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テキストマイニングによる農村地域課題の特性と変化の把握

一兵庫県を事例として一
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趨 松楠(神戸大学)
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Application of text mining methods to analyze problems in rural areas: A case study of 

Hyogo Prefecture 

So Yamaguchi (Kobe University) 

Songen Zhao (Kobe University) 

Masaya Nakatsuka (Kobe University) 

Ryohei Yamashita (1shikawa Prefectural University) 

1n order to identify problems in rural紅白色 this

study analyzed reports on community support ac-

tivities in Hyogo Prefecture by using text mining 

methods. 

We collected 320 reports on community support 

activities conducted between 2007 and 2011 in the 

areas of Tanba， Tajima， and Awaji. After classifying 

the reports according to their sphere of activity (e.g.， 

a village， several villages， a town)， we used text 

mining methods to identify local problems specific 

to each level. 

1. はじめに

(1 )背景と目的

我が国の農村地域は，過疎・高齢化の進行により，

地域社会の基盤であるコミュニティの弱体化がすす

み，農地の荒廃，資源管理機能の低下など，多くの

問題が顕在化している. こうした問題に対し，行政

レベルでは財政的な支援とともに，住民主体の地域

づくり活動の支援がすすめられてきた.支援を適材

適所におこなっていくには，農村地域が抱える課題

を的確に把握することが重要であるが，農村地域は，

地域によって特性が大きく異なり，それぞれ抱えて

いる課題も異なると考えられる. しかし，地域課題

を把握するチャネルは，一部のベテラン職員に内在

する暗黙知や行政評価アンケートなどに限られてお

( 3 ) 

The main findings were as follows: 

(1) All three levels shared problems related to 

children， the elderly， exchanges among local resi-

dents， and tourism. 

(2) At the village level， the management of living 

environments and farming were the problems. 

(3) The problem unique to the several-village 

level was with reg紅 dto the elementary schools. 

(4) At the town level， food and welfare were the 

local problems. 

り，その手法はこれまで十分に検討されてこなかっ

た経緯がある.今後，行政による地域づくり支援を

適切におこなっていくには，誰もが簡便に地域課題

を把握できる手法を構築することが必要である.そ

こで本研究では，地域課題を把握するチャネルとし

て，行政に蓄積されている地域づくり支援事業の活

動報告書に着目した.そして，言語データや膨大な

資料の整理手法であるテキストマイニングを用いた

地域課題の把握を試みた.

本研究で扱うテキストマイニングは，農業農村研、

究分野においてもいくつかの適用事例がある.石川

他 (2004)は，町営宿泊施設に設置された「落書き

帳」の分析から，年齢層別のニーズの差異を明らか

にしており，テキストマイニングを地域分析におけ
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る実践的分析手法として評価している.また，磯島

(2010) は，アンケート調査の自由記述や，消費者

から庖舗に寄せられるクレームから，農産物に対

する消費者ニーズを明らかにしている.そして山下

(2012) は， 自治体広報誌の分析を通して，膨大な

テキストデータの内容把握手法としてのテキストマ

イニングの有効性を検討しており，結果の解釈に影

響を及ぼす技術的な問題はあるものの，有効なツー

ルとして結論づけている.以上のように，テキスト

マイニングは，農業農村研究においても，数々の分

析事例があり幅広いテキストデータの活用において

その有効性が示されている しかし，本研究のよう

に，住民の活動報告書から地域課題の把握を試みた

研究は未だない.同時に，テキストマイニングを現

場レベルで、導入する上での要点はほとんど整理され

ておらず，課題として残されている.

そこで本研究では，兵庫県下でおこなわれている

地域づくり支援施策である「地域づくり活動応援事

業」の活動報告書をテキストマイニングにて分析し

地域課題把握手法としてのテキストマイニングの有

効性を検討することとした1)そして，分析プロセ

スから現場レベルで導入する上での要点を整理し

た.なお，住民主体で取組まれる地域づくり活動は，

地域課題の解決を目指して取組まれていると考えら

れる.そのため，本研究では住民主体の地域づくり

活動を地域課題と捉え直し，分析を進めた.

