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「官製ワークショップ」を
いかに農村に根づかせるか
──青森県｢農山漁村｣地域経営事業を通して──
弘前大学大学院 地域社会研究科 准教授 平井

太郎

近年、農村部でも当事者の主体性を引き出すべくワークショップが行政主導で導入
されている。しかしそうした｢官製ワークショップ｣に当事者が自分ごととして取り
組むには何が必要か、青森県の施策の検証から考える。結論的には、政策目標・期
間が定まっていればなおのこと、（１）当事者間の共同のブレークダウン、（２）目
標の当事者目線による再設定、
（３）行政を含めた当事者化、が重要だと考えられる。
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「官製ワークショップ」をいかに農村に根づかせるか
── 青森県 ｢農山漁村｣ 地域経営事業を通して──
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Ⅰ 問題の所在
農村計画分野では関係者によるワークショップ（以下、ＷＳ）を取り入れる試みが
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長く模索されてきたが、農村計画学会 2018 年度春季大会シンポジウムのテーマに取
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り上げられるなど、その可能性と限界についてあらためて再考がなされつつある。本
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研究は社会学の立場からそうした再考の一素材を提供しようとするものである。
その際本研究で重視するのが ｢ＷＳは持続的な地域づくりに如何にして資するか｣
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えられるからである。すなわち ｢総合行政｣ の含意が、｢基礎自治体がすべての生活
サービスをまずもって担うこと｣ とされ、2000 年以降進められている自治体統合の
前提にすえられているものの、むしろ本来は政策分野間の調整や PDCA サイクルの展

注１）今井照『地方自治

開にあり、後者の充実化をあらためて目指すべきだとする議論がある注１）。この議論
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を踏まえれば、農村計画分野におけるＷＳに関する検討も、ある一時点での計画策定

年

だけでなく、その後の執行過程、そして何より PDCA サイクルの持続的な展開を念頭
に置いてなされるべきだと考えられるのである。
Ⅱ 対象と方法
そうした ｢ＷＳを通じた持続的な地域づくりへの展開｣ を検討するのに適してい
るのが、本研究で取り上げる青森県 ｢農山漁村｣ 地域経営事業である。この事業は
2012 年度に創設され、2020 年度までに県内各地に ｢地域経営体｣ を 300 育成する
ことを目標に現在まで継続されている（2017 年度末現在で地域経営体数 288）。こ
こでいう ｢地域経営体｣ とは ｢地域の農業のみならず集落活動や雇用、福祉など地域
の諸ニーズに応える農業経営体｣ を指し、政策立案当初は農業協同組合支所を理念型
とし 300 という数字もその最盛期の数と照応させたという。
具体的な施策の柱は、市町村ごとに ｢マネジメント部会｣（以下、Ｍ部会）の組織化
を促し、そこで計画 ･ 執行する研修や試験（栽培 ･ 制作、販売 ）といったソフト事業
に対して県が全額補助を行うものである。当初５年間は県内全 40 市町村に組織化を
求め上限年 200 万円としていたのに対し、2017 年度からは対象を希望する市町村に
絞り込み上限額を年 150 万円に抑えた。その代わりＭ部会と連携してハード設備を
導入しようとする経営体に対し上限 250 万円の半額補助と、研修や試験などの実施
を求めて上限 50 万円の全額補助を行うメニューが追加された。
以上のＭ部会のメンバーは、市町村の農業政策部門、県農業普及振興室、農業委員
会、管内農業協同組合の担当者、農業経営士会の代表者を基本とし、それぞれの市町
村の発意に応じて、前記の意欲的で地域を先導する経営体、女性 ･ 加工グループ、産
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直組織、集落営農法人、各種生産組合の代表者、新規就農者や若手農業者の有志など
に参集を呼び掛けている。上記補助条件にもあるように、こうしたメンバーがおおむ
ね年度の上半期と下半期に１回ずつ集まり、それぞれ当該年度の事業の計画と評価を
行うかたちで PDCA サイクルの P－C 部分を担うこととなっているほか、市町村によっ
てはＤ－Ａ部分における討議の場もＭ部会として位置付けている場合がある。
このＭ部会について注目すべきは、当初２か年度の実績を踏まえて県が補助要項を
しょうへい

