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今、ここからはじめる地方創生
̶̶農山村とＪＡの挑戦̶̶
平成 29 年度 ＪＣ総研シンポジウム 報告（前編）
都市・農村共生社会創造研究会

地方創生が政策目標に掲げられて３年、今、あらためて地域づくりの ｢プロセス」
に着目し、地域は何をすべきか、そこにＪＡはどう関わればよいのか、研究者、行
政担当者、ＪＡ関係者、マスコミ関係者と地方創生の新たなステージを展望するシン
ポジウムを、2018 年２月 27 日明治大学リバティホールで開催しました。その概要
を前編と後編に分けて報告します。

《キーワード》
● 太陽路線の地方創生
● 寄り合いワークショップによる地域づくり
● グループワーク形式を活用した会議のあり方改革
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開会挨拶
（一社）ＪＣ総研 代表理事理事長
現・
（一社）日本協同組合連携機構 代表理事専務

勝又 博三

KATSUMATA Hiromi

本日はＪＣ総研シンポジウム「今、ここからはじめる地方創生」にご参
加いただきありがとうございます。
当総研では、明治大学農学部の小田切徳美教授を座長とする「都市・農
村共生社会創造研究会」が中心となり、これまで２度にわたり地域創生を
テーマとするシンポジウムを開催してまいりました。
１回目は農山漁村に向かう若者に、２回目は若者を受け入れる地域の側
に焦点を当てましたが、３回目となる今回は「地域づくりのプロセスデザ
イン」に着目し、地域に組織や活動の基盤がある行政、そしてＪＡの関わ
りを探っていきたいと考えております。会場の皆さまにとって得るところ
が必ずやあるものと確信しております。
なお当総研は、日本協同組合連絡協議会（ＪＪＣ）の要請を受け、2018
年４月１日より一般社団法人 日本協同組合連携機構（Japan Co-operative
Alliance ＝ＪＣＡ）として再編致します。農林水産業を通じた持続可能な
地域のより良い暮らしや仕事づくり、それらに向けた調査研究をさらに発
展させるとともに、異なる協同組合間を横断した連携の推進・支援を行う
機能を担う組織となります。
今後とも地域に根差した活動を目指していき
たいと考えておりますので、ぜひとも皆さまに
ご期待をいただくとともに、ご叱正も賜りたく
何卒よろしくお願いいたします。以上をもちま
あいさつ

して開会のご挨拶とさせていただきます。
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シンポジウム解題

今、ここからはじめる地方創生──農山村とＪＡの挑戦──
明治大学農学部 教授 小田切 徳美

◎地域再生のプロセス認識の欠如が、
小田切 徳美
ODAGIRI Tokumi
明治大学農学部教授。
1959 年、
神奈川県生まれ。

数値目標への偏重や短期成果を求める風潮、政策への依存を生む
「都市・農村共生社会創造研究会」は、中堅、若手メンバーを中心とした研究会で、
私を含めて９人の研究者やジャーナリストによる、いわば混成部隊での研究会です。
発足当初は「農山村再生研究会」と称していましたが、２年前に名称を変えました。

東京大学大学院農学生命

なぜかといえば、「今は単なる再生の時ではなく、すでに都市と農村の共生を実現す

科学研究科博士課程単位

るような局面に入ってきている」という確信を持つに至ったからです。

取得退学。農学博士。著
書 に、
『 農 山 村 からの 地

研究成果は「ブックレット」という形で発表しており、各書の最後には、「その一歩

方創生』
（ 共 著・筑 波 書

先を読むとこうなりますよ」という、いわば「創造的解題」を「私の読み方」としてま

房）、
『農山村は消滅しな

とめています。これまでに当研究会からすでに９冊が刊行されており、本日報告され

い』
（ 岩 波 書 店）、
『 世界

る日本農業新聞の尾原さんと鳥取大学の筒井先生によるブックレットも４月中に刊行

の田 園 回 帰』
（ 編 著・農
文協）、など多数。ふるさ
とづくり有識者会議座長
（内閣官房）、国土審議会
委員（国土交通省）、過疎
問題懇談会委員（総務省）
などを兼任

される予定です。
資料１は私たちの研究会がいったいいかなるモチーフを持っているのかをまとめた
もので、それは一言でいえば、「地域再生のプロセス認識」です。
地域再生には幾多のプロセスがありますが、いつの間にかそのプロセスを忘れてし
まっている、あるいは政策を仕組むときにはそのことをあまり考えない、ということ
もあるのではないでしょうか。つまり政策さえ整えば、地域や経営体が一定の水準に
まで一気に引き上げられることが想定されているのではないでしょうか。
しかし、資料１の右側の図ではブラックボックスで表現していますが、当然ながら
そこにはプロセスがあるのです。プロセスが見えないまま、あたかも「打ち手の小槌」
のように政策が位置付けられると、「成果の量産」という形の目標が出てくることに
なります。つまり、プロセスが見えないから数値目標が優先されるのです。そして、
その数値目標に達していないのは現場に力がないからだ、という意識はここから生ま
【資料１】

れます。さらに、プロセス
の認識がないからこそ、短
期性を求めるような風潮が
出来てしまうのです。
最も重要なことは、プロ
セスが見えないために政策
のみに依存する傾向が生ま
れることです。図のブラッ
クボックスのなかには、実
は い ろ い ろ な 主 体 が い て、
それぞれが大切な役割を
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担っています。場合によっては政策や地域という主役だけではなく、脇役もいるだろ
うと思います。それらが力を合わせながら、つまりコラボレーション、協働しながら
プロセスを創り上げていくことを、私たちはいつの間にか忘れてはいないでしょうか。
私たちは、ブックレットを作る過程のなかから、新しい実践や研究においては、数
値目標や短期的志向、そして政策依存を乗り越えるような「プロセスデザイン」に目
線を置くべきだとの結論を得るに至りました。当研究会は、いってみればプロセスデ
ザイン学派、スクール・オブ・プロセスデザイン、略してＳＰＤです。「エスペーデー」
というとドイツ社会民主党で、これは長期低落が予想されるような存在になりますが、
決してそうではなく、ここからはじめるべく、ＳＰＤを私たちは重視してみたいと思
います。
◎「プロセスデザイン」で切り拓く地域再生への道筋
プロセスデザインについては、いくつかの例証があります。この後、第１部では弘
前大学の平井先生からワークショップのお話がありますが、地域再生にはプロセスが
あり、そのプロセスに応じたワークショップのあり方をしっかりと考えなくてはいけ
ないという趣旨だと思います。
では、その「プロセス」とはいかなるものか。これは、今日もお越しになっている、
（公社）中越防災安全推進機構 業務執行理事の稲垣文彦さんがつくり出されたという
ことで、われわれは「稲垣理論」と呼んでいますが、地域の再生局面を２つに分けて
実践する「足し算の支援」と「掛け算の支援」という考え方にも表れています
（資料２）。
中越の震災下における復興過程ですので、マイナスからスタートしますが、マイナ
スをプラスへとじっくり変換させていくプロセスには「足し算の支援」が必要です。
ところが、ある段階、すなわちコミュニティーミニマムに到達した後は、「かけ算の
支援」が有効となり、等級数的に地域が跳ね上がっていくような、そんなプロセスも
予想できます。このように地域再生を２つのプロセスに分けたことは、かなり革命的
な議論ではないかと思います。これはわれわれが考えるプロセスデザインの、いわば
１つの典型例です。
続く第２部では、大分大学の山浦先生が「地域運営組織」
についての報告をされます。
【資料２】