(2)地域づくり活動応援事業

本研究では，地域課題を把握するチャネルとして

兵庫県が 2003年度から実施している「地域づくり

活動応援事業」の活動報告書を取り上げた.地域づ

くり活動応援事業は，住民主体の地域づくり活動の

展開やコミュニティの充実化を図る施策のーっとし

て位置付けられており，申請団体の活動に対し，一

部助成をおこなかなお，この事業は，兵庫県下で

行われている事業であるが，同様に住民団体によっ

て行われる地域づくり活動を支援する事業は，全国

的に展開されている.事業の概要を以下に述べる 2)

地域づくり活動応援事業の助成対象団体は自治

会，婦人会，老人クラブ，子ども会，消費者団体，

まちづくり協議会，防犯協会，青少年育成団体など

をはじめ，一定の地域を基盤に地域活動を行う団体

や，市町域を超える地域団体の連合組織，広域団体

などを対象とし，助成対象事業としては，地域団体

( 4 ) 

の企画力や情報・ネットワーク，組織基盤を強化す

る取組み，他地域のモデ、ルとなる取組み，地域の共

同利益を創出する取組み，以上の 3点、を満たす新規・

拡大事業を対象としている.また，助成期聞は単年

度，連続した助成は 3年を上限とし，助成金額は上

限 50万円(市域を超える広域活動は上限 100万円)

となっている.募集・選考は，県下 9つある県民局

単位でおこない，公開審査会を通しておこなわれて

いる.以上のように，地域づくり活動応援事業は，

住民主体の新たな地域づくりの取組みに対して助成

をおこなう事業であり，助成団体の対象も幅広い.

そのため，地域課題に対応して展開される幅広い活

動を把握することが可能である 3) また，同様の事

業が広く展開されていることから，一般性の高い地

域課題把握手法を構築する上でも有意義な知見を得

ることが可能である. これら 2つの理由から，分析

対象として取り上げγこ.

2.研究の方法

(1 )テキストマイニング

テキストマイニングとは，大量のテキストデータ

を定量的に解析し有用な情報を抽出するための技

術の総称であり， 自然言語処理，統計解析，データ

マイニングなどの基盤技術の上に成り立っている

(松村他， 2009). また，テキストマイニングでは，

まず，形態素分析(品調の分解)や構文分析(品調

聞の係り受け)を基礎的分析としておこない，その

後，分析を発展させるのが一般的な手順となってい

るが，こうした一連の分析を半自動で実施可能なソ

フトウェアが多数開発されている.本研究では，フ

リーソフトであり，品詞の分解・抽出から，多変量

解析まで幅広い分析が可能な， KHcoder4)を用いた.

なお，テキストデータに代表される質的データの分

析では，結果の解釈に分析者の主観が入り込むこと

が問題点として挙げられるが，テキストマイニング

では，テキストデータを定量的に扱うため，質的デー

タの分析が抱えていた問題点を克服できる特徴をも

っ(藤井他， 2005). このような特徴から，テキス

トマイニングの導入は，現場レベルで地域課題の把

握手法として一般的に行われるテキストデータの読

込み等に比べて，実施者に影響されない信頼性の高

い結果を得ることができる優位性があると言える.

一方で，分析のなかで文脈が抜け落ち，結果の解釈
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に幅が生じる等の限界点も指摘されており(藤井他，

2005)，今後の技術的発展が求められる.

(2)テキストデータ

分析に用いるテキストとして，農村地域から成り

地域特有の課題が反映された活動が多く展開してい

ると考えられた但馬，丹波，淡路の 3地域を対象に，

2007 ~ 2011年までの 5年間の活動報告書を取り上

げた なお，地域づくり活動応援事業は幅広い団体

が応募可能な事業であり，多様な地域課題を把握で

きる可能性がある一方，なかには，地域課題の解決

というより，申請団体の理念や目的に応じて活動を

展開している場合もみられる.活動報告書から地域

課題を把握するには，こうした活動を除外し分析を

進める必要があるが，本研究では活動報告書の内容

から，スポーツ・音楽クラブ，消費者団体，青少年

育成団体，青年会議所，商工会によって申請された

活動は，地域課題を反映させた活動ではないと判断

し，分析から除外した.具体的には， 3地域 5年間

の活動報告書 378のうち，スポーツ・音楽クラブら

の活動報告書 58を除外し， 320を分析対象とした.

