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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（後編）
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》
● 地域運営組織の可能性と課題
● 関係人口〜風の人の役割
● 維業〜継がれる地域の仕事
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第２部

地方創生の新たな挑戦 ──プロセス重視の展開──

講演①「地域運営組織の可能性と課題―ＲＭＯの本質と必要な支援策―」
大分大学 准教授 山浦 陽一

◎地域の未来と向き合う「地域運営組織」。
山浦 陽一

2020 年目標値の 3000 をすでに超えて増え続けている

YAMAURA Youichi

地域運営組織というのは、「○○地区振興協議会」とか、「コミュニティー○○会」

大分大学経済学部准教
授。1979 年、東京都生ま
れ。専門は農業経済学、

など、いろいろな言われ方があります。これらについて初めて聞く方も多くいらっしゃ
ると思うので、地域運営組織とはどういうものかについても簡単に触れながら話を進
めていきます。

農村地域運営論。東京大

僕はもともと、誰も住んでいない、誰も住民票を置いていないような集落で、田ん

学大学院農学生命科学研

ぼがどのように管理されているのかをテーマに研究していました。そのなかで、農業

究科博士課程修了。博士
（農学）。（財）日本農業研

にせよ、買い物難民などの生活の問題にせよ、なかなか解決策が見いだせないなか、

究所研究員を経て 2009

よく見てみると、それらの課題に熱心に取り組んでいる地域の中心には、地域運営組

年より現職

織があるケースが非常に多いことに気づきました。
地域運営組織とは、「地域」を「運営」していく「組織」ということでなんとなくイ
メージは湧くかと思いますが、一言でいえば、「地域のいろいろな課題について、地
域の皆さんが主体となって解決したり、新しい取り組みをするための組織」というこ
とです。サブタイトルにＲＭＯと書いていますが、これは、地域運営組織〈Region
Management Organization〉の英語の略です。
地域運営組織の定義ですが、これがなかなか難しい。定義があるようでないのです
が、簡単にいうと、ポイントは３つぐらいあると思っています（資料１）。
１つ目のポイントは、「地域代表性」です。住民の皆さんやいろいろな組織・団体
の方々が一緒になって、地域を挙げてやっていることが１つ目のポイントです。
２つ目は、「多角的・複合的実践」です。農業、買い物、交通など、個別のテーマ
を一つひとつやるのではなくて、地域のさまざまな課題解決に向けて総合的に実践し
ていくことが、２つ目のポイントかと思います。
３つ目は、「話し合い」です。「○○協議会」という名前のところが多いですが、実
践ばかりをどんどん先に進めていくのではなくて、地域のことをみんなでじっくり考
【資料１】

える場を持ち、夢を語り合いながら実践
していくところが、３つ目のポイントと
なります。
地域運営組織の役割は、一言でいうと
「地域再生のためのプラットフォーム」
です。地域活動を行おうとするときに、
地域運営組織があると、多彩な取り組み
が生まれやすく、進行が円滑になりやす
いのです。だからこそ、これからの地域
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再生を考えていくときには、地域運営組織はなくてはならない組織だと思います。
2016 年度の総務省調査によると、地域運営組織数は全国に 3071 あるということ
です。これから発表になる 2017 年度の数字ではもっと増えていると思います。
政府も地域運営組織をどんどんつくっていこうということで、ＫＰＩ（重要業績評
価指標）を設定しています。2015 年には、「2020 年までに 3000 団体」という目標
値が示されましたが、すでに 3000 を超えています。
これには２つの理由があって、確かにすごい勢いでできているという面もあります
が、実はこれまで行政が把握していなかっただけで、地域運営組織に類するものがも
ともと存在していて、正確に数えてみたら結構な数だったという面があります。
また、現在はまだ地域運営組織がない市町村のうち９割が「必要」と答えているの
で、地域運営組織は今後さらに広がっていくのではないかと思っています。
地域運営組織にはいろいろなものがありますが、だいたい３つの類型に分けられま
す（資料２）。
１つは自治会型です。自治会、町内会、集落といったものをベースにまとまってで
きるケースで、おそらく一番数が多いのではないかと思います。
２つ目は公民館型です。皆さんのところにも公民館はあるかと思いますが、この公
民館を単位に、公民館の運営組織が母体となってはじまるケースが結構あります。
３つ目は、数としてはまだあまり多くないと思いますが、地域福祉型です。今全国
に５万から 10 万あるといわれている、いきいきサロンなどのサロン運営組織をベー
スに、地域運営組織に発展していくケースが生まれつつあります。
私の地元の大分でお話を伺っていると、校区社協、福祉委員会などの、いわゆる地
区社協をベースにできてくるところもあるようです。大分では、こうしたものが８割
近くの地域にあるということなので、それらを発展させる形の地域運営組織がこれか
ら伸びてくるのではないかと、個人的には思っています。
◎宇佐市深見地区の事例から見えてくる
地域住民＋事務局＋市役所の連携による好循環と課題
注１）山浦陽一著、小田
切徳美監修『地域運営組
織の課題と模索』筑波書
房、2017 年

次に具体的な事例として、拙書ブックレット注１）でも取り上げている、大分県の宇
佐市深見地区の取り組みについて紹介します。
宇佐市は、前述の３つの類型でいうと自治会型です。自治会が小学校区単位に集まっ
【資料２】

て地域運営組織をつくっています。
特徴はいろいろありますが、ポイント
は３つです。まず１つ目は組織構成で、
分野ごとの部会制を取っていることで
す。福祉や防災、教育環境など、テーマ
ごとに関係する組織団体が部会を構成し
て活動しています。
２つ目はメンバー確保の方法です。ど
うやって実際に活動する方を集めている
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かというと、いわゆる「当て職」制で、例えば、ＰＴＡ会長をやっている方が、地域
運営組織の副会長になるなどして、メンバーを集めます。
３つ目は専任の事務局を設置していることです。当て職の方だけだとなかなか活動
も盛り上がらず、運営が難しい面もあるので、専任の事務局を置き、宇佐市はそのた
めの人件費を支援しています。
ちなみに、宇佐市が行っている具体的な支援策は、①設立のノウハウ、②財源（メ
ンバーの人件費など）、③人材（市役所の職員や地域おこし協力隊によるサポート）、
④拠点施設（小学校や公民館の一部を無償提供）、⑤正統性の確保（協定を結び、市役
所が地域運営組織をパートナーとして認める）、の「５点セット」です。
深見地区は人口が 1500 人ぐらいのところで、小学校にはまだ 26 人の児童がいま
すが、中学校は 10 年ぐらい前に廃校になりました。その中学校を拠点に 2009 年に「深
見地区まちづくり協議会」が発足しました。2013 年度には市と県の支援により改修
され、名称も「宇佐市地域交流ステーション」となりました。
【写真①】

