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農村地域における学翠ネットワーク組織の運営と課題

英国 TheNorthem Rura1 Networkを事官IJとして

'*塚雅也(神戸大学)

Management of and Problems Faced in the Organization of Regional Leaming Network 

for Rura1 Development: A Case Study on England's Northem Rural Network 

Masaya Nakatsuka (Kobe University) 

Networking multiple sectors is important for rural 

development. This paper draws on a c昌sestudy of 

the Northern Rural Network (NRN) founded by the 

Centre for Rural Economy at Newcast1e University， 

northeast England，治n2000. This network was 

est匂:ab悦liぬshedwith the aim of bringing together r，閃e-

searchers and practitioners to share knowled，屯geabout 

p戸er抗tmer欧1式t1おss剖ue白S1泊nr口印un蘭蘭王iピ討《

endogenous approaches. Through participant obser-

1. はじめに

近年，農村地域の活性化のため，住民，農家，行政，

企業， NPOなど地域の様々な主体の協働，連携を

すすめることが伎界的な潮流のーっとなっている.

英国をはじめとする EU諸国では，地域内だけでな

く地域外の資源の積極的な活用を強調する「新内発

的発展論 (Neo-EndogenousDevelopment) Jが標携

され， 日本においては， r新しい公共」という政策

理念のもと，協働を促進する施策が展開されている.

一方で，地域の主体のーっとしての大学にも注目

が集まっている.科学的知識の共有，人材脊成など

を通して直接・間接に地域に貢献することへの社会

的な要誇に，大学の存主E価値を高めるという大学自

身の意臨も加えられ，地域寅献やエクステンション

とよばれる活動が拡がりをみせている.

しかしながら，地域内外の多様な主体の連携を兵

体的にどのように促進すべきか，また，その主体の

ーっとして大学はどのような役割を果たすべきかに

ついては，実践をともないながらの試行錯誤の途に

あるのが実情である(内王子他， 2008). 

そこで，本稿では，英国，北部イングランドにお
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vation and interviews of the managers of this 

network， this study shows that the NRN has 

successfully created an active learning network and 

substantial value in terms of knowledge transfer. 

A1though the cost and the qualty of the university's 

engagement from an academic point of views 

remain common problems， this type of network 

should be created in rural areas in order to promote 

rural development in ]apan and worldwide. 

いて，大学を中心に段関され， 10年以上におよぶ

実績をもっ農村地域ネットワーク組織を事例として

とりあげ，農村活性化を支える今後の地域ネット

ワーク綴織の運営方法と課題について考察すること

を目的とした.

具体的には，第一に，地域ネットワーク組織設立

の背景と践的，運常体制，活動の内容と展開につい

て明らかにした.次いで，第二に，そのネットワー

ク活動の成果と課題を明らかにした.そのーとで，最

後に，組織的な特性と幾関を可能とした←要点を整理

するとともに，今後の地域ネットワーク組織の設立

運営の課題について考察をおこなった.

事{列としたのは，英国， ニューカッスノレ大学農村

絞済センター (Centrefor Rural Economy，以下， CRE) 

が主体となり運営する TheNo吋lemR山吉1Network (以

下， N訟のである，調査は，文献謂査，セミナー参

加等をともないながらの運営担当者への開き取りよ

りおこなった.実際にN双Nの活動を追跡した期間は

2010 年 11 刃 ~2011 年 9 月である.
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2.毒事例対象地の概要

NRNが主に対象とする地域は， IZI 1 に~す北部

イングランドの NorthEast， North West， Yorkshire & 

Humbεrsideの3地域である 1) イングランドは，

大きくは 9つの地域からなり，それぞれの人口，関

積は表 1に示すとおりである.北部イングランドの

3地域は潟水地方をはじめ，いくつかの国立公開を

抱える自然豊かな地域である.しかしその一方で

主要産業であった重工業産業の衰退もあり，経済的

には南部との格差の広がりが問題となっている.