また，活動報告書は，年度によって若干の違いが

みられるものの，フォーマットが定められているた

め，ある程度統一されており，事業名称，実施団体，

団体所在地，実施地域，活動目的，活動内容(年次

計画)，事業の効果等から構成されている また，分

量はA4サイズで2責程度にまとめられている 分析

では，事業の実施背景や目的，実施内容が記載され

ている活動目的欄をテキストデータとして用いた.

(3)分析の方法

本研究では，活動報告書をテキストマイニングに

て分析することにより，地域課題把握手法としての

テキストマイニングの有効性を検討する.分析では，

まず，地域づくり活動の活動範囲によって，反映さ

れる地域課題の特徴が異なると考え，活動報告書を

活動範囲が単一集落内に収まる集落レベル，複数集

落にまたがる複数集落レベル，単ーもしくは複数市

町村の範域でおこなわれる市町村レベルの 3つに分

類した.そして，それぞれ年度別にテキストマイニ

ングにより分析して，地域課題の空間的な差異や時

系列的な変化を明らかにし，テキストマイニングの

有効性や要点を考察した.

また，本研究ではテキストマイニングのなかでも，

主にクラスター分析を用いた地域課題の抽出を試み

た.具体的な手順としては，まず形態素の分解を

おこない，頻出単語のリスト化をおこなった.そし

てリスト化された単語やテキストデータを確認しな

がら，同義語の統一，複合語の抽出，除外語の抽出

といった事前処理を行った.なお，複合語の抽出に

関しては， KHcoderの複合語抽出機能と，マニュア

ル操作にて行った.また，同義語，除外語の抽出に

ついても，マニュアル操作にておこなった.そして，

事前処理の後，再度，形態素に分解し，頻出単語の

上位30語程度 5)を用いクラスター分析を行い，いく

つかの単語群に分類した.そして，分類された単語

群を地域課題として捉えた.なお， クラスター分析

には，単語聞で算出される Jacard係数を用い，距離

計算はward法にて行った.

( 5 ) 

3. テキストマイニングによる地域課題の特性分析

(1 )テキス卜データの事前処理

表 lに事前処理をおこなった主な語を示す.今回

分析に用いた地域づくり活動応援事業の活動報告書

の場合，同義語では， r高齢者(年配者， (お)年寄

り，老人)J， r子ども(子供，幼児小学生)j といっ

た，住民を示す語が様々な呼称で使われる傾向が見

られた.また複合語に関しては， r地域住民j，r地
域づくり」といった， I地域」を接頭語とした単語

が多くみられたのが特徴的であった.なお，除外語

に関しては， r地域j，I活動j，I活性化j，I課題J

という 4つの単語を指定し，分析から除外した.こ

れらの語は頻出単語の上位語であるが，具体的な地

域課題を示すものではない.そのため， これら 4つ

の単語を除外し，これら以外の語を頻出単語として

分析に加えた方が地域課題の解明に繋がると考え，

除外した.

同義語

複A 語
口ロロ

除外語

表 1. 事前処理語

高齢者(年配者，お年寄り，老人)，若者(若
年層，若い世代)，子ども(子供，幼児，小学生)， 
芸術(アート，美術)，人(老若男女，男女，人々 )， 
地域づくり(まちづくり，里づくり，村づくり)

地域づくり，地域住民，都市住民，民俗芸能，
自治会，世代間交流，共同作業，老人クラブ，

婦人会

地域，活動，活性化，課題
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(2)クラスター分析の結果

事前処理後，再度，形態素に分解し，各類型(集

落レベル，複数集落レベル，市町村レベル)におい

て年度ごとにリスト化した頻出単語上位30語程度を

用いてクラスター分析をおこなった.各類型におけ

る各年度のテキストデータ数を表2，クラスター分

析の結果を表3に示す.表3の各マトリクスは， クラ

スター分析によって類型化された lつのクラスター

を表しており，また括弧内はクラスターを構成する

主な誇を示している.