地域運営組織は政策にも市
町村にも非常に近い存在で
す。そのため、ともすれば市
町村が形式的に地域運営組
織をつくることがしばしば
あります。
それでは、形式と実質、こ
の２つを分けた場合にどん
なプロセスが考えられるの
か、山浦先生のブックレッ
トのなかで私が描かせてい
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ただいたものが資料３です。
おそらく最も望ましい形として、私たちは「手作り自治区」
（Ｅ点）と呼んでおりま
すが、原点（Ａ点）からこの領域に到達するまでには、いくつかの多様なプロセスが
あります。なんといっても多いのはいわゆる「行政主導型」で、まずは形式が整備さ
れて、そして後から内実が追いかけていくというプロセスです。
ところが、行政が地域運営組織をつくり上げるために、一括交付金を準備したり、
拠点の整備を行ったりするところ、すなわち図のＣ点で、頓挫もしくは停滞してしま
う事例が少なくありません。こういう事例は時間の経過とともに、垂直落下、ないしは、
ここからさらにマイナス領域に入ってしまいます。形式的なものは整備されるものの、
地域の実力、コミュニティー力はむしろ下がってしまうことすらあるのです。そうい
う意味で、今一番重要なのは、このＣ点にあるような、多くの地域運営組織をいかに
Ｅ点に上昇させるかということであり、ここでもプロセスデザイン認識が１つのポイ
ントになります。
さらに、地域と大学との連携についても同じようなことが議論できます。今日はご
報告されませんが、神戸大学の中塚先生のブックレットで作ったのが資料４です。横
軸が地域の発展度合い、縦
【資料３】

軸が大学の教員や学生の成
長度合いです。
従来型の産学連携型のパ
ターンで言えば、「大学は十
分な知識を持っていて、地域
のみが発展する」「横軸の動
きはあるけれども、縦軸の
動きはあったとしても微々
たるものだ」というプロセス
が想定されていました。しか
し、今やそうした産学連携の
時代から「域学連携」の時代

【資料４】

に変わっています。つまり、
地域も大学もともに成長す
るプロセスであり、それが中
塚論文のなかではしっかり
位置付けられています。
そして、地域に関心と関
与を持ちながら都会に住む
人 た ち を「 関 係 人 口 」と 表
し、「風の人」という言葉を
世に出した、ローカルジャー
ナリストの田中輝美さんの
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ブックレットのなかでわれわれが描いたのが資料５です。横軸を関与（行動）、縦軸
を関心（心）として分解してみると、その間に幾多の階段があって、あたかもそれを
上るかのように最終的に移住に到達する。そうであれば、この階段の高さを低くする
のが、移住促進施策ではないかという、プロセスを意識した議論が展開されています。
◎魂を入れ込んだ、太陽路線の「プロセスデザイン」を！
本日のシンポジウムは、第１部では「何からはじめるべきか ──ワークショップの
可能性──」を議論します。ワークショップ自体が日本に導入されたのは 1970 年代
後半といわれており、その可能性は従来から盛んに議論されてきています。ワーク
ショップの持つ力の大きさは計り知れないものの、一方でワークショップ自体の形骸
化も起きており、今一度、議論する局面に入っているかと思います。
そこで、今回のゲスト講演者である和歌山県農林水産部の中西班長から、和歌山県
で 11 年前から継続的に展開されている「地域のワークショップ」の実践を伺い、ワー
クショップをいかに地域づくりに活かせばよいのかを共有したいと思います。
さらに、ＪＡ松本ハイランドでは、松澤専務理事を中心に、意思決定の仕組みとし
てワークショップを積極的に導入されています。そのために会議室の構造さえも変え
ているという、ワークショップの新たな取り組みを、今日われわれは学ぶことができ
ます。
そして第２部では、地方創生の「まち・ひと・しごと」の３つの要素で新たな挑戦
を議論していきたいと思います。
以上のように、本日のシンポジウムの目的は、いわゆる地方創生を、われわれなり
のプロセスデザインの認識で切っていくことです。また副題の「今、ここからはじめ
る」とは、「今からでも遅くない」ということを意味しており、すでにはじめている
ところでも、プロセスデザイン的に見れば、妥当なプロセスへの乗り換えが必要かも
しれないし、形式的なものばかりが先行したようなところでは、そこにいかに実質的
な、いわば魂を入れ込んでいくのかが課題となることを、強調したいと思います。
加えて、われわれの研究会で全面的にＪＡを位置付けたのは今回が初めてのことで
【資料５】

す。それはＪＡ改革、産業
政策、地域政策が取り沙汰
されるなかで、地域に存在
する農業協同組合が地方創
生に関わらない、それ自体
が不自然であるという素朴
な認識からスタートしたか
らです。
そして一部のＪＡでは、
会議文化、つまり参画のあ
り方自体を変えようとして
いる、まさにこれこそが自
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己改革ではないかという動きさえ見ることができることを皆さまにお伝えしたいと思
います。
最後に次の点だけ、あえて私のメッセージとして論じてみたいと思います。ご記憶
注）元総務大臣、現野村

のように、地方創生のスタートラインに「地方消滅論」注）というのがありました。と

総合研究所顧問の増田寛

ころが、私が座長を務める総務省の田園回帰研究会で進める、2015 年国勢調査の個

也氏が座長を務める日本
創成会議・人口減少問題

票レベルからの分析では、地方消滅とはまったく違う様相を見ることができます。

検討分科会が、2014 年 5

そもそも地方消滅論は、2010 年のデータの取り扱い自体に問題がある推計を基礎

月「消滅可能性都市 896

として成り立っています。しかし、推計は間違っているが、問題提起そのものは正し

のリスト」を発表。将来
消滅するおそれのある市

いという人たちがいます。なぜならば、地方消滅論によって、地域に危機意識を植え

町村実名リストが多くの

付けることに成功したからだというのです。しかし私は、それは間違いだろうと思い

人に衝撃を与え、人口減

ます。

少問題への関心が急速に
高まった

私が歩いているところでは、地方消滅と言われて「じゃあ頑張ろう」と立ち上がっ
たところは残念ながら 1 カ所もありません。むしろ消滅、消滅と言われて元気をな
くした、自信をなくした、そして誇りをなくした ──そういうところが大多数ではな
いでしょうか。今必要なのは危機感をあおることではなく
「可能性の共有化」
なのです。
集落のなかで、あの空き家はまだ使えるよね、水回りはなんとかなりそう、あるいは、
あの息子さんはそろそろ帰ってきそうだ……。そうした一つひとつの小さな可能性を
共有化することからはじめるべきで、これもまた、おそらくプロセスデザインの発想
だと思います。
このことは、あたかもイソップ童話の旅人をめぐる物語と酷似しています。消滅、
消滅という「北風」をビュービュー吹かせて地域の誇りと自信を喪失させてしまうの
か。そうではなく、地域の方々に寄り添いながら、「太陽」として地域に可能性を見
いだしていくのか。実は今求められているのは後者ではないでしょうか。その意味で、
今日のこのシンポジウムが「太陽路線の地方創生」の第一歩となることを強く願って
います。あえて言えば、プロセスデザインは「太陽型」であるべきです。私の少し先
んじた結論であります。

写真右：農山村再生研究
会、 お よ び 都 市・ 農 村
共生社会創造研究会の研
究成果として発行された
ブックレット
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第１部

