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多主体協働による地域ブランド構築の研究
―妙高市地域サポート人材を事例に―
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Abstract
In the place branding study, it has been pointed out that the importance of various actors who play
active roles in their region.

However, the knowledge of how to collaborate in the region, where

lacking in local resources, is insufficient among actors.

It will be essential for researchers to clarify

the process of creating region’s value in actors’ collaborating efforts.

This study, therefore, focused

on the actors from outside of the region and analyzed the case of the Community Reactivating
Cooperator Squad of Myoko City in Myoko, Niigata Prefecture.

As a result, the study revealed the

driving factors in the process of creating a place brand by collaboration of multiple actors which consist
mainly by outsiders.
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地域ブランド構築のゆくえ
少子高齢化に伴う人口縮小はもとより地域経済を取り巻く環境は予断を許さないものがある。

地域の活性化に対する処方箋として地域ブランド構築は注目されてきた。今後の地域の在り方
を模索する上で、地域ブランド構築の視点はさらなる深耕が必要である。日本における地域ブ
ランド構築の議論は大別して 2 つの潮流をもつ。一つは地域ブランドを地域の産品などの育成
によって構築していくものであり、特産品による地域イメージの向上といった側面をもつブラ
ンドのマネジメントである。一つは行政区を中心とした地域空間全体のマネジメントを通じて、
地域自体のブランド構築を企図するものである。本稿では後者の視点に立脚し、議論を進める
ものとする。
地域自体のブランド構築を企図する代表的な議論として和田ほか（2009）が存在する。そこ
では地域ブランドの構造を「その地域が独自に持つ歴史や文化、自然、産業、生活、人のコミ
ュニティといった地域資産を、体験の「場」を通じて、精神的な価値へと結びつけることで、
「買いたい」
「訪れたい」
「交流したい」
「住みたい」を誘発することにある」と定義している（和
田ほか、2009．p.4）。この定義によれば地域ブランド構築とは、その地域が独自にもつ様々な
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資産に対する評価が体験の「場」を通じて精神的な価値へと結びつくことで地域の活性化が図
られることになる。また特産品ブランドを中心とした地域ブランド形成は、地域の産業向上や
税収拡大があるとしても、地域イメージの向上に果たす役割は限定的でありブランドの価値構
造（基本価値・便宜価値・感覚価値・観念価値）の形成には影響しないとする立場である。地
域ブランドはブランドの価値構造にもとづく全体構造で包括的なイメージであって、特定の産
品や特定企業の存在を超えた複合的なブランド構造が前提である。一方でこうした地域ブラン
ド構築にあたって誰が主体として存在するか、誰がイニシアチブをとってマネジメントしてい
くのかという課題が存在している（久保田 2004、沈 2010、小林 2014 など）。また、それらの主
体が様々な制約のなかで、どのように協働してブランディングを行っていくのかという現実的
な課題が存在する。日本の自治体、特に地方の中山間地の自治体の多くは、決して潤沢とはい
えない経営資源をもとに、地域内の主体によって協働し新たな価値を生み出す必要性に迫られ
ている。こうした地域における主体がどのように協働していくかという視点は今後さらに重要
となるであろう。

