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Ｉ．注目を集めた「ジゲおこし」 
 日本は、2008 年より人口減少社会に突入している。 

この人口減少を地域単位で概観すると、かなり状況

が異なり、特に、首都圏と地方圏では、地域間格差

が拡大している。 

1960 年代の高度経済成長期に、地方圏では農山村

を中心に過疎問題が発生した。1970 年に過疎法が初

めて制定され、それ以来議員立法により、過疎対策

が継続して実施されている。 

2022 年 4 月、現在の「過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法」に基づく過疎地の指定団体

の追加措置が行われた。2020 年の国勢調査の結果を

受けた措置で、過疎市町村（885 市町村）は初めて

全国（1718 市町村）の 5 割を超えた（51.5％）。 

 特に地方圏を見ると、例えば、島根県は全市町村

が指定された。鹿児島県においても、鹿児島市を除

くすべての市町村、秋田県では、25 市町村のうち 23

市町村が指定を受けた。最初の過疎法が制定されて

半世紀の間、国や地方自治体は過疎対策に取り組む 

が、人口減少は益々深刻となっている。 

地方圏では、地域内に人口を定着させようと、地

域振興に力を入れてきた。そのためには、特に、地

域内に雇用を創出する必要があり、地域経済の発展

が重要となる。これまで、日本では、多くの地域で、

どで、生産拠点を海外に移して地方圏から撤退する

誘致企業が激増している。 

そのような中で注目される地域経済の発展のあり 

方が「内発的発展」である。内発的発展論は、1970 

年の後半に登場してから、特に地方圏において注目

を集めている。内発的発展論は、地域の外部の企業

や中央政府の補助金などに依存せず、地域内の住民

や地域企業の創意工夫と努力により産業を振興する

発展手法である。 

この発展手法を全国に先駆けて取り組んだ地方自

治体のひとつが、鳥取県である。1983 年に就任した

西尾邑次知事が提唱した「ジゲおこし」がそれであ

る。「ジゲ」とは、鳥取県の方言で「地元」という意 

味である。「ジゲおこし」政策は、そのネーミングの 

ユニークさ、内発的発展政策を県域単位で実施した 

ことなどにより、全国でも当時、高い注目を集めた。 

 本論文では、鳥取県の「ジゲおこし」政策を事例

として取り上げ、内発的発展政策の意義や限界を検

討する。内発的発展政策の枠組みは、地域経済の側

面だけでなく、コミュニティや文化の再生など、さ

まざまな視点からの総合評価が重要である。しかし

ながら、紙幅の制約もあり、本論文では、内発的発

展政策の重要な要素である「主体形成」に焦点を絞

り、分析を試みる。 

地域経済の発展方式として「外来型開発」と呼ばれ     なお、本論文は地域リーダーとして「ジゲおこし」 

る企業誘致の手法が主に実施されてきた。しかし、    に参画した安藤が概要を整理して、その分析を多田 

グローバル化や人口減少によるマーケットの縮小な    が担当した。 
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II．内発的発展論から見たジゲおこし 
 ジゲおこしは、1983 年から 1999 年までの 17 年間

にわたって鳥取県において展開された県行政の地域

づくりの政策であり、その結果としての県民との協

働による地域づくり 1 運動である。本章は、官民協

働の地域づくり運動としてのジゲおこしを総括する

とともに、この運動が社会学者の鶴見和子らによっ

て提唱された内発的発展論の１つの具体的展開例で

あることをその発展論の各要素から分析し、その本

質は何であったかを考察することを目的としている。 

 

1.地域振興の基礎理論としての内発的発展論 

 内発的発展論とは、経済学者の宮本憲一や社会学

者の鶴見和子がそれぞれに提唱した理論である。 

 

（１）宮本憲一の内発的発展論 

 宮本は、「後進地域に巨大な資本や国の公共事業を

誘致し、それに地域の運命をあずける」開発方法を

外来型開発として批判した 2。そして、これに代わ

る地域政策としての内発的発展を「地域の企業・労

働組合・協同組合・NPO・住民組織などの団体や個人

の自発的な学習により計画をたて、自主的な技術開

発をもとにして、地域の環境を保全しつつ資源を合

理的に利用し、その文化に根ざした経済発展をしな

がら、地方自治の手で住民福祉を向上させていくよ

うな開発方法」3 としており、それを次の４つの原則

にまとめている 4。 

①地元の産業・文化を土台に住民が学習し、計画す

るもの。 

②自然の保全や美しい街並みを作るアメニティを中

心の目的とし、住民の人権の確立をもとめる総合目

的をもっていること。 

③付加価値があらゆる段階で地元に帰属するような

地域産業連関をはかること。 

④住民参加の制度をつくり、自治体が資本や土地利

用を規制しうる自治権をもつこと。 

 