人当たりの家計収入も NorthEast地域が英国で最

も低い.地域内においても比較的態用機会に恵まれ

る中心都市部と農村地域には格慈がある.このよう

に英国の都市農村問題は，南北関と地域内の二重の

格差構造として理解する必要がある.正文府は 1999年

以降， イングランドの各地域に外郭公主主間体として

地域開発公社 (RegionalDevelopment Agency: RDA) 

を設立し，地域経済開発を先導するとともに，民間

や自治体等とのパートナーシップによる事業を推し

進めながら，地域課題に取り組んでいる.

NRNを主導し，事務局機能を巣たすニューカッ

スノレ大学農村経済センター (CRE) は， 1992年に，

農村地域開発を目的とする個人寄付を契機に設立さ

れた組織であり，現在，兼任も含め， 50名程度のス

タッフが在籍している.大学のあるニューカッスル

市 (Newcastleupon Tyne) は，北部イングランド最

大の中枢都市であり，人口はおよそ 27万人，周辺

都市を含めると 100万人の都市闘を形成する.製造

業や炭坑業が表退し， 1970年代以降，中心市街地

の空洞化等が問題になったが，商業・サービス産業，

医療産業への転換や企業誘致による産業構造の転換

による干写生を推し進めている.

3. The Northern Rural Networkの運営と評価

(1)設立の背景

NRNは2000年に， CREが提示した構想に，当時

のCountrγsideAgency (1999年に設立された地方振

興機関，後に RDA等に分割統合)など地域の行政

関係機関が協力することにより立ち上げられた.

CREはその設立主旨から北部農村地域の開発に

貢献することをミッションとしており，地域課題に

対応した現地調変や，地域での出張セミナ一等のイ

ベントをおこなってきた.また問時期には，ニュー
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表1.英屈の地域毎の箇積と人口

North East 

North West 

Yorkshire呂ndThe Humber 

East Midlands 

West Mid1ands 

East 

London 

Wa1es 

Scotland 

Northern lreland 

商務(E:m')

8，612 

14，165 

15，566 

15，627 

13，004 

19，120 

1，584 

19，111 

20，768 

78，132 

人口(千人)

2，584 

6，897 

5，258 

4，451 

5，431 

5，767 

7，754 

8，436 

2，999 

5，194 

合計 243，820 61，792 

資料 :0伍cefor National Statistics (英闘関家統計局); http:// 

www.statistics.gov.uk rRegional Trends: Online Table 

(8 Jun 2011)J より作成.

図工事例対象地域

レイパ一政権下で，農業を中心とした「産業政策j

から農村経済の多角化という「領域政策」への転換

がすすめられ，実務者も研究者も農村経済の構造変

化に対応する知識や政策協議が必要とされていた.

この政治経済情勢と開調，もしくは先導する形で，

新内発的発展論 (Neo必ndogenousDevelopment) が

CREの研究者らをや心として提唱された(安藤，

2009 ; Ward et a1.， 1995). 新内発的発段論では，従来

の内発的発展論は実際的でないという批判のもと，

地域に依拠しながらも外発的な手法を組み合わせ，

内外の資源の活用，ネットワークの拡大により発展
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を恩指すという点を強調する.このアプローチにお

いては， r大学は地域のコミュニティ活動，経済活動

に知識を提供するだけでなく，地域の知識のシステ

ムと閣内，世界の知識を繋ぐ積機的な仲介者Jであ

るとされ，それは大学がもっ潜在的な役割であると

位置づけられている (Attertonet al.， 2010: p. 127). 

以上のように， NR1'れま，それまでの CREの活動

合体系化すると同時に，新内発的発渓論の具現化に

むけた実験的な取組として始められた.

(2) 自的と運営体制

NRNは，北部イングランドの公共，民間，ボラ

ンティアセクターなど多様な主体からなる地域ネッ

トワーク組織である 具体的には表2に示すように

フォーラムの開催，笑践的な研究紹介，優良務仔uの

共有，実践者と大学生の交流，研究課題の形成の 5

つを目的として掲げている.表3はその活動理念を

ぶしたものである.新内発的発B重論をパックボーン

にして，独立性をもった地域の学習ネットワークと

して位藍づけられていることが確認される.

NRNの運営は，国 2Vこ示すように，運営委員会

(Management Board)と，評議選d首グループ (Steering

Group)によっておこなわれている.事務局は CRE

が担っている.