改訂し、Ｍ部会の議論を活発化させるべく ｢ファシリテータ招 聘 ｣ を義務付けた点で
ある。なぜなら初年度だけでなく２年度目も大半のＭ部会は、事務局となった市町村
農業政策部門が立案した計画案を承認するだけの機関にとどまっており、関係者に呼
び掛けても参集を仰ぐことすらおぼつかない状態になっていたからだという。もっと
も市町村農業政策部門では、ファシリテータを導入したＷＳ形式の会議運営の経験や
ノウハウが乏しく、補助元となる県本庁や県農業普及振興室に相談の上、招聘すべき
ファシリテータの紹介を受けることとなった。この補助要項改訂を機に筆者は、県内
40 市町村のうち 2017 年度まで計 15 市町村のＭ部会にファシリテータとして招聘
されてきた。うち 5 市町村では持続的な事業展開に結びつかず、10 市町村ではＷＳ
が継続的に開催され 2018 年度も持続する見込みであるように成否が分かれている。
そこで本研究では、何がその成否の分岐点だったのかを吟味することにより、農村地
域における持続的な地域づくりに対してどのようなＷＳが資するのかを検討する。
なお同種の事業は 2005 年度から継続している和歌山県農業農村整備事業などが知
注２）中島正裕 ･ 山浦晴

られレビューも行われているが注２、注３）、その力点はＷＳを通じた地域づくりの起動

男 ･ 福井隆「農村地域の

に置かれ、その持続的な展開はフォローされていない。これに対し青森県事業、そし

自律的発展を支援する
ワークショップ手法の構

て何より本研究ではＷＳを通じた地域づくりの起動だけでなく、２年目、３年目といっ

築」農業農村工学会論文

たその展開過程がどのように促されるかに関心を置いている。また青森県事業につい

集 251、535 〜 544 ペ ー

てもレビューがあるが注４）、それらの検討事例は限られており、本研究ではより包括
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的な検証を試みる。

注３）山浦晴男『地域再
生入門』筑摩書房、2015
年

Ⅲ 知見

注４）平井太郎『ふだん
着の地域づくりワーク
ショップ』
（ＪＣ総研ブッ
ク レ ッ ト № 21） 筑 波 書
房、2017 年

１ 概要
まず表に即してそれぞれのＭ部会の展開の概要を記述する。表は青森県における地
域６区分ごとに市町村（ Ｍ部会）を列記したもので、Ｍ部会の参集範囲の特徴を、
（１）経営体横断型、（２）若手経営体型、（３）生産組合型、（４）産直型、の４区分で
表した上で、ＷＳが開催された年次を墨塗りで表示し、最後にＷＳを通じた成果の特
徴を、①共同のブレークダウン、②目標の再設定、③行政を含む当事者化、の３点に
沿って整理している。
（１）今別町
今別町は津軽半島北東部に広がる半農半漁の地域であり県内でも人口減少と高齢化
が最も急速に進んでいる。2014 年度から３カ年のＭ部会ではかねてから交流のあっ
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た県内大学教員をファシリテータに招いて進めてきたものの、町農業政策部門として
は目立った成果を挙げられず、17 年度からはファシリテータを変更して新たな計画
とその評価に取り組んだ。
まず新たなＭ部会は基本メンバーの他に、女性加工グループや若手農業者を招いて
構成し、年度当初に招いたファシリテータ（コンサルタント）の講演をもとに「軽ト
いち

ラ市 ｣ の企画 ･ 実施に取り組んだ。それを受け年度末には筆者をファシリテータとし
て招き取り組みの評価と次年度以降の計画策定を行った。
この際も含め筆者が 10 〜 20 人規模の会合で行うＷＳは、基本的には全員でテー
ブルを囲むか、ホワイトボードを前に半円に座るかした上で、筆者が参加者に発言を
促してポストイットに書きとめ、模造紙の上にその場で適宜、整理をし、最後に要点
を模造紙上に書き出して共有を図るものである（｢反射板ＷＳ｣）。
今別町の場合も座卓を９人の参加者で囲み、今年の軽トラ市の成果をそれぞれに
語ってもらい、どのような軽トラ市を目指すべきかを議論し合いながら、来年度の軽
トラ市では、誰がいつどこでどのようなことをすべきかという役割分担を全員で確認
した。
その際の特徴を３つ挙げることができる。１つは軽トラ市の評価をもとに参画の
ハードルを下げたことである。当初、軽トラ市は特産品のＰＲや販売増が目標とされ
ていたものの、思うように集客が伸びずその点が反省材料とされた。しかしＷＳ参加
者は逆に、来客との会話や出品者同士の会話が予想外の楽しみとなり、それが次の軽
トラ市を企画する原動力となっていると評価していた。この評価をもとに、次の軽ト
し しゅう

