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地域づくりを促す地域内の条件と外部支援の効果的活用のあり方
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I 背景・目的

過疎対策や農山村の再生が麗要視されるなか，関レベ

ルでもさまざまな施策が検討され，それに伴い，聞や地

方自治体では，新たな助成金等の制度を設けてきた。そ

うした制度の中には，多様な主体が応募できる提案型の

事業も含まれ，内閣府による「地方の元気再生事業j や

国土交通省のrw新たな公』によるコミュニティ再生事業J，

農林水産省の f農山漁村(ふるさと)地域力発掘支援モ

デル事業j などが例として挙げられる。それぞれの地域

では，地域づくりに関わる各主体が，これらの制度を活

用しつつ，地域の再生に資する活動を実践している。こ

うした実践のなかには，成功事fJIJもみられるものの，成

果が十分に発揮されていない事例も少なくない。とりわ

け，国の事業に関しては，十分な成果が発揮されていな

いことも一因で，民主党政権下での事業仕分けの対象と

され，議論の末，し、くつかの制度が廃止された。しかし

ながら，こうした議論では，成果についてのみ論じられ

ることが多く，助成金等の制度の活用が決定された時点、

での，対象地域内の地域づくりを可能にする基本要素が

どのような状況であったかについては，十分に議論され

ていない。

地域づくりを自的とじた助成金等の外部支援は，対象

地域内の閤有の状況に応じて，段階的に活用されること

で，地域全体としての課題の解決，ひいては地域全体と

しての持続的な発展につながると予想されるため，外部

支援投入時の対象地域内の状況を分析し，地域内の必婆

条件を一般化することは，今後の外部支援審査持の基準

を示すことにつながり，有用であると考える。

既往研究では，先行事例の成功要図の抽出を試みる研

究は多いが，外部支援が十分な成果を発揮しなかっ

例の分析を試みる研究は少ない。それゆえ，成果の発揮

を妨げた組害要因については十分に議論されていない。

地域づくりにおける外部支援のあり方については，山下

ら1)が行政との関係から，また遠藤ら 2)が段階に誌じた

支援という点から，エンパワーメント支援とパートナー

シップ支援の 2段階に分けて議論しているが，前者は特

定の集務という小さい園域での行政との関係に，また後

者は人的支援の段階にとどまっており， I日町村単位とい

ったより広い盤域での，複数の外部支援と，支援の受け

手となる複数の主体が絡まり合う状況での分析はなされ

ていない。福与町立，行政支援のあり方を，財政的支援

と人的支援に分けて議論しているが，これらは支援その

もののタイプによる院分であり，地域内の諸条件にr，tじ

た支援問的からの[K分は行っていない。さらに，後藤 4)

は，共発モデルとして，地域の内発的なカと地域外から

の介入との相互作用の重姿性を論じているが，地域外か

らの介入の具体的活用のあり方までは提案していない。

このような背景のもと，本研究では，外部支援が対象

地域全体としての発展につながっていないと見受けられ

る地域を謂笈対象地に選定し，地域内の屈有の状況と外

部支援の活用状況ならびにその成果を整理し，盟害要因

を分析することで，地域づくりを促す地域内の諸条件を

明らかにし，段階に応じた外部支援の効果的活用のあり

方を検討することを目的とする。

口 調査対象地の概況と分析の方法

1 謂査対象地の概況

本研究は，茨城県内では，早い時期から地域の活性化

に取り紐んできた茨城県常陸太田市の車美地区(I日豊美

村)を対象地域とする。里美地亘は，茨城県の最北部に

位置い総面積は約 120kllIで，その 8割以上を山林が占

める。!日里美村は， 1956年 9月に小里村と賀美村の合併

で成立し， 2004年 12月に水府村，金砂郷町とともに，

常控太関市に編入合併した。
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同地誌は過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地