2 多主体協働の視座と課題
和田（2015）では地域ブランド形成の主体はあくまでも地方自治体としながら、現実には地
域の企業主導もしくは協業によってなされる場合もあるとしている。そこでの地域ブランドの
望ましい形成は①地域のブランド価値構造を統合的に把握し、②自治体・地域企業・地域住民
が一体化して計画し、地域商品・サービスを形成・育成を行うことにある。平成の大合併以降、
地方の自治体の財政破綻が指摘され、地方自治体間においても財政的な格差はもとより、観光
資源をはじめ様々な地域資産の格差が拡大してきた。仮に地域ブランド構築にあたる主体の中
心が自治体であるとするならば、現実的に地域ブランディングが必要な地域ほどいわば「少な
い戦力」で戦う必要に迫られているといえる。それは地域の企業にとっても同様なことが当て
はまることが想定され、その地方の実情にそった戦い方の工夫（地域ブランド構築の在り方の
模索）が必要になることを意味している。あえて述べれば地方の中山間地域を中心とした小規
模な都市においては、特に地域資産が乏しい地域ほど、地方自治体や企業など何らかの単一の
主体を中心とした地域ブランド形成とマネジメントを前提とすることは困難な状況が想定され
るのである。
地域ブランド構築にあたって地域社会学の観点から論じた村山（2005）においては行政や業
界団体、市民団体など多様な主体がブランド化のプロセスに同格・同等で関与するが、一般住
民もまた同様に関与する点を指摘している。地域ブランドが地域という公共的資源に多く依存
している以上、住民が何らかの形で創造と管理のプロセスに関わらざるを得ないのであり、彼
らの拒否や無関心は地域のブランド化の阻害の要因となり、協力と参加は大きな促進力にもな
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りうるためである。この視点に依っても行政や企業や市民団体、ひいては一般住民も巻き込ん
だ地域ブランド構築の重要性は明らかである。地域資源の乏しい地域での単一の主体による地
域ブランド構築の困難さをふまえ、散在する主体がどのように協働していけばよいかという課
題につながるものである。一方、地域ブランド論を関係性のブランドの観点から「リレーショ
ナル・ネットワーク・ブランド」概念を提示した Hankinson(2004)においては、地域ブランドと
顧客やステークホルダー等の多様な主体とのリレーションシップの重要性が指摘されている。
地域ブランドを構成する様々な要素が相互に影響しあう構図の中で、地域資産と地域ブランド
が生み出す価値が連鎖し、ネットワーク内での主体間のビジョン共有による強いネットワーク
の存在が強調されている。しかしながらそうした正の効用に対して、地域ブランドに関わる主
体が利害を主張した際の調整をどのように行うのか、誰が中心となってマネジメントしていく
のか、あるいは自発的に調整されるものかといった際の問題点が指摘されている（長尾 2008、
2015）。その後の Hankinson(2007)の議論においては、地域ブランド論への企業ブランド論の援
用の中で、地域ブランドのマネジメントの法則を指摘し、主体間の利害の調整については強い
ビジョンをもつ中核的な組織による強いリーダーシップが発揮されることで解消されるとして
いる（Hankinson2007、2012)。
果たして地域ブランドのマネジメントにおける課題は、中核的な組織のリーダーシップの発
揮によって解消しうるほど単純なものなのだろうか。この中核的な主体間の協働の利害の不一
致について長尾（2008.2015）は、表面上の民主的選択過程は決してコンセンサスを生み出しえ
ないとした Ooi(2002)による議論などを踏まえ、多様な主体による様々な活動をある特定の主体
がコントロールすることの困難さは地域マーケティングの分野において以前より指摘されてき
た問題であったとしている。また既存研究の多くが多主体の関係性の様相の描写であり、特に
利益闘争の側面に最も照射していると述べている。さらに利益闘争に偏らない協働の視点にた
った議論を進めるにあたり、協働事業のプロセスにおいて増加する主体を如何にマネジメント
するかという知見が不足しており、他方で既存研究が取り扱ってきた協働の多くが公式的に形
成された協働である点を指摘している。その上で地域ブランディングにおける協働は非公式的
で経時的に拡大することが多いため、それらを念頭に置いた研究の必要性を訴えている（長尾
2015）。これらの指摘は何らかの主体が中心となって公式にかつ同時的に「地域おこし」を開始
するといった前提に対し、非公式に多くの主体が地域の中で思い思いに地域ブランド構築に取
り組む様相を明らかにしている。行政が主体となって地域振興を行う場合には前者のような取
り組み事例も想定されるが、従来の議論を踏まえると今後は後者におけるブランド構築とその
協働の様相、およびマネジメントに照射する必要があるだろう。
協働に関する研究について、地域ブランド研究やその周辺分野で最も引用されているとされ
るものが Gray（1989）による研究である。ツーリズム・マーケティングでは 1990 年代より盛
んになった、従来の個々が組織間で競争しあう認識レベルではなく、コラボレーション（協働）
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関係を措定した主張であるとされている（Fyall & Garrod 2005）。Gray(1989)は経営体の相互依
存関係の認識に立ったうえで、問題解決のプロセスについて新しいデザインを試みた。そこで
の協働は組織の形成や運営それ自体を問題意識とするものではなく、ある問題について異なっ
た見解をもつ各主体が１つのドメインにおこっている問題の解決案を見出すことを目的とした
ものである。そこでは発展段階が存在し、協働のライフサイクル（collaboration life cycle)とし
て 3 つの段階性をもって説明される（表 1）。