ラ市では販売ありきではなく、刺繍や木工といった手仕事の出品や昔遊びなどを通じ
た子どもたちとの交流を手掛ける人びとにも参加を呼び掛けることとなった。このよ
うに、Ｍ部会で討議したり事業を行ったりする際の ｢共同｣ を、参加者の視点に立っ
て再調整することを、表では ｢①共同のブレークダウン｣ と呼ぶことにする。

【表】対象Ｍ部会の一覧
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次に、１点目と同様、振り返りを通じて事業の目標そのものを再設定した点が挙げ
られる。これが表における ｢②目標の再設定｣ に当たる。今別町の場合、軽トラ市の
当初の目標は特産品の販売促進にあった。そこで開催場所も北海道新幹線奥津軽いま
べつ駅で予定していた。しかし会場使用許可が工事等の関係で下りず、やむなく中心
市街地で行うこととなった。確かにこの会場変更が集客の伸び悩みにつながったもの
の、市街地から車で 20 分ほどある新幹線駅で開催した場合は集まらなかったと考え
られる市街地在住の高齢者が約 200 人集まることとなった。この点をＷＳ参加者は
逆に評価し、同じ販促であっても地域内の買物弱者を支えるとした方が売上も計算で
きると語り合った。もっとも参加者は同時に、１日平均乗降客数が数十人にとどまる
新幹線駅振興を、町役場が目指している点も十分に理解していた。そこでＷＳでは、
18 年度の軽トラ市は回数を倍増させ６回開催とし、中心市街地と新幹線駅とで交互
に開催することとした。その成果をあらためて検証し、19 年度以降に向け ｢目標の
再設定｣ を重ねていくこととなった。
３点目は１点目のようにＷＳ参加者の役割分担を確認し合うことで、参加者が知見
を出し合うだけでなく責任を負い合う ｢当事者化｣ が進んだ点である。Ｍ部会では事
業実施に責任を負うことまで求められてはいないものの、行政の農業政策部門の担当
者をはじめ地域の関係者の一部も必ず事業の実施主体になる。今別町の場合、Ｍ部会
に参集する農業委員会や農協の担当者は事業実施主体ではない。しかし彼らはそれら
お

