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小規模都市における地域おこし協力隊の特性と今後の展望 

―北海道Ａ市を事例として― 

Characteristics of Community-Reactivating Cooperator Squad in 

Small Cities and Future Prospect 

 

西浦 功 

NISHIURA Isao 

 

The purpose of community-reactivating cooperator squad project 

is inviting the talented people outside the area positively and aiming 

at its settlement and fixing. However, these days, it follows on 

increasing that the small cities which does not have a margin in 

finances employs them, and it seems that their characteristic is 

changing gradually. 

So, in this paper, their enlistment circumstances, work content, 

and the settlement intention after expiration of the term were 

analyzed and considered through the interview survey to the 

community-reactivating cooperator squad members of A city, 

Hokkaido prefecture. 

Investigation showed the following that (1) they did not have a 

strong prejudice to the new place of work or the cooperator squad 

before enlistment. (2) It is not necessarily adhering to settlement to 

the new place of worh after expiration of the term. (3) On the other 

hand, own business is tackled positively.  

Cooperator squad members of a smal cities like them has a 

special feature as a "nomade worker" who wanders around the 

opportunity of various careers. So, it considered as the conclusion 
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that the bail-out package to them who were conscious of such the 

characteristic was required. 

 

１．はじめに 

 開発主義的な地域再生に対する反省から、地域活性化施策のトレンド

が補助金から「補助人」（小田切 2014）へと変化している今日、特に地

域活性化の鍵となっている事業のひとつが地域おこし協力隊である。 

地域おこし協力隊（以下「協力隊」）とは、地方自治体の委嘱を受けて、

地域で生活しつつ、農林漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の生活

支援などの各種の地域協力活動に従事する取り組みのことを指す。協力

隊はかつては衰退した農山村集落の再興の担い手として活躍したが、近

年では深刻な財政危機に陥っている小規模都市において、安上がりの行

政支援人材として雇用されるケースが増えている。従来の協力隊員を集

落型と例えるとするならば、近年のこうした協力隊員は「都市型」と例

えてもよいかもしれない。 

協力隊が単なるマンパワーの補完に終わるのではなく、彼らを小規模

都市における地域活性化に有効に活用するには、前段階として非農山村

地区における地域おこし協力隊の実態把握が必要である。そこで本稿で

は、筆者のゼミの 2019 年度フィールドワーク報告を兼ねて、北海道 A

市の地域おこし協力隊員への取材を通して明らかになった、小規模都市

における協力隊の現状と課題、及び今後の展望について考察したい。 

 

２．地域おこし協力隊に関する先行研究 

２－１ 地域人材サポート事業の歴史的経緯 

 日本では 1980 年代に至るまで、各種の開発主義的な施策のもとで、

いかに大企業の工場を誘致するかという側面から「地域の再生」が図ら

れてきた。しかし、不況に伴う工場の撤退をはじめ企業進出が必ずしも
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地域経済を潤さないことが明らかになり、開発主義政策の限界が表面化

した。また 2014(平成 26)年には、いわゆる「増田レポート」に代表され

る地方自治体消滅論のもと、維持が困難で非効率な農山村は整理すべき

であるという「農村たたみ論」も散見される中、地域住民が主体となっ

て各種の地域資源を活用することを通じて、地域活性化の可能性が見い

だせるのではないかという主張が注目されるようになった。いわゆる内

発的発展論である。 

 補助金ではなく人材活用と地方への移住政策が必要であるという主張

からは、やがて農山村の良さを都市住民にもっと知ってもらおうという

活動が生じた。1990 年代から各所で小規模な都市農村交流事業が始まり、

これが発展する形で 1994(平成 6)年からは NPO 法人地球緑化センター

による「緑のふるさと協力隊」がスタートした。また旧国土庁は 1996(平

成 8)年から「地域づくりインターン事業」をスタートし、農村再生の志

のある若者を農村に派遣するこれらの制度は徐々に軌道に乗り始めた。

主に若者層を想定したこのような都市農村交流が、2000 年代の一連の地

域おこし施策の背景にある(田口 2016b)。 

 2008(平成 20)年度に農林水産省の「田舎で働き隊」が事業化され、ま

た同年には「集落支援員」が制度化され各地に配置されたのが、上記政

策の全国事業化の走りとなった。こうして翌年の 2009(平成 21)年に始ま

ったのが、地域おこし協力隊である（１）。 

 

２－２ 地域おこし協力隊の基本的性格 

 全国の自治体が隊員を委嘱し、国がその運営費の一部を補助する地域

おこし協力隊事業は、総務省の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づい

て運用されている。2009(平成 21)年 3 月末に総務省から通知された要綱

では、協力隊制度の主旨や概要をはじめ、協力隊員の要件（２）、協力隊

員が担う地域協力活動の具体例が記されているが、同要綱はその後何度
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も改正が加えられている。 