何からはじめるべきか ──ワークショップの可能性──

講演「ワークショップとは何か」
弘前大学大学院 准教授 平井 太郎

◎地域の未来像を切り拓く場づくり、それがワークショップ
平井 太郎
HIRAI Taro
弘前大学大学院地域社会

青森県の多くの市町村は 50 ～ 60 年前から人口減少がはじまりました。事例で紹
介する七戸町や佐井村も、1950 年代が最も人口が多く、そこから今は３分の１近く
まで減っています。また、農業や林業、漁業の就業人口も激減し、最近では地域の最

研究科・人文社会科学部

大の「産業」は「役場」ですらなく「福祉」だということになっています。さらに、学

准 教 授。1976 年、 神 奈

校はどんどん統廃合され病院もなくなるなど、自治基盤も衰退しています。

川県生まれ。専門は社会
学（ 地 域・住 宅をめぐる
合意形成）。東京大学大

小田切先生が「ヒト（人口）
の空洞化」
「トチ（生業基盤）
の空洞化」
「ムラ（自治基盤）
の空洞化」と表現されている、この３つの空洞化に対して、政府の「まち・ひと・し

学院総合文化研究科博士

ごと創生」が動き出していますが、「まち・ひと・しごと」を全部いっぺんにやれとい

課程単位取得退学。博士

うトータルパッケージになっています。しかし、「ヒトの空洞化」に対しては、まず

（学術）

は「暮らしのものさしづくり」が必要であり、その基盤となるのが村の「暮らしの仕
組み」です。そして、そのための「場づくり」をすることで、人々が主体として育っ
ていく。さらに場づくり、主体づくりの後には、お金など「継続するための条件づく
り」が必要となります。そのプロセスに新しい価値が上乗せされ、地域づくりが進む、
それが小田切先生の言う農山村再生のアプローチであり、プロセスデザインの原型だ
と私は理解しております（資料１）。
農山村再生におけるそうしたプロセスにおいて、ワークショップは非常に大きな力
を発揮します。ワークショップというのは、未来の理想像を実現するために、そこに
関わっていく人を育て、そして活動＝コトを起こしていく場を創っていくことだと私
は考えています。
ワークショップは、1970 年代に、演劇や建築分野から広まりました。しかし、ワー
クショップという言葉を使わなくとも、終戦直後から今に続く生活改善運動で、実は
同じことが行われていて、その魂は地域のなかで脈々と受け継がれてきました。
生活改善運動の担い手は、地域づくりでともすれば隠れがちな女性たち、特によ
そからきたお嫁さんたちで、女性たちは
【資料１】

暮らし目線で、試しにとりあえずやって
みようと、小さなことを一つひとつ積み
重ねてきました。地方創生では「人口減
少をどうするか」という大きな課題から
入ってしまいがちですが、そうではなく、
女性たちが実践してきたように、もう少
し小さく目標を刻み、駄目だったらもう
１回やってみる、そういう試行錯誤が大
事だと考えています。この、「暮らしを
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軸にする」
「実行する人を中心にする」
「目標を刻んで試行錯誤する」
という３つの柱が、
ワークショップには欠かせません。
◎「根を育てるワークショップ」は課題ではなく理想から入る
先ほどの解題で小田切先生は、「足し算」「掛け算」という言葉を使われましたが、
それをワークショップで考えると、足し算の段階では「根を育てるワークショップ（体
験を分かち合うワークショップ ）」、そして事業を起こしていく段階では「翼を育て
るワークショップ（ロードマッピングをしていくワークショップ ）」が、それぞれ有
注１）平井太郎著、小田
切徳美監修『ふだん着の
地域づくりワークショッ
プ——根をもつことと翼

効だと考えています注１）（資料２）。
「根を育てるワークショップ」の事例として青森県の七戸町を紹介します。七戸町
白石地区は八甲田山麓から平野に降りる際に初めて現れる山間集落です。青森県が

をもつこと』筑波書房、

2014 年に地域運営組織設置のためのビジョンづくりを、地域の皆さんとともにやっ

2018 年、参照

ていこうと呼び掛けたところ、手を挙げた地区の１つであり、大学と県と町と、そし
て地域の皆さんとが協力して、地域づくりに取り組みはじめました。
まずは、大学が中心になって一軒一軒のお宅をまわり、家族構成や生業の状況を詳
しく伺っていく「集落点検」を丁寧に行いました。そしてそこで得たデータや集落の
皆さんの思いを共有するために、公民館でワークショップを開催しました。
ワークショップでは、人口減少といった地域の「課題」ではなくて、５年、10 年
後どういう地域だったらいいか、お孫さんたちにどういう地域として残していきたい
か、という「理想」を語っていただくようにしました。そこで出てきたのが、「山の恵
みを大事にした暮らしの継承」と、「地域に何百年も伝わる伝統芸能の伝承」でした。
「山の恵み」については「山の恵みカレンダー」を作ったほか、出口としては「直売
所」を提案しました。というのも、青森県は非常に産直が盛んですが、道の駅では年
間 120 万円ぐらいの売り上げがないと出店資格を取り上げられてしまいます。そん
なハードルの高さを乗り越えるには、小さい直売所をつくっていくのが落としどころ
だと考えたからです。
ところが、トウモロコシのことを青森ではキミと呼ぶのですが、「おいしいキミが
たくさん採れますね」と言っても、「これは売り物じゃない。このキミを売っちゃっ
たら、お茶っこに呼べないでしょう」と、おばあちゃんはおっしゃいます。じゃあそ
のお茶っこのキミについて、スイート
【資料２】

コーンじゃない昔味のものをもう１回よ
みがえらせる勉強会をしましょう、とい
う風に話を進めていきました。
このように地域の方は、「あれをやっ
たらいいのではないですか」と提案して
も、あれこれ心配してなかなかすぐには
受け入れられない。それを一つひとつ解
きほぐしていく、ちょっとずつ課題を乗
り越えていく、そのプロセスがまさに足
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し算の支援です。
そうしていくうちに、「キミは売り物じゃない」と言っていたおばあちゃんたちが、
いざ直売所が開業となったら、売れ過ぎて売り物がなくなってしまい、お客さんに申
し訳ないからと、自分のうちの庭先の花を苗にして並べはじめるまでに変わっていき
ました。
一方の伝統芸能の方ですが、文化財に指定されているものは枠組みを変えるのが難
こう ちゃく

しく、話が膠 着 状態に陥りました。そんなとき、あるおじいちゃんが「盆踊りは芸
能じゃないのか」と質問を投げ掛けてくださったのです。東北の盆踊りは死者の弔い
であり、男女の出会いの場であり、それが今も脈々と生きています。そこで盆踊りを
足がかりとして、練習風景の記録などをはじめていきました。
資料３は七戸町の取り組み過程を図式にしたものですが、このようにＳ字型の曲線
を描くのが地域づくりの理想ではないかと思います。
◎新しい価値を上乗せする「翼を育てるワークショップ」
次に、「根を育て、翼を育てる佐井村の取り組み」を紹介します。佐井村は下北半
島の西海岸に位置し、南北に 40km ほど伸びる海岸に点在する７つの浦に、2000 人
あまりが暮らしています。国の天然記念物であるニホンザルの楽園で、サルとカモシ
カが人の数より多い、そういう状況の村です。
青森県は先ほどの集落ビジョン作成に先駆け、個別の農家を支援する経営力強化事
業と、農村振興のための基盤整備事業を別々にやっていましたが、これらを統合し、
地域の発展を視野に入れながら経営を進める農家の育成を図ろうと、「地域経営事業」
に乗り出しました。
そこでは市町村単位で「マネジメント部会」を設け、毎年 200 万円まで補助を行
うなど、集落営農や若手農家を底上げする支援、また、産直の機能強化や農商工の連
携強化が実施され、県内各地に成果が見えはじめています。
注２）アメリカほど芋。
北アメリカ原産地とされ
るマメ科のつる性植物
で、ステーキの付け合わ
せなどによく用いられる