（２）鶴見和子の内発的発展論 

鶴見は、近代化論と対比する中で、内発的発展を

こう定義する。「目標を実現するであろう社会のすが

たと、人々の生活のスタイルとは、それぞれの社会

および地域の人々および集団によって、固有の自然

環境に適合し、文化遺産にもとづき、歴史的条件に

したがって、外来の知識・技術・制度などと照合し

つつ、自律的に創出される」5。そして、その要素と

して、「地域を単位に」、「目的である人間の成長」、

「自然との関係」、「伝統の再創造」、「発展の担い手

としての地域のキーパーソン」（発想的キーパーソン

と実践的キーパーソン）の 5 点をあげている。 

さらに、内発的発展は「少なくとも二つの型に分

けることができる」6 としている。「第 1 は、社会運

動としての内発的発展」7 であり、産業公害にたいす

る異議申し立ての運動としての水俣の事例をあげて

いる。「第２は、政策の一環としての内発的発展」8

として、大分県の一村一品運動（以下、「一村一品運

動」と呼ぶ）をあげている。しかし、「政策としての

内発的発展という表現は矛盾をはらんでいる。（中

略）それが、内発的発展でありつづけるためには、

社会運動の側面がたえず存続することが要件」9 とし

て、政策の中に、社会運動が存在することが必要と

している。つまり、現在でいうと、政策に住民参加

や官民協働の要素が重要なことを示している。 

明治時代以降の日本の近代化をみると、それまで

の幕藩体制という一種の地方分権から明治政府とい

う強力な中央集権によって、外国の科学技術や国家

制度などを輸入する、いわゆる文明開化という形で

進められた。これは夏目漱石のいう「外発的」10 な

方法による近代化である。その後、第 2 次世界大戦

後の高度経済成長を経て、現在にいたるまでの日本

の発展も概ねこうした外発的方法によって近代化が

進められてきたといえる。そのため、第 2 次大戦後

に高度経済成長を迎えるが、その間、水俣病などの

四大公害病などに見られる環境問題や東京一極集中

にみられる地域間格差などの弊害が現れた。 

鶴見はこうした外発的な近代化による発展に対す

る批判や反省のなかから、（従来の発展を「近代化論」

として）それに対峙するものとして内発的発展論を

提唱し、「内発的発展とは、西欧をモデルとする近代

化論（中略）がもたらすさまざまな弊害を癒し、あ

るいは予防するための社会変化の過程である」11 と

している。 

 特に、近代化論をもとに全国画一的に行われてき

た地域振興の政策では、地域間格差の是正などの成

果を生むことは困難である。表 1 は、1991 年に飯田

市で開催された鶴見の講演 12 において、近代化論と

内発的発展論の明確な対比がなされており、安藤が

それをまとめたものである。 

 このように見てくると、鶴見と宮本の内発的発展

論は、その内容には相違する点もあるが、地域振興

の基礎理論として、それぞれ有効であると考えられ

る。 
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表１ 近代化論と内発的発展論（鶴見和子）の比較 

区分 近代化論 内発的発展論 

単位 国家 地域 

目的 
経済成⻑    
⾄上主義 

⼈間の成⻑ 

自然との関係 考えていない 共⽣、調和 

伝統 特になし 再創造が⼤切 

発展の担い手 国家のエリート 地域のキーパーソン 

（出所：1991 年の鶴見和子の講演をもとに安藤作成） 

 