 まず 2013(平成 25)年の改正では、①地方自治体の主体性を明示するた

め、地方自治体自身で設置要綱を策定することが定められたほか、NPO

法人や大学の事業を「活用する」のではなく「連携する」へと表記が変

わった。さらに、②協力隊員の任期が終了した者でも住民票が赴任地へ

移っている場合に協力隊員を委嘱できることや、③隊員が従事する具体

的活動として、イベント応援、地域ブランドの開発、空き店舗活用等、

一連の地域おこし支援活動が追記された。特に上記③に注目すると、当

初農山村の再興を目指していた一連の地域支援事業が、より広く自治体

の地域おこし支援へと対象を広げる転換点をそこに見出すことができる。 

 このような地域おこし支援の側面は、その後の改正によって強化され

る。続く 2014(平成 26)年の改正では、国からの財政措置として、任期満

了 1 年以内に元隊員が赴任地で起業する場合には、1 人当たり 100 万円

を上限として財政補助することが定められ、設備、備品、土地貸借費等

の起業経費の支援が可能となった。また 2017(平成 29)年には、隊員本人

が専門性の高いスキルを有する場合や条件不利地で活動する場合の報償

費の上限が従来の 200 万円から 250 万円に上積みされた。さらに

2018(平成 30)年には地域住民の事業継承が財政支援の対象となり、翌

2019(令和元)年改正を通じて外国青年招致事業を修了した者を協力隊員

として委嘱することも可能になった（３）。 

以上の一連の要綱改正からは、協力隊員が任期満了後に赴任地で起業

することを促す政策側の意図を読み取ることができる。地域おこし協力

隊に代表される地域人材サポート事業の目的が狭義の農山村支援から広

く過疎地域に対する地域おこし支援へと変化していることを、改めてこ

こで確認しておきたい。
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２－３ 地域おこし協力隊の普及状況 

 全国の協力隊員数の推移をみると、事業開始初年度である 2009(平成

21)年度は実施自治体数 31、隊員数 89 名であったが、2014(平成 26)年

に当時の首相が隊員数を 3 倍に増やすと発言して以降隊員数は急増し、

2018(平成 30)年度現在、11 都道府県および 1050 市町村にて計 5,359 人

の隊員が活躍している（４）。 

 ここで北海道の都市における普及状況に目を向ける。現在北海道には

35 の市があるが、そのうち 28 市が地域おこし協力隊員を委嘱している

（2018 年度現在）。この 28 市の 7 割に相当する 19 市が「3 大都市圏外

一部条件不利地域」に該当しており、町村にとどまらず道内の多くの都

市が地域おこし協力隊の派遣対象であることが背景にある（５）。 

特に旧産炭都市を多く抱える空知管内では、三笠市(15 人)を筆頭に、

夕張市(13 人)、砂川市(6 人)、美唄市(5 人)等(2018 年度現在)、全ての市

で地域おこし協力隊員を委嘱しており、これらの都市の活性化を支える

上で協力隊員が欠かせない存在であることがわかる（６）。 
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 また、事業開始間もない 2010(平成 22)年度には道内都市で協力隊を委

嘱したのは 2 市のみであったが、2013(平成 25)年度には委嘱都市数が 9

市へ増加し、さらに翌 2014(平成 26)年度は 14 市、2015(平成 27)年度に

は 21 市へと急増した（図１）。おりしも 2014(平成 26)年は、いわゆる

「増田レポート」が発表され市町村消滅論が世間をにぎわせた一年であ

り、このような背景が地域おこし協力隊が町村のみならず都市にも活躍

の場を広げる一つのきっかけとなったことが伺える。 

 

２－４ 地域人材サポート事業研究の近年の動向 

地域おこし協力隊事業が開始してから 10 年が経過し、同事業を含む

地域サポート人材事業に関する先行研究は近年急増している。その内容

は大まかに①自治体を対象としたもの、②地域住民を対象としたもの、

③地域サポート人材を対象としたもの、④中間支援組織の果たすべき役

割に関する研究群に大別できるが(桒原・中島 2016)、特に多く見られる

のが、赴任地への協力隊員の定住や隊員の活動成果を高める上での促進

要因／阻害要因を見出そうとする研究である（７）。 

これらの研究の主な知見として、地域サポート人材と地域住民とのミ

スマッチを防ぐことの重要性が指摘される一方、隊員の活動停滞や赴任

地からの退出をもたらす要因に深く踏み込んだ分析は少ない(桒原・中島

2016)。また後述するように、協力隊員の多様性に注目しつつ協力隊の

意義を再考すべきとの指摘も近年目立っている。協力隊の活躍の場が農

山村から都市へ広がりつつあるという本稿の問題関心をふまえつつ、先

行研究を概観したい。 
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２－４－１ 地域おこし協力隊の分類 

 「地域おこし協力隊」と一口に言っても、隊員本人の身分や従事する

業務内容は実に様々である。彼らの所属は大まかに①自治体職員である

が行政事務には従事しない場合、②自治体組織の中で行政業務を行う場

合、③自治体以外の団体に所属して活動を行う場合の三つがあり、また

①職員代替型、②開業・就業準備型、③業務遂行期待型の三つの活動パ

ターンがある (沼倉・今井・敷田 2015a；2015b)。地域おこし協力隊事

業のねらいとして隊員の赴任地への定住が強調されることが多いものの、

その面で同事業が機能しているかどうかを検証するには、まず身分や業

務内容の相違によって生じる、各隊員の動機づけや赴任地への意識の違

いに目を向ける必要があろう。 

 さらに全国の協力隊員を対象とした調査からは、協力隊員の特性が制

度導入当初から変化していることが指摘されている。平井・曽我(2018)