の肩書を措けば役場の一職員や地域の一農業者であり、今回のＷＳでも議論が進むに
つれ、そうした一関係者として事業実施に関わることとなった。逆に軽トラ市の主体
とされていた女性たちも、役場から依頼されて参画している以上、役場による準備を
期待している向きもあった。しかしＷＳで具体的な役割分担に話が及ぶと、会場設営
を担う役場と平等な立場で出品だけでなく新たな参加者の呼び掛けにも責任を負うこ
ととなった。表ではこうした展開を ｢③行政を含む当事者化｣ と呼んでいる。これは
本事業をはじめ多くの施策が ｢当事者の主体性｣ を謳って、事業を時限化するだけで
なく行政の役割も不明確化させる場合が多いからである。
（２）黒石市
津軽平野東部から八甲田山西南麓に広がる黒石市では、伝統的なリンゴや水稲だけ
でなく、高原野菜や夏秋イチゴなどの栽培が急速に広がっている。ここでは当初、Ｍ
部会で水稲の新たなブランド化を目指した生産者組織化が目指されていたものの、よ
り重要な政策課題として若手農業者の再組織化を目指し、2016 年度からＭ部会を活
用した定期的な勉強会 ｢夕学塾｣ に取り組んでいる。参加者は 45 歳以下の新規就農
者有志で、市外の該当者にも開放し常時 40 人ほどが参加する。年６回のうち４回は
座学で経理などを学ぶほか、視察研修と年度末の振り返りＷＳを行う。そこでは似た
作目ごとのグループワークを行い、各グループにはファシリテータとして地域の金融
機関の農業融資部門担当者に加わってもらい、最後にグループ間の議論の共有として
｢反射板ＷＳ｣ を行っている。
この取り組みの特徴は、まず若手農業者の性急な組織化を目指さないことを、初年
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度の成果を踏まえてＭ部会の関係者で共有した点である（｢共同のブレークダウン｣）。
次にグループワークでも始めに確認するのは個々の経営体の３年後の目標とし、参加
者同士での共同は、その目標を実現する上での課題を克服するのに資するかどうかに
限定するようになった点である（｢目標の再設定｣）。さらにそのような共同は、当初、
若手農業者間のものとして想定されていたものの、それにとどまらずファシリテータ
として参加している金融機関と農業者の間の恒常的な情報交換として展開している点
である。
（３）平川市
黒石市とほぼ同じ立地条件にある平川市では、当初５カ年のＭ部会は、ファシリテー
タを招聘しても司会進行だけを依頼し、依然として基本メンバーによる追認機関にと
どまっていたのを、ようやく 17 年度から実質的な議論を行う場とすることとなった。
そこで市農業政策部門としてもその持続可能性を懸念している、市内の水稲生産組
合の代表者に声を掛け、互いの実態、特に労働力不足に関する模索を語り合う反射板
ＷＳを実施した（６生産組合参加）。ファシリテータとしては生産組合間の具体的な
共同まで議論が及ばなかった点を危惧したものの、参加者は全員、このような議論の
場自体これまでなかったものであり、今後、定期的に開催したい、他の生産組合にも
参加を呼び掛けたいと語り合っていた（｢共同のブレークダウン｣）。かつＷＳに参加
した農協担当者は、法人化した生産組合からの、たっての要請により協業 ( 法人従業
員の冬期間の雇上げ ）を始めてはいたものの、他の生産組合との定期的な情報交換に
恒常的に参加することとなった（｢行政を含む当事者化｣）。
（４）藤崎町
津軽平野の中央の平坦地に広がる藤崎町でもやはり伝統的な水稲、リンゴの他にニ
か