２．県域単位の地域づくりとしてのジゲおこし 

 ジゲおこしは、当時の西尾邑次鳥取県知事によっ

て提唱され、鳥取県域において展開された官民協働

の地域づくり運動である。 

 全国的にみると、地域づくり団体を各県単位でネ

ットワークする協議会が 1994 年に当時の自治省（現

総務省）の指導で作られ、それぞれの県で地域づく

りへの取り組みがなされた。 

 しかし残念ながら県域単位の地域づくりは、「地域

経済振興型」の一村一品運動 13 や「イベントつくり

とネットワークを通した人材育成型」の富山県のコ

ロンブス計画 14（以下、「コロンブス計画」と呼ぶ）

などの一部を除き、目覚しい成果を挙げたとはいえ

ない。むしろ北海道の池田町や滋賀県の長浜市、長

野県の飯田市といった市町村域単位の運動あるいは

平成の市町村合併によって市の一部となった地域の

運動に見るべき成果が挙がっている。 

地域づくりという言葉が示すように、その運動は

市町村あるいはその一部地域をエリアとして展開さ

れる事例が多い。その理由として「一つの地域」が

もつ経済的、文化的まとまり、また、「住民と行政の

距離の近さ」があげられる。市町村の担う行政の役

割には住民に密着したものが多くあり、そのため公

民での活動が都道府県に比べて、比較的容易である

からである。 

一方、都道府県は、北海道や兵庫県などが典型で

あるが、そのエリアも広く、経済的にも文化的にも

単一な地域であるとはいえない。その中の市町村は

それぞれに自分の地域の特徴を捉えた運動を展開す

ることが出来るが、様々な個性を持った市町村の集

合体としての都道府県は、一体のものとして運動に

取り組むことはなかなか困難な状況にあるといえる。 

 そんな中、県域も比較的狭く、行政と県民との距

離が近いという特性を活かし、県が直接県内の活動

団体を支援するという方式で、地域づくりの取り組

みに成果をあげたのが、人口が全国一少ない鳥取県

のジゲおこしである。 

 つまり、市町村以上の行政の力と市町村並みの住

民との近さという２つの優位性を上手くいかしたの

がジゲおこしであった。 

 

３．ジゲおこしの展開過程 

 ジゲおこしは、表 2 のように 4 期に分けられる。

第 1 期は、第 40 回国民体育大会の成功が県民に大き

な自信を与え、それがジゲおこしの精神的ベースの

「下地づくり」となった時期である。第 2 期は、第

5 次鳥取県総合計画に初めてジゲおこしが盛り込ま

れ、行政主体として本格的に始動する時期である。

第 3 期は前期の展開を受けて、住民主体が開始され

る時期である。第 4 期は、本格的な住民主体のジゲ

おこし運動が展開される時期である。 

 

表 2 ジゲおこしの動き 

（第 1 期） 

1983 年 ジゲ（地元）出身の西尾邑次知事が初当選

ジゲおこしを提唱 

1984 年 地場産業振興研究会を県庁内に設置 

1985 年 わかとり国体総合優勝、県民に自信 

（第 2 期） 

1986 年 第 5 次鳥取県総合計画スタート（基本視点

にジゲおこしを位置づけ） 

    「ジゲおこしコンクール」「ジゲおこしキャ

ラバン」開始 

1989 年 ジゲおこし交付金制度創設 

1990 年 鳥取県ジゲおこし推進資金を条例設置 

（鳥取県版ふるさと創生） 

（第 3 期） 

1991 年 第 6 次鳥取県総合計画スタート 

 「ジゲおこし塾」「ジゲおこし探検隊」開始

（富山県のコロンブス計画を先進事例とし

て企画） 

1992 年 『ジゲおこし情報誌・因伯人』創刊 

1993 年 じげフェスタ‘93 鳥取開催 

1994 年 鳥取県ジゲおこし団体連絡協議会設立 

第 1 回ジゲおこしバス実施 

1995 年 第 2 回ジゲおこしバス実施 
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（第 4 期） 

1996 年 第 7 次鳥取県総合計画スタート（住民主体

のジゲおこしを高く評価、その発展と継承

を基本戦略に掲げる） 

    鳥取県ジゲおこし団体連絡協議会に幹事会

設置(事務局に専任職員採用) 

第 2 回全国酒蔵サミット智頭開催 

 第 3 回ジゲおこしバス実施 

1997 年 山陰・夢みなと博覧会開催 

1999 年 ジゲおこし大学設立 

 片山善博知事当選 

（2001年からの第 8次総合計画を策定せず）

2003 年 鳥取県ジゲおこし団体連絡協議会を鳥取県

地域づくりセンターに名称変更（会長を県

企画部長から民間人に変更、県の直営から

センターへの委託事業に変更） 

（出所：安藤作成） 

 