域である。 1980年に「里美村過疎地域振興計画j を策定

し，以後，過疎対策に取り組んで‘きたが，人口減少に歯

止めはかからず，同計画策定時には 5，000人を超えてい

た人口も， 2012年 l月時点では 3，869人にまで減少し，

ここ 10年でも 15%の減少がみられる。一方で，豊かな

自然や東京からの距離(約 150km)などを理由に，開地

区に移住して有機農業をはじめる若者らもいる。

2012年 1月時点、の高齢化率は， 35.9%で，ここ 10

で5ポイント上昇した。 2007年の調査 5)では， 2025年ま

でに高齢化率が 50%を超える地域とされている。

2 分析の方法

本研究では，まず，公開資料に基づき，里美地院の状

況と里美地区での外部支援(助成金等の制度)の活用状

況を把撮し，次いで，里美地区の現状と外部支援による

効果を確認するために， 2012年 2月に開き取り調査を 2

度実施した。ヒアリング対象者は，里美地庄内で，外部

支援の受け手となっている主体，ならびに第 l回開き取

り調査で地域づくりに取り組む主体として，名前が挙が

った主体から選定した。主なヒアリング項目とヒアリン

グ対象者を表 1に示す。

表 1 ヒアリング項目とヒアリング対象者

Table 1 lnterview ltems and lnterviewees 

[地区の状況についてi
①地区の現状，②地区内の取緩み，③地区のどジョン

{翁らの活動について}

①活動内容・課題，②設立の管長・図的，③役員・会員の者寿成，

③助成金等の外部資金の活用lこヨきった背景とその成果

[地区内の他の主体の活動について}

①他の主体の取組みへの関与/他の主体の取緩みに対する評価，

②他の主体とのi獲携状況

ヒアジン

9名 (A:役場職員， B地域おこし協力隊， C:商工会職員， D市民団

体隣係者， E:市民団体関係者， F:町会長， (役場職員 OB)，G:町会長，

(市民団体関係者，公社理主主事)，百町会長， I:Uターン経営者)

これらの調査から得られた情報をもとに， III主義の 1で，

対象地域内の国有の状況について，地域づくりを可能に

する基本姿素である， (1)地域づくりの方向性を示すf関

連施策J，(2)地域づくりのための投入財となる f地域

資源J，ならびに(3 )地域づくりを動かす f地域づくり

の主体j の 3点から整理する。次いで、 2で，地域づく

りの主体がどのような外部支援を活用し，その結果，ど

のような効果や課題が生じているかを整壊する。本文中

のカッコ内のアノレファベットは， どのヒアリング対象者

から得られた情報を根拠としているかを示す。記載がな

い場合は，既存の公開資料から得られた情報である。 IV
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主きでは，これらの調査結果から抽出される諜題を，先行

研究に照合させながら分析し V章で，外部支援の効果

的活用のあり方について結論を述べる。

III 調査結果

1 里美地区内の状況

(1)関連施策

旧里美村の振興計闘は， 1976年以降， 10年毎に策定さ

れてきた。 1997年 3月策定の第 3次畏美村振興計画が合

併前の最後の計画で，環境・産業・教育・福祉分野を幅

広くカバーする内容であった。品部 6)は，里美地区での

地域づくりに向けた取組みは， 1980年発足の高齢者生産

活動センターと 1986年開設の生産物直売所(事業主体:

里美村農協)にはじまるとしており，こうした動きを踏

まえ， 1990年に策定されたのが f観光農業振興計画Jで

ある。開計調では，農林水産物の流通，続光農関， 1首治・

レジャー，体験活動の 4つを軸としていた。

合併後は，合併協議会が策定した「合併まちづくり計

画J(2004・2013年対象)のもとで，地域づくりが進めら

れ， 2007年には，常陸太田市全体の施策である「常陸太

閤市第 5次総合計画J(2007嶋2016年対象)が， 2010年に

は，同市内の過諜指定地域ClB金砂郷町・旧水府村・!日

里美村)のみを対象とした f常陸太田市過諜地域自立促

進計画J(2010・2015年対象)も策定されたが，里美地区

のみを対象とした施策や計甑は存夜しない (A，O，F)。

( 2) 地域資源、・観光施設・イベント

里美地思は，豊かな自然に恵まれた地域で，北部には

畏美牧場，南部には様)11温泉や大菅温泉など，地域に根

づいた自然資源、を有する。こうした自然資源に加え，昨

今の新たな観光施設・イベントして，以下が挙げられる。

表 2里美地区の観光施設/イベントの標設状況

τable 2 Tourist Facilities and Events in Satomi District 

1986 I r累美村生産物直売所j オープン

1988 I第 1図かかし祭り際催 A 

ゆ91 Iクリスト・アンプレラ展開催 A 

1却9.Q..........LJ害。 l民主主役貫道-{/Vミ*て:之三:.--*手持{髭 ... 
2001 I r里美ふれあい館j オープン

...(土イベント

これらは交流人口の増大に貢献してきた。かかし祭り

は， 2011年で 24回隠を迎え，里美地Eを最も販わすイ

ベントに成長した。しかし，交流入口の増大，ひいては

地域の発展を促す「手段Jとして始まったイベントが，

現在では，開催自体が「目的j となっており，イベント



の開催による効果を，いかにして地域全体としての発展

につなげるかについては議論されていなし、(C)。

( 3)地域づくりの主体

(i) 行政

合併前の|臼里美村では企画課を中心に行政主導で地域

づくりが進められてきた。村の規模がノトさく，役場職員

の村民としての意識も高かったため，行政と住民の距離

が近く，行政主導での地域運営が可能であったnn。合併

後は，支所として里美企踊総務課や豊美産業建設課が置

かれているが，その権限は限られており，職員と地域住

民との距離も広がるなか，支所が同地症の地域づくりの

中心的役割を拐うことは難しくなった(A，D，G)。

合併前は，住民代表も委員に含まれる f地域活性化対

策委員会j が，村の開発策や将来像について議論される

場とされていた。問委員会は第 3次里美村援興計額の策

定過程にあった 1996年度には6聞の会合を開催している。

合併後は，市町村の合併の特例に関する法律に基づいて，

「里美地区地域審議会j が設置されているが，年に 1~3

回開催されるのみで，議案件数も年間 1~3 件と少なく，

活動状況や成果は，住民の間では認識されていなし、(F)。

(i i) 財)里美ふるさと振興公社

1991年に農林業を主軸に，地域おこしについてそ

の先導的役割を担い，農村文化の向上と経済の活性化を

回り，もって福祉の増進と生活環境改善の推進により，

豊かな地域づくりに寄与すること」を目的に， (財)

ふるさと振興公社(以下，公社)が村の出資のもと，設

立された。第 3次里美村振興計画では，公社の育成・強

化が目指されたが，とりわけ合併後は，人的資源、の制約

もあり，地域づくりにむけた積極的な取組みの実践より，

むしろ指定管理者として，地区内の公共施設を運営・管

理することが主婆な業務となっている(A，D，G)。

(iii) 自治会/町会

同士也監は 9町会からなる。合併前は役場の下に f自治

会Jが置かれる一層の制度であったが，合併後に町会制

度が導入され，市役所の下に「町会J，その下に「班jが

置かれる二層の制度となった。町会の規模は 50世帯前後

から 200世帯前後で，その大きさにはばらつきがある。

また，行事の内容や役員会の構成も町会ごとに異なり，

活動の実議や積極性には温度差がある(D，F，G司向。

各町内には，長男会や消防団，婦人会，食生活改善推

進員による協議会などの組織もあり，これらには，全国

ネットワークに属するものもある。年に数回，町会長協

議会が開催されるが，行政からの事務連絡が主な尽的で，

地区の課題や将来ビジョンについては議論されなし、(円。

(i v) 市民団体等

問地区で活動する市民団体は，大きく二つに分けられ

る。ひとつは，補助金の受け血として，行政主導で作ら

れた田体で，もうひとつは共通の関心事のために自発的

に形成された出体である。前者では，事務局の連絡先が

役場に置かれ，申 も役場職員が起案した上で，事

業を実焔してきており，団体が主体的に活動を継続でき

るような人材育成にはカ点、が置かれてこなかった。よっ

て，当初予定の活動終了後は休眠状態にある屈体も少な

くない(A，D)。後者は，主体的に活動しているものの，間

体問での連携は少なく，団体関でも，また地域住民の間

でもそれぞれの団体の存在や活動内容が十分に把握され

ておらず，地域住民の巻き込みが弱い(D，E，F，G，I)。

その他，街工会や物産会， JAなどが地域づくりを担う

主体として挙げられるが，それぞれの組織の広域合併に

より，組織内の意思決定権が里美地区から離れており，

盟美地区のみを対象とした新たな活動の実施や他の主体

との連携が，難しくなっている(Aヲc)。

2 外部支援(助成金等の制度)の活用状況

まず，地域振興の先駆けとなった高齢者生産活動セン

ターと生産物直売所は，それぞれi日国土庁の高齢者生産

活動センター建設モデル事業，農林水産省の第三期山村

振興農林漁業対策事業補助金を活用して発足した。観光

農業振興計画策定後は，例えば，道の駅は農林水産省と

国土交通省の補助事業を，里美ふれあい館は茨城県の新

しいふるさと創造事業を活用するなど，外部資金を得な

がら，言十頭を進めてきた。 2000年には，国土交通省のリ

ゾート整備アドバイザーも受け入れた。こうした事業は，

地区内の観光拠点、の確立に愛献してきた。

2008年度以降は，国レベノレの支援策が大きな転換期を

迎え，新しし、かたちでの地域再生事業が展開されている。

小間切 7)は，変化の方向性のーっとして， i多様な主体対

応型事業Jを指摘しており，盟美地区でも，前述したさ

まぎまな主体が新しいかたちの事業を活用している。

2008年度以降の主な事業を(g]1に整理する 1102)