まず，集落レベルでは，歴史文化，住民交流，子

ども，高齢者，農業関係，観光関係のほか，集落レ

ベルの特徴的な課題として環境整備，外部との交流，

若者関係に関する課題が抽出された.年度聞でみる

と， 2007 ~ 2009年には環境整備，農業関係，住民

交流，子ども等の課題が中心であったが， 2010年

以降は，これらに加え外部との交流や観光関係の課

題も抽出されるようになった.

複数集落レベルでは，住民交流，子ども，高齢者，

歴史文化， 自然環境，観光に関する課題が抽出され

ており，他と比べ小学校， PR関係に関する課題が

唯一抽出された点や，祭に関する課題が多く抽出さ

れた点、が特徴的で、あった.また年度聞で、比較すると，

2007， 2008年は，歴史文化，住民交流，子ども，

自然環境に関する課題が中心であったが， 2009 ~ 

2010年以降，祭，観光関係の課題も抽出されるよ

うになった.

市町村レベルでは，歴史文化，住民交流，子ども

関係，高齢者関係， 自然環境，祭，観光に関する課

題の他，市町村レベル特徴的な課題として食，芸術，

障害者，被災地関係の課題も見られた.年度聞で比

較すると， 2007 ~ 2009年は，歴史文化，自然環境，

食，住民交流，子ども関係，食関係の課題が中心で

あったが， 2010年以降は，障害者，観光関係の課

題も新たに見られるようになった.

表 2. テキストデータ数

2007 2008 2009 2010 2011 計

集落 21 21 14 13 10 79 

複数集落 31 22 20 21 18 112 

市町村 36 19 20 28 26 129 

言十 88 62 54 62 54 320 

( 6 ) 

4.結論

(1 )地域課題の特性と変化

本研究の分析結果から，地域課題の特性と変化を

整理する(図1).まず地域課題として，歴史文化，

環境整備， 自然環境，住民交流，子ども，高齢者，

若者，外部との交流，農業，小学校，観光， PR，芸

術，障害者，被災地関係に関する課題が抽出された.

これらのうち，住民交流，子ども，高齢者といった

住民関係の課題は各レベルにおいて課題として考え

られており，特に子どもに関する課題が多く抽出さ

れた.また，各レベルで、抽出された課題には差があ

り，集落レベルでは，農業，環境整備といった住民

の生活と密接に関わる課題や外部との交流に関する

課題が特徴的な課題として抽出された.そして複数

集落レベルでは小学校に関する課題が，市町村レベ

ルでは，障害者，食に関する課題が，それぞれ特徴

的な課題として抽出された.さらに，複数集落レベ

ル，市町村レベルは，集落レベルと比べて歴史文化，

自然環境，祭に関する課題が多く挙がっていた.

次に，地域課題の時系列的な変化について整理す

る. 2007 ~ 2011年までの 5年間では，地域課題の

内容に大きな変化は見られなかったが，課題が多様

化している傾向が見られた.各レベル共通の変化と

して， 2010年以降，観光関係の課題がみられるよ

うになり，集落レベルでは新たに外部との交流が，

市町村レベルで、は障害者関係の課題も挙げられるよ

うに変化していた.また，複数集落，市町村レベル

では，共に祭に関する課題が挙げられるように変化

していた.

以上，地域課題は，集落，複数集落，市町村といっ

た各レベルの共通の課題と，各レベルで、特有の課題

として捉えられているものがあることが示された.

また，地域課題は多様化の傾向にあることが確認さ

れた. これらの結果から，課題解決に向けた地域支

援の可能性として，各レベルの共通課題に関しては，

各レベルで、取組む内容が重複しないよう情報を共有

しながら総合的に対策を進めること，また地域課題

の多様化に対しては，取組み内容や課題対応の方法，

ノウハウを共有・活用できる仕組みを構築すること

などが必要と考えられた.