運営委員会は，現在， CREのスタップ 5名(う

ち 1名は NRNの非常勤コーディネーター(主業は，

民間コンサルタント)， 1名は事務局スタップ)か

ら構成される(加えて，設立当初の 2年間は，評価

委員 (Critical封印d)1名も参廊).運営委員会の業

務は，財務管理，成果・自擦の進捗，イベントの企

画評価，現状調査やネットワーク化の進捗，評価委

員や運営代表グループとの意見交換・調撃などであ

り，およそ月 1閣の頻度で会議がおこなわれている.

会議には，必要に応じて関連プロジェクトのメン

ノ〈ーも参加する.

評議運営グループは，公共セクター (OneNorth 

East， Country Land & Business Association)，民間セ

クター CHexhamCourant， Business Link North East) ， 

ボランティアセクター (RuralCommunity Council)， 

そして，大学の代表者 10名，から構成されている.

年に 2自の会議開催が設定され，任期は3年，欠員

があった場合は，同タイプの団体から補充されるこ

ととなっている.

NRNの会員制度は，容易な参加が促されるよう

(99 ) 

表 2.NRNの活動

-北部の差是村開発の問題や取緩についての学習と理解を促
進するための独自フォーラムの開催

・2基村の経済とコミュニティの状態を分析する応用研究の
紹介

-農村開発における後良事例と注釘される技術革新の共有
促進

.11塁村勝発における笑践者(公共，民間，ボランティアセ
クFー)と大学続生(大学生)のネットワーキングのた
めのフォーラムの開催

・北部とその後背地における新しい学術・応、ffl研究課題を
形成するための NRN内でのダイアログ(対話)の場づ

くり

資料 :NRNセミナー資料 (22Apr 2008)により作成.

表 3.NRNにおける活動理念

-学童ヨネットワークの媒介者・促進者としての農村研究セ
ンター

-総7i学習(学術は全ての英知の先端でない;専門知識は
いつも縮分化されている)

-研究が実践をつくり，実践が研究なつくる

-反復学習(人とそノ(デ-31，レポート，知識)の綴意義

を通して)

-独立性・北部長室村開発のための共有ピジ沼ンの策定に主主
献するための中立的な場の縫供

-新内発的発展論

資料 :NRNセミナー資料 (22Apr 2008)により作成.

J'E誌隠 : :'公共、: J'jギラン:

方針・資金

、 j 、 ， 、ティァ，

I柿'時的一ター-f
;大学 a 

遂営実務

活動

国2.運営体制

定められている 会員致録はメールにて，名前と所

属， E-mailアドレスを伝えるのみである 会費は不

要で会員登録に特別な制限はない.会員にはメール

にて NRNのイベント情報，運営管理グループが認

めた関連イベントが配信される. 2011年 7月現在

の会員数は 1，329名，アンケート調査によると，そ

の構成員割合は，民間セクターが 33%と最も多く，

政府関係公社 23%，地方自治体 18%，教育関係
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10%，非営利セクタ -13%，パートナーシップセ

クタ -4%と続く 2)

なお，活動資金は，地域開発公社 (RDA) のOne

North Eastと北部地域を対象とする銀行系慈善財閉

である NorthernRock Foundationからのものが中心

となっている. CREはウ Z ブサイトの開設管湿の

費用に加えて，人的資源の提供という形で運営に貢

献している.

(3)活動内容と展開

?守町qの主要な活動は，イベント，地域実態調査，

ウェブサイトでの情報発信である.イベントと呼ば

れおこなわれているのは，①地域のニーズやトピッ

表 4.活動展開と資金

段階 年 活動内容 資金

-セミナーの関flli • North巴rnRock 
(2-5回/年， 王子均参加 Foundation!One 
者数43名) North East 

-大学院生発表会 計..1;80，000 
Phase 2000- (1回/年) (2001/02) 

1 2003 -主主i羽コースプログラム

の災施
(1日碕，)

-調主主レポートの発行
[会員 500名〕

-セミナーの開催 • Northern Rock 
(5-7凶/年，平均参加 Foundation 
者数75名) .1;150，000 

-大学院生発表会 (うち，学生奨
Phas邑 2004- (1悶/年) 学金， .1;70，000) 
2 2007 • 2 B間短期コースブ口

グラムの実施
(2凶/王手， 王子均参加者

数31名)