写真①は、オープンのときのものです。僕も開設当初からずっと関わらせていただ
いているのですが、オープンセレモニーでは、旧中学校を会場に、地域の皆さんと「こ
の施設でこんなことをできたらいいね」という夢を掲示しました。
この地域運営組織ができてから、事務局が中心となって、多種多様な活動がどんど
し しょうぼく

ん展開するようになりました。例えば、道路に張り出してしまった支 障 木をみんな
で片付けたり、老人クラブと連携してしめ縄を作ってお金を稼いだり、また、もう指
【写真②】

導者がいなくなった神楽座をサポートして練習場所や舞台を提供するなどといった活
動がはじまりました。
写真②は、地域の女性グループによるバイキングイベントのときのものです。そも
そも、「学生がしょっちゅう合宿に来るので、その食事を作ってくれないか」と、事
務局が依頼したことから女性グループとの関係がはじまりましたが、そこからステッ
プアップして、今ではイベントを開催するまでに活動が広がっています。
写真③が、協議会の発足当初からずっと事務局を務めていらっしゃる清永さんです。

【写真③】

早期退職されて、地域の皆さんと一緒に「百笑一喜」というグループをつくって活動
されていたのですが、地域運営組織ができたため事務局に移られました。それからは
事務局としてバリバリ活躍されて、いろいろな活動が実現しています。
このように、話だけ聞いているとすごくうまくいっている感じがしますが、実態は
そうでもありません。深見地区にもいろいろな課題があります。先ほど分野ごとに部
会をつくったといいましたが、深見地区には４つ部会があり、テーマごとに活動をす
ることになっていました。ところが実際は部会ごとではなく、もともとの母体である
ＰＴＡや消防などの単位で活動しているのが実情です。それ自体は悪いことではあり
ませんが、部会の形骸化により、負担が事務局に集中しています（資料３）。
これはおそらく深見だけの課題ではなく、全国の多くの地域運営組織にも当てはま
ることだろうと思います。こちらについてはブックレットにもまとめておりますので、
後ほどご確認いただきたいと思います。
原因として、実は「行政の問題意識」が大きいのではないかと思っています。市も
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地域の疲弊に対する危機感から、どうしても急いでやらなければと焦っていて、市か
らやや一方的に説明して地域にやってもらう形を採るケースが多いのです。そうする
となかなか活動が盛り上がっていきません。
◎一人ひとりのやりがいやスキルアップに丁寧に対応していくことが出発点
解決方法として、まずは、個人のインセンティブを重視した組織運営を心掛けると
いうことが挙げられます。平井先生から「課題から入らない」というお話もありまし
たが、一人ひとりがやりたくなるような活動であることが大事だということを、僕も
学ばせていただきました。「地域のため」からスタートするのではなくて、まずは一
人ひとりのやりがいやスキルアップ、仲間づくり、一部は報酬ということもあるかも
しれませんが、そういうところに丁寧に対応していくことが出発点かなと思います。
だからこそ、勉強会をしっかりやって土台づくりをするとか、アンケートを取るとき
も郵送ではなく１軒１軒回って、直に生の声を聞くといったプロセスが大事になって
きます。
また行政側と地域運営組織の協働も欠かせません（資料４）。これは小田切先生が
お作りになった模式図に手を入れさせていただいたものですが、ヒトやカネが減るな
か、その不足分を地域運営組織にカバーしてもらいたいという考えが行政側にあるこ
とが多いのです。しかしそれではなかなかうまくいきません。市は市でなんとか頑張っ
ていただきたいし、その上に乗るような形で地域運営組織の存在を考えていただける
とありがたいと思います。
さらに行政は今までどおりやっていけばいいかというとそうではなくて、地域運営
組織を協働のパートナーとして捉え、仕事のやり方を変えていっていただきたいなと
思っています。
具体的にどうすればよいかというと、総合計画などに地域運営組織をきちんと位置
付けたり、島根県の雲南市でやっているような「円卓会議」で、地域運営組織と行政
とが対等なパートナーとなって、普段の事業についても一緒に考えていくような土壌
づくりがポイントになるのではないでしょうか。

【資料３】

【資料４】
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第２部

地方創生の新たな挑戦 ──プロセス重視の展開──

講演②「関係人口～風の人の役割」
ローカルジャーナリスト 田中 輝美

◎離れていても地域に関わる、「観光以上・定住未満」で
一緒に地域をつくる仲間、それが「関係人口」

田中 輝美

「都市・農村共生社会創造研究会」での私の立ち位置はちょっと異色で、現役のジャ

TANAKA Terumi
ローカルジャーナリス
ト。 島 根 県 浜 田 市 生 ま
れ。大阪大学文学部卒。

ーナリストとして参加しています。ローカルジャーナリストという肩書きを初めてお
聞きになった方も多いかと思いますが、それもそのはずで、私が創った名前ですので、
そういう意味ではまだ日本で１人ということになります。

山陰中央新報入社後、報

活動拠点は島根県です。島根県は全国でも一番というくらい人口が減っております

道 記 者 と し て 政 治、 医

が、その裏返しもあってＵターンやＩターンの方が多くおられます。そういう方々が

療、教育、地域づくり、
定住、ＵＩターンなど幅

どのように地域と付き合い、地域再生をしているのかということを、『よそ者と創る

広い分野を担当。琉球新

新しい農山村』というタイトルでブックレット注１）に書かせてもらいました。

めぐ

報社との合同企画「環り
の海—竹島と尖閣」で
2013 年日本新聞協会賞

そのなかで、島根の事例をもとに「関係人口」という概念を紹介しておりますが、
関係人口は世に出たばかりの新しい用語ですので、まずそこを説明したいと思います。

受賞。2014 年よりフリー

関係人口という言葉自体は私が創ったわけではありません。最初に誰が言い出した

のローカルジャーナリス

かは不明ですが、文献上で一番早くに確認できるのが、『東北食べる通信』
（＜特非＞

トとして島根に暮らしな

東北開墾）編集長の高橋博之さんによる、『都市と地方をかきまぜる』
（光文社新書）

がら地域のニュースを記
録・発信する

注１）田中輝美著、小田

さし で

という書籍です。続いて『ソトコト』
（木楽舎）編集長の指出一正さんの『ぼくらは
地方で幸せを見つける』
（ポプラ社）。ともに 2016 年出版ですので、関係人口は比較
的新しい言葉だといえます。