表 1．Gray による協働のライフサイクル

Ⅰ 課題設定

Ⅱ 方向設定

Ⅲ 実行

・問題についての共通認識

・基本的ルールの策定

・協働参加者との協議

・協働への参加

・アジェンダの確立

・外部サポート体制の構築

・ステイクホルダーの確定

・サブグループの組織化

・必要な組織などの構築

・ステイクホルダーの正当性の認定

・情報収集

・合意実行のモニタリングと

・主要なステイクホルダーのパワーの確定

・代替肢の探求

・資源の確定

・合意達成と戦略の到達

規定順守の確保

（出所）Gray(1989)を基に筆者作成

その後、協働は「ある問題となるドメインの自律的ステークホルダーたちが、そのドメイン
に関する課題について行動ないし意思決定をするために、共有している規則・規範・構造を用
いて、相互作用的プロセスに従事しているときのことをいうものである」と定義された（Wood
& Gray1991、p.146）。この定義にてらせば関係する主体はどこまでの範囲で参加が必要なのか、
協働は一時的なものか永続的なものか、結果や成果についてはどのようなものか、中心となる
主体は必ず必要かなどの問題が設定されていない。同様に、協働のライフサイクルは協働の開
始段階の分析について比重が大きいため、協働全体のプロセスの中で増加する主体などについ
てのマネジメントについての配慮が不足しているとの指摘も存在する（大橋 2009、長尾 2015）。
また、Fyall & Garrod(2005)は旧来の競争的思考にとってかわる協働的思考の重要性を訴えたが、
データからはその試みの半数近くがうまくいっておらず現実的には容易ではないことを指摘し
ている。大橋（2009）が指摘するように協働の成否の判断基準は必ずしも明確ではなく、企業
が財務的基準によって経営戦略の成否を計るようにそれを行うことは妥当ではない。またどの
ような基準が望ましく、また必要かは多くの場合一概には決められず、協働の部分的成功もあ
りうるだろう。つまり協働の結果に一律の基準をあてはめるような判断基準ではなく、その協
働がいかになされていくかというプロセス性の把握こそが重要である。
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このように地域のブランディングにあっては多くの主体の利害や関係性は前提として存在す
るが、それらに対して地域資源が乏しい地域にあって中心的な主体が強力なリーダーシップを
発揮し諸々の課題を解決するという構図のみを所与にすることはやはり無理がある。また、協
働の実際にあたっては参画する主体をめぐる課題、協働のピリオドの課題、成果に対する評価
の課題、協働プロセスの中で主体を有効に導くマネジメントの課題が明らかとなった。さらに
協働が非公式になされた場合、そうした協働のプロセス性の把握は困難であることが想定され
る。地方中小都市における地域振興の実態は公式にかつ大々的に行われるというよりも、多く
の主体が様々な形で参画する場合などがこれにあてはまる。こうした公式に形成されない協働
について照射するには、いわば「草莽崛起」といった自発性によって活動していく主体の関係
性を動態的に把握することが重要なのである。
こうした先行研究の課題と問題意識をもとに、本稿では事例分析により協働によってなされ
る地域ブランド構築の課題解決のための糸口を探索する。対象として新潟県・妙高市の地域サ
ポート人材による事業を取り上げる。妙高市は人口 33,698 人（平成 28 年 8 月 30 日現在）、豊
かな観光資源を持つ地域がある一方で、地方の中山間地域に共通する急速な少子高齢化に直面
している地域を併せ持っている。後述するが特に高齢化率の高い地域に対し、協力隊が導入さ
れた経緯がある。地域おこし協力隊は総務省により 2009 年に制度化された施策であり、高齢化
や過疎化など様々な課題に直面する農山村地域に、外部からサポートを志す人材を導入するも
のである。
「地域おこし協力隊」は、地方公共団体が 3 大都市圏をはじめとする都市地域から希
望者を受け入れ、
「隊員」として業務を委嘱するものであり、1 年から 3 年の期間において当該
地域で生活し、様々な地域サポート活動に従事しながら将来的な定住・定着を目指すとされて
いる。一般的に地域側の要請と行政（地方公共団体）の協議により募集がなされ、都市部在住
者が応募する形式をとる

1) 。
当該制度の特徴は協力隊個人が担当事業を通じて地域貢献を行い、

なおかつ他者（地域住民、地域団体、行政等）と協働して行う点にある。そこでは外部からの
サポートと新たな地域づくりという視点を期待されている。図司（2014）は従来型の住民自身
が主体となる内発的な取り組みに対し、地域サポート人材の関わりを通じた地域の変化や内発
性の喚起が期待される点を指摘している。そのうえで地域サポート人材事業は①地域サポート
人材、②活動する地域や集落、③受入自治体の担当者という 3 者が連携しながら、その主体が
相互に影響しあい、変化し成長していく状況を把握することが必要であるとしている（図司
2014）。このように外部からの主体が地域の内発性を喚起するという視点は近年着目されており、
それは協働を通じて地域の価値が再発見されていく可能性を示唆するものである（敷田 2009）。
本事例調査はこうした問題意識と理論研究を鑑み、地域ブランディング構築の観点から、公
式な中核主体（組織）中心ではなく外部からの主体として、地域で活動し地域の他主体との協
働で山道整備事業を展開した地域サポート人材の活動に焦点をあてる。主として「地域のこし
協力隊」制度が導入された地区である水原地区、平丸地区のうち水原地区で展開された山道整
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備事業に照射する。当該地域における協力隊員、地域住民、行政へのインタビュー調査など各
種資料をデータソースとして地域ブランディング構築の始まりから調査時点までのプロセス性
を把握した。

妙高市地域サポート人材による山道整備事業の取り組み

3
3-1

妙高市及び水原地区の概要

妙高市は新潟県南西部に位置し、長野県と接した小都市である。日本百名山の妙高山をはじ
め、火打山、斑尾山から裾野には高原丘陵地帯が形成され北東部には高田平野が広がっている。
妙高山麓一帯は妙高戸隠連山国立公園地域に属し、国内有数の豪雪地帯でありスキー場、温泉
など豊かな観光資源を有する市である。妙高市にあっては観光地としてのイメージがある一方、
多くの地方自治体と同様に人口減少と高齢化などの課題に直面している（表 2、3）。

表 2．国勢調査による妙高市の人口及び世帯数

平成22年(確定値)
人口

平成27年(速報値)