常陸太田市全体を対象とした総務省 f頑張る地方応援

プログラムj を活用した事業から，里美地区全体を対象

とした内閣府 f地方の元気再生事業J，町会レベルを対象

とした閤土交通省 ii新たな公Jによるコミュニティ創生

モデルJ，さらに市民団体を対象とした常陸太間市による

市民提案型まちづくり事業の活用など，さまざまな層の

主体が助成金等の制度を活用している。一方で，例えば，

「地域食材を活用した「レインボーピネガー物語j 創出

プロジェクトJと「盟美に根づこうプロジェクトj は，

共にどジネスモデルの構築・地域産品のブランド化を目

指しているが，それらの事業聞での経験の共有や連携は

確認されない。また，これらの事業の効果について確認
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すると知らなしリ「特になしリといった答えが返って

くるなど，その波及効果も限定的である(A，E，F，G)。

2007年に里)1/町会において f維持・存続が危ぶまれる

集落の新たな地域運営と資源活用に関する方策検討調査j

の中で，また 2009年に上深萩大菅町会ilo:llにおいて fわ

がまち地元学事業Jの中で実施された住民参加型のワー

クショップ(以下， WS)は，その後の f鳥追しリ行事の

復活や菅のあそびを体験するイベントの実施，町内の案

内板の設置など，具体的な活動の実践につながっている

(F‘G)。一方で，こうした ws実施への関心を確認すると，

「関心がないJi難ししリなどの答えが得られ(E，H)，

のところ，その他の町会に拡がる兆しは見られなし、(G)。

このような中， 2011年度より，総務省の地域活性化事

業の一環として活動している地域おこし協力隊は，異な

る主体が各々に実践する活動に自らが参加・協力する，

あるいはさまざまな主体が参加できる f里美の日 j を企

画するなど，間体や町会の枠にとらわれることなく，横

断的に活動しており，今後の動向が期待される(8，0，G，I)。

IV 考察(調査結果の分析)

1 問題提起

上記の調査結果から，里美地区には豊富な地域資源が

あり，地域づくりに取り組むさまざまな主体が存在し，

個々の主体が助成金等の制度を活用しながら事業を実践

.. ，za
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体の活動内容が認識されていない，住民を十分に巻き込

んでいない，事業の効果が限られた範囲内にとどまって

いる，活動が周辺地域に拡がらないなどの課題も確認さ

れ，このことは各々の活動が申請主体の活動の進展にと

どまり，里美地区全体としての課題解決に向けた取組み

にはつながっていないことを示唆しているiIヘ

2 調査結果の分析の視点

地区全体としての総合的な取組みを眠害している要臨

を，既往研究で抽出された地域づくりの成功要因に照合

させながら， i主体性J，iピジョンJ，iコーディネート機

能j の3つの視点から分析する。ある地域で成功婆国と

して抽出された要素が別の地域で阻害要因となっている

のであれば，そうした要素は地域づくりにおける必要条

件として一般化できる。

3 謂査結果に基づく論点整理

( 1 )住民の主体性

山下らJ)は，京都府舞鶴市杉山集落の事例を分析し，

地域の内発的発展を結実させた要因として行政の「まな

ざしJを指摘している。つまり，行政が直接かかわるの

ではなく，課題解決に資する仕組みを仕掛けるにとどま

ることで，内発的発展の素地ができるとしている。里美

地臨の場合は，合併時まで役場が中心となって地域づく

りを行ってきたため，住民の主体性が十分に育まれてこ

していることが明らかになった。一方で，それぞれの主 なかった。一部の市民団体が穣梅的に活動しているもの

2∞17̂"2∞型年度総務省「頑張る地方応援プログラム の， 住民を十分に巻き込んだ活動に

z∞8年度総務省・地域人材カ到主化事業
地域魁造アドバイザー派遣

2010年度ふるさと獄図・地域再生自富士聖護備事業

すま史51活摘したM ンボーピネガー(気のあ繍j創出| て実施した車J11町会や上深萩大菅町

:鍵繍 2011，2012年度総務省蹴おこし協力隊 一

2∞9年度内閣府・地方の元気湾生事業
f望奨に根づこうブロジェウト~地域自立lI:1のコミュニティピジ
ネスモデルの事業化・人材育成事業-J(1，6∞万円 具体的な活動の実践につながってい
(実経母体(財H霊祭ふるさと援興公社)