切徳美監修『よそ者と創

先日、高橋さんから直接お話を伺う機会があり、「いつごろ “ 関係人口 ” という概

る新しい農山村』筑波書

念を思い付いたのですか」と尋ねたところ、「2013 年ぐらいかなあ」というお答えで

房、2017 年

した。岩手県の大槌町に行ったとき、震災に遭われた住民の方々が「人口が減ってし
まい、自分たちだけではまちづくりができないから、関係者全部集めて住民にしたら
いい」と若い人たちに話されているのを耳にし、「関係人口という言い方は面白いな」
と着想したとおっしゃっていました。
指出さんは、「今までは定住とか交流ということだったけれども、どちらにも当て
はまらない、地域に関わってくれる人口のこと」だと言っておられます。
以上はお２人の定義ですが、私は、離れていても地域に関わること、もう少し説明
すると、観光や交流よりももう少し関わるけれども、定住まではしない「観光以上・
定住未満」、そういう人たちを関係人口と呼んでいます。
よく似た言葉で「交流人口」がありますが、例えば、地域のイベントがあったとし
て、そこにお客さまとして来場し、おもてなしをされて、おもてなしをする側と交流
する、それが交流人口です。一方、お客さまとして来るというよりは、テントを立て
たり、屋台でものを売ったり、駐車場の交通整理をしたりと、一緒に手伝ってくれる、
作業をしてくれる、そういう人が関係人口ではないかなと整理しています。
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ポイントは「仲間」。住んでいるか否かではなくて、一緒に地域をつくってくれる
仲間、つまり対等な関係だということです。消費という言葉を辞書で引くと、「欲求
を満たすために財やサービスを消耗すること」という定義になっています。地域にお
もてなしされるだけの消費をする人ではなく、ともに地域をつくる仲間だということ
を、私自身は関係人口の定義として大切にしています。
次に、なぜ関係人口が求められてきたのかを考えていきましょう。１つは人口が減っ
てきたことです。本格的な人口の減少時代が到来しており、当面はこのトレンドが続
くことが前提になります（資料１）。
もう１つは若い方々の変化です。かつて地方と都市といえば、都市の方が華やかで、
それに憧れて若者が流出していく構図があったと思いますが、今は田園回帰というよ
うに若い人たちを中心に地方への関心が高まっています。
また「ソーシャル」というキーワードで語られるように、若い人たちが地域や社会
に「役立ちたい」という思いや、自分にはふるさとがないから「ふるさとがほしい」
という願いを持つようになっています。若者たちにとっては違う言葉として「ふるさ
と」が捉えられており、新しい息吹をもたらしているようです。
もちろん、都市に住んでいる若い人全員がこうだということではありませんが、私
の実感値として、地方に関わりたい若者たちが増えてきていると感じています。
◎人口を取り合うゼロサムゲームから脱皮。
１人で複数の地域が応援できる「関係人口」
先にも触れたように、都市と地方の関わり方でいうと、「移住・定住」と「交流・
観光」の２つが挙げられます。
まず、移住・定住ですが、日本全体の人口が減るなかで、自分のところが増えれば
うれしいですが、それが隣の県とか他県から来ていたら、そちらは減って悲しいわけ
です。こういった、どこかが増えればどこかが減るという構造をゼロサムゲームとい
います。もちろん首長さんたちの意向もあって、移住・定住対策に力を入れなけれ
【資料１】

ばならないという
こともあるでしょ
う が、 全 体 の 人 口
が減る時代におい
て、 移 住・ 定 住 の
奪い合いは不毛だ
と言っている方は
多いです。
一 方、 都 市 の 側
か ら 見 て も、 地 方
側 が 移 住・ 定 住 と
い え ば い う ほ ど、
「自分は移住や定住
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はできないから関わる資格がないんじゃないか」と、後ろめたく感じる方が多いので
す。でも、地域側は、その人たちのことが好きだから、つい「住んでね」とか「住ま
ないの？」と言ってしまう。言われる側からしたら「あ、ごめんなさい、住めなくて」
と断るのが苦痛になり、「住めないから、自分には関わる資格がない」と、何もしな
いということになってしまうのです。せっかく何か協力したい、応援したい、関わり
たいという思いがあるのに生かされないのはもったいないと感じます。
次に交流・観光です。地方の側は来てくれたらうれしいので、頑張っておもてなし
をしてしまう。そうやって頑張り続けることで、消費者との関係に疲弊し、
「交流疲れ」
が起きてしまうことが学術的にも指摘されています。
都市の側から見ても、若い人たちは、もっと本気で地域に関わり、役に立ちたいと
思っているのに、観光でお金を使って終わってしまう。これでは地方の側も都市の人
たちもハッピーにはなれないのではないかと思います。
そこで、その中間の「観光以上・定住未満」にあたるのが関係人口なのです。関係
人口は、離れていても地域に関わる、「外にいる仲間」です。
関係人口のメリットは、どの地域でも増やすことができることです。定住人口だと
１人を奪い合うのでプラスマイナスになってしまいますが、１人の人が島根県も青森
県も両方応援していいわけです。どの地域でも、関係人口を増やすことができますし、
都市の人にとっても、自分の思いや力を生かすことができるので、双方にとってウィ
ンウィンの関係が結べるのではないかと考えています。
関係人口の位置付けについて、「都市・農村共生社会創造研究会」では「階段」で説
明を試みています。
資料２は小田切先生が先ほどの解題でもご説明されたものです。横軸は地域への定
住志向性で、縦軸は地域への思いです。一番左下の特産品購入から始まり、ふるさと
納税での寄付、頻繁な訪問と、階段を上るかのように、定住志向性と地域への思いが
連動して高まっていきます。階段の一番上は移住・定住ですが、それ以前のプロセス
が関係人口だと考え
【資料２】

ています。
◎高校の魅力化を成
し遂げて生徒数が
Ｖ字回復。
よそ者・岩本悠さ
んに見る「風の人」
の魅力と価値
資料２のなかに
「 風 の 人 」と あ り ま
すが、これは私が特
に島根県を見ていて
発見したことです。
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こういう存在がいると面白いと思って本にも書きましたので、詳しく紹介したいと思
います。
風の人とは、一時的に１つの地域に住んだ後、別の地域へと去っていく人を指しま
す。滞在期間は人によって違いますが、いったん住むことで地域の実情が分かり、一
方でいずれは去って行くため思い切った提案が地域にできる、非常に “ イイトコドリ ”
の存在ではないのかなと思います。
具体例で説明しますと、島根県に岩本悠さんという方がおられますが、この方がま
さに風の人です。廃校寸前の高校を救ってほしいというミッションを引き受けて、ソ
あ

ま ちょう

ニー（株）を辞めて、東京からはるばる隠岐諸島の海士町にある県立隠岐島前高校に
やってきました。岩本さんは、「高校の魅力化プロジェクト」を立ち上げ、結果的に
生徒数をＶ字回復させました。現代において、特に中山間地域において、このような
Ｖ字回復は滅多にないことで、全国的にもかなり珍しい事例ではないかと思います。
もちろん岩本さんだけの力ではありませんが、岩本さんが来たことで地域の方々も一
緒に頑張ろうという気持ちになって、成果につながりました。
岩本さんは８年ぐらい海士町に住み、成果を上げた後、島根県庁へと移られました。
県庁では、海士町での経験を活かし、高校だけではなく島根県の教育全体を魅力化す
るため「教育魅力化特命官」という任期付き職員のポジションに付き、活躍を続けて
おられます。
岩本さんは海士町から見ると去った人です。では、定住しなかったから来ない方が
よかったのか、岩本さんに価値はなかったのかというと、そんなことはありません。
岩本さんは住んだから価値があるのではなく、去ったのだけれども成果を残してくれ
たのです。
大事なのは住む・住まないではなく、地域の力になっているかどうかです。ここが
大切なポイントで、これこそが、よそ者、関係人口、風の人の本質です。
注２）北陸先端科学技術