世帯数

人口

世帯数

増減数
人口

世帯数

妙高市合計

35,457

11,801

33,222

11,597

-2,235

-204

新井地域

25,783

8,491

24,639

8,508

-1,144

17

妙高高原地域

5,406

1,897

4,767

1,777

-639

-120

妙高地域

4,268

1,413

3,816

1,312

-452

-101

（出所）妙高市国政調査速報、国勢調査を基に筆者作成

表 3．妙高市全体における高齢化率の推移

平成24年 平成25年 平成26年
総人口
65歳以上
人口
高齢化率

35,622

35,225

34,665

10,656

10,823

11,032

29.9%

30.7%

31.8%

（出所）妙高市第 6 期高齢者福祉計画・介護保険事業計画より

こうした人口減少と高齢化が進む地域コミュニティの維持について行政においても集落活動
自体が高齢化、少子化の影響により年々縮小していくことに危機感を感じていた。そこで集落
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を維持・再編していく取り組みの一つとして、妙高市は高齢化率が概ね 50％を超える地区（長
沢、平丸、水原、豊葦）に対し平成 24 年度策定の「地域コミュニティ振興指針」にもとづき地
域サポート人、地域のこし協力隊の導入などの施策を行ってきた。このうち「地域のこし協力
隊」は、総務省が推進している「地域おこし協力隊制度」を導入したものである。総務省によ
る名称を用いず「地域のこし協力隊」とした理由は入村市長によって事態の切迫性を訴えるた
めの命名であったという。全国的にも地域おこし協力隊への注目が高まる中，2013 年 10 月前
後から都市部出身の 4 名の隊員が水原地区、平丸地区に 2 名ずつ居住し様々な活動に取り組む
こととなった

2) 。

自治体によっては何らかの事業を協力隊応募者に前もって提示し、そこに従事する形態もあ
ったが、妙高市の場合は行政側がテーマを絞らずあくまで地域コミュニティに居住・参加し、
その中から隊員がそれぞれの感性の中で気づく活動を地域住民と協働して作り上げていくこと
を期待していたという。他方、募集地区の一つである水原地区は妙高市南東部に位置した人口
158 名、世帯数 81（平成 28 年 1 月時点）の山間集落である。上小沢、大濁、坪山という 3 地区
が一つとして、かつては水原村を形成していた（図 1）。

図１.

妙高市（水原地区）

※水原地区

妙高市
飯山市

信濃町
（出所）総務省「ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ」、国土地理院ウェブサイトより筆者作成
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棚田が広がる里山の風景は日本の山間地の集落の原風景を思い起こさせ、ビオトープが整備
された一帯ではトンボや黒メダカ、ホタルや水生植物が多く見られる。一方で近年、高齢化率
は 50％を超え、妙高市の地域コミュニティ振興施策の対象地域となっている。地区内には大滝
莊という温泉も活用された山村体験交流施設があるものの、冬季の積雪の問題から開館時期が
限定されてしまい活用上の課題があった。

3-2

水原地区の地域のこし協力隊

豊かな自然に囲まれ、温泉施設など地域ならではの資源を持ちながら、同時に地域自体の高
齢化が深刻に進んだ地域に、いわゆる“よそ者”として居住することになったのが 2 名の隊員
であった。協力隊の活動形態は前述したように自治体によって様々なものが存在するが、妙高
市の場合は当初 2 つの地区に 2 名ずつ配置し、それぞれが個人のテーマや興味に基づいて活動
していく形態がとられていた。このため水原地区に 2013 年 10 月に当時大学在学中であった森
野なつ紀氏、続いて 11 月に社会人出身である池端峻一氏が着任することとなった。後述する山
道整備事業は主にこの池端氏を中心に行われていくこととなる。
池端氏は大学卒業後 8 年間販売の仕事に携わっていたが、仕事の都合で都市部を転居するこ
とが多い生活を送っていた。それまでは都会の生活を楽しんでいたが、神戸への転居がきっか
けで自宅から 30 分以内の登山道（トレイル）を頻繁に利用し、バックカントリースキーとトレ
イルランニング競技に打ち込むようになっていった。子どもの頃から父親の影響で山登りをし
ていたが、改めて自然が好きであることに気が付き、自身の仕事が自然に遠い所であることに
対する違和感を認識していったという。同時に北海道で知床半島をカヌーで一周するツアーを
行う目標となる人物の存在などもあり、自身と自然との距離感について深く考えた時、仕事を
辞めることを決意したという。バックカントリースキーとトレイルランニングに打ち込める地
域はどこか、それが当初の池端氏の新生活に向けての目的であった。そうした中、妙高には信
越五岳トレイルランニングレースという 110 キロの山道を舞台にした大会があり、妙高への移
住を決意していった。
妙高市の協力隊の募集がかかった時期はまさにそのころであり、池端氏は自分の住みたい土
地、フィールドが背景にある中で生活していくことに魅力を感じたという。また、妙高市側は
募集にあたって、水原の地域資産の中の一つに登山道が存在することを記載していた点も池端
氏の目を惹くものであった。山を中心とした自然に打ち込む生活を企図し、水原地区での生活
で地域のこし協力隊としての生活を始めたのであった。