によれば、協力隊事業が始まった当初 3 年間は特定地域を対象とする業

務の隊員が 4 割～5 割を占めていたのに対し、2012(平成 24)年度以降は

市町村全域に関わる業務を対象とする隊員が常に 4 割程度を占めるよう

になったという(平井・曽我 2018：279)。また近年では、国の補助を当

て込んで、協力隊員を臨時雇用や非常勤職員と同様に扱う例も増えてい

る (平井・曽我 2018：280)。ここから伺えるのは、農山村に根付いて集

落の再興に励む地域志向の隊員が背景に退く一方、過疎自治体の財政逼

迫の事情から協力隊としての業務や自分のキャリアを発揮することを目

的とする「自己志向の隊員」(平井・曽我 2018：283)が前景化しつつあ

る協力隊の実態である（７）。 

こうした協力隊員の質の変化とともに、協力隊員の新たな類型化の試

みもなされている。例えば図司直也は山梨県の協力隊員への調査等に基

づき、隊員の動機づけの面に注目しつつ「田舎暮らし志向型」及び「開

業・起業志向型」(図司 2013)、あるいは「居場所探し志向」及び「仕事
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起こし志向」(図司 2014)に類型化する。また桑原・中島(2018)は、彼ら

の志望理由に注目しつつ、田舎で心身を休めたい等の「田舎暮らし志向

型」、過疎問題の解決に携わりたい等の「地域おこし志向型」、地域おこ

しの現場を勉強したい等の「学修志向型」の 3 つに類型化する。後ほど

協力隊員の分析を行う際に、このような協力隊員の「立ち位置の違い」

を参照したい。 

 

２－４－２ 地域おこし協力隊と定住志向 

 協力隊の要綱に謳われているように、同事業の主たる目的は都会の若

者を過疎地域に定住させ、地域サポート人材として有効に機能させるこ

とである。では、どのような要因が協力隊員の定住化の過程に大きく作

用するのであろうか。 

この分野の代表的研究者である桒原良樹・中島正裕が主張するのは、

協力隊員と地域住民とのインフォーマル関係の有無が定住プロセスに大

きく影響を及ぼすという点である。 

桒原・中島(2014)は、ふるさと協力隊の前身のひとつである「緑のふ

るさと協力隊」（８）隊員の事例分析を通じて、彼らが定住過程において、

地域住民との交友関係を形成し地域への愛着を醸成する心理面のプロセ

スと、地域住民との信頼関係構築を通じて就職支援を得る就業面のプロ

セスが大きく作用していると指摘した。また桒原・中島(2018)は、各隊

員の持つ志向性によって、彼らが他出する理由や彼らが周囲と取り結ぶ

インフォーマル関係の特性が大きく異なることを示した。具体的には、

①「学習志向」および「田舎暮らし志向」の隊員はそもそも地域住民と

の関係づくりが乏しく、また②「地域おこし志向型」の隊員は地域住民

とのインフォーマル関係を通じて積極的に活動展開するものの、地域住

民との軋轢によって他出を余儀なくされるという違いである。さらに桒

原・中島(2019)は、協力隊員が地域住民との間にインフォーマルな関係
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を構築する上での阻害要因として、①地域住民との意思疎通の困難、②

隊員の住居が地域住民の居住地域と離れていること、③地域住民との生

活スタイルの不一致の三点を挙げている。 

これらの阻害要因を解消するためには自治体や地域住民側の理解が重

要となる。甲斐田・三好(2019)は隊員本人の資質のほか、自治体側の定

住対策の度合いや地域の人々の受け入れ態勢が隊員の定住にとって大き

なポイントであり、特に地域住民の側にどれだけ地域おこしの意欲があ

るかが協力隊員に大きな影響を及ぼすことを指摘している。 

 

２－４－３ 新たな協力隊員像の模索 

 前節で述べたように、協力隊員と地域住民との協働を促すことが協力

隊制度の成果に大きく寄与する一方、自治体側の事情の変化、そして協

力隊員の多様化が進んでいる状況下で、専ら隊員の定住に限定して協力

隊のあり方を論ずるのは一面的であるように思われる。そこで、地域お

こし協力隊の意義の再考を主題とした既存研究を次に概観してみたい。 

 井戸聡は地域おこし協力隊を担う層を「地方志向の若者」と位置づけ

つつ、彼らがどのような経緯や動機で協力隊員になるかについての枠組

みを整理しつつ課題を考察している。その中で、地域おこし協力隊が移

住促進策として注目されるあまり、なぜ彼らが協力隊員になる道を選ん

だかという当事者視点からの問題化がこれまでなされてこなかった点を

批判し、協力隊員たちの語りの中から彼らの地方移住の動機や各自の抱

える課題の多様性を見出している(井戸 2016)。 

 また笹川貴吏子は、地域づくりにおける外部者の成長過程が農山村の

問題解決に貢献するという小田切(2014)の指摘をふまえつつ、協力隊員

の／協力隊員による地域の質的変化から協力隊事業の是非を判断すべき

であるという観点から、協力隊員の任期中の心的状況の変化をとらえ現

場の課題を見出そうとする（笹川 2017；笹川ら 2018）。一方で平井太郎
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は、ある協力隊員の自然農法へのこだわりが病害虫による被害等のリス