（１）第 1 期 ジゲおこしの下地の形成 

ジゲおこしは、県の政策として 1983 年 4 月に初当

選した西尾邑次知事の提唱で始まった。「鳥取県では、

昭和 30 年代以降『後進性の打破』を目指して、道路

などの基盤整備に全力が傾けられた結果、そうした

“物”の面での充実はかなり進んでいるようにも考

えられました。しかし、これからは“心”を大切に

していかなければならないという認識から、またこ

れこそが地方自治の基本であるという認識から『自

分の生まれ育ったこの鳥取を愛し、自らの力で少し

でも地域を良くしていこう』という『ジゲおこし』

が知事により提唱されたのです」15。 

後述の第 5 次鳥取県総合計画（以下、「5 次総」と

呼ぶ。）で政策としての「ジゲおこし」が登場する前

段に、1985 年に開催された第 40 回国民体育大会に

おいて、その成功を目指し官民協働で取り組んだ活

動の実績、実体験があげられる。開催地であること

の有利さを生かしながら総合優勝を果たすとともに、

県外の人々を温かく迎えるために県民が創意と工夫

を凝らし、それらが郷土色豊かな手作り国体の成功

へとつながった。 

このことにより、日本一人口の少ない小さい県で

も、がんばればやれるんだ、という自信が県民の間

に生まれた。さらに、地域のことは、県行政に任せ

るのではなく、県民自身でもやっていくことの重要

性を幾分か県民が自覚するようになった。このよう

にして県の旗振りに少しずつ県民が答えていく素地

が生まれていった。しかし、この時点では、ジゲお

こしの主役は明確に県民であるという認識は、まだ

必ずしも十分ではなかった。 

 

（２）第２期 県の政策としてのジゲおこしの開始 

1986 年に、5 次総が策定され、ジゲおこしという

文言がその基本政策の理念に据えられた。以下は、

その「第 1 部基本構想１計画の基本目標と基本視点

（１）ジゲおこし」の全文である。 

「我々が日々生活し、ふれあっている足もとから

の広がりの世界を鳥取県では俗にジゲと呼んでいま

すが、このジゲに内在する力を掘り起こし、ジゲの

活性化を図っていくといういわば“内発型”の地域

社会づくりをこれからは目指していく必要がありま

す。このため、まずジゲ自身が主体性を持ち、そこ

に住む人々が自分の力を出し切ることが大切です。

ジゲにおける『もの』の面の充足と『こころ』の面

の充実を図り、人々が健康で充実した生活を送れる

ようにするため、一人ひとりが生涯にわたって学習

し、ジゲの文化おこし、ジゲの産業おこし、ジゲぐ

るみの福祉、ジゲの社会教育やスポーツの振興計画、

ジゲの健康づくり計画、ジゲの総参加による伝統行

事、ジゲの防災計画などの課題に取り組み、総合的

なジゲおこしを推進していく必要があります」16。    

「ジゲ自身が主体性を持ち、そこに住む人々が自

分の力を出し切ることが大切です」という表現には

なっているが、この段階では県民が主役ということ

までにはなっていない。ただ、“内発型”の地域社会

づくりという概念が明確に打ち出されていることは

注目に値する。 

この計画の期間中の 1988 年に作成された『ジゲお

こし白書』により、その内容をさらに詳細にみてみ

よう。まず、その背景として全国的傾向の次の 5 点

があげられている 17。 

① 人々の意識が変化して、価値観が多様化して

いること。 

② 高度成長期における地方の経済、社会の成長

を背景として、地方の自立的発展の気運が高

まっていたこと。 

③ 財政緊縮化により公共サービスが圧縮され、

その分民間企業や地域住民の力が必要とされ

るようになったこと。 

④ 企業誘致の停滞や進出企業の不振により、地

域経済が活力を失いつつあること。 

⑤ 低成長期に入って地域間競争が激化したこと。 

 さらに、「ジゲおこし」の意味として、「『ジゲおこ

し』という言葉は、『ジゲ』という語と『おこし』と

いう語から成り立っています。そのうち『ジゲ