3-3 水原地区での協力隊員としての活動の始まり
池端氏は着任してからしばらくは慣れない山村の暮らしに戸惑うこともあった。他方、行政
から期待されていた今までの地域の視点ではないアイデアで地域振興をするといった考えには
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抵抗があったという。よそから来た人間が何らかの目的のためにそこに住む土地の人々の気持
ちを考えずに介入するという姿勢ではなく、自身が受け入れてもらうことをまず最優先したと
いう。そのため活動当初は集落の家々に挨拶にまわっていった。集落側は当初、都市部から来
た若者に奇異の目を向けることもあった。なぜ都会の仕事を辞めてまで、という様々な疑問に
対し池端氏はひとりひとり丁寧に自身の考え方を説明しつつ、同時にトレイルランニングとい
う競技の存在を説明していった。一例として夜にヘッドライトをつけて走っていても不審に思
わないでほしいなど、自身の活動の素地となることへの理解を地域住民に広げていった。先任
の森野氏とともに地域の草刈に始まり地道に活動を続けるなかで、少しずつ地域の人々の活動
に誘われるようになる。そうした中にあっても、池端氏は地域の人々から市役所の非常勤職員
だからという形式で信頼を得ている側面と、池端氏個人に対する信頼は別であると考えていた。
こうした社会人時代の経験からくる認識も踏まえて注意深く地域の人々との交流を続けていっ
た。
池端氏の活動は地域に溶け込む協力隊業務としては当然に見えるかもしれない。しかしなが
ら池端氏に着目すべき点は、協力隊員が活動当初は地域への溶け込みの目的もかねた生活支援
活動のみに追われるケースが多いのに対し、着任 2 か月後の 12 月頃には山道整備についての活
動を開始した点にある。

3-4

山道整備事業の具現化に向けて

水原地区・上小沢集落の南にある山道は 2 本あり、今井道、北条間道（北条道）と呼ばれて
いる。地域の人々にとっては江戸時代から存在するといわれる長野県に至る山道であり、牛を
引く、食料を運ぶなど盛んに使われていた生活道路であった。同時に飯山をこえて信州野沢温
泉にいくための道路でもあった。水原地区・地区長である岡田光一氏によれば、幼少の頃に農
作業期の終わりに山道を使って温泉にいった記憶があるという。また長野県の側からも様々な
人がきて交流が行われるため，地域の人々にとっては大事な交流の道であり資産であるという
認識があった。かつて炭焼き小屋が 40 戸ほど存在していた時代は地域の人々によって自然と手
入れがなされていた。時代が変わり炭焼きを生業とする者もいなくなり、自動車が普及すると
生活道としての役割も少なくなり次第に荒れていった。さらに高齢化が進むにつれ整備したく
てもできない状態となり、ここ数十年は手付かずの状態であった。集落内の生活道の整備で手
一杯な状況となったのである。かつて行政に整備を陳情したこともあったが対応はなされなか
ったという（図 2）。
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図 2. 妙高市・水原地区上小沢集落南部の山道

今井道
水原地区・上小沢集落

信越トレイル

北条間道

（出所）総務省「ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ」、国土地理院ウェブサイトより筆者作成

そうした地域の山道について以前より山を軸にした活動を念頭に置いていた池端氏は着任 2
か月にして、まず水原地区・上小沢集落における地区長である岡田氏に使われなくなった山道
の整備を行ってみたいと協力を依頼する。かつての生活道を整備することで既存のトレイルへ
のアクセスルートが確保され、水原地区を通じた観光客の増加や、水原地区の交流施設・大滝
莊の活用増加なども期待できる。これに対し岡田氏は喜んで協力することとなる。集落の人々
は地域の歴史とともにあった山道に愛着はあったが、実際の整備には消極的であった。地域の
高齢化によって山道が荒れていく実情に手が打てない状況であったためである。そこによそ者
である池端氏の存在によって具体的に山道整備事業が動きだすことになった。池端氏の協力依
頼を受け入れた岡田氏も早々に役割を分担していく。地域の人々への協力の賛同は岡田氏が、
池端氏は実際の参加者を、共通のキーワードとして「山が好きである」ことを中心に募ること
になる。池端氏は当初、協力隊員という行政からの委嘱された「市役所の仕事の一環」として
山道整備に取り組んでみようと思ったという。しかし、協力隊が個人として成果を出すという
ことよりも、地元の人の許可と作業への協力を意識し、同時に継続性を意識して地域の内外の
人間の参加が続くような形を意識し始めていったという。そして自分自身も山が好きであり、
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その山道を歩きたいという強い気持ちがあった。そのため協力隊としての単発的な地域おこし
企画であっては 2、3 回で終わってしまう懸念があり、一過性に終わらない形を生み出すために
は地域の人間と地域の外の人間がつながると同時に、許容できる負担の範囲内で継続的に山道
整備を行っていく流れを強く意識して企図していった。