クを慮る地域住民の意向と対立した例を挙げ、移住者を増やすという外

在的指標がひとり歩きすることで「地域」が積極的に語られず外部者個

人のライフスタイルに論点が横滑りする危険性を指摘する(平井 2015)。 

２－４節でも触れた「協力隊員と地域住民との協働の重要性」が、地

域住民の「もてなし疲れ」に帰結しないためには、これらの批判的視点

を生かしつつ、協力隊員と地域住民の双方に目を向けつつ、両者への理

解を深める必要があろう。 

 

２－４－４ 地域おこし協力隊と「よそ者効果」 

地域活性化の法則のひとつとして引用されることの多い「よそ者・若

者・バカ者」論のように、外部者が地域に良い効果をもたらすという指

摘は、協力隊研究にもしばしば見受けられる。ここでいう「よそ者効果」

とは具体的にはどのような効果を指すのであろうか。 

隊員の持つ専門技能が地域活性化に役立つ点に加え、地域住民が気づ

きにくい地域の魅力に協力隊員が気づいてくれるという「鏡効果」 (藤

田 2013)、また地域の停滞した雰囲気に「新しい風」を吹き込む役割(沼

倉・今井・敷田 2015b)等々、よそ者効果は様々な面から描かれている。

敷田麻実はこのような「よそ者」としての協力隊のはたらきを、①技術

や技能などの地域への移入、②創造性の励起や地域の持つ知識の表出支

援、③地域の変容促進、④しがらみから離脱した問題解決の四つに整理

している(敷田 2009)。 

 このように協力隊員の存在をポジティブにとらえる一方で、先述の平

井(2015)が指摘するように協力隊員と地域住民との軋轢が生まれる構造

についても我々は自覚的である必要がある。農村が都市住民から観光の

対象として取り上げられる等、農村が消費主義的・政策的観点からもっ

ぱら切り取られ評価されるリスクがあることは農村計画学の分野でかね
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てから指摘されており（９）、いわばこの矛盾の矢面に立たされる地域お

こし協力隊がどのようなスタンスでこの問題に対処すべきかという点も

重要な研究課題である。 

敷田麻実は、協力隊員には、①あえて専門性に徹さないスタンス（ハ

ーフシフト）や、②（よそ者の役割を十全に果たすため）地域になじみ

切らない距離感が求められることから、協力隊員を「育てるアプローチ」

の必要性を指摘する(沼倉・今井・敷田 2015c)。こうした本質論と結び

つけつつ協力隊員の支援策を検討することが今後さらに必要とされよう。 

 

３．研究方法 

３－１ 調査の概要 

 2019 年度、筆者および専門ゼミ履修生 7 名は、北海道空知地区にあ

る A 市をフィールドとして、A 市の地域活性化をテーマに、地域住民の

方や地域おこし活動の当事者の方々へ聴き取り調査を実施した。 

 A 市は空知地区の中央部に位置する旧産炭都市のひとつである。炭鉱

閉山後人口が最盛期から 3 分の 1 以下に減少する中で、炭鉱遺産や豊か

な農産品を通じて地域おこしを図っている。 

 2019 年 6 月末に実施した前期調査では、A 市内の旧炭住地域である

M 地区を訪問し、住民の方々へ生活上の困り事について取材した。この

取材対象者の一人であり、木製玩具を制作する工房の主人である X 氏か

ら、協力隊の支援を受けて木製玩具の展示や販売を行っている旨の証言

が得られたことを受け、後期調査では地域おこし協力隊の方々を対象と

して別途聴き取り調査を実施した。 

 A 市は、協力隊制度が始まって間もない 2010(平成 22)年度に 1 名の

協力隊員を委嘱し、道内都市では最も早期に地域おこし協力隊員を採用

した自治体のひとつである。しかし、当時経済部農政課で委嘱していた

1 名の任期が終了した後、同市は隊員の委嘱をしばらく見合わせた（１０）。
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身地・前職等）をはじめ、②A 市で地域おこし協力隊に入隊した経緯、

③具体的な活動内容、④A 市の街の魅力・印象の変化の有無、⑤協力隊

任期満了後の予定等を事前に準備し、当日の聴き取りの流れに沿って補

足質問を設ける半構造化インタビューの手法を用いた。

2 節で概観したように、既存研究では農山村における協力隊の事例が

取り上げられることが多い。しかし他方で協力隊員の多様性を指摘する

先行研究が複数あったことに配慮して、本分析では各隊員の入隊経緯や

業務内容に基づいた類型化を行い、それぞれの定住志向や赴任地域コミ

ュニティへの意識の有様を比較しながら、彼らの入隊経緯及び業務内容

と赴任地域への意識との関連について分析する。 

 

３－３ 調査結果 

 今回調査対象者となったA市の地域おこし協力隊員 6名の主な特性は

以下のとおりである。 

 