2∞乱09，10年度護林水産省・悶舎で自動音隊

2011年度農林水遊雀f童と地擦の縛づ〈り被災地緊急支援事
業j(150万円)

2009年度~常E章太沼市・わがまち地元学著書案

2αω年度常幾太lEïiï'f官民援護~まちづくり率鍵

2007年度霞土交遜省、農水省.総務省
r綾持・存続が危ぶまれる集落の新たな地域i華営と資綴活用
!こ概する方策後討議査j

2008.2009年度I!J土交通省・「新たな公jによるコミュニ子ィ鋭
生支援モデルf協働による元気な塁山づくり縫遂事業(2∞8

350万円、 2009:250方向)

201臼年度内爾府・地域連機笠防災j言動育成支援モデル事業
築港協定

題 1 黒美地区における補助事業の活用状況

Fig.l Subvention Utilized in Satomi District 
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は韮っていない。

こうした中，新たな制度を活用し

会での wsは地域住民の主体性を育

む形で実施されており，町会内での

る。今後は，こうした wsの実施を

他の町会に拡げ，いかにして住民の

主体的な活動の実践につなげるかを

検討する必要がある。この点につい

ては，後述の(3) でも論じる。

( 2) ピジョンの共有

里美村時代は，振興計画や観光農

業振興計画といった地思全体をカバ

ーする計厳があり，そのもとでさま

ざまな事業が推進されてきた。ハー

ド事業とソフト事業では成果の表れ

方が異なるものの，調和のとれた全

体計画のもとでの事業実施は，交流



人口の増大などを通じ，地域全体としての発燥に一定程

度貢献してきた。一方で、，合併後は里美地区全体をカバ

ーし，かつ問地院のみを対象とする全体計爾は存夜しな

い。さらに，地区全体の課題を議論し，ビジョンを共有

する機会や「場j も設けられていない。ゆえに，全体と

しての調和がないままに，各主体がそれぞれ目的を設定

し，事業を実施しているのが現状である。

地域の発展におけるビジョン共有の重要性は，内発的

発展論の中でも，これまでに議論されてきたことである。

福与勺丈高知県いの町の事例を分析し， I地域住民の意

思統ーができた段階で，必要な公費が必要なだけ投入さ

れれば地域は動く Jとしている。ここ う f地域住民

の意思統一Jはどジョンの共有を意味するであろう。

里美地区では，豊かな自然や温泉といった従来からの

自然資源に加え，車美村時代の事業で作られた観光拠点

やそれによって増大した交流人口もいまや貴重な地域資

源、である。こうした地域全体の資源を地域全体でどう活

用し，持続的な地域づくりをど行っていくのかを十分に議

論し，将来ビジョンを共有していくことで，主体間での

調和のとれた活動の実施が可能になる。そのためには，

まずは地域住民の設もが参加でき，地域の課題を議論で

きる f場j づくりが必要で、あろう。

( 3) コーディネート機能

IB里美村では，役場が地域づくりをコーディネートし，

意思決定を行う主体でもあったが，合併後はそうした機

能を担う主体が空洞化している。調査時点では，公社が

里美地区全体をカバーする唯一の主体であるが，かつて

役場が担っていたような意思決定につながるコーディネ

ート機能は担っていない。

市町村合併は，財政難などを理由に，余儀なく実施さ

れたが，合併後の自治体の規模が，地域づくりに適した

規模とは限らない。住民と行政との距離が広がるなか，

団体自治を補完するかたちで，全国で新たなコミュニテ

ィ組織が形成されてきており，例えば，広島県安芸高田

市では「連合会J，新潟県上越市では f地域協議会Jとい

ったコーディネート機能を有する組織を，平成の大合併

以前の!日町村単位に設置することで，旧町村単位での課

題を発見し，その解決に向けて取り組める仕組みを作っ

ている。このことは， 総務省 8)で提案されている f地域

協働体」の考えとも合致し，その役割には，支援の受け

皿となり，その活用を総合調整することも含まれている。

里美地区においても，意思決定につながるコーディネ

ート機能を再構築することで，住民がより主体的に地域

の課題に取り組むことができるようになり，さらには各

主体による補助金等の制度の活用に調和や整合性がない，

主体聞での連携が少ない，活動内容が周知されていない，

活動が町会や団体の枠を超えて拡がらないなどの問題が

解決されることが期待される。盟美地区の場合は，既存

の公社に，コーディネート機能を抱わせることも可能で

あろう。そのためには，まずは人的資源の強化を目的と

した財政的支援や組織づくりのためのアドバイザ一派遣

などの人的支援が有効であろう。

V 結論

地域づくりを目的とした助成金等の外部支援は，対象

地域内の間有の状況に応じて，段時的に活用されること

で，地域全体としての課題の解決，ひいては地域全体と

しての持続的な発展につながるという仮説に基づき，里

美地院の現状を整理・分析した。結論は次の通りである。

に，里美地底全体としての発展の陸害要国として，

住民の主体性の欠如，ビジョンの未共有，コーディネー

ト機能の空稿化の 3点、を指摘した。こうした要素は，地