3-5

計画の課題と協働への備え

池端氏と岡田氏により地域の内外に賛同を呼びかけが進む一方で、山道整備という計画の容
易でない側面も存在していた。約 10 年前に岡田氏は地域として山道整備を試みようと、山道を
管轄する行政に相談したことがあった。ところが 2 本の山道は国有林とかぶっているため、整
備のためには様々な許可や手続きが必要であり、当初は芳しい対応はしてもらえなかった。さ
らに、その後行政から集落の生活に関わりのある山道であったという歴史的事実そのものを疑
われる次第となったという（当時の市の地図に山道は載っていなかった）。証拠の提示を求めら
れた岡田氏は集落に存在していた古地図を発見し、その中に今井道と北条間道の存在を確認し
た。岡田氏が古地図を行政に提出したところ一転して山道の存在が認められることになったと
いう。こうした経緯を岡田氏より聞いていた池端氏は、山道整備に伴う手続き上の課題に対し
ても備えていく必要性を感じていた。
その一方で池端氏は山道を整備する手続き許可のためだけに、行政との交渉を捉えていなか
ったという。それは計画への賛同を求める以上に、妙高市の地域性を考えてのことだった。妙
高市は市内西側の妙高山、火打山などといった観光資源が豊富な地域と少子高齢化が急速に進
んだ地域を併せ持つ市である。観光資源が豊富な地域に比べ、協力隊員が入る高齢化が著しく
進んだ地区は一般に取り上げられることが少ないと感じていたためである。そこで行政に、山
道整備を軸にした異なる視点で地域に着目してもらいたいという希望があった。これは既存の
地域資産に対する見直しを行政にも促すことに他ならないものであった。また、先述したよう
に一過性の企画に終わらないために多くの参加者を募る場合は、毎回の参加者の自己負担によ
る事業では事業自体が先細る可能性も懸念していた。そこで事業開始当初から行政に金銭的な
支援を少しでも受けていた方が山道整備の継続性が高まると判断し、岡田氏とともに行政への
理解と協力を求めていった。

3-6

地域外アクターとの連携

水原地区南の長野県側には、長野・新潟の県境に位置する標高 1,000ｍ前後の関田山脈のほ
ぼ尾根上に延びる全長 80km におよぶ、国内でも稀とされるトレッキングロード「信越トレイ
ル」が存在する。2 つの山道はこの信越トレイルをまたぐ形でもあった（図 2）。この信越トレ
イルには長野県より認証されたＮＰＯ法人「信越トレイルクラブ」が長年にわたり維持・管理
を行っていた。より多くの人が里山の山林や地域の歴史・文化に触れるために様々な事業を行
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ってきており、そのノウハウの蓄積があった。池端氏はこの信越トレイルクラブに協力を依頼
することになる。山道整備といっても一般の人間が国有林に入って伐採する上では煩雑な事務
手続きが存在していた。池端氏の呼びかけのもと信越トレイルクラブはその趣意に賛同し、事
務手続きなど一括して代行してくれるなど協働関係が築かれていく。このように全ての事柄を
自身達で解決することに固執せず、柔軟に地域外の主体の資源を活用していった。具体的な準
備が進められていくなか、集落内の意見のとりまとめと実際の山道整備に携わる人集めはさら
に進んでいった。ここに「山が好きである」という共通のキーワードのもと個別に参加者を募
られていたのである。そうした中、これまでのやりとりの協力から一歩進んで、行政の側から
も山道整備への参加の声があがり、また信越トレイルクラブからも参加の声があがり、協働の
輪は広がっていった。