〔会員 1，000名〕

-セミナーの開催 • Northern Rock 
(3閲l'年，平均参加者 Foundation 
数88名) .1;62，000 

• 1臼12日間短期コース • One North East 
プログラム .1;171，000 
(年2-3回， 王子均参加 • CRE 

Phase 2008- 者数44名) .1;10，000 
3 2011 -フォローアップ活動，

ワークショップの実施

-大規模燦村緩済調査の
実施

-ウェ乙ブサイトの開設管喫

[会員 1，329名]2011.7 
現在

資料.澗き取り調査により作成.

クに郎したセミナー(優良事例の報告を含む)，② 

具体的な技術や知識を少人数で学ぶ 1Bまたは 2日

間の短期コース，@現地での特別ワークショップの

3つである.

表 4に，現在に至る 11年間の NRl'河の活動股間

を資金とともに繋恕した.活動期間は資金提供期間

にあわせる形で， 4年毎に， 3つに区分されており

2011年は，第 3フェーズの最終年となる.

2000年からの第 1フェーズは，立ち上げj援にあ

たる 2つの団体からの資金を得ながら，セミナー

開催など表2で示した活動目的にそったイベントが

企画実施されてきた.各回のセミナーは，参加者間

の交流が促されるように設計され， 2002年には，

大学院生と現場てーの活動のマッチングのためのセミ

ナーも開催された.会員は 500名に達した.

第2フェーズは，イベントが充実され，会員も順

調に伸びる成長期にあたる.セミナーは，年間 5~

7問実施され， 100名程度が参加する大規模なセミ

ナーも開催されている 奨学金制度を利用したイン

ターン研究とその成采発表をかねたセミナーも開始

された.さらに，現地視察をともなう 2日間の短期

コースも有料で提供され，関係資料がダウンロード

できるウェブサイトの整備もすすめられた.会員数

は， 2007年 11月に 1，000人に達した.なお， この

時期において，延べおよそ 30人の学生が地域の会

社にインターンや調査てe関わっている.

第 3フェーズは，安定期であり，次の展開の模索

期にもあたる.事業は体系化され，地域の生活経済

に関する比較的大規模な調査がおこなわれる

で，参加者の場加率もやや鈍化する.資金額では，

2つの間体から資金提供を受け続けているものの，

政府の財政支出の削減の影響を受け，次のフェーズ

の見通しが不透明になっている.学生奨学金が打ち

切られ，学生に焦点をあてたインターンや調交は下

火になった. このような背景から， 2010年には外

部コンサルタントによる会員へのアンケート調査，

ケーススタディ評価などを取り入れるなど，積極的

に事業評価をおこない今後の運営のあり方を模索し

ている.現実的な問題は肥大化した会員数に対応し

た活動資金の確保であり，それに対応したセミナー

の有料化，特定の団体からの参加者数の制限，新た

な資金提供への働きかけなどが諜題として挙げられ

ている.なお， 2011年 7月末現在の会員数は 1，329

)
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表 5. NRNの運営評価

段階

大学が運営することは，助言や情報提供の点
で安心する

大学が運営することは独立性という点で大切

である

NRNは他のネットワーク組織より気軽である

NRNでは，ネットワークを拡げる機会が
少ない(逆転尺度)

NRNに参加した結泉，地元企業や間体との
新しい連携の機会を得た

NRNに参加してから，淡村政策や実践コミュ
ニティに‘緩め込まれた'と感じる

平均

4.15 

3.99 

3.67 

2.89 

3.35 

3.65 

資料:文献 [4Jp.31より作成(リッカードの 5段階尺度
の度数表記を， 5~ 1点に換算して平均点を求めた)

名である

(ヰ)会員アンケート調査に基づく評価

次に， 2010年に全会員を対象に実施されたアン

ケート調査の結果に基づき，会員による NRN活動

の評仰をみるお.謂査は E“mailでの依頼をもとに

ウェブ上でおこなわれたものである(有効回答数

回9，回収率 17%に回答者の属1':1:は， 64%が男性，

36%が女性，年齢層は24-72才と幅広い(平均49才)• 

白人英国人が 94%と大多数であり，このネットワー

ク組織の特徴の一つを表している.