そのなかで佐井村では、青森県の普及指導の方が中心になって、アピオス注２）とい
う小さい芋を栽培することとなりました。なぜアピオスかといえば、
「サルも食べな
【資料３】

い」からで、むつ市の商社に
全量買い取りしてもらうス
キームを作った上で、栽培
農家を増やしていました。
マネジメント部会には栽
培農家と直売所、観光協会
など、いろいろな立場の人
が入り、立ち上げから販促、
商品開発など５年間の計画
を作成しましたが、実はそ
の計画は行政主導で作られ
たものでした。
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そこで３年目の終わりに僕が入りワークショップを導入してみました。「この２年
間どんなふうに、アピオスの栽培をしてきたのですか」とおじいちゃん、おばあちゃ
んたちに話を聞いてみると、たかだか５軒ぐらいの農家が集まっただけでは産業とは
いえないからと、県の普及員による栽培指導はまったく行われなかったことが分かり
ました。そこでおじいちゃん、おばあちゃんたちは、ツル切りが大変だとか、どれくら
い寒風に干せばあくが抜けるかといったことを試行錯誤し、自力で栽培手帳を作り込
んでいっていたのです。一番つらいのは掘り上げたお芋を洗う作業で、これまでは壊
れた洗濯機でやっていたということでした。話し合いを進めるなかから、小さいコン
クリートミキサーを使って洗うといいという経験知が寄せられ、購入が決まりました。
４年目には、ウニ殻をアピオスの畑にすき込んでみたらどうかという話が上がりま
した。佐井村のオリジナルなものといったら、海にいっぱい転がっているウニで、ウ
ニ殻が肥料になるのではないかと農家さんは言うのです。それに対して、県は「ウニ
殻は産廃ですから使えません」と駄目出しをしました。では、どうしたら使えるか調
べてくださいと、県に対して次回ワークショップまでの宿題とさせていただきました。
次の会で、県は「こうすれば使えます」という回答をくれたものの「ウニ殻を入れ
ても効果がない」と言うのです。ベテランの普及の方の意見なので、実際に効果がな
いのだとは思いますが、みんなやりたいと言っているのだから、ウニ殻を入れた試験
を、駄目だと分かっていてもやってみましょうと、お願いしました。
効果に関して数値的には分からないかもしれないけれども、一般消費者の方にとっ
ては佐井村のウニといえば３万人以上のお客さまが来るくらい有名な、地域を代表す
る海産物ですから、ウニ殻の表示をしていこうという方向で今動いています。
下北半島は広いのですが、佐井村のおじいちゃん、おばあちゃんたちが非常に真面
【資料４】
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目にやってきた結果、むつ市の商社のアピオス取扱量の半分は、佐井村から出荷して
いることが分かってきました。「産業ではない」という決めつけを覆す結果が現れて
きています。
おじいちゃん、おばあちゃんに、５年後どんな姿になりたいかを尋ねたところ、
「一
言でいえば『サルに負けない』だ！」ということで意見がまとまり、
「サルに負けない」
を５年後の目標にして動き始めています。その目標が、今度は学生さんたちの力を借
りて、産直のテコ入れを大々的にやろうということにまで広がり、
「これで何とかやっ
ていける！」という「誇りの再生」に確実につながってきていると感じているところ
です（資料４）
。
◎ワークショップは特別ではない。「まとめる」のではなく「新たに組み合わせる」
プロセスデザインというと最初からデザインしているようですけれども、その場そ
の場で皆さんの声を聞きながら着実に積み重ねていくことだと思います。
また、地域社会のなかでどうしても役に就いている方は、男女でいえば男性の方が
多いし、年齢でいえば、年がいった方が多いし、出身地でいえば、地元の方が多い。
この３つの基準で、地域のなかで序列ができていることを強く感じます。
こういった序列から外れる存在が女性であり、若い方であり、非地元出身者です。
この３つの人たちを合わせて「よそ者」と考えて、もう１回地域のなかで活躍しても
らう場をつくったらいいのではないかと思っています。
ふ せん

ところで、よく地域のワークショップで模造紙を広げて付箋を貼ることがあります
が、付箋の利点は、まずは「記録」として残るということで、ワークショップで出来
上がった模造紙は、会議の立派な議事録になります。
しかし何よりも、意見が平準化されるということが、付箋に書くことの大きな意義
です。声の大きな人も小さな人も、弁が立つ人も口下手な人も、付箋にしてしまえば、
「同じ大きさの意見」になるのです。
並べられた「付箋」をどうするかについては、今一度考えることが大切です。私た
ちはともすると付箋を「まとめる」という作業をやりがちです。カレー屋をやりたい
とかそば屋をやりたいとかいう人がいたら、「じゃあ皆さんがやりたいのは食堂なん
ですね」という話にまとめてしまう、あるいはお総菜を振る舞いたいというおばあちゃ
んがいたら、「郷土料理の提供ですね」みたいに、話をどうしても大まかに抽象化し
てしまいがちです。しかし、２つの事例からも分かるように、本当に求められるのは、
「まとめる」ことではなく、むしろ自分たちの分類の仕方を超えるような「組み合わせ」
をすることではないのかと思います。
ワークショップというのは特別な場ではありません。後ほどお話しいただくＪＡ松
本ハイランドさんでは、普段行っている会議をワークショップ形式にして、そこで計
し んちょく

画をつくり、その進

もワークショップで確認しています。そういう会議の場もワー

クショップにできるのです。これは「根を持つこと」のまず第一歩だと思います。
また、「根を持つこと」と「翼を育てる」ことを積み重ね、事業に展開されているの
が和歌山県です。そのプロセスをぜひ皆さんにもお聞きいただけたらと思います。
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第１部

何からはじめるべきか ──ワークショップの可能性──

取り組み実践報告①「寄り合いワークショップによる地域づくりの実践

～農業・農村むら機能活性化支援事業～」
和歌山県農林水産部農業農村整備課 共同活動班長 中西 一宏

中西 一宏
NAKANISHI Kazuhiro
和歌山県農林水産部農業
農村整備課共同活動班長

◎地域住民に気づきの機会を提供、行動を起こすきっかけづくりに
ワークショップを活用
和歌山県の中山間地域では、耕作放棄地が増加し、農業用水路やため池の管理・補
修などの共同活動の実施も次第に困難になってきています。また、市街地近郊でも混

