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This study hypothesized the existence of key persons in the success factors of regional revitalization. As a result, in the areas of 

industry, economy, employment, and administrative reform, key persons were individuals with knowledge and personal connections. 

Furthermore, in the field of arts and culture, including event organization, it was found that ordinary citizens, such as student groups 

and self-employed people, could be key persons. In the future, it is necessary to explore the process of development of these key 

persons until they play their roles. 

 

１． 研究背景と目的 

地域活性化に係る既往研究の多くは,地域活性化の

中心人物（以下,キーパーソン）の存在を成功した一因

として挙げている．一方で,キーパーソンについては,

ある自治体や活動といった限られた事例において,ど

のように寄与したか,について述べられていて,異なる

自治体や活動におけるキーパーソンを比較し調査した

研究は少ない．したがって,本研究では,今後取り組まれ

る地域活性化にキーパーソン像を示すため,複数の既

往研究よりキーパーソンの比較を行い,地域活性化の

分野毎にみた特性を把握し,分野毎に適したキーパー

ソンの創出に寄与することを目的とする． 

 

２． 研究方法 

J-STAGE 及び Google Scholar より,「地域活性化」

「まちづくり」,「キーパーソン」といったキーワード

を 1 以上含む 27 編が抽出され,本稿ではそのうち８編
［1］～［8］を調査対象として分析を行った． 

 

３． 結果 

調査対象とした８編について,記載される地域活性

化の事例内容について分析を行った．その結果,地域活

性化の内容に応じ,既往研究［1］より「産業・経済・雇用」,

「芸術・文化（イベント）」,その他に「行政改革」の３

分野に分類された．さらに,地域活性化の内容別にキー

パーソンを把握し,その特性について Table１に示す． 

 

3-1．産業・経済・雇用（７事例） 

キーパーソンの職業では,中小企業社長・代表取締 

役といった,企業を代表する職業が多い．さらに,人的ネ

ットワークでは,組織や行政といった様々な組織や繋

がりを活かしたネットワークを有していた． 

3-2．芸術・文化（イベント）（６事例） 

地域活性化の主な内容は,５事例でイベントの実施

となっていた．キーパーソンの職業は自営業,学生団体

及び商店街復興組合であった．人的ネットワークでは,

人的ネットワークを持たない事例が４事例あった． 

3-3．行政改革（２事例） 

キーパーソンの職業では市長及び町長であり,地域

活性化の主な内容も各審議会への公募による市民参画,

自然環境等を活かした第一次産業の再生等,制度や地

域資源に関する取り組みという,行政が主体となり実

施される内容であった．人的ネットワークでは市長会

や町外のファンによる支援ネットワークであった． 

 

４． 考察 

4-1．産業・経済・雇用 

キーパーソンの職業は共通して企業といった組織の

長であり,その理由として,この分野における地域活性

化には店舗等を含む組織の設立,運営・経営といった活

性化に必要な専門的知識や実施するにあたり発生する

費用負担が可能な人物が必要になるためと考えられる．

さらに,地域活性化の規模が大きくなると経営者同士

の繋がり等の人的ネットワークの強みとなることも挙

げられる．すなわち,この分野のキーパーソンの創出に

は,専門的知識や広い人的ネットワークを持つ人物が

効果的と考えられる．そのため地域内だけでなく地域

外の人材にも注目する必要性がある． 

１：日大理工・学部・まち ２：日大理工・教員・まち 
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4-2．芸術・文化（イベント） 

他分野と異なり,自営業や学生団体,商店街復興組合

といった様々な立場や能力を持つ人物がキーパーソン

となっていた．その理由として,地域活性化の主な内容

から,この分野では体験イベントや作品の展覧会等実

施期間が比較的短期間であること,運営や経営等の専

門知識が必要ないことが考えられる．そのため人的ネ

ットワークがなくともキーパーソンとして機能する可

能性が高い．すなわち,この分野のキーパーソンの創出

には,専門的知識やまちづくりの参加経験がない人物

でも,キーパーソンになり得る可能性がある． 

4-3．行政改革 

地域活性化の主な内容が行政改革に係る場合,必然

的にキーパーソンは地方自治体の首長となる．すなわ

ち,行政外の人物がキーパーソンとはなり得ず,行政外

の人物が取り組みに関わる場合,キーパーソンの人的

ネットワークとして位置する． 

 

５．今後の展望 

今後は,キーパーソンが地域活性化へ貢献するまで

の過程を考察し,キーパーソン創出までの過程を明ら

かにする． 
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Table1.Outline of the papers to be discussed in this paper 

活性化分野 地域活性化の内容 職業 役割・評価 人的ネットワーク 論文※

高齢者が安心して生活できる町づく
り

中小企業社長
若手に活躍の場を与えており,人柄と行動力で人脈
を広げる能力に長ける

共にまちづくりを行う組織
のメンバー

[1]

千代田区の公的施設の課題解決
中小企業代表
取締役

エージェントを意図的に事業に巻き込むなど,自ら
のネットワークを用いて事業の拡大を図る

出資者でもある創業者メン
バー

[1]

経営体質強化の研究会などの学習活
動等

中小企業代表
取締役

若い参加者と積極的に意見交換するなど親しみや
すさを持ち合わせ,周囲からの信頼感も厚い

市の産業振興部メンバー [1]

森林資源を活かした地域復興 中小企業社長 他キーパーソンとの繋がり [5]

音楽産業を担う人材の育成による雇
用の創出と経済の活性化を推進

中小企業代表 人脈や経験が事業の円滑な推進に大きく役立つ
音楽活動や仕事上の付き合
いが下支え

[6]

様々な企画を通して商店街にて店を
やりたい人増え,店がオープン

中小企業社長
人を集めることが好きという祖父の想いを引き継
ぐ

様々な人とチームを組んで
いる

[2]

イベントのスタッフを生徒が体験す
る

大学教員
演習うの授業を通じてまちの商業活性化プロジェ
クトに参加

[8]

まちの新しい楽しみ方を展示するイ
ベント

自営業
ピクニックカフェを名目に食や音楽を介して人と
人が繋がる場づくりをおこなう

ワークショップで出会った
他のキーパーソン

[2]

まちの新しい楽しみ方を展示するイ
ベント

自営業
習志野の公共施設を題材とした写真集を手掛け公
共という枠組みで人々を写真でつなぐ

自身の店で知り合った他の
キーパーソン

[2]

ちょうちんづくりを介したイベント 学生団体
取り組みで蓄積した成果が,次の学年へ伝達され毎
年継続してこの活動に参加

[3]

オタクの参画を得たまちづくり
商店街復興組
合

以前からまちづくりを支える [4]

温泉地を目指したまちづくり 旅館経営者 [7]

まちの特性を活かした現代アートに
よる地域活性化を図るイベント

中小企業代表
取締役

現代アートの世界的なネットワークを活用するこ
とで,地域の自然・歴史・文化環境の再評価へと繋
げる

[2]

各審議会への公募による市民参画等
地方自治体
首長

首長として市政経営の最高責任者
市長の集まり「市長会」の
メンバー

[1]

自然環境など活かした第一次産業の
再生等

地方自治体
首長

町の将来に危機感を持った職員とともに行財政改
革を進める

町外のファンによる支援
ネットワーク

[1]

産
業
・
経
済
・
雇
用

芸
術
・
文
化

(

イ
ベ
ン
ト

)

行
政
改
革

※「論文」に記されるNOは参考・引用文献NOに準じる
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