3-7

山道整備事業の実行と展開

約半年の準備期間をへて、2014 年 6 月に「今井道・北条道トレイル整備プロジェクト」とし
て第一回の山道整備が行われた。事業の目的は①長野との交流に利用されてきた古道を復活さ
せること、②登山道一帯の自然環境を保全すること、③登山道を活用し健康増進や地域の活性
化に寄与すること、④整備活動や整備後のトレッキングにおいて、地元の人を含む様々な背景
の人が交流すること、と定められた。一回目の対象となる山道は今井道である。山が好きであ
るというコンセプトを軸にした池端氏らの活動により地域内外の人々、行政や信越トレイルク
ラブからの参加も含め、30 名ほどの人が参加することとなった。年齢は 20 代から 70 代、男性
も女性もおり、まさに老若男女であった。また、行政からも資金的な援助を一部取り付けるこ
とに成功した上でのスタートであった。第一回目の整備は盛況に終わったという。実際の作業
は山を詳しく知る地域住民がリーダーとなり班をわけ整備していった。チェンソーなどの使用
もあり特に安全面に配慮しながら、負担のかからない作業を心掛けた。午前中で作業は終わら
せて、参加者と地元住民が一緒に昼食をとり解散するという流れであった。池端氏は当初高齢
者が多い地域側の参加者より、地域外の人間に作業の比重を多く考えていたが、終わってみる
と一番活躍していたのは地域の集落の高齢の参加者であったという。山道整備事業の開始より
3 回にわたり参加した協力隊員・森野氏によれば、日常的に行われる集落内の道普請は集落の
高齢者が無理をして行っている印象があったが、山道整備は地域外の参加者が集落の人々と交
流しながら作業を行っていく今までに無い活気のある雰囲気が印象的であったという。こうし
て池端氏は地域側の参加者も地域外からの参加者からも、様々な交流によって大きな喜びの声
があがり、次回の山道整備に対して参加者から積極的な声が上がるようになったことに事業実
行の手ごたえを感じていた。
続く山道整備は 2014 年 9 月（北条間道半分）に実施され、翌 2015 年 6 月（北条間道半分）
の 3 回目で区切りがつき、荒れた状態は整備された状態となった。今後は登山道が開く 6 月を
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目途に一年に一度、整備された山道の維持を主な目的として実施していく方針であるという。
山道整備事業と並行して、登山道看板製作のワークショップや整備した登山道を実際に歩くト
レッキングイベントなども開催されていった。これまで地域外の人と交流をもつ経験が無かっ
た水原地区にとって、この山道整備事業は一つの大きなきっかけとなったと岡田氏は感じてい
る。地域の集落の人々が日常生活では交流する機会がない都市部の経営者が参加するなど、地
域の外側と内側にわたり交流が広がっていったためである。参加したメンバーは当初のメンバ
ーが中心であったが、前回参加者が知人を連れてきたりするなど、それぞれの人が新しい人を
連れてくる広がりも生まれてきている。他方、地方紙などでも山道整備事業は紹介されるよう
になったが、池端氏個人は実際に参加した地域の内外の人々に地域に愛着が生まれることと、
山道の存在が知られているかは別であり課題は残っているという。
「山が好きである」という言
葉に取り組んでいける人を中心に静かに輪を広げていった池端氏らの活動は翌 2016 年 6 月にも
継続され、池端氏の協力隊としての任期が 10 月で満了する次の節目を迎えようとしている。今
後は協力隊ではなく、妙高の住民となる池端氏を中心とした山道整備のための事務局を継続さ
せていくという。整備された山道は今後、地元小学校の地域学習や、信越トレイルからの山道
利用など、地域の内外にまたがる様々な活用案が地域や行政を中心に検討されている。

4 ディスカッション
次にケースから導き出された知見について、考察を加えていく。

4-1

よそ者の役割

山道整備事業のフェーズを振り返ると、地域の廃れゆく生活道であった山道に早くから目的
意識をもって取り組もうとしていた池端氏の存在が重要な役割を果たしていたことがわかる。
それは和田ほか（2009）によって指摘される外部者としての目線から地域の価値を見出す「目
利きとしてのよそ者」としての役割の発揮であった。また鶴見（1996）のいう地域社会の小状
況のなかでのより日常的な変化を導くキー・パースンとしての存在でもある。長尾（2015）に
おいては地域に目指すべき明快な進路を示し、各主体の認識の相違を調整し、近視眼を避ける
よそ者を「創造的ヨソモノ」としている。創造的ヨソモノは地元民や諸団体が察知しないよう
な地域の価値の導出の担い手であり、同時に地域にとって無理のない持続的なブランティング
につながりうる存在なのである。池端氏は地域に負担のかからない持続的な方法を模索してい
る点からも、持続的なブランド構築への関連性が指摘できる。他方、敷田（2009）も指摘する
ように、よそ者を地域に投入し新規な視点による事業を企画することを無責任に周囲が期待す
る問題がある。地域おこし協力隊という制度についても地域との摩擦という側面は無視できな
いものであり、地域へのとけこみを全く想定しない活動は無理があるだろう。これに対して地
域との親和性や相互理解を含め、自身がどういう立ち位置であるのかという距離感を常に池端
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氏が心掛けていた点は示唆に富むだろう。

4-2 課題設定から方向設定と実行まで
地域との親和性は当然重要なことではあるが、それが目的化してしまっては本来期待される
地域変容のトリガーとしての役割が希薄化される恐れがある。図司（2014）は地域サポート活
動を類型化し、地域サポート活動に求められる視点を 3 つの活動の積み上げ方とバランスにあ
ると指摘した（図 3）。

図 3. 地域サポート活動の 3 類型

価値創造活動
コミュニティ支援
活動
生活支援活動
（出所）図司（2014）42 頁を基に筆者作成

しかし本事例が示唆するところは、池端氏は住民の日常生活をサポートする生活支援活動や、
既存の地域活動への関わりであるコミュニティ支援活動に加え、早期に地域に価値をもたらす
価値創造活動を同時に展開した点に特徴がある。いわば積み上げといった段階を踏まずに価値
創造活動も同時に展開し、早期に実行に移していった。これは早い段階から地域のリーダーで
もある岡田氏の協力とビジョンの共有により、地域側の自発的な活動を促す点につながってい
った。これらは Gray(1989)のモデルで示された協働のライフサイクルが駆動していたことを意
味する。すなわち課題設定においては池端氏を中心にして問題についての共通認識がなされ、
岡田氏や行政といった他主体による協働への参画が広がっていく。この時点で活用できる資源
について、地域に負担のかからない範囲で課題は設定されていた。そうしたコンセプトから方
向の設定がなされ、地域内外の主体との協働の構築がなされ、多主体による協働が実行されて
いくのである。実行にあたっては地域の内外における協働を通じた、主体同士が共に愉しむ機
会による創造的交流が醸成されていったのである。実務的な観点からも、多主体協働にあたっ
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ては地域に対する段階的なアプローチに限定されない、同時並行的なアプローチが有効である
ことが示唆された。