1990 年、和歌山県入庁。

住化が進み、地域で合意形成を図ることが大変難しくなっています。しかし、これ以

主に農業農村整備事業に

上、もうどうにもならないという状況になるまで、地域の方々はなかなかそれを認識

携 わ り、2015 年 度 か ら
寄り合いワークショップ

することができません。

（水土里のむら機能再生

このような状況を受け、地域住民が現状を認識し、昔からの「むら機能」を支える

支援事業＜現：農業・農

共同力を取り戻すことを目的として、「農業・農村むら機能活性化支援事業」を立ち

村むら機能活性化支援事

上げました。

業＞）の担当となり、地
域の活動計画の作成を支
援

地域住民に気づきの機会を提供し、住民自らが地域を分析し、活動計画をつくり、
それを実行する、というのが事業の具体的な内容です。そして事業を進める上で、地
域住民が行動を起こすきっかけづくりに大変有効なのがワークショップです。
◎じゃんけん方式のワークショップ
和歌山県の「寄り合いワークショップ」では、準備から計画策定まで約５カ月をワ
ンクールとし、その間に、２時間半のワークショップを３回実施します。ファシリテー
ターは専門家に依頼し、運営は県の職員が行います。参集範囲は小規模な集落単位で、
参加者は 40 代から 80 代まで、平均年齢 60 歳くらいの地域住民が 20 人程度集まり
ます。
資料１が、私たちが「じゃんけん方式」と呼んでいるワークショップの手順です。
第１回目のワークショップ
【資料１】

では、まずは問題意識を共
有し、次のステップで行う
写真取材の計画立案を行い
ます。じゃんけんの準備段
階です。次に、実際にカメ
ラ を 持 っ て 地 域 を ま わ り、
問題意識に沿って、地域の
資源を調査してもらいます。
これが「チョキ」です。第２
回ワークショップでは、撮
影してきた写真を持ち寄っ
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て全体像を描き、地域への理解を深めていきます。これが「グー」。そして第３回ワー
クショップでは、地域資源を生かす方法や課題を解決するためのアイデアを皆さんに
発表していただき、実行計画を作成します。これが「パー」です。これで３回のワー
クショップが終わります。
その後は、地域住民の皆さんが計画を実践し、その結果を検証し、また新たな課題
を発見していきます。このサイクルを地域のなかで回すことによって、地域がより良
くなっていくのではないかと考えています。
◎地域を歩き「あるもの探し」を！
重要度評価で意見を共有し「実行計画表」を策定する
アドバイザーと県の職員は、ワークショップをする前に地域の代表者に地域を案内
してもらい、外からの目線で地域を見て、良いところや課題を整理した、「資源写真
地図」を作成します（資料２）。第１回ワークショップでは、この地図をもとにまず
は私たちが先に地域の方に発表し、それを呼び水として地域の方々に自由に意見交換
をしていただきます。
資料３は、第１回ワークショップの風景です。右下の写真のように、１グループ６
ふ せん

人程度で議論していただきます。黄色の付箋が地域の方から出た意見です。これをグ
ループ分けして、地域の資源や将来像など、皆さんの意見を見える化した意見地図を
作成します。
ワークショップの最後には、これらの意見に投票していただき、重要度評価を実施
します。重要度評価は１人ずつ、５点、４点、３点、２点、１点と、点数をそれぞれの
タイトルに投票してもらいます。投票で順位付けすることによって、意見が共有され、
合意形成が促されることになります。
第１回ワークショップの意見をもとに、地域の方に実際に地域を探索してもらい、
地域を元気にする角度から「もの」「こと」「シーン」について「あるもの探し」をし
ていただきます。カメラ片手に地域をまわり、写真に切り撮るのです。そしてその写
真を持って第２回ワークショップに臨みます。第２回ワークショップでは、地域の方
自らが撮影してきた写真をもとに、写真地図を作成します。
資料４は、平成 28（2016）年度にワークショップを実施した上富田町市ノ瀬地区
の皆さんが作成した写真地図です。これによりみんなに見せたい景色や守り継ぎたい
【資料２】

【資料３】
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史跡があることが分かりました。伝統的な加工食品も、おいしい果物もある。さらに
棚田の利用や棚田のつらさなども織り交ぜた写真地図が発表され、地域の方々が自分
たちの地域を把握し、また評価することにつながりました。
第２回ワークショップでの意見を受けて、第３回のワークショップまでに課題の解
決方法や資源を生かすアイデアを考えてきてもらいます。第３回ワークショップでは、
それらを発表していただき、第２回と同様に、出されたアイデアをグループ分けした
上で重要度評価を行います。重要度評価を行うことで地域の皆さんの意見の方向性が
定まり、「みんなそう思っていたんだ」という認識を再確認することができます。
重要度評価の上位 10 項目を「実行計画表」（資料５）に整理していきます。実行計
画表では、難易度のランクを３段階で判定し、また目標の実現時期を１年以内、２～
３年以内、４～５年以内のどれかに設定します。その次に役割分担を決めます。住民
がやるのか、行政がやるのか、それとも協働でするのかチェックしていきます。この
ようなワークショップでは、実は行政の分担が非常に少なくなるという特徴がありま
す。それは地域の方々が「自分たちでやろう」という前向きな意思を持っていること
の現れではないかと考えています。
最後に着手順位を入れます。１年以内にしないといけないからすぐやろう、または
ゆっくりでいいけれども難しい課題なので今から着手しよう、そういったことを総合
的に考えて順位を入れていきます。これでワークショップ３回の実施が終了します。
【資料４】

◎平成 17（2005）年からワークショップを
57 地区で実施。参加者から
「地域の未来が見えてきた」と前向き
な思いが聞こえてきた
いよいよ計画を実行に移す段階です。
県としては、資金および人の支援を実施
しており、資金を援助するためのモデル
事業も作りました。金額的には高くはあ
りませんが、地域づくりの経験のない地

【資料５】

域の方にとっては、かえっ
て取り組みやすく、まずは
それで自信を付けてもらっ
て、その積み重ねから、い
ずれは農林水産省や総務省
のソフト事業、県の過疎関
連事業などを活用し、ステッ
プアップしていただけたら
いいなと考えています。
次に人の支援です。組織
の設立や、アイデア実現の
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ための事業紹介、行政窓口へのつなぎなど、地域の実情に応じた支援を行うため、県
の出先機関に２〜３人の「地域づくり支援員」を配置しています。
資料６が平成 17（2005）年から現在まで、ワークショップを実施してきた地区です。
これまで全部で 57 地区、平成 29（2017）年度は２地区で実施しています。
そのなかでいくつか紹介しますと、先ほども登場した、上富田町市ノ瀬地区では、
ワークショップ終了後「一瀬里山会」が設立され、棚田の耕作放棄地を解決するため、
花を植えて交流人口を増やす活動や、ゴマを植えて棚田米でゴマせんべいを作る活動
をはじめています。
また、平成 26（2014）年度にワークショップを実施した紀の川市長原地区では、
「長
原北地域活性化協議会」を設立しました。農家と非農家の交流を促進するために農産
物直売所の運営を行い、交流の拠点として活用しています。また、今では加工品の取
り組みもはじめたと聞いています。
平成 20（2008）年度にワークショップを実施した田辺市龍神地区では、「みらい龍
神」を設立し、昔からこの地域で食べられていた里芋を耕作放棄地で栽培し委託によ
り里芋焼酎を製造する地域活動をはじめています。これによって、今まで 20 戸だっ
た里芋栽培農家が 126 戸まで増え、耕作放棄地の抑制につながっていると地域の代
表者は喜ばれていました。
ワークショップの参加者には最後に感想を書いてもらうのですが、そのなかで、
「集
落の将来を話し合ったのは初めてだった」という意見をよく目にします。また「みん
なで地域を考えることができてよい経験だった」「地域の未来が見えてきた」といっ
た意見もたくさんいただきます。ワークショップに参加した方々が前向きな思いを
持ってくれていることが実感できて、大変うれしく思います。
最後にワークショップをしている私たちの思いをお伝えします。地域の問題は、地
域で考えて地域で決めてほしい、そして行政はそれを支援していきたい、このように
考えています。中山間地などリーダーが少ない地域であっても、このワークショップ
の手法を用いて重要度評価を行えば、みんな同じ気持ちでいたことを再認識すること
ができ、安心して先頭に立つことができるのではないかと考えています。
このように小さな活動を
【資料６】