よそ者の力（効果）について、敷田麻実先生注２）は、①地域を再発見する効果、②

大学院大学先端科学技術

誇りを涵養してくれる効果、③知識を移転する効果、④地域の変容を促進する、⑤し

研究科知識マネジメント
領域 教授。「よそ者」研
究の論文や記事を多数発
表

かんよう

がらみのない立場からの解決案、の５つがあると指摘されています。
海士町の例でいうと、特に⑤の部分で岩本さんは大きな力を発揮したと思います。
地域の人は、子どもたちや生徒が流出していくことに慣れていますから、こんなとこ
ろに外からわざわざ人が来るわけがないと思い込んでいました。でも岩本さんは、
「い
やいや、人が足りなくなるのだったら、魅力的な高校にして来てもらったらいいんじゃ
ない？」と、しがらみのない立場からさりげなく解決案を示したのです。その結果、
島の外から生徒が来るようになって生徒数が増えました。
よそ者がやって来て「一緒にやろう」と言うことで、諦めかけていた地域の人たち
ふ っしょく

が諦めを払 拭し「やっぱり一緒に頑張ろう」となる。そういうパワーをよそ者は持っ
ています。よそ者には力を存分に発揮してもらい、地域はそれを受け入れ、生かすこ
とが大切ではないかと思います。
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◎関係人口が増えると、結果的に定住人口も増える。
どこかの関係人口になって一緒に盛り上げよう！
最近、「関係人口は認めない」「定住の方が大事だ」と真っ向から否定されることが
ありますが、関係人口は、移住・定住を目指してはいないということであり、決して
定住を否定しているわけではありません。
しかも関係人口が増えることで、実は結果的に定住人口も増えるのです。関係人口
だけ増えて、それだけで地域が救われるわけではなく、生かされていない力をもっと
生かそう、そうやって愛着が高まっていった結果、必ず定住する人が増えると思って
います。しかし、定住だけを目的にしたら、何か違うものになってしまうという難し
いバランスがあります。定住は目的ではなく結果だと感じています。
注３）島根県が雑誌『ソ

「“ 移
2012 年度から、島根県が東京都で開講している「しまコトアカデミー」注３）は、

トコト』（木楽舎）とコ

住” しなくてもいいから、一緒に地域を学んだり関わったりしましょう」と、募集段

ラボレーションした地域
づくりのための連続講

階から「移住しなくてもいい」とはっきりうたっている講座です。約半年の間に東京

座。ホームページ：

での連続座学と、島根へ２泊３日の短期インターンシップに１回出掛けます。定員は

www.shimakoto.com/

15 人の少数精鋭で、現在７期目です。
６期までの受講生にアンケートを取ったところ、首都圏に住んで活動している人、
つまり関係人口にあたる人たちが 33％いました。東京から通いながら島根でイベン
トを開催した人、島根の企業のブランディングを手助けして仕事にしている人、東京
で地方を考えるイベントを開催した人など、活動はさまざまです。
一方で、なんと島根に移住したという人が 25％もいたのです。移住しなくていい
と言っているにも関わらず、しまコトアカデミーを通じて関係人口が増え、その結果、
移住する人も増えていることが分かりました。
この人口減少時代をどう乗り越えればいいのかという相談を受けることがありま
す。確かに心配ではあっても、人口減少のトレンドはなかなか変わらないのだから、
むしろ捉え方を変えればいいのかなと思います。誰でも関係人口をつくり増やすこと
ができるし、自分自身がどこかの関係人口になって一緒に盛り上げることもできる。
そう思うと、人口減少時代も悪くないのではないか、むしろワクワクするのではない
かなと思っています。
最近、海士町の方々と話していて面白いなと思ったのが、「海士町というボートに
はお客さんはいません」とおっしゃったことです。どういう意味ですかと尋ねたら、
「お客さんというのは何もしない人のことで、ボートに乗っている人が少ないのだか
こ

ら、誰かがオールを漕いだり、帆を上げたり、食物を運んだり、掃除したり……なん
でもいいから、自分が役割を発揮しないといけない」というのです。そして、海士町
のすごいところは、それを義務としてではなく楽しんでやっていることです。自分に
役割があることを楽しんでいる。何もしない「客」はいない、誰もが何かの、小さく
てもいいから役割を果たす。それが人口減少社会なのではないかなと思っています。
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第２部