域づくりを促す地域内の必要条件であり，地域づくりの

ための地域内の土台の構成要素の一部であると言える。

土台が形成されることで，地域が抱える諜題の解決を目

的とした複数の主体による調和のとれた事業実施が可能

となり，ひいては地域全体としての発展につながる。

第二に，このことは，地域づくりにおける外部支援が，

地域内の条件を整えるための支援(土台形成支援)と具

体的な活動実施のための支援(活動実施支援)の大きく

2段暗に思分できる(図 2)ことを示唆する。これらを既

往研究での人的支援と財政的支援の区分と統合すると，

閤 3のように整理される。

(ビジョンの共有，

r-o-d-o---i :~~主体が各々!こ活動
~ 2 地域の発浸段階と外部支援

Fig. 2 Local Development and External Support 

土台形成支援

匿 3 外部支援の区分

Fig. 3 Classification ofεxternal S叩 port
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第三に，地域内の諸条件を助成金等の外部支援の審査

基準に取り込むことを提案する。地域内の諸条件を，審

査における評価基準項目のーっとすることで，地域の閤

有の状況に応じた適切な支援体系の決定が可能となり，

このことは，外部支援の効果的な活用につながる。

本稿で抽出した地域内の条件は，地域づくりを促す地

域内の必要条件である。今後は， {I也の事例を調査するこ

とで，そのほかの条件も抽出し，地域内の土台の構成要

素をより明確にしていく必要がある。また本稿では，持

続的な地域づくりにおいて不可欠である利益を生み出す

経済的事業，すなわち市場とのつながりについては論じ

なかったがilへ市場との関係からも事例調査をし，地域

づくりにおける市場の役割や 補助事業と市場との相乗

効果についても検証していくこととしたい。

注

注 1)第 2次里美村振興計画では住民が参加する行

政Jが白指され，第 3次里美村振興計画策定時に

は，村民からの意見聴取(懇談会やアンケート)

も実施されたが，それらは， Arnstein 9)が参加のは

しごで言う f形式j参加の段階 (Consultation(意

見聴取)または Placation(懐柔))にあたり，住

民の f主体的な」参加とは異なる。

注 2) r維持・存続が危ぶまれる集落の新たな地域運営

と資源活用に関する方策検討調査j は 2007

に実施された事業であるが，問事業での WSで作

成したアクションプランをもとに， r r新たな公J

によるコミュニティ創生支援モデルJが言十随・申

請されたため，閣に含めた。

注 3)上深萩大菅町会では，持続性を確保するために，

町会とは別に fお宝さがし実行委員会Jを設寵し

て，事業を実施しているが，対象地域は町会がカ

ノくーする地域と同じである。

注 4)各主体の連携による地域一体となった取組みの必

要性は，地域汚性化統合本部の「里美に根づこう

プロジェクトj 評価シートでも指摘されている。

注 5)里美地区では，例えば， 2002年に役場の働きかけ

で結成された市民問体が，県北オリジナル品種の

花豆 f常陸大泉Jを軸とした生産・加工・叛売に

取り組んできたが，調査時点、では，地域の活性化

につながる産業には成長していない。販路の開拓

が課題であったが，県主催の商談会が功を奏し，

2012年には都内での販売もはじまっている。
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Summary: This study aims to c1arify the relationship between the local conditions that enab1e the 10cal development and the 

external supports. The external supports for the local development function effectively， only when they are utilized in the resp巴ct

of the local situation. In the case of Satomi District， lacks of the local resident's initiative， shared vision and coordination are 

identified as the factors that inhibit the local development. These three are the necess註ryconditions that form the foundation for 

the local development and they n巴edto be fulfilled before receiving the external supports to execute the activity. 
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