どんどん積み重ねていくこ
とで、地域に新しい価値を
生み出すことができ、皆が
暮らしたい地域に変わって
いくのではないかと思いま
す。和歌山県では今後もこ
のようなワークショップを
数多く実施することで、希
望を持った地域をもっと増
やしていくことができると
信じています。
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第１部

何からはじめるべきか ──ワークショップの可能性──

取り組み実践報告②「グループワーク形式を活用した会議のあり方改革」
松本ハイランド農業協同組合 代表理事専務理事 松澤 幹夫

◎組合員の「お客さま化」と「わがＪＡ」意識の低下から
松澤 幹夫
MATSUZAWA Motoo
長野県松本ハイランド農

「アクティブメンバーシップ」の確立を痛感
ＪＡ松本ハイランドでは、組合員の意思の反映や運営への参画機会が乏しくなり、
組合員の「お客さま化」と「わがＪＡ」意識の低下が危ぶまれています。それらはそ

業協同組合代表理事専務

のまま組織の弱体化、組織の危機につながります。今こそ、組合員が積極的にＪＡ事

理 事。1978 年、 松 本 平

業や活動に参加していく「アクティブメンバーシップ」の確立が必要不可欠です。

農業協同組合（現・ＪＡ
松 本 ハ イ ラ ン ド ）入 組。
総 務 企 画 部 長、 常 務 理

一方、2016 年４月１日に農協法が改正され、改正農協法と政省令、監督指針が施
行されました。監督指針では、事業などの見直しについて組合員と徹底した話し合い

事を経て、2017 年６月、

が求められています。今、全国に 652 のＪＡがありますが、自己改革の取り組みと

現職就任。「豊かで暮ら

して、現在私どもが掲げている「組合員との関係性の強化」が、すべてのＪＡにおい

しやすい地域社会」実現

て必要であろうと思っています。

のため、確固たる経営基
盤の確立に取り組む

アクティブメンバーシップの確立のためには、全役職員が、組合員との対話を当た
り前に行っている状況をつくることが必要です。そこで重要となるのがＪＡの会議文
化の変革です。これまでのような、一方通行的でアリバイづくりの時間消費型の会議
を一歩進め、双方向の「対話」を重視した組織運営へ転換しない限りは、ＪＡはおそ
らく変わることができないと思います。
そこで、2016 年からはじまった「ＪＡ松本ハイランド第４次長期構想」のなかに、
基本目標として「ＪＡづくり」を位置付け、その主要方針の１つとして「組合員との
関係強化と組織の活性化に取り組む」ことを掲げました。そして、実施具体策として、
「組合員との徹底した話し合いの場づくり」と、「各種会議での双方向による話し合い
の実施」を明記したのです。
◎会議のあり方改革のために会議室の壁２面をホワイトボードに。
グループワークに最適な円形テーブルも採用
老朽化のため、2016 年に本所関連施設を新築した際には、思い切って会議室の壁
２面をすべてホワイトボードで固め、グループワークに最適な円形のテーブルを配置
しました。この円形のテーブルで会議をやってみると、不思議と気持ちが和み、いろ
いろな意見が出やすくなります。また、小規模な会議室も複数設置しました（資料１）。

注）会議、ミーティング

資料２はファシリテーション注）研修の様子です。ファシリテーションはアクティ

などの場で、発言や参加

ブメンバーシップを実現するために欠かせないスキルです。「会議のあり方が変われ

を促したり、話の流れを
整理したりすること。合
意形成や相互理解をサ
ポートし、組織や参加者
の活性化、協働を促す

ば、組織が変わり、活性化する」という方針のもと、部課長以上の役職員すべてを対
象に、ファシリテーター育成のための研修を行っています。
「営農生活くるま座集会」は、これまでは「営農生活懇談会」という学校形式の懇談
会で、事務局が一方的に伝達し、
「意見がありますか。ないですから、これで終了します」
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という味気ないものでした。これをワークショップに変えることで、多くの意見が出
されるようになりました。
青年部と役職員との交流会も新設した会議室でのグループワークに切り替えまし
た。すると、地域農業振興のためにできることとして、こんなことがあるのではない
かなど、本音での意見交換ができるようになりました。
農村では、昭和１桁の世代がどんどんリタイアして次の世代に移っています。これ
までは自然発生的にリーダーが生まれてきましたが、今は仕掛けていかないと、地域
けんいん

のリーダーはなかなか育成できません。そこで、ＪＡ運動を牽引する地域のリーダー
を育成することを目的に開塾したのが「協同活動みらい塾」です（資料３）。農林漁業
団体職員共済組合理事長の松岡公明さんに代表をお願いし、2018 年で５期目になり
ます。
協同活動みらい塾は、一方通行の講演形式ではなくて、開塾当初から一貫してグルー
プワークで進めてきました。参加者は組合員ですから兼業農家が多く、ワークショッ
【資料１】

プという形式に、は
じめは若干の違和感
を感じるようです。
し か し、 最 初 か ら
ワークショップ形式
でやることでその良
さが身にしみて、卒
塾のときには、「協
同活動みらい塾に来
て よ か っ た！」と、
誰もがそう変化して
いきます。

【資料２】

◎ほとんどの会議体
をワークショップ
形式に！
そこから「自分ご
と」としての意識
が芽生える
ＪＡにはさまざま
な委員会があります
が、形式的に事務局
案をお伝えして終わ
りというのが、これ
までの委員会のスタ
イルでした。そこで、
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これらをすべてグループワーク形式にしました。例えば「広報委員会」では、読みた
くなる連載コーナーや開きたくなる広報とはどんなものかをワークショップで考えま
す。こういうテーマでは “ ロの字 ” の会議をいくらやっても、いい案はまず出てきま
せん。「女性部とふれあい相談員との意見交換会」「くらしの専門委員会」などでも、
ワークショップを導入することによって、一方通行にならずに、今後の活動のヒント
が出やすくなったという状況が生まれてきています。
資料４は、年に２回、部や支所ごとに実施している「職員全体会議」です。「自分
たちの職場を、もっと魅力的な職場にするためには」といった、意見の出やすいテー
マを各部署で自由に設定し、多いところでも十数人、平均５〜８人の少人数でワーク
ショップを行います。参加者全員が１回は発言すること、他人の意見を批判しないこ
と、板書を活用するというルールに沿って実施しています。
先ほどもお伝えしたように、硬い委員会を変えていくことがＪＡの協同活動の展開
に結び付くと考えております。そこで地域の組織代表者が集まる「支所運営委員会」
【資料３】

もグループワークで
進めていこうと見直
しを図りました。
2016 年 11 月 の
理事会資料には、
「支
所運営委員会の活性
化による現場協同活
動の強化」を盛り込
み、「組合員自らが
組合員自らのことを
話し合い、組合員自
らが行動する仕組み
づくりを強化する」