地方創生の新たな挑戦 ──プロセス重視の展開──

講演③「継がれる地域の仕事」
日本農業新聞 記者 尾原 浩子

◎後継者不足により急増する “ なりわい ” の休廃業と
尾原 浩子

農山村に向かう若者を結ぶ「継業」

OBARA Hiroko

継業という言葉をご存じでしょうか。まだ馴染みのない言葉だと思いますが、農山

日本農業新聞農政経済部
若者力キャンペーン記者。

な

じ

村の仕事や事業など、「なりわい」と呼ばれるものを、移住者や第三者へ引き継ぐこ
とを継業と呼んでいます。

島根県生まれ。埼玉大学

背景には、深刻化する跡継ぎの不在という問題があります。シャッター通りとか買

教養学部卒。鳥取大学地

い物難民という言葉を耳にすることがあると思いますが、今は、これまで当たり前に

域学部非常勤講師。近著

あったものがなくなる時代です。東京商工リサーチの統計（資料１）によると、負債

に『農山村からの地方創
生 』（ 共 著・ 筑 波 書 房、

が返済できずに店舗や事業を畳む倒産の件数に比べて、後継者がいないことを理由に

2018 年）がある

事業を畳む休廃業の件数の方が３倍以上と大きく増加しています。後継者不足が全国
各地で大きな問題になっているのです。
休廃業は、特に過疎・高齢化が進む自治体に多い傾向にあります。厚生労働省によ
ると、廃業率が開業率を上回る自治体は北海道、青森、秋田、新潟、滋賀、京都、島
根など、過疎・高齢化が進む農山村に集中しています。具体的には、農家の営農、農
機具販売店やガソリンスタンド、食料品店といった仕事や事業が地域から消えている
状況で、経営者の内訳を見てみると、個人事業主がおよそ９割と大半を占めており、
小規模なものが多いことが分かります。
一方で、今、田園回帰といわれ、農山村に向かう若者が少しずつ増えているという
傾向があります。例えば、移住相談を請け負う「ふるさと回帰支援センター」への相
【資料１】
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談件数は、2017 年には３万件を突破しています。また、総務省のデータでは、都市
部からの移住者が増加している地域が、2000 年から 2010 年に比べ、2010 年から
2015 年の方が大きく増えています。
このような田園回帰の流れのなかで、移住する際には３つのハードルがあるといわ
れています。１つ目がコミュニティー、地域に馴染めるかという問題です。２つ目が
住まいのことで、空き家があっても、なかなかそこを借りることができない、買うこ
とができないという問題。そして３つ目が「なりわい」で、そもそも仕事があるのか
どうか、または、収入が大きく減ってしまうのではないかという問題です。
特に、３つ目の仕事の問題は、若い世代ほど深刻です。内閣官房の調査では、移住
する上での不安として「仕事の確保」と答えている人が最も多く、特に、10 代、20 代、
30 代ほど仕事を重視しています。移住を考える場合、仕事の確保が大きな焦点となっ
ていることが分かります（資料２）。
このように、農山村で後継者がおらず事業がどんどん畳まれてしまうことと、若者
を中心とした移住者の増加、この２つの背景を組み合わせてできたのが継業という言
葉です。
私は「都市・農村共生社会創造研究会」に参加し、鳥取大学の筒井一伸先生、ふる
さと回帰支援センターの嵩和雄副事務局長とともに、継業の現場に調査に行き、どう
いうプロセスで継業が成り立っているのかを調べました。そして継業が地域づくりに
つながっていることを確信したのです。
今農山村では、人口が減って人材が不足し、耕作放棄地や空き家も増えています。
また商店やガソリンスタンドなど、地域のインフラ維持が危ぶまれ、生活機能が低下
しつつあります。それに伴って、地域住民の誇りは奪われ、諦めが生じている状況に
あります。そういった農山村が抱える課題に対して、継業はその解決策につながった
り、課題の対応につながったりしています。

【資料２】
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◎ “ なりわい” の後継者不足は個人の問題ではない。
地域全体が「自分ごと」として継業をサポート
地域に出向くと、農山村のなりわいとは、地域資源に結び付く住民の暮らしを支え
る地域問題であり、個人の問題にはとどまらないことを実感します。そこで、たとえ
所有や経営をしている人が個人であっても、後継者不在を個人の問題とせずに、地域
全体で関わり、継業を実現させた３つの事例を紹介したいと思います。
１つ目が岐阜県郡上市の明宝地区です。岐阜県のちょうど真ん中に位置する、人口
1670 人ぐらいの地域で、明宝ハム、明宝トマトケチャップなど、地域の名前を冠に
した特産品の多い、山に囲まれた農山村です。ここでは、シイタケやコメを栽培する
農家の人たちが昭和 50 年代に、地域を盛り上げる場として造ったキャンプ場を、滋
賀県大津市出身の 30 代の移住者に継業しています（資料３）。
どうやって継業が実現したかというと、キャンプ場を経営する農家の人たちが、自
分たちも 60 代を過ぎ、継続が難しいと考えて、できれば利益があるうちに移住者に
バトンタッチしたい、と市の出先機関である明宝振興事務所の所長に相談に行ったこ
とがきっかけです。
相談を受けた明宝振興事務所の所長は、市内の地域組織の若者たちに声を掛けて回
りました。すると、別のキャンプ場の従業員だった大塚義弘さんに行き当たり、独立
してやってみないかと尋ねたところ、ぜひやってみたいということでマッチングが成
功したのです。
煩雑な書類のやり取りや資産の計算は、郡上市の商工会が支援しました。また、そ
の後の経営についても、地域の人たちがやっていたことを、いきなり若い人が 1 人で
やるのは大変だろうと、道の駅や温泉施設が積極的にバックアップしました。関わっ
た人たちの誰もが「自分のこと」として継業を応援したのです。
としひと

引き継いでもらった側である農家の和田淑人さんは「もう世襲という時代ではない。
父親の代から経営してきた地域の思いが詰まったキャンプ場を、たとえ親族でなくて
もやる気がある人に引き継ぐことができてとてもうれしい。これからも少しでも応援
していきたい」と話します。今も草刈りを手伝うなど、大塚さんの応援をしています。
一方の大塚さん
【資料３】

は、自分でキャンプ
場を経営したいとい
う希望を持ちながら
も、資金不足で「実
現は夢のまた夢」だ
と思っていました。
継業することで夢を
叶えることができた
大塚さんは「費用が
抑えられ、ノウハウ
や顧客も引き継げ
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た。地域住民の応援も得やすい。仲介者がいることでスムーズにバトンタッチできた。
これからも地域の思いを受け止めて経営していきたい」と、今後の抱負を語ってくれ
ました。
まっ と

次に、新潟県小千谷市真人地区の豆腐屋の事例を紹介します。真人地区は新潟県の
ほぼ中央、中越地震で大きな被害を受けた中山間地域の農業地帯です。ここでは地域
住民がつくった「真人健康生産組合」が長年豆腐屋を営業していました。ところが、
豆腐屋の職人さんが高齢のため引退したいと申し出たため、地域おこし協力隊として
赴任していた、坂本さん夫妻に事業をバトンタッチしました（資料４）。
真人地区での継業のポイントは２つあります。まず１つが「地域の拠点の維持」に
なったことです。豆腐屋がなくなるという話が出た 2014 年前後は、温泉施設が倒産
したり、小学校が閉校したり、地域に唯一あった食料品店も閉店するなど、危機的状
況にありました。地域の生活拠点が次々となくなるなかで、豆腐屋さんまでなくなっ
てしまっては大変だと、地域運営組織や行政、豆腐屋を経営していた生産組合、そし
て豆腐屋の職人さん、地域おこし協力隊など、地域ぐるみで話し合いをはじめました。
そして、小さな可能性をみんなで探り合い、どうやっていくかというプロセスを１年
間かけて話し合いました。そのようななか、地域おこし協力隊の坂本さんが「自分で
よければやらせてもらえませんか」と手を挙げたのです。
坂本さんは、これまでの地域性にも配慮しつつ、また豆腐屋の職人さんに敬意を払
いながら、若いアイデアを活かして、豆乳プリン、マフィン、豆乳のロールケーキ、チー
ズケーキなど、経営の多角化に取り組み、今では小千谷の市街地に２号店を出すまで
になりました。販路もスーパーや飲食店など新たに 10 店舗を開拓し、ホームページ
も刷新するなど、経営は好調だといいます。
継業を応援し続けてきた地域運営組織会長の瀧澤功さんは、「他力本願ではなく、
自分たちで地域活性化を目指そうと頑張ってきたが、拠点が次々と閉鎖し地域はとて
もさみしい状況だった。住民の豆腐屋存続への願いが強まるなか、継業を実現するこ
とができた。若い協力隊は自分で道を切り拓く力を持っている」とエールを送ります。
坂本さん夫妻が新しく経営の多角化にチャレンジしたときも、その力を信じ応援して
くれたのが瀧澤さんでした。
【資料４】