(2)地域課題把握におけるテキストマイニング適用

の可能性

以上の結果から，本研究でおこなったクラスター
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表 3. クラスター分析の結果

クラスターの内容

歴史文化，環境整 高齢者(進む，住民， 住民交流(交流，村， 農業(世代，少ない，

2007 
備(自治会，歴史， 高齢化) 実施，事業，集落， 小豆，知る，参加，
文化，地域住民， 地区，場，人，地 共通)
図る，ゴミ，作業) 域づくり)

歴史文化(住民， 祭，子ども，両齢 住民交流，環境整 農業(ひまわり，

2008 
歴史，文化，区民， 者(実施，地区， 備(自治会，交流， 農地，村，作物)
人，資源) 子ども，参加，高 図る，整備，景観，

齢者，高齢化) 再生，里山)
集 環境整備(地区， 住民交流(交流， 局齢者，若者(事業， 環境整備(公園， 子ども(子ども，

落 2009 環境，実施，人) 住民，自治会，故郷， 高齢化，若者，取 整備，参加，公園， 自然，考える)
推進) 組む) 世代，場)

環境整備(集落， 住民交流，環境整 外部との交流，農 局齢者，子ども(地 局齢者(実施，局 外部との交流(地

2010 
自治会，設置，憩い， 備(交流，場，住民， 業(農業，進める， 域住民，老人クラ 齢化，資源，人， 区，都市，減少，
目的，世代) 図る，高める，環境， 農村，都市住民， プ，事業，連携， 参加) 源流，困難)

植樹) 取組む) 子ども)

住民交流(交流，局 観光(観光，資源)農業(実施，活用， 外部との交流(転
2011 齢化，触れ合い，自 地区，遊休，農地， 入，団体)

治会，地域づくり) 農業，住民)

歴史文化， 自然環 住民交流(交流， 小学校，子ども(子 子ども(事業，人， 自然環境(地区，

2007 
境(自然，故郷， 図る，イベント，町， ども，実施，小学校， 子育て，支援) 住民，整備，環境，
歴史，深める，良い， 進める) 古道，安全) 保全)
発見)

農業(野菜，産地)歴史文化， 自然環 高齢者，子ども(子 環境整備(中心，

複 2008 
境(交流，歴史， ども，高齢者，取 交流，理解，環境，
文化，学ぶ，源流 組む，進める，高 地域住民)

数
守る) 齢化，世帯)

歴史文化(地域住 小学校，自然環境 祭(祭，人，繋がり)住民交流(交流， 局齢者(団体，連携，
集 2009 民，イベント，歴史， (地区，環境，自然， 住民，場，実施， 高齢化，進む)

落
開催) 小学校，意識) 情報，深める)

自然環境(里山) 小学校(地区，全体， 祭(祭，地域住民， 住民交流，子ども 自然環境， PR (考 品齢者(住民，高
2010 小学校) 人，事業) (子ども，環境，交 える， 自然，宣伝， 齢化， 自治，協議，

流，生活，図る) 全体，作成，多く)資産)

歴史文化，観光(歴 祭(祭，協力，参加， 自然環境(環境， 小学校，子ども(子 農業(農業，婦人， 住民交流(地区，
2011 史，観光，パン 7 集落，実施，参加)保全，ため池，整備， ども，小学校，住民， グループ，仕組み， 交流，図る，取組む)

レット) 管理，行う) 事業) 作る)

歴史文化(保存， 局齢者，子ども，住 芸術(婦人会，芸術， 自然環境(実施，

2007 
民俗芸能) 民交流(子ども，子 会員) 住民，自然，暮らし，

育て，図る，高齢者， 開催，公園，地域
支援，場，交流) 住民)

歴史文化(保存， 食(朝食，食，食育， 自然環境，子ども 住民父流(取組む，
2008 民俗芸能) 文化，住民，開催， (子ども，自然，継 ネットワーク，交

市
人，発信) 承，参加，豊か，場)流，図る，事業)

歴史文化(民俗芸 食(体験，食育，食)歴史文化(伝える， 祭(祭，市民，開催， 子ども，住民交流
町 2009 能，継承，保存) 文化，伝承) 参加，高齢化，元気)(交流，人，子ども，