表１ 調査対象者の基本特性 
協力
隊員

性別 年齢 任用開始年月 前職 協力隊事業志望の経緯 主な活動内容

Ｏ 男 50歳代 2019年10月 フリーライター
A市出身/配偶者の仕事の都合/元協力隊員からの勧誘/自

分の能力が生かせる

地域の情報発信/

イベント企画運営

Ｐ 男 30歳代 2019年10月 デザイナー
大学時のボランティア先がA市/大学時の知り合いからの勧誘

/ＰＲ活動へのこだわり
地域産品の情報発信

Ｑ 男 40歳代 2019年5月
漫画家・

イラストレーター
Ｔ氏からの勧誘

ポスター等制作/

地域の情報発信

Ｒ 男 20歳代 2019年4月 大学生 大学時のフィールド調査地がA市/指導教員からの勧誘 交流促進活動

Ｓ 女 20歳代 2019年4月 大学生 大学時のインターンシップ先がA市 交流促進活動

Ｔ 男 30歳代 2018年2月 家庭教師派遣業 両親がA市出身/地域おこし会社の起業 イベント企画・運営

 

上記 6 名のうち、O・P・S 氏は観光振興課で、Q・R・T 氏は経済振

興課に所属して担当業務を行っている。現在 A 市では観光客の誘致や市

街地活性化に力を入れていることから、①地域の情報発信、②観光客と

の交流事業、③各種イベントの企画運営が彼ら協力隊員の主な業務内容
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となっている。また同市は近年外国人観光客の誘致を目指して様々な国

際交流事業を進めており、その関係で複数の外国出身者（R 氏・S 氏）

を協力隊員として委嘱している（１２）。

上記 6 名の構成には、①ほとんどが活動開始 1 年未満であることや、

②年齢構成や前職が多様である等の特徴がみられる。先述したように A

市が近年観光客誘致に注力している関係から、協力隊員に求められるス

キルの内容が近年変化していることがその背景にある。また既存研究で

は隊員が赴任地に溶け込むのに長い時間を要することが指摘されている

ことを踏まえつつ、以下の各隊員の発言内容を整理・分析する。 

３－３－１ Ｏ氏（観光振興課） 

 O 氏は A 市生まれで、中学校卒業時まで A 市で暮らしていた。高校時

代を道内他市で過ごし関東圏の大学に進学後、現地に就職。現地では雑

誌等のフリーライターを仕事としていた。料理人である配偶者の就職先

が A 市に決まったことと、元地域おこし協力隊員でその後 A 市で喫茶店

を開店した知人夫妻の勧めがあったことが、A 市に戻ってきた大きな理

由である。ただし、必ずしも当初から積極的に A 市へ帰って来たかった

わけではないと O 氏は言う。 

当時 A 市は I ターン・U ターン希望者に対する支援策を実施しておら

ず、収入源を得ることと、自分の経験を生かせる仕事であるからという

理由が、協力隊に応募した主な理由である。給料は安いが仕事の自由度

がある点が気に入っているという。現在はネットやブログによる A 市の

情報発信を主な仕事としている。また、市内の温泉施設で焼き物やパー

クゴルフの体験交流会など、集客イベントの企画運営も行っている。 

 ハスカップをはじめ市には多くの名産品があり、また 1 億円の予算を

かけて作った登り窯があるのにもかかわらず、市のスタッフにこれらを

積極的にＰＲしようという熱意が感じられない点をいつも歯がゆく思っ
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ており、A 市にあるものを上手に使うことが、市には求められているの

ではないかと主張する。 

 35 年ぶりに A 市に戻ってきてとても驚いたことは、幼いころに通っ

ていた施設が建物ごと無くなっていたことである。巷ではシャッター街

を街の衰退の象徴のようにいうが、建物があるだけましであり、空き地

になったら終わりである。幸いなことに海外の観光客はハスカップ狩り

をとても楽しんでくれるので、もっと観光客の方に非日常な体験を味わ

ってもらえるよう努力したいと O 氏は言う。 

 現時点では今後のことをあまり考えていないが、地元に母がいるので、

任期満了後も A 市に住み続けたい。ハスカップを使って起業するもいい

し、周りの人に市会議員になることを勧められるぐらいには力をつけた

いとの話だった。 

 

３－３－２ Ｐ氏（観光振興課） 

 P 氏は東京出身だが、親が転勤族のため小学校から高校までは北海道

内に住んでいた。A 市の近隣にある大学に進学後、東京で就職する。東

京では出版社、百貨店、及び音楽関連業界でデザイナーとして勤務した。

また大学時代には、A 市でボランティア活動をした経験を持つ。特別北

海道に帰りたかったわけではないが、北海道には愛着があり、また大学

時代の知人が協力隊に誘ってくれたことが入隊の大きな理由であるとい

う。 

 現在の活動は道外や海外に向けて A 市の魅力を発信することであり、

主にふるさと納税の返礼品の仕事に携わりつつ、日々発信方法を考えて

いる。A 市には様々な名産品がある一方、周囲を大きな自治体に囲まれ

ているため市の魅力が外部にあまり伝わっていないことを悔しく思って

おり、現状をどうにかして変えたいというのが、P 氏にとって仕事への

大きなモチベーションになっているという。 
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東京も北海道も知っているので、中間的な視点から A 市の魅力を発信

できるのが自分の強みだと P 氏は言う。これまでの自分の仕事のなかで

一番印象に残っているのは、自分がデザインした A 市の「のぼり」であ

り、名産のアスパラや焼き鳥、マガンを市名に合わせてデザインしたり、

炭鉱をイメージしてもらえるよう工夫を重ねた。 

 今後の展望としては、イベント企画や新しい物産の売り込みの仕事で

起業をしたいと思っている。特に、A 市を他の町にＰＲできる仕事を続

けていきたいが、そのためには A 市に住み続けることにはこだわりがな

いと言う。 

 