坂本さんは、夫婦
で豆腐店経営に取り
組んでいるのです
が、「地域に定住で
きる仕事が見つか
り、地域の人が応援
してくれている。起
業に比べて資金、営
業面のリスクも少な
いし、何より地域に
馴染みやすい。良い
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面は残しながら、自分たちなりにアレンジしていきたい」と、これからの抱負に力を
込めます。
こうじ

最後に、千葉県鴨川市大里にある糀屋の継業についてお話しします。創業 100 年
み

を超える芝山糀店は、地域の農家や住民から味

そ

しょうゆ

や醬油の加工で愛されてきた、歴史

ある糀屋さんでしたが、経営者だった義父とご主人を亡くした女性が、移住してきた
娘の子ども（孫ターン）に経営をバトンタッチしました（資料５）。
お孫さんは、小学生のときに常連客が言った「こんなに素晴らしい糀屋がなくなる
のはとてもさみしい」という言葉を聞き、「糀屋はそんなに素晴らしいものなんだな」
あ

と思ったそうです。その気持ちは中学生、高校生になっても色褪せることはありませ
んでした。中学校の担任の先生からは、
「味

屋になるなんてすごい、かっこいいな」

と言われ、やっぱり自分がすることは間違いじゃないんだと思い、その気持ちを大
人になってもずっと持ち続けて、いよいよ糀屋を継ぐことになったそうです。
孫ターン継業というのは、先の２つの事例とは色合いが違うかもしれませんが、取
材してみると、後継者不在で廃業しようとしていた店を、移住した孫が受け継ぐ動き
が各地で広がっていることが分かりました。
◎地域全体の「宝」として “ なりわい” を捉え直し、
誇りと自信を取り戻して未来へつなぐ、それが継業
今、各地で継業が動き出していて、地域や行政からの呼び掛けで、継業してくれる
後継者を探しているケースがかなり増えています。資料６は各地で作成された後継者
募集のチラシですが、長崎県五島列島では民宿の後継者を、徳島では貯蔵みかん農家
の後継者を、秋田では移住してパン屋さんをはじめないかと呼び掛けています。まさ
に今、継業は時代の潮流にあると思います。
他にもいろいろな活動が継業の対象になっていますが、地域づくりもその１つです。
例えば和歌山県のある農家さんは、グリーンツーリズムの拠点としてゲストハウス
の後継者を求めています。この農家さんは２月に東京でセミナーを開催したのです
が、そのときに、「なりわいのなかに流れているその地域の意志も継いでほしい。そ
れは業務だけを継いでもらうよりもよほど大事なこと。今の世の中と調和のとれた
継業で、地域とつな
【資料５】

がってくれる人にバ
トンタッチしたい」
と語られており、ま
さにこれが継業を表
す言葉だと思いまし
た。
継業は、起業した
いけれども自分には
お金がないとか、安
定した給料をもらい
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たいし、自分でカスタマイズもしたいといった、起業と就業の「いいとこ取り」を目
指すものだと思います。今はまだ継業という言葉があまりクローズアップされていな
いために、希望者は表面上には現れていないかもしれませんが、移住希望者のなかに
潜在的な継業ニーズが隠れているのではないかと考えています。
継業とは、マッチングそのものを指すのではなく、経営者同士はもちろんのこと、
行政、地域運営組織、移住者、ＪＡなど、地域のさまざまな人たちが、当事者になっ
てバトンリレーを支えることだと私は思っています。
さらに、旧来のものをそのまま引き継ぐのではなく、地域に長く住んでいる人たち
では見つけにくい新しいアイデアや着眼点で再活性化することも、継業の１つのポイ
ントです。また、１つの事業ではすぐには収入が安定しないので、本業を持ちながら、
継業を副業や兼業として、第二のキャリアを築くという方法もあると思います。
今日お越しの皆さんにはＪＡ関係者の方もたくさんいらっしゃると思います。継業
と同じような言葉で、事業承継とか第三者農業経営継承、こちらの方が皆さんには馴
染みがあるかもしれません。どれも「引き継ぐ」という点では同じで、その境目は曖
昧です。ただ、事業承継や第三者農業経営継承と継業との違いは、「地域との関わり」
という点ではないかと思っています。継業は地域との関わりも含めてバトンタッチす
ることです。ＪＡ関係者、行政関係者の方は、事業規模とか売り上げという数字には
現れないところも含めて、サポートをしていただければと思います。
継業に関わること、そのバトンリレーに携わることは、地域づくりに関わるという
ことだと思います。たとえ制度には乗らないような小さな事業規模だったとしても、
地域の困り事に向き合い、継業に取り組むことで、地域との関わりの伸びしろも広がっ
ていきます。地域全体の「宝」
としてなりわいを捉え直し、それを未来につないでいく、
それが継業であり、これから各地で進められて広がっていくものだと感じています。
注）筒井一伸・尾原浩子
著、図司直也監修『移住
者による継業——農山村

今日のお話は筒井先生とブックレット注）としてまとめましたので、ぜひ手にとっ
てご覧いただければと思います。

をつなぐバトンリレー』
筑波書房、2018 年

【資料６】
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第２部

地方創生の新たな挑戦 ──プロセス重視の展開──

クロストーク「まち・ひと・しごと創生」
登壇者：山浦 陽一、田中 輝美、尾原 浩子
コメンテーター：法政大学 教授 図司 直也、鳥取大学 教授 筒井 一伸

図司 直也

◎ 新しいつながり方としての「地域運営組織」・「関係人口」・「継業」

ZUSHI Naoya

筒井

法政大学現代福祉学部教

進行は私筒井と図司先生とで進めたいと思います。テーマは「まち・ひと・し

ごと創生」です。
図司です。よろしくお願いします。３人の方にご登壇いただいたので、お互い

授。1975 年、 愛 媛 県 生

図司

まれ。専門は農業経済学、

にどういう感想を持ったかという切り口で拾い上げたいと思います。まずは山浦先生、

農山村政策論、地域資源

田中さんの関係人口の話について、感想やこのあたりが大事ではないかといったコメ

管理論。東京大学大学院
農学生命科学研究科博士
課程単位取得退学。博士
（農学）

ントをいただけますか。
山浦

実は先日の大学のテストで「あなたがもし本気で関係人口になる気があるなら、

どのように地域と関わりますか」という設問を選択制で入れてみました。すると 150
人ぐらいの学生のうち、９割以上がこの設問を選択していたのです。授業で話したと
きも、こういう新しい関わり方ができるんだと、学生はみんなとても前向きに捉えて
いました。関係人口という言葉ひとつで地域に関わっていこうという学生がいっぱい
出てきて、本当にいい言葉だと思いました。
また、これから地域運営組織を立ち上げていこうとしている地域の側にもアンケー
トを取りました。現在の人口が 300 人ぐらい、推計では 30 年後に 55 人になるとさ
れている所ですが、「移住者を積極的に受け入れていきますか」と聞いてみると、意

