談を受け付け、債務整理をサポ

ートしたり、食事のサポートを行うところもある

。地方縁辺地域では、単身の中高年層が多く赴任

しているが、生活面や健康面で課題を抱えており

、将来的に経済・福祉的支援を要するであろう。 

 

以上4編 