【資料４】

こ と、 そ の た め に
「支所運営委員会の
開催方法や目的の明
確化などの見直しを
行う」こと、さらに、
その方法として「グ
ループワークを導
入」し、テーマは「構
成員（出席者）自ら
が決定する」ことを
明記し、実際に動き
出しました。
支所運営委員会の
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構成メンバーはほとんど組織の代表者ですので、今までは相当硬い、私どもの事業方
針をただ一方的に伝えるだけの会議でしたが、自分たちでテーマを決め、やることも
自分たちで決めていただくという委員会に変えたのです。そしてそのフォローとして、
発表の機会がなければなかなか継続していかないので、毎月開催される、役職員で構
成する企画会議の場で、運営委員会で話し合った結果や活動内容を発表してもらうこ
ととしています。
◎会議の持ち方が変われば、組合員も役職員も意識が変わる。
自らが行動するようになり、さまざまな場面で好転しはじめた
グループワーク導入前の組合員の意識は、「どうせ出席しても結果は決まっている、
ただ長い話をされるだけ、聞くだけだ」「こんな忙しい時間に何で会議に呼ぶんだ」
というものでした。声の大きな人の意見だけが通り、多くの人が消化不良のまま、会
議が終わればただ帰っていく、というものだったのです。ところが、グループワーク
導入後は、出席者全員が「少しでも自分の考えや意見が述べられた」「会議に出席し
てよかった」「また来て話がしたい」と満足感を得るまでに変化していきました。
役職員の意識も相当変わってきています。今まで職員から意見はなかなか出てきま
せんでしたが、常勤役員がファシリテーターを務める意見交換の場でも、「こんなこ
とを役員に言ってもいいのかな」と思うところまでの「本音」を話してくれるように
なりました。グループワークがどれだけ有効なのかを、今、職員レベルではかなり実
感していると思います。
今後の取り組みですが、ワークショップによる組合員との徹底した話し合いは当然
継続をしていくべきことであり、そこで出された意見や要望をＪＡ運営に反映させて
いくことこそがＪＡ自己改革の真髄だと思います。すべてを一度にやることは不可能
かもしれませんが、１つずつ、できることから見える形で進めていくことが、今後大
切になっていくと考えています。
今、ＪＡに求められている自己改革に向けて、会議の持ち方から変えていくこと
は、決して難しいことではないと思います。業務時間のなかで大きな割合を占める会
議を効率的に行うことは、仕事全体の生産性向上にもつながります。会議の方法に
100％の正解はないと思いますが、大切なことは、会議の参加者全員が「何のための
会議なのか」を真剣に考えて参画することであり、ＪＡが率先してそのための場づく
りをすることが求められているのではないでしょうか。
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第１部

何からはじめるべきか ──ワークショップの可能性──

クロストーク「ワークショップで切り拓く地域の未来」
登壇者：中西 一宏、松澤 幹夫
コメンテーター：平井 太郎

◎ワークショップはアフターフォローが肝心。
トップからはじめるファシリテーター育成
平井

お２人からご発表いただいた取り組み実践報告について、来場の皆さんとポイ

ントを共有したいと思います。
和歌山の事例では、ワークショップ後、非常に綿密にフォローされているというお
話がありました。例えば、ご紹介いただいた市ノ瀬の事例は、僕も昨年伺いましたが、
実行計画表に落とし込まれていくところで、「ゴマせんべい作り」は優先順位では７
番になっていましたが、すでに実現されています。このあたりには、具体的にはどの
ような形で支援員さんが関わり、フォローされたのでしょうか。
中西 「ゴマせんべい作り」と「花を咲かせて地域づくり」は、計画実行のための県の
支援事業「和みのむら活性化支援モデル」を活用しています。助成資金を鑑みつつ、
実行計画表のアイデア項目のなかから、地域の方がやりやすいと思うもの、これとこ
れをやってみよう、と各振興局に配置している支援員さんと地域の方とが一緒になっ
て考え、実現に向けた企画を立てました。
平井

寄り合いワークショップで実行計画表ができたら、計画表の完成度や順位にと

らわれず、できるところから着実にやっていこう、ということですね。
中西

そうです。

平井

ありがとうございます。フォローということでは、ファシリテーターの役割が

とても大きいと思います。先日ＪＡ松本ハイランドさんに伺ったときにびっくりした
のが、組合長も含めた常勤の役員の方たちが、ファシリテーションをうまくこなされ
ていたことです。ファシリテーション研修の紹介が先ほどありましたが、ご自身がファ
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シリテーターを務めるにあたり、またはファシリテーター育成にあたっての、試行錯
誤のプロセスはありましたか。
松澤

現在、組合長以下専務１人、常務が３人と、計５人の常勤役員がいます。当初

は、ファシリテーターをやることに、実はものすごく抵抗がありました。質問に全部
ふっしょく

答えなければいけないのではないかという心配もありました。しかし、それを払拭し
ていかなければいけない、自らがそれを示していかなければ、おそらく職員も組合員
も動かないだろうと思いました。
そこで、業務会議といいますか、職員の会議から変えていくことからはじめたので
す。それが、先ほどお話しした懇談会や委員会、平井先生にも見ていただいた「農家
組合長 会長会」などにどんどん発展していきました。常勤役員が率先してやって見
せなければ、ワークショップはおそらく定着しなかったと思っています。
平井

常勤役員さんたちのファシリテーションがすごいなと思ったのは、全部答えな

ければいけないとかたくなになるとか、決まったことですから、と一方的に伝えるよ
うなことはせず、まず農家組合の方たちの声にしっかり耳を傾け、共感しておられた
ことです。結構厳しい意見をぶつけてくる方もいらっしゃったのですが、それをちゃ
んとお聞きし、しかも柳に風みたいではなくて、しっかり受け止めておられました。
常勤の役員さんがそうやって先頭に立っていらっしゃるから、それが組合員や職員の
皆さんにも派生するのだと思いました。
おじゃました「農家組合長 会長会」でとても印象的なことがありました。進行の関
係で、「はい、ではもうまとめに移らせていただきます」という声が掛かったとき、
ある農家組合長さんが「何を言っているんだ。俺は言いたいことがあって今日来たん
しっせき

だ。全部言わせろ！」と係の方を叱責されて、お話を続けられたのです。そのグルー
プ担当の常勤役員の方は、「ごもっともです。全部お話しください」と最後まで話を
お聞きになっていました。そういう共感力というか、しっかり相手を受け止める、胸
を開く、そこがファシリテーションにおいても大事ですし、ワークショップの第一歩
になるのかなと、あらためて感じました。
和歌山県でもファシリテーターの職員研修をはじめられているということですが、
具体的にどういう形で進めているのですか。
中西

昨年からはじめて、今年で２年目になります。ファシリテーターの先生の助け

を受けながら、県の職員が地域の皆さんの前で話し、ファシリテーションの役割を果
たしていくという取り組みをしています。
平井

手応え、あるいはここが難しいと感じられることはありますか。

中西

参加した皆さんの様子を見ながら、話の方向性を定めていくことがまだまだで

きていないと思います。それから、意見をグループ分けするのですが、そのときのグ
ループの決め方などは難しい面があると思っています。
平井

人材育成はとても大事なポイントだと思います。しかも、単発で人を育てると

いうだけではなくて、ＪＡ松本ハイランドのお話にあったように「関係」を変えてい
くところが大切になるのかなと思います。県の職員と地域の人、常勤役員と組合員、
あるいは常勤役員とＪＡの職員……、小手先の技術ではなくて、関係性に着目して人
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材育成を行うことが必要ですね。
◎会議のあり方を変えれば、意識が変わり人も育つ。
すぐに成果は見えなくても、これは大事だということは続けていく
平井