筒井 一伸
TSUTSUI Kazunobu

外にも皆さん乗り気ではありません。ぜひという人は２割ぐらいにとどまります。地
域の側にしても、いきなり移住といわれてもピンとこないところがあるので、関係人
口で間を埋めていけるといいなと思って聞いていました。

鳥取大学地域学部地域創
造コース教授。1974 年、
佐賀県生まれ・東京育ち。
専門は農村地理学、地域

図司

ありがとうございます。今度は田中さんから、尾原さんの報告にあった継業に

ついて、関係人口とのつながりも見えやすいかと思うので、感想、コメントをいただ
けますか。

経済論。大阪市立大学大
学院文学研究科地理学専
攻後期博士課程修了。博
士（文学）
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継業は私もとても関心があります。地域に残りたいと頑張っていた地域おこし

田中

協力隊の人が、なかなかうまくいかず、地域を離れざるを得なくなったケースを見て
きました。その一方で、地域には、「これは残していきたい」という事業や活動がた
くさんあるので、そこをうまくつなぐことは、お互いにとってとても意味のあること
だと思います。
地元の浜田市に大好きな食堂があったのですが、実は知らないうちに閉店になって
いて、お店の前で号泣したんです。事前に分かっていたら何かできたかもしれないと
思いました。確かに単なる店舗だったり商売だったりするかもしれませんが、そこに
は地域の人々の意思や思い出などいろいろなものが詰まっています。それらを移住し
たい人などにつなげていく継業は、素晴らしい取り組みだから、うまく進んでいって
ほしいし、逆にうまくいっていないとしたら、何が課題になっているのかが気になり
ました。
ありがとうございます。私も松山出身で道後温泉の近くにあったソウルフード

図司

のうどん屋がなくなり、号泣はしませんでしたが、似たような感覚を持ちましたので
よく分かります。では、尾原さん、山浦先生の地域運営組織について、どのように思
われましたか。
地域運営組織というと難しく考えがちなのですが、みんなでいろいろなことを

尾原

話し合いながら取り組んでいて、その視点は地域にとって重要なことだなと思いまし
た。かつて『日本農業新聞』で、岩手県の地域運営組織とＪＡや行政との関わり合い
について記事にしたところ、その理事長さんから、「他県からも反響があった」と伺
いました。地域運営組織とＪＡの接点について、もう少し詳しく教えていただきたい
です。
山浦

ＪＡの関わり方としては、いろいろな形があると思いますが、一言でいうと、

地域運営組織の「サポート」ではないかと思います。例えば、国の事業は精算払いが
多く、いろいろやって全部終わって報告書を出さないとお金がもらえませんから、手
元に資金がないとなかなか手をつけられません。そのあたりで、ＪＡに融資をお願い
できれば助かると思います。
買い物弱者の問題でも、お店を開こうとなったときに、地域の皆さんは、お店をしっ
かり盛り上げていこうとか、あそこで買い物をしようとやる気になるのですが、物流
の部分では、田舎の小さいお店が卸業者一軒一軒と組むのはとても難しい。そこでＪ
Ａの流通網がうまく使えると大変ありがたいのに、という話はいろいろなところで出
ます。
それからもう１点、Ａコープがまだある、ガソリンスタンドがまだあるという段階
で、先に手を打つことができないのかなという気がしています。
第１部実践報告のＪＡ松本ハイランド松澤専務のお話にもあったと思いますが、呼
び掛けてみたら、実はもっとやりたかったとか、役割がほしかったという声が上がっ
たということもあると思うので、早い段階で、ＪＡが地域と組んで、地域のための活
動をしてほしいと思います。
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◎「対話」という言葉から見えてきた
ワークショップが切り拓く未来
図司 「プロセス重視」が今日のキーワードだったと思います。田中さんの関係人口
の話からも分かるように、結果を狙わずにやってみたら結果がついてきたということ
が、おそらくどのケースでも多いのではないでしょうか。地域運営組織でも、そうなっ
たらいいなと思いながらも、ワークショップみたいなものをやりながら、先が読めな
いなかで、たぐり寄せていくようなところがあると思います。
しかし、行政やＪＡの皆さんにとっては、事業化を進めるにあたって、予算を取っ
て議会の手続きを経た上でスタートすることが必要で、先を見通してそれなりの結論
や目的を見出しながらやらざるを得ないという部分があります。この狭間がまさに今
日の話ににじみ出ていたのではないかと思います。
そこはどうすればいいでしょうか。分からないのだからまずはやってみようと押し
通すのか、それともある程度方便で切り抜けていくのか。プロセス重視ということは、
先が見えにくいところをどう巻き込んでいくかがおそらくツボになると思います。こ
れには結論はないと思うので、１人ずつ思いつくことをお願いします。
どこまでを狙うかということですが、まずは、地域の皆さんがやりたいことや

山浦

地域の課題を考える、そういう場のセッティングを行政に丁寧にしていただけるとあ
りがたいです。そうすれば、その先は地域の皆さんが主体的に考えていかれるように
なると思います。
意見が思うように出てこなかったらどうしますか？

図司

それは仕方ないのでしょ

うか。
山浦

平井先生にもいろいろ教えていただいているのですが、丁寧にお話を伺ってい

けば、本当にやる気がなくてシーンとしているということはまずなくなるのではない
かと思います。
図司

何か出てくると信じて、その場をしっかり設定してみることが大事だというこ

とですね。田中さん、どうですか。
田中

人間関係は相互作用の連続です。同じ思いを持つ仲間がいれば、目線が変わっ

てぱーっと進むこともあります。まずは仲間を募って「こんなことあるよ、何かやら
ない？」でいいんだと思います。そうやって仲間が１人見つかり、２人、３人と増え
ていくと、自然とそこから生まれてくるものがあるのではないかと思います。１人だ
と孤独で辛くなってくるので、まずは仲間づくりが、前向きに進むための一番のヒン
トだと思っています。
図司

今日は対話という言葉が、印象として残っているのですが、そのあたりも絡ん

できますね。
田中

そうですね。私も全国を歩いて各地の事例を見るのですが、自分たちの地域を

売り込みたいというのが強すぎて、そもそも対話になっていないことが多いです。相
手はやはり価値を感じるから手伝ってくれているので、自分たちはどんな価値が提供
できるのか、まず想像してみることが大事なのかなと思っています。
図司

相手の話を黙って聞くのもそれなりにパワーがいりますね。尾原さん、いかが
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ですか。
尾原

私も山浦先生や田中さんと似ているのですが、継業の豆腐屋さんにしてもキャ

ンプ場にしても、もともと地域に話し合いのベースがありました。だからなりわいが
なくなりそうになったときも、決して諦めず、地域ぐるみで、みんなが当事者意識を
持って、これからどうするのかということを話し合うことができました。第１部の話
に出てきた農家さんの話を聞いて感動したのですが、ワークショップの結果からだけ
ではなく、むしろワークショップの過程、プロセスからいろいろなことが生まれてく
るのではないかと思い、話し合いの大切さを痛感しました。
図司