き

ンニクやアスパラガス、花卉などの栽培農家が、新規就農者を中心に急速に増えてい
る。県内の他地域と同様、かつて盛んだった集落の青年団や農協青年部、４Ｈクラブ（農
業青年クラブ ）などの求心力が衰え、特に新規就農者は近親者や栽培指導者とのみ関
係を密にするようになって、同世代同士では隔絶しがちであった。そこで町ではＭ部
会の枠組みを用いて、新規就農者を中心に若手農家有志を 30 人ほど集め ｢ワゲモン
ドの会｣ を組織し、地域内外での共同直売、オリジナルブランドのリンゴジュースの
製造販売などの企画 ･ 実施を支援してきた。
もっともＭ部会では、ワゲモンドの会の計画に関しては議論がなされず、基本メン
バーである年長者に、大所高所からの意見を聞く場となっていた。他方ワゲモンドの
会自体も、役場主導で組織され、その手厚い支援を受けていたこともあり、メンバー
間での意識の差異が顕著となって空中分解の恐れが出てきていた。そこで 16 年度、
ワゲモンドの会だけによるＭ部会を開催し、メンバー間の目標をあらためて振り返る
こととした。その結果、町役場や年長者、一部メンバーが目指している組織化や法人
化には拙速に踏み出さず、メンバー相互の経営基盤の差異などに留意しながら、外部
から持ち込まれる直売や直販などの好機の窓口となるネットワーク組織であり続ける
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という会の方向性を確認し合った。20 〜 40 代のメンバーのなかには、海のない町
で農業を営みつつも、サーフィンへの憧れを忘れがたい若者も少なくなく、あらため
て確認した方向性は ｢波（＝前述の好機）が来たら乗るオカサーファーでありたい｣ と
命名された。
注目されたのは 17 年度のＭ部会で、やはり年長の農家や町の農業政策部門の課長
から、｢ワゲモンドはこれからのリーダーだはんで、法人化せねばまいね｣ という意
見が出た際のことであった。新たに会の事務局を預かることとなり資料作成やプレゼ
ンも不慣れな 20 代後半の男性メンバーが ｢や、わいどは『波が来たら乗るオカサー
ファー』を目指してるはんで、法人化はまだ先だして｣ と答えたのであった。その表
明はＷＳ参加者に受け入れられ、であるならと、それまではどのような関わり方をす
べきか、むしろ後ろ向きな発言が多かった農協などからも、こういうかたちでならば
支援できるという発言が相次いだ。
（５）田舎館村
藤崎町と同様の立地条件にある田舎館村では、ファシリテータ派遣が義務付けら
れた翌年の 15 年度から、Ｍ部会で筆者を招いた反射板ＷＳを続けている。メンバー
は当初、基本メンバーに加え、村が支援している法人化した集落営農組織（３組織 ）、
水稲ブランド化を進める組織、女性加工グループであった。15 年度は参加者それぞ
れが 16 年度（ 当初地域経営事業は５カ年で計画された）までに実現したいと考えて
いる経営の姿を語り合い、それに向けて互いに共同して取り組めることはないかを考
え合った。しかし比較的共同が生まれやすいと想定した集落営農法人にしても、まず
は経営を軌道に乗せることが課題で、他の経営体を支援することなどできないという
意見で、それは女性加工グループや水稲生産組織も同様であった。そこで、次回まで
にそれぞれがアイデアを温めてくることを宿題として散会した。
しかし 16 年度になってもアイデアは浮かぶことがなかった。その一方で、先ほど
の後ろ向きな発言をしたのとは異なる集落営農法人の代表者から、こうして集まって
課題を話し合うだけでも十分意味があるという発言がなされた。たしかに集落営農法
人の集まりは県普及振興室も開催しているが、一方的な情報提供にとどまり、自分た
ちが悩んでいる、栽培管理に手を回せないなかでも収量を確保するにはどうしたらよ
いかといった悩みは ｢恥ずかしくて｣ 声に出せなかった。それに対しＭ部会ならば打
ち明けることができるし（｢共同のブレークダウン｣）、実際、その場に参加している
県普及振興室から、当日は無理でも事後には必ず助言や情報提供がある（｢行政を含
む当事者化｣ ）というのである。
さらに 16 年度、後継者難に悩んでいる女性加工グループに対して、ファシリテー
タ（= 筆者）は当の女性たちに他のメンバーと共同するアイデアを募っていたのであっ
たが、もう１つの集落営農法人の代表者から ｢おらほのかっちゃたちに豆腐づくり教
えてけねか｣ という投げ掛けがあった。女性加工グループは特に豆腐のうまさで地域
内外から評価が高かった。これに対し声を掛けた法人代表者は、自分たちは転作大豆
の栽培に注力しているものの、全量を農協に出荷して自分たちが育てた大豆を食べた
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ことがない。だからぜひ女性加工グループの手で自分たちの大豆を豆腐にしてもらう
のを、大豆栽培にもなくてはならない存在になっている自分たちの配偶者たちにも体
験してもらい、そして味わわせてほしい。もしかすると、誰も会員になっていない自
分たちの集落からも、女性加工グループに入りたいという ｢かっちゃ｣ が出てくるか
もしれないというのである。このアイデアは 16 年度に即実施され（｢共同のブレーク
ダウン｣ ／ ｢目標の再設定｣）、17 年度にも継続していったところ、実際に３人の ｢かっ
ちゃ｣ が女性加工グループに加入したという。
17 年度に入ると年度初のＷＳで印象深い出来事があった。最も後ろ向きな発言を
繰り返し、Ｍ部会でも黙り込んでいることが常であった集落営農法人の代表者が ｢今
日は、聞かれると思ったから、視察先、考えてきた｣ と発言したのであった。年度初
めのＭ部会では視察研修を含む計画内容を具体的に詰めていくことが多い。これまで
はファシリテータから ｢では、もし視察したい場所があれば、×月×日までに役場の
担当者に連絡してくださいね｣ と問い掛けても、実際に経営体の側から視察希望先が
挙がってくることはなかった。これに対し、そうしたやり取りが３年間繰り返される
のを聞いていて、くだんの法人代表者は事前に情報を収集し、これはと思う視察先を