村
図る，婦人会，連携)

歴史文化，食(民 自然環境(生活，人， 子ども(子ども， 農業，住民交流， 障害者(障害者， 祭(参加，開催，祭，

2010 
俗芸能，継承，料理， 事業，自然，環境， 実施，故郷，減少)高齢者(交流，高 機会，学校) 市民，行政)
保存，伝承) 地元，思う) 齢化，図る，魅力，

農業)

観光(観光，魅力， 住民交流，被災地 子ども，障害者(子
2011 拠点) (交流，開催，支援， ども，子育て，社会，

参加，被災，住民)問題，障害者)

分析を中心とする一連のテキストマイニングによ

り，行政に蓄積された地域づくり支援施策の活動報

告書から，ある程度，地域課題を把握できることが

示された. しかし，抽出された課題は，やや抽象度

が高い傾向にあり，この点は今後の技術的課題とし

て残された.ただし，課題は残されたものの，本研

究で示したように実施者を問わず客観的に地域課題

を把握できるテキストマイニングは，地域課題把握

手法として現場で導入する有効性は高いと言える.

分析プロセスから，導入上の留意点を整理する.

( 7 ) 
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図 1. 地域課題の特性と変化

第ーに，分析データの選定についてである.分析

データとして用いた活動報告書のなかには，地域課

題が反映されておらず，分析に不適合なデータも見

られた. こうしたデータは除外し分析する必要があ

よって助成対象が異なるため，分析に用いる場合は，

地域課題のうちどのような特徴の課題が抽出可能で

あるか，留意しておく必要がある.

注1)地域課題は活動タイトノレ等だけでもある程度は把

握可能であるが，本研究では，より詳細な課題の

把盤を簡便Eつ客観的におこなうことができる手

法構築を目指して，活動内容についてのテキス ト

データをテキストマイニングにて分析する手法を

用いた.

2)地域向け募集要項を参照した.

3)地域づく り活動応援事業では，既存の地域活動は

助成の対象に含まれていない よって，本研究で

明らかにされる地域課題は，既存活動をおこなう

上での課題や問題点は含まれておらず，今後の課

題として残されている

4) 樋口耕一氏(立命館大学)が開発したオープンソ

フトウェアである

5)頻出数がちょうど 30語で区切れない場合は， 30 

語に最も近い単語数で分析をおこなった

るが，その方法として，本研究のように助成団体を 引用文献

基準に除外する方法が有効と考える. 石川 修 ・星野敏 (2004)Iテキスト 7 イニ ング

第二に，テキストデータ の事前処理についてであ を用いた都市農村交流ニーズの把握 岡山県

る 活動報告書は，住民の属性を示す語が様々な呼 吉永町ふるさと村の八塔寺山荘の落書き帳を

称で使われ，また「地域」を接頭語とした語が多い 対象としてーJ~農村計画論文集.1 6， 181-186. 

傾向があった.膨大なテキストデータの事前処理は 磯島昭代 (2010)Iテキストマ イニン グによる農産

かなりの労力が必要であるが，本研究で示した同義 物に対する消費者ニーズの把握J~フードシス

語，複合語のリストを活用することにより ，ある程 テム研究.116(4)， 38-42. 

度労力の軽減が図れると考える. 藤井美和 ・小杉考司・李 政元 (2005)~福祉 ・ 心理 ・

第三に，抽出可能な地域課題の範囲についてであ 看護のテキストマイニング入門』中央法規

る.行政事業の活動報告書を用いる手法上，抽出可 松村真宏 ・三浦麻子 (2009)~人文 ・ 社会科学のた

能な地域課題の範聞が行政事業の内容に依拠する. めのテキスト 7 イニング』誠信書房.

本研究で扱った地域づくり活動応援事業の場合，助 山下良平 (2012)I自治体が発信する情報の構造分

成対象が新たな地域づくり活動であったため既存 析に対するテキストマイニングの可能性J~農

の地域づくり活動は分析対象外であり，その活動が 村計画学会誌.131， 267-272 

抱える課題は抽出することができなかった.事業に (受理日:2014年 6月2日)
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