筒井さんはいかがでしょうか。

筒井

対話は、双方が当事者意識を持つことや自分事に捉えることによって成立しま

す。そういった人じゃないとおそらく会話に入っていけないでしょう。無関心では、
コミュニケーションは取れません。
第１部のワークショップの話から１つのヒントが得られると思います。皆さんの周
りにも、当事者意識を持てよといっても持たない人はいますよね。自分事だろうといっ
ても「知らないよ」と言う人たちをどう巻き込むかには、おそらくさまざまな工夫が
必要で、第１部のお話にはそこにポイントがあったと思います。
そこで皆さんの今日の報告のテーマに関連して、ワークショップをどう活用するこ
とができるか、一言ずつお願いします。
尾原

地域でなりわいがなくなろうとしているときに、じゃあ後継者を探してといっ

ても、継いでくれる移住者なんていないよという話になる所が多いと思うのです。で
もそこで諦めずに、そもそも地域にどういうやりがいがあるのか、なくなってしまい
そうな事業や活動があったらどうすればいいと思うか、みんなが自由に参加できる
ワークショップでアイデアを出し合うことが、解決策のヒントになるのではないかと
思います。
誰にでもできるのがワークショップで、偉い人であるとか役職が上だということは
関係ないので、ぜひやってみてほしいと思います。
田中

地域の方は、意外と思いを共有する場がなくて、それを求めていることを感じ

ます。だから、私みたいなよそ者がやってきていきなり「はい、皆さん、話しましょう」
と言っても、自分の地域のいいところや、もう少しこうだったらいい、ということを
結構話してくれるんです。最後は「時間です」と言わない限り終わらないほどです。
自分の思っていることをみんなで共有すると、もうそれで孤独じゃないことに気づき
ます。自分が思っていることをみんなも思っていたんだ、という気づきから新しい活
動が生まれたと、後日報告を受けることもあります。
また、地域の人たちだけではいいところとか課題は見つかりにくいけれども、たま
たまよく通ってくるような人が「この地域はここが素晴らしいと思いますよ」と気付
かせてくれることもあります。思いの共有の場に、関係人口的な人を立たせる意義が
そこにあると思います。
ワークショップという言葉には抵抗感を示されることも多いので、もう少し日本
語っぽい名前があればいいのかなとも思います。先日島根県のあるところに呼ばれた
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ときに、ワークショップとは言わずに「思いの共有の場」という言葉を使ってお話し
させてもらいました。まちづくりとか、環境づくりも含めて、受け入れられやすい新
しい言葉を創るとよいのではないでしょうか。
山浦

ワークショップにはいろいろなやり方やテーマがあると思うのですが、課題か

ら入らない方がいいということを第１部では強調されていました。僕も先週１週間平
井先生とご一緒していて、本当にそうだなと思いました。課題というと、自分ではな
くて誰かにやってもらいたいということになってしまいます。また、地域にあったら
いいものは何かを考えましょうというと、いろいろ出てくるのですが、それを誰がや
るのかというところでつまずいてしまうんです。
平井先生に教えていただいたのは、まずは自分自身が何をやりたいのかが大切で、
それが面白いと思えばいろんな人が乗ってくる、というところに気を付けないといけ
ない、ということです。
地域運営組織の立ち上げのときも、ワークショップをやったりアンケートを取った
りしましたが、10 年経ってみて、じゃあそれができたのかとなると、実はできてい
ない項目が多いのです。なぜかというと、誰かがやらなくちゃいけないとか、あった
らいいなというのはいろいろ書かれていたのですが、誰がやるかについては言及され
ていなかったからです。
都会のように人がいっぱいいれば、まずやることを決めて、手挙げ方式で「じゃあ、
それ、私がやりたいです」でいいのかもしれないです。しかし、田舎に行けば行くほ
どマンパワーが限られてくるので、やることを先に決めるよりも、たとえ最終的には
バランスが取れなかったとしても、やりたいことを、やれるところからどんどん進め
た方がいいのではないかと思います。
◎農山村には追い風が吹いている。
その風を逃さず帆を上げよう
図司

本日のシンポジウムのまとめをしたいと思います。第１部、第２部といろいろ

な切り口で、プロセスを含めながらどのような導き方があるのかといったところをご
報告いただいたと思います。
課題は確かにあるのですが、農山村に、今追い風が吹いていることは間違いありま
せん。これまではアゲインストで、高齢化は進み、子どもは少なくなり、人口がどん
どん減る……どうしよう、となっていました。しかし、関係人口という新たな関わり
方や、継業というバトンリレーがあること、そのバトンリレーにどこまで関わるかは
分からないけれど、少し絡んでいってもいいんじゃないかと思っている人たちが存在
していること──。今、農山村にはそんな追い風が吹いています。そして、少し前提
が変わったということを情報として伝えないと、次の一歩を踏み出せないと思います。
そういう意味でも、研究会としてシンポジウムという形でアウトプットをさせてい
ただき、会場の皆さんがこういう話を聞いて、うちにもこんなことがありそうだとか、
あるいは、今度地域の集まりでこういうことをちょっと投げてみようというきっかけ
につないでいただくのが非常に大切だと思います。また、われわれもそのために現場
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に入れてもらいながらしっかり風を吹かしていきたいと思っています。
現場の方は、追い風に対してどのように帆を上げるか、その上げ方が問題です。風
を受け流しては、風はそのまま流れ去っていってしまいます。今日お越しいただいた
方のなかに、ＪＡの皆さんも多いかと思いますので、ぜひ風に帆を立てて、風を受け
止められるチャンスにしていただきたいと思います。
しばらく追い風は吹き続けるのではないかとも思います。地方創生にあまり惑わさ
れずに、ぜひその大きな風を受け止められる帆を上げるきっかけをつくっていただき
たいと思いました。
筒井

まちづくりの仕事がそれぞれの帆の種類だとすると、たぶん帆の上げ方も一つ

ひとつやり方があるわけです。やり方というのはプロセスという言い方に置き換えて
もいいと思います。プロセスの選定過程において、組織のなかにいようと組織の外に
いようと、それぞれ一人ひとりの方々が一言でもいいから発して一緒に考えていくこ
と、それが第１部のワークショップと結び付いてくるものだと思います。
本日のシンポジウムは第１部でその帆の上げ方のヒントを、第２部で実際の帆の種
類、それぞれの地域でどんな帆を上げればいいのかということのヒントを３つのテー
マで話をしてもらいました。会場の皆さんにとって少しでも得るものがあれば幸甚に
思います。今日は一日ありがとうございました。
（ 構成／文：日本協同組合連携機構 基礎研究部）
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