見定めてきたのであった（｢行政を含む当事者化｣）。
さらに年度末の事業評価のＭ部会でも興味深いやり取りが見られた。先に女性加
工グループへの呼び掛けを行っていた集落営農法人代表者が、女性加工グループや
17 年度から新たにＭ部会に加わったミニトマト水耕栽培や６次化を手がける農家な
どに、新たな協力の呼び掛けを行ったのである。この法人では、やはり労働力不足に
悩んでおり、集落内を１軒１軒回ったところ、専従職員になってもよいという 20 〜
30 代男性が２人現われ、意を決して雇用することに決めたのだという。しかし彼ら
の冬期間の給与の確保は容易ではなく、女性加工グループの加工品づくりやミニトマ
トのハウスの冬期間管理を手伝わせてもらえないかというのである。
このうちミニトマト農家は栽培手法が独特で地域との関係も薄く、法人代表者も前
回のＭ部会で初めて顔を合わせたのだという。しかしその際、これまで苦労してきて
経営を軌道に乗せ、試行錯誤を重ねながら６次化にも取り組んでいるのだというミニ
トマト農家の語りをじっくり聞いて、これならば信頼できると考えたのだという。こ
うして、法人代表者からの申し出を、女性加工グループもミニトマト農家も快諾し、
18 年度から徐々に協業に取り組むこととなった（｢共同のブレークダウン｣）。
（６）つがる市
津軽平野北部、岩木川左岸の平坦地に広がるつがる市は、水稲の大規模生産農家が
大半を占めるほか、一部の丘陵地帯では野菜の生産が盛んに行われている。このＭ部
会には基本メンバーに加え、大規模水稲農家の有志や土地改良区の事務局、さらに合
併前の各５町村それぞれで組織されていた女性加工グループの代表者が参集し、まず
は互いにどういった経営を目指し、それを実現する上で何が課題かを語り合った。
その際女性加工グループの１つが、「合併を機に、利用していた加工場を含む公共
施設が指定管理化され、以前よりも使用可能時間に制約が生まれたり、使用料が高額
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化するなどして使い勝手が悪くなっている。しかし指定管理会社に相談しても取り
合ってもらえない｣ という悩みを打ち明けた。そうすると他の女性加工グループも
口々に同様の悩みを抱えていることを訴えた。ファシリテータである筆者は ｢お母さ
んたちがこう仰っていますが、部長さんどんなもんでしょう｣ と市役所農業政策部門
の部長に投げ掛けた。つがる市ではＭ部会に、課長職ではなく部長職も参加していた。
それは市が農業政策にかける熱意の表れでもあった。すると部長は ｢今、この場で業
者に聞いてみましょう｣ と応じ、なんとＷＳを行っている会議室内の電話から業者に
問い合わせを行ったのである。｢なんとかなるでしょう｣ と部長はまとめ、女性たち
はみな安堵の表情を浮かべてＷＳを後にしていった。
ところが後日、女性たちのうちの１人に話を聞いてみると、指定管理業者は部長職
から突然叱責を受けたことに気分を害し、それが女性加工グループの皆さんの相談、
業者にとっては ｢告げ口｣ であることに気付くと、これまで以上に使用条件を悪化さ
せたのだという。これに対して市役所側も再度、担当者レベルで業者と折衝したもの
の、業者は言を左右にして条件改善をしようとしないのだというのである。女性加工
グループはかえって落胆し、あの場で部長にあんなことを言わなければよかったと後
悔しているのであった。
この挿話はファシリテータが拙速に関係者間の ｢共同｣ を促そう、さらには ｢当事
者化｣ を促そうとしたことが逆効果となる好例である。まずは指定管理業者の言い分
も聞き、それがその日のＭ部会でできなければ、むしろ次回の宿題として残しておく
べきであったといえよう。この失策の影響は甚大で、つがる市では 15 年度以降、実
質的にＭ部会を開催しなくなって現在に至っている。
２ 総括
以上、紙幅の都合で東青 ･ 中南 ･ 西北の３地域（ 津軽地域 ）のＭ部会の軌跡を検討
したが、残る３地域（ 南部地域 ）についても同様の特徴を指摘することができる。す
なわちＷＳの持続的な展開には、①共同のブレークダウン、②目標の再設定、③行政
を含む当事者化の３つの要素が重要になってくる。
このうち地域づくりにおいて従来、注目されてきたのは③行政を含む当事者化であ
り、どのようにすれば関係者が当事者となり得るのかが問われてきた。この論点につ
いて小田切 ･ 尾田（2018）は中越震災後の復興支援の検証を踏まえ、まずは関係者の
思いを十分に尊重する期間が必要であり、その上で具体的な支援事業を準備すべきで
あることを確認している。しかしながら、こうした議論に対しては、冒頭で述べた農
村計画学会 2018 年度春季大会シンポジウムでも次の論点が残されていると指摘され
ていた。まず ｢関係者の思いを十分に尊重する｣ というのは具体的にはどのような関
わり方を指すのか。さらに、その期間はどの程度取るべきであり ｢その上で｣ といわ
れた転換の見極めはどのようになされるべきなのか。加えて一般的な行政施策は年限
が区切られており、その年限内でどうしたら事業化まで持ち込めるのか。
これらの論点に対し本研究を踏まえれば、まさに①共同のブレークダウンと②目標
の再設定が重要であるといえる。より具体的にいえば、前者は地域の関係者が互いに
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｢共同｣ するという際、少なくとも従来の農業施策では機械の共同利用や共同した直
売など、何らかの事業が不可欠と考えがちであった。本事例の青森県 ｢農山漁村｣ 地
域経営事業でも同様であるだけでなく、この事業ではさらにＫＰＩ（重要業績評価指
標）として地域経営体数が掲げられている関係で、共同事業からさらに踏み込んだそ
の組織化 ･ 法人化が期待されていた。そうした共同をめぐるハードルの高さは、関係
者の間でも共有されており、それが逆に事業展開の障害となっていた。本研究のいず
れの事例でも、まずはこの共同のハードルを下げ、ＷＳにおける意見交換そのものも
は んちゅう