３－３－３ Ｑ氏（経済振興課） 

 Q 氏は大阪出身であり、18 歳の時に漫画を描くために上京して以来、

漫画家やイラストレーターの仕事をずっと続けている。もともと協力隊

の T 氏とは友人であり、1 年前から A 市のチラシ作りの仕事を請け負っ

ていた縁から、T 氏の勧誘に応える形で協力隊に入隊した。必ずしも最

初から協力隊員になろうと思っていたわけではなく、A 市を選んだのは

たまたま A 市しか知らなかったからだと Q 氏は言う。 

現在の活動は、チラシやポスターの作成を主に行っており、また A 市

の歴史を絡めた観光マンガを描いている。また以前は国道 12 号線沿線

でワンコイン焼肉の出店を出したことがあり、市の焼肉屋の方に肉の工

面で協力を得たり、来客者に懐かしい味だと喜んでもらえたことがとて

も良い思い出である。A 市は何もないところだが、その何もないところ

に Q 氏は A 市の魅力を感じる。誰かに邪魔されることもなく、何か始め

たらすぐ先駆者になれる自由さがあるからである。 

協力隊の任期が終わっても、A 市で絵を描き続けたいと Q 氏は言う。

自分が請け負う仕事はデジタルなので住む場所を選ばないことと、近隣

の方にとても親切にしてもらったことがその大きな理由である。 
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３－３－４ Ｒ氏（経済振興課） 

 R 氏はオーストラリア出身である。オーストラリアの大学に在学中、

インターンシップで来日した際に日本をとても気に入り、日本の大学に

再入学した。大学時代は英会話講師のバイトをかけ持ちつつ、日本語研

究にいそしんだ。R 氏の指導教員が A 市を研究のフィールドとしていた

関係で A 市に来たのが、市との最初の接点である。指導教員から協力隊

員になることを薦められたことや、以前住んでいた関東と違って A 市で

あれば自分の意見が通りやすいと考え、隊員に応募したという。 

 現在の主な活動は、英会話スクールの企画運営のほか、A 市に来る外

国人の交流の拠点を作っている。また中心市街地の活性化にも大きな関

心があり、イベント企画の際には後述するＴ氏の取り組みを手本として

いる。 

将来の展望としては、自分の語学力を生かしつつ外国人と日本の企業

を仲介して外国の方が安心して働ける環境づくりに貢献したいと考えて

いる。 

 

３－３－５ Ｓ氏（観光振興課） 

 S 氏は台湾出身である。大学では生物学の研究室で学んでいたが、イ

ンターンシップで A 市に来たことが市との最初の接点である。その時に

野鳥の飛来地をはじめとする A 市の自然環境に魅せられたことが、A 市

の協力隊に応募した理由である。現在は国際交流カフェの運営のかたわ

ら、英語と中国語で A 市の観光情報等の発信・ＰＲを主に行っている。

これからの A 市の発展のためには、特に若年の観光客を引き寄せるため

の戦略が必要であると考えており、市のアピールポイントを日々考える

毎日であるという。また今後については、A 市に限らずどこか適地で台

湾料理の店を出したいと考えている。 
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３－３－６ Ｔ氏（経済振興課） 

 T 氏は札幌市生まれで、小学校中学年以降本州の大都市圏を移り住ん

だ。その後、東京で 20 年ほどインターネットを活用して東大生を雇い

つつ家庭教師業を営んだ。もともと両親が A 市の出身であったものの、

最初から A 市へのこだわりがあったわけではなく、むしろ母親が亡くな

った際にはどこに住んでもよいと思っていたという。その後地域おこし

の仕事に興味を持ち協力隊員を募集する自治体を探したところ、たまた

ま A 市の求人を見つけたため隊員に応募したという。 

 T 氏は現在、市街地活性化のためのイベント企画を主な仕事としてい

る。最初はイベントをささやかに始めていたが、地元の新聞に取り上げ

られたのがきっかけで活動が軌道に乗った。ぜひ A 市の関係人口を増や

して、以前炭鉱で栄えた時のように A 市に活気を取り戻したいと思って

いる。 

以前いろいろなイベントを見て回った経験を活かしつつ、音楽家をは

じめ魅力のある人をたくさん A 市に呼びたいと考えているが、一方で市

との連携に難しさを感じている。少ない予算でも集客を見込めることを

市の方々に示しつつ、A 市でまちおこしの会社を起業することを以前は

考えていたが、市から仕事を委託してもらえるかどうか不安が強く、今

後どうするかは思案中だと言う。 

 

３－４ 分析結果 

３－４－１ 協力隊員の類型化 

まず彼らの発言を手がかりに 6 名の隊員について類型化する。既存研

究における志望動機による協力隊員の類型（図司 2013,2014；桒原・中

島 2018）をふまえ、協力隊員の特性をひとまず、「田舎暮らし／居場所

探し志向」と自身の能力発揮にこだわる「自己志向」(図司 2013)と大ま
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かに二分しつつ分析をすすめたい。 