青森県の事例もそうですが、和歌山県のお話はいわゆる農村の基盤整備の集落

対策といわれる形で農家さんにアプローチされる立場です。一方、ＪＡ松本ハイラン
ドは農家の経営そのものを支えていくという形で、今まではその２つの軸がバラバラ
だったのではないかというところがあります。
お２人の話をお聞きして、和歌山県から見て、和歌山のＪＡがこういうふうになっ
たらもっと展開していけるのではないか、またＪＡ松本ハイランドの方から見て、行
政側と組んで何かやっていくこともあり得るのではないかといったようなヒントがあ
れば伺いたいのですが、松澤専務、いかがでしょうか。
松澤

私どもは「地域づくり」という部分で、行政には頼らないでＪＡでできるもの

はやっています。ただ、まだ深掘りされていないのは、例えば先ほどご紹介した「営
農生活くるま座集会」はまだＪＡサイドに立った話だけなので、和歌山県のお話を聞
いて、それを地域づくりに結び付けていくのも１つの手ではないかと感じました。
和歌山県のように集落単位のワークショップにできれば最高だとは思っているので
すが、なかなかそこまではいかないのが現状ですので、今日のお話をヒントにしたい
と思いました。
平井

ありがとうございます。和歌山県の方でもこういうＪＡさんがあったら頼もし

いのではないでしょうか。
中西

和歌山県のＪＡがどういった活動をしているのか、私はあまりよく知らないの

ですが、松澤専務のお話を聞いていますと、ワークショップを導入したことで、大変
活発な議論ができるようになったということで、すごいなと思っています。和歌山県
でも地域に入れば、ＪＡの職員さんが必ずいらっしゃいますので、今後ぜひ一緒に活
動できるようになれればいいなと思います。
平井

会場の皆さんのなかには、ＪＡ松本ハイランドだからできるんだとか、和歌山

ＪＣＡ／研究REPORT／No.1／2018.07
第１部・クロストーク
「ワークショップで切り拓く地域の未来」

23

県だから実現できたとお感じになられた方もいらっしゃると思います。しかし、どこ
でもできるとは言わないまでも、横展開が可能になる上でのポイントが必ずあると思
うのです。そのあたりを、会場の皆さんへのエールとして、ぜひ教えていただきたい
と思います。
まず、ＪＡ松本ハイランドでは、トップダウンで会議を変えることでＪＡ全体を変
えていく、ということを実践されているのですが、そこに至るまでの上層部の合意形
成、あるいは現場が「笛吹けど踊らず」という状況になることも予想されますが、そ
れらをどのようにして乗り越えていったのかという点について、ある日を境にガラッ
と変わったわけではないと思いますので、全国のＪＡが実践する上で、乗り越え方の
ポイントを教えていただければと思います。
松澤

以前は、会議といえば、ロの字型配置の会議で、資料も昨年の資料の年度を変

えるぐらいでした。しかし、そんなことを繰り返しているようでは、ＪＡはまったく
変わらないだろうという危機意識は当然持っていました。
また、組合員への一斉訪問では、職員１人が毎月平均で 20 ～ 30 軒ぐらいをまわ
るのですが、ただ「こんにちは」と配り物を届けるだけで、ほとんど対話がないので
す。組合員目線で見たときに、これで本当にいいのかという疑問がありました。
しかし、対話ができないということは、聞かれても答えられないからという、不安
の要素が隠れているからかもしれません。だとしたら、すべての会議を対話形式のワー
クショップにすることで、いろいろな意見に対して臨機応変に対応できる力が、職員
に少しずつ備わるのではないかと思いました。それを単発の会議だけで終わらせては
意味がありません。ＪＡ松本ハイランドの会議文化そのものを変えることこそが、組
合員と寄り添い合える対話活動になると思っています。
はっきりいえば、会議のあり方を変えただけなのです。ワークショップにはいろい
ろな形式があると思いますが、形式にはこだわっていません。「これもやれよ、あれ
もやれよ」なんていうことを言わなくても、どの会議も自主的になってきたことをう
れしく感じています。
平井

最初は松澤専務が言い出しっぺの形になって、組合長なども「それはそうだな」

と納得されていったのでしょうか。
松澤

私が言い出しっぺというよりも、もともとそういう風土があり、ワークショッ

プ自体は十数年前から単発ではやっていました。でも、打ち上げ花火みたいなもので、
一発で終わっているという感じが非常に強かったのです。そこで、すべての会議体を
変えることにより、今では自然体で継続的にワークショップができるような職場風土、
職場環境になりました。
それから、先ほども申し上げたように、2016 年の改正農協法で特に問われている
のは、組合員との徹底した話し合いです。ＪＡは規制改革会議の推進会議でいろいろ
提言されているわけですが、最終的に判断するのは国でもなくＪＡでもありません。
組合員の方から「ＪＡはなくてはならないよね」と評価してもらう、そこに今向かっ
ている、これがまさしく自己改革だと思っています。
平井

ありがとうございます。単発でワークショップをやられた上で、役職員の会議
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改革、さらには発表にありました「協同活動みらい塾」で、最初からワークショップ
を取り入れるなど、そういう実績の積み重ねが大きな動きとしての自己改革に合致し
て、今花開いて全面展開されているのだと思います。
和歌山県もまた、寄り合いワークショップを 12 年も同じような形で地道に続けて
こられたのは並大抵の努力ではないと思います。行政のスキームではなかなか難し
かったり、あるいは「これは県のやることなのか」という反発も出てくるようななか
で、１年１年取り組みを積み重ねてこられた、壁を突破しながら展開されてきた、そ
のあたりを補足していただければと思います。
中西

和歌山県では 2005 年からこのワークショップを実施してきました。当初は１

年間に７地区も８地区もやっていたのですが、なかなか成果に結び付きませんでした。
そこで地区を絞り、支援とアフターフォローを集中して行うこととしたのです。その
取り組みが地域の方々に受け入れられたので、今まで続けてこられたのかなと思って
います。
それから最近は、総務省関係など「地方創生」
にかかる事業がいろいろありますので、
県の企画部とも連携した取り組みができていると思います。ただ、すぐに地域で結論
は出ないので、成果をアピールするのはなかなか難しい状況にあります。
平井

最後にとても重要なことを言ってくださいました。小田切先生の解題にもあり

ましたが、すぐに成果は見えない、でもこれは大事だということはきちんと続けてい
く、そうして花開いたときの達成感は皆で共有されるものだと思います。だからこそ
農林関係だけではなくて、部署横断的なうねりとして続いてきているのだと思います。
どちらの事例も、時間の経過のなかで展開しているということ、そのプロセスの部
分を、会場の皆さんと共有できたのではないでしょうか。皆さんのそれぞれの現場で
もワークショップを「今、ここから」はじめていただいて、成果を共有し合っていた
だきたいと思います。
第１部の「何からはじめるべきか―ワークショップの可能性―」はここまでとさせ
ていただきます。ご登壇いただきました中西班長、松澤専務にもう一度大きな拍手を
お願いいたします。
（ 構成／文：日本協同組合連携機構 基礎研究部）
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