5 インプリケーション
妙高市における地域のこし協力隊の事例を動態的に把握することにより、多主体による地域
ブランド構築の課題解決にむけた糸口が導きだされた。本稿によってもたらされた理論的含意
を以下に記す。
第一に、地域資源が豊かとはいえない中山間地域における小規模な多主体の協働による地域
ブランド構築にあたっては、単一のリーダーシップではなく、主体同士のゆるやかな協働の広
がりが有効であることが確認された点である。先行研究が示す協働の要点は本ケースにおいて
も確認された。例えば非公式な協働における地域ブランド構築における理念の共有や情報共有
の重要性という点では、池端氏や岡田氏を中心としたコンセプトの設定と他主体とのビジョン
の共有、および地域内外の他主体への協働の広がりなどがこれにあたる。決して地域の側に負
担をかけずに、実行者たちが楽しめる状況を作り出すことに注力した池端氏らの試みは、共愉
性や創造的交流といった要素が協働や主体性を促進させることを裏付けている。他方、事業実
行の段階から多主体の交流が進む段階になるほど、そうした共愉性や創造的交流の重要性が増
していった可能性も指摘できる。潤沢とはいえない地域資源を活用する上で、多主体の相乗効
果は期待される観点である。その醸成のためには単一の主体による強力なマネジメントやリー
ダーシップではなく、主体間の交流の積み重ねによるゆるやかな協働が重要であり、その上で
どの段階において各要素が重要性を増すかという視点も今後必要であろう。他方、中心的な強
いリーダーを公式に作らず、その時々で役割を替えていくといった「協働の中空構造」の存在
が長尾（2015）では示唆されているが、小規模な協働ではよりそうした中空構造が有効である
可能性がある。この点については本事例においては多主体の合議の上でなった構造ではなく、
結果としての構造である可能性があり、今後はそうしたゆるやかな協働を成立させる視点につ
いてのさらなる深耕が必要であろう。
第二に先行研究で示されたよそ者の存在が協働や主体性の促進に効果を発揮しうるという点
が、地域資源の乏しい小規模な地域における事例においても見いだされた点にある。よそ者と
の接点が地域ブランドのコンセプト設定や価値発見において効果的である点も指摘されてきた。
また、よそ者によってもたらされる新たな視点は価値発見にとどまらず、協働や主体性の促進
に影響を及ぼす点も指摘されてきた（和田ほか 2009、長尾 2015 など）。先行研究では相対的に
大きな地域の、より多数の主体や組織が参加する事例の中でこれらが示されたが、本研究の知
見によって地域の規模や参加する主体の規模が相対的に小さい場合であっても、その効果が成
り立ちうることが確認できた。この点はミクロなレベルの小集団におけるよそ者の加入といっ
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たメンバーシップの変化が、集団の創造性を刺激するといった知見とも共通している（Choi &
Thompson、2006)。いわゆるよそ者であった池端氏により地域資源が改めて見いだされ、その
コンセプト設定が地域ブランド構築における指針となった。そうした指針を中心に岡田氏をはじ
め他主体とのビジョンが共有され協働が促進し、協働的価値発見ともいうべき新たな視点にもとづ
いた多主体による活動が展開され、事業の実行段階以降もその広がりをみせていったのである。
最後に本研究では先述したように地域ブランド構築を促進させるゆるやかな協働が成立する
機能について、そのための意図的なマネジメントについてはさらなる深耕が必要である点を指
摘する。多主体の中にあっては、よそ者も含め、所与とされているものが多数存在している。
これらにあっては、そもそも変容をもたらす意欲ある者をどう誘引するか、誘引した上でどの
ように地域との相互作用を促進させるかという観点は重要である。地域の変容という視点にあっ
ては、よそ者や他主体もふくめた全体構造のなかでの多主体の変容プロセスの把握が望まれる。そ
うしたプロセス性の把握によって、地域の変容における重要な要素の特定につながるためである。

＜注＞
1) 地域おこし協力隊は 2009 年導入時に全国で隊員数 89 名、受入れ団体数 31 であったが、2015 年におい
ては 2,625 名、実施自治体数 673 団体と大きく増加している傾向にある 。創設よりわずかな期間で隊員
数が増加した背景には社会的背景(都市農村交流の世代の広がり)と政策的背景(国土形成計画等)などの
要因が指摘されている（小田切 2013；図司 2013,2014；筒井ら 2014）。
2) 2016 年 8 月時点では計 3 名が活動している。なお，平成 26 年から平成 28 年の水原・平丸地区の高齢化
率の平均は水原地区が約 58％、平丸地区が約 64％となっている。
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