協力隊員６名の発言をみると、A 市への居住を意識している O 氏を除

く隊員の多くが自身の能力を生かした将来像を描いており、彼らのほと

んどはひとまず後者の「自己志向」型として位置づけられる。ただし、

①来日して A 市の自然に魅せられたという R・S 氏と自然環境を強調し

ない他の 3 名、また②「起業」という言葉を用いる P・T 氏と明示しな

い Q 氏との間で、自己志向とひと口に言っても、複数の方向性をそこに

見出すことが可能である。 

 また、彼ら 6 名の特徴を理解する上で注目すべき特徴が、彼らの入隊

過程である。外国出身者である R・S 氏を除く４名全員に共通して見ら

れたのが、当初から A 市の協力隊を目指していたわけではないという類

の発言であり、A 市の協力隊への入隊はあくまで複数ある選択肢のひと

つに過ぎないという彼らの協力隊観を見出せる。 

 さらに、A 市の協力隊に至る過程には隊員によってバリエーションが

ある。自分のルーツが A 市にある O・T 氏をはじめ、大学時代の縁で A

市とかかわりがあった P・R・S 氏、T 氏の勧誘で隊員になった Q 氏と

いう類型を概観すると、何らかの形で赴任地と「縁があった」者が協力

隊員に入隊する点は、調査した全ての隊員に共通していた。（Q 氏以外

については）広い意味での「U ターン」と表現することも可能であろう。 

このような傾向は全国調査の結果からも確認できる。2018(平成 30)

年度に移住・交流推進機構が実施した協力隊調査によれば、彼らが協力

隊に応募した最も大きな理由は、上位から「自分の能力や経験を活かせ

る(17%)」「任地への定住のための準備(14％)」「活動内容が面白そう

(11％)」「地域活性化の役に立ちたい(10％)」の順であった一方、現在の

任地を選んだ最も大きな理由は、上位から「活動内容が魅力的(26%)」「地

域に良いイメージがあった(15％)」「任地と何らかのつながりがあった

(12%)」「なかまや組織に現在の任地を薦められた(9%)」であった(移住・
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交流推進機構 2019)。これらの集計結果は、任地選択において機縁の有

無が大きな役割を持っていることを示すものといえる。 

 

３－４－２ 協力隊員の定住志向における特性 

 今回の分析のもう一つのポイントとして、A 市という赴任地に対して、

隊員一人ひとりがどのような感情を抱いているかについて整理したい。 

 まず O 氏と T 氏に共通するのが、市役所に対する批判的なコメントで

ある。O 氏は地域おこしに対する市役所側の消極性に対して、T 氏は市

役所が我々協力隊を信頼してくれないことへの不満が目立った。その理

由として、A 市にルーツを持つことや年長であることにとどまらず、両

氏それぞれに家庭の事情や A 市での起業等、今後 A 市で暮らす上での切

実な事情を有していることが考えられよう。 

 その一方、P 氏と Q 氏はデザイナー及びイラストレーターとしての専

門性を有しており、A 市にあえてこだわる事情は O 氏・T 氏ほどには強

くない。「A 市の魅力が発信できれば、A 市での生活にこだわらない」と

いう P 氏の発言や、「デザインの仕事なのでどこででも仕事を受注でき

る」という Q 氏の発言にそれを伺うことができる。 

 ただし彼らのこのような特性をもって、この P 氏・Q 氏をネガティブ

に捉えるのは適切ではない。「自分は東京も北海道も知っているので、中

間的な視点から A 市の良さを PR できる」というＰ氏の発言からは、２

－４－４節の「鏡効果」(藤田 2013)で示したように中間的な立場だから

こそ発揮できる協力隊の強みを見出せる。また Q 氏は、T 氏の誘いで「た

またま」A 市に赴任したものの、近隣住民の方々に親切にしてもらった

経験から、今後も A 市に住み続けたいと発言している。定まったオフィ

スに縛られずに仕事をする「ノマドワーカー」であっても、地域住民の

親切に敏感に反応する Q 氏の有様からは、農山村に腰を据える協力隊員

とは異なる、協力隊員と地域住民とのかかわり方のモデルを見出すこと
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ができる。 

 

４．考察と今後の課題 

協力隊推進要綱に謳われる事業趣旨は、過疎化の進む地方において、

地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図ることにあった。

しかし本稿が事例として取り上げたA市における協力隊員の調査結果か

らは、必ずしも最初から赴任地や協力隊という選択肢へのこだわりを強

く有さないという特性がみられた。また任期終了後の意向を尋ねたとこ

ろ、A 市への定住を予定する隊員がいた一方、必ずしも定住にこだわら

ない隊員も目立った。しかしこれは決して本人達の A 市への愛着のなさ

を意味するものではなく、彼らは業務を通じて市の活性化に向けて熱心

に取り組んでいることが確認できた。このような彼らの有様からは、農

山村に深く入り込む従来の協力隊員とは異なる、協力隊員のモデルを見

出すことができる。 

過疎対策を進める現在の小規模都市は、集客の関係から観光客誘致に

注力せざるを得ない事情を少なからず抱えており、A 市もその例外では

ない。このような自治体の協力隊員には、集客イベントの企画運営や情

報発信・PR などこれまでとは異なる多様なスキルが求められる。今回

の調査対象となった協力隊員の諸特性には、協力隊員をとり巻く環境の

変化が大きく寄与しているものと推測される。 

今回確認できた諸特性の中で特に注目すべきは、様々な選択肢がある

中で様々な縁に導かれて協力隊に入隊するという過程にあると思われる。

一見すると赴任地への熱意に欠ける人材のように見えるかもしれないが、

一方では本稿が取り上げた協力隊員にみられるように、多様なキャリア

経験を通じて自治体の求めるスキルを獲得する過程が存在することも確

かである。そう考えると、多くの既存研究にみられるような定住志向と

いう評価軸を必然視するのではなく、様々なキャリアの機会を渡り歩く
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「ノマドワーカー」としての協力隊員の特性をふまえつつ彼らの支援策