まず， iNRNから得た使裁の感じ方Jを毒事ねた結

果をみる.問答は， i期待以上であったJ30%， i期

待どおりであったJ62%， i期待と違ったJ4%， i期

待以下であったJ5%と続き， NRNが全体として参

加者の期待に答え，高い評価を得ていることがわか

る.

表 5!主， NRNの運営体制や参加の便益に関する

質問を 5段階で尋ねた結果である.大学が運営の中

心となっていることへの評価が高いこと， N却すが

ネットワーク;形成，地域との関係性を強める活動と

して機能していることが確認される

また，知識移転に関する開いでは，イベントでの

知識獲得の他に，過半数が CREの出版物 (63%)，

政策書類 (50%)を参考にしていると回答するとと

もに， 17%はそれらが実際に自らの の

CRE以外の他の学部のスタップから受けたと答え

ており，あわせて 63%がNRNを通して大学関係者

から知識移転の機会を得ていることがわかる.

以上の結果は，大学・ CREにとっては，戦略的

な知識移転，知識交換の仕組みを形成するとともに，

自らの特性，社会貢献性を高められること，出資者

(特に OneNorth East) にとっては， NR1司の会員増

加と農村ピジネスのネットワーク化自体が，事業側

値，存在価値の向上に繋げられること，会員にとっ

ては，関心の高い良質のイベントプログラムが提供

され，参加することにより，専門知識・情報を得ら

れる活動となっていることを示している.

4. 展開の要態と課題

(1)要閣

以上のように， N悶司は， 1，300人もの多様な会員

を得ながら 10年以上にわたって活動をおこない，

各参加者の新たな繋がりや，会員各々の新しい価値

創造，課題解決を促進してきた.

このような展開を可能とした要国を考察すると，

第一に， NRNのネットワーク組織としての特性が

考えられる.その特性を 4つの属性に分けて整理し

たものが表6である.まず，組織の目的と参加の便

益については， CREを中心とする運営者，参加者

の双方とも， NRNをネットワーク形成の機会と学

習の手段として位置づけている(ネットワークの用

具的側面の強調).対象領域については，北部イン

グランドの農村地域とするが，広範な地域課題を取

り上げ，地域やセクターを超えた参加を促すように

設定されている.また，ウェブ上で各種資料を公開

するなど境界の設定も弱く開放的である.さらに

会員の婆件についても，資格規定はなく，誰でも参

加することが可能である.運営の基盤と方法につい

ては，各セクターの代表者が関与するものの，大学

が運営を主導することにより，学術性をともないつ

つ，政治的，経済的な独立性を保つ皮街，資金的に

は外部ファンドに依存している.

以上の特性が，会員からの高い評価と活動展開を

支えていると考えられるが，それにはこの時期の英

国北部地域のいくつかの社会経済的な条件が前提に

(R&D) iこ繋がっていると回答している(複数回答) ある.一つは，前述したように，農村経済の構造変

さらに，具体的なアドバイスを受けた経験について 化のもとで高まっていた関係者の危機意識や不安で

尋ねた結楽では， 36%が CREのスタップ， 27%が ある.新たな方向性を模索する機会，情報に対する
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表 6.NRNの特性

廃校

|幾村地域の人的資本，役会関係資本の
綴織の倒的と参加|

|強化(学習ネットワーク)広範な情報
の便益 | 

lや資滋へのアクセス

対象領域

会長の要件

北部イングランドの皮村地域主ピ対象と
するが，広範な地域課題を取り扱う
セクター横断的

境界設定は~~く開放約

会員資格規定なし

地域の各セクターが関与するが，大学

が主導(大学による情報の繁の主主保)
運営の基盤と方法|

政治・利察関係から独立
支援金(外部ファンド)に依存

ニーズが高かったと考えられる. もう一つは，こう

した学習・ネットワークの機会が他に存在せず，唯

一の組織であったことである.また，笑捺的なレベ

ノしでは，資金援助により，全てのイベントを無料で

提供できたこと，そして， CREの豊富な人材，特

にNRN資金によって雇用されたコーディネーター

が存夜したことは大きな条件であると考える.