共同の範 疇に入ることを行政（市町村 ･ 県）側も認めたときに、ＷＳの持続的な展開
が展望され始めるといえよう。
後者の ｢目標の再設定｣ は、｢共同｣ に限らず、ＷＳに集まった関係者が自分自身の
経営を含めて、なぜここに集まるのかを再確認することを意味している。これまでの
地域づくりＷＳでは関係者に対する最初の問い掛けが ｢地域の課題は何でしょうか｣
とされていることがほとんどである。これに対し本事例では、｢自分の経営を安定さ
せることがまず第一だ｣ という参加者の声が、複数の市町村で独立に挙がってきてい
た。つまり、｢地域の課題は何でしょうか｣ という問い掛けに答える意識が初めから
十分に醸成されていないのである。だからといってそれを ｢当事者意識がない｣ と
切って捨てるのではＷＳは続かない。そうではなく、紛れもない当事者である参加
者自身の関心を新たな目標として再設定し、そこに依拠し続けてもなお異なる立場の
参加者間で何らかの ｢共同｣ が生まれる余地はないのかを探ることの方が、性急に
｢課題｣ や ｢共同｣ を促すよりも着実だと考えられるのである。
そのように参加者の関心を基盤とした ｢目標の再設定｣ や ｢共同のブレークダウン｣
から事業化までの過程は、本事例の場合、１回のＷＳで可能になったケースもあるし、
２年、３年と時間をかけて展開していったケースもある。これらは一概にはいえない
ものの、少なくともいえることは、入口を間違えずに着実にＷＳを重ねていけば必ず
転換点は訪れるということである。
最後に ｢共同のブレークダウン｣ と ｢目標の再設定｣ が本事例に持つ固有の意義に触
れたい。両者は当初５年間の年限が区切られ、地域内の共同の核となる地域経営体の
数値目標を掲げた本事例の事業にとって、根幹となる基準に他ならない。従って実は
Ｍ部会へのファシリテータ招聘を通じ ｢共同｣ を ｢残された３年で一定数｣ 生み出すこ
とが期待されていた。そうした根幹的な基準だったからこそファシリテータも性急な
｢共同｣ の促しを進めようとした点は見逃せない。だからこそ逆に、これら根幹的な
基準をファシリテータ、さらには行政当局が一旦留保し、地域の関係者の関心に委ね
直すことに意義がある。すなわち、そのように根幹的な基準を地域に対して ｢譲歩｣
することが逆に地域の関係者の主体性を引き出し、持続的な活動の展開の礎となると
考えられるのである。
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