が検討されるべきではないだろうか。 

 近年では、都市から移住する「定住人口」でもなく、観光に来た「交

流人口」でもない、地域や地域住民と多様に関わる「関係人口」の増加

に努力すべきであるという考え方が、過疎対策の新しい視角として主張

されている。本稿で取り上げた地域おこし協力隊は、まさに関係人口を

支えるひとつの基盤である。定住を強いるアプローチではなく、彼らの

様々なスキルを活用するための多様なメニューや活躍の機会を用意する

ことが過疎自治体に強く求められているということを、本稿の結論とし

たい。 

本稿では過疎化する小規模都市の典型例として A 市をとりあげたが、

A 市は旧産炭都市でありつつ農業の長い歴史を有する点で独特な産業構

造を有する。産業構造の違いによって協力隊員に求められる業務内容も

大いに異なることが予想されるため、産業構造の異なる別の自治体との

比較研究が今後必要な作業の一つである。また本事例では T 氏を除く隊

員全員が 1 年未満の活動期間であり、今後の推移によって彼らの特性に

変化が生じる可能性もある。この点で本事例の追跡調査も今後必要であ

る。これらの点は今後の課題としたい。 
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【註】 

（１）集落支援員制度とは、地域の実情に詳しく集落対策の推進に関し

てノウハウ・知見を有した人材が自治体の委嘱を受けて集落の巡回や

状況把握を実施する制度である。 

（２）委嘱の任期が 1 年以上 3 年以下であること、及び都会から赴任地

へ住民票を移動させているという 2 条件を指す。 

（３）ちなみに地域住民の事業継承例としては、新潟県小千谷市で

2015(平成 27)年に全国初の取り組みとして、協力隊の任期を修了し

たばかりの元隊員が地元の豆腐店を継承した事例が報告されている

(中川内 2017)。また 2018(平成 30)年末には、宮崎県川南町の商店街

の店を協力隊員が事業承継した事例が報告されている(全国商工会連

合会 2019)。最近では、秋田市が起業家養成のために隊員を募集、活

動を展開している事例も報告されており(伊藤 2019)、地元経済活性化

の手段として地域おこし協力隊が活用される事例は中核市にも広が

っている。 

（４）ちなみに、農林水産省が開始し後に「地域おこし協力隊」と名称

変更した「田舎で働き隊」の隊員数を合わせると、その総数は 5,530

人に達する。 

（５）地域おこし協力隊と類似の制度として「集落支援員」が挙げられ

るが、道内で集落支援員を採用する自治体は平成 26 年度より 1 名採

用している深川市のみであり（2018 年度現在）、協力隊委嘱都市数の

多さとは極めて対照的である。 

（６）ちなみに近年の北海道内の協力隊員の活動期間の構成を見ると、

2015(平成 27)年度は活動一年目の隊員が過半数を占めた一方、2018 

(平成 30)年度は 1 年目、2 年目、3 年目の隊員がほぼ同じ比率であり

(北海道 2019)、道内各地に協力隊が定着しつつあることが確認できる。 

（７）ちなみに総務省が 2010(平成 22)年度に実施した地域おこし協力隊
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の現況調査によれば、応募動機についての質問で最も回答が多かった

ものは「職に就きたい」(47.0%)であった。正岡利朗はこれをふまえ、

活動地に対する思いなどは希薄で、単なる就職(転職)に近い感覚で入

隊のことをとらえる隊員が相当いるのではないかと推測している(正

岡 2018)。 

（８）地域サポート人材事業のひとつである同制度の詳細については図

司(2013)参照のこと。 

（９）例えば立川(2005)は、ポスト生産主義へ移行する現代社会におい

て、農村に対するまなざしが消費主義・政策主義の方向へ変容するこ

とへの危惧を指摘している。 

（１０）市職員の話によれば、家庭の事情のため当時の隊員は任期終了

後の定住に至らなかったという(2019/12/1、A 市担当者からの聞き取

り)。この時に定住の実績が残せなかったことが委嘱見合わせの理由

の一つにあるものと推測される。 

（１１）具体的な議論のテーマは、「来客が多い市内の温泉施設からどの

ように中心市街地へ集客するか」「駅から商店街へ人の流れをつくる

にはどうすればよいか」「どのように中心市街地を活性化すればよい

か」の三点であった。 

（１２）ちなみに今回調査できなかった一名の隊員も外国出身者であり、

Ｒ氏やＳ氏と同様に国際交流促進活動を行っている。
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協力隊が商店街の店を事業承継 : tee bank(宮崎県川南町) (特集 事

業承継に必要なステップ)」『Shokokai = 商工会 : 地域を結ぶ総合情

報誌』60(3)：21-23 

 

（にしうら いさお、札幌大谷大学社会学部教授） 
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