(2)課題

しかしながら， NRNの継続的な運営においては，

いくつかの課題を抱えている.一つ自は，学術研究

と笑践活動の関連づけである.NRNの取組自体に

関するレポートは少しあるものの， NRNを基点と

した学術研究は生まれていない 大学院生のイン

ターンや現地研究についても，奨学金予算が削減さ

れた第3ブェーズでは，制度的な取組が行われなく

なっている.研究者と実践者が協議することを通し

て研究計画を策定したり，資金申請したりする機会

の創出が必要と考えられるが，その一方で，大学・

研究者の役割や評価の再考，大学の連携活動

(Engagement， Extension)の位置づけの強化などの

根本的な課題も指摘されているの.

もう一つの課題は，資金確保とコストの削減であ

る. これまでの活動は，主たる 2つの盟体からの資

金提供によっておこなわれてきた，セミナーをおこ

なうだけでも一回当たり斜，000の費潟が必要と積

算されている.国家的な財政悪化により今後の資金

調達が不透明さを増すなか，資金線保のための働き

かけを続けるとともに，セミナ一規模の制限，安{加

な開催地の選択，運営業務の分担などが対応策とし
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てA上にあがっているのが実態である.

5. おわりに

以上のように， NRNは大学が中心となり，まさに，

新内発的発展論を体現するものとして，試行錯誤の

なかで援関されてきた. このネットワーク組織の活

動は，地域の学潔ネットワークとして，義実に地域

の社会関係資本の醸成に寄与してきたといえる.

しかしながら，その一方で，新内発的発展論が目

指す新しいビジネスや研究課題と成果の創出は，

ネットワークのなかでの偶発伎に依存している傾向

は夜めない.広く浅くの関係だけでなく，対話を過

して，狭く深い関係の形成を促す仕組み，偶発性を

強化する仕組みの綴み込みが今後必要と思われる 5)

最後に，本家例のような農村地域における学習の

ためのネットワーク組織を， 日本および他国でも設

立運営する際の課題をき妥潔する.最も大きな課題は，

今回の事例と関様に，運議資金確保の問題である.

ネットワーク化をとおした新結合と学習を主民的と

する活動は短期的な評価が難しい.そのため，費用

対効果といった経済的な視点だけなく，地域に依拠

する学潔ネットワークを農村地域が備えるべき社会

資本として位置づけ，理解を得る努力も必要であろ

う.さらに， 臼本独自の課題は，ネットワーク組織

の新設でなく再編が必要となる点である.日本では，

行政等が主導して構築したネットワーク組織が，断

片化，形核化をともないながら農村地域を被ってい

る.学習ネットワークの創出の意義を明確にしなが

ら，ステークホルダーの協力を得て，その蒋編プロ

スセスをすすめることが求められる.また，本事例

でみたように，そのプロセスにおいて大学の果たす

べき役割は大きく，大学が中核機関として機能発揮

することによって新たな農村地域の学習ネットワー

クの構築が促されると考える.そうした点、を踏まえ，

今後の日本での実践的展開，それにともなう比較研

究をとおして，農村を支える地域学習ネットワーク

組織運営の仕組みを確立することが残された研究上

の課題である

注 1)地域課題を共有する北部3地域を対象としている

が会員登録の地主史的な制限はない. イベントでは，

ロンドン害事南部地域からの参加者も存主主する.

2) 文獄 [4J に~されるアンケート調至宝の結果による

3) アンケート調査結巣の詳細は，文献 [4Jを参照
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4)文献 [5Jp. 12を参照. CREにおいても地域支援

は主たる仕事でないという文脈で f我々はフル・

アカデミックjという言築を何度か耳にした.また，

資金と薬務の関係も炎筒では厳格である.たとえ

評価が高い取級であっても資金が切れれば停止さ

れるのが一級約であり， r継続jを前提とする日本

の公約補助とは異なる

5)現在おこなわれている個別のイベントにおいても，

設計の余地があると思われる.また，この問題は

外務との連携を強調する新内発約発展論そのもの

の漠笑的な弱みともいえる.具体的な活動露IJ発の

仕組みを実験的に取り入れ，検illEすることは，新

内発的発展論の浬論的発展への主主献にも警警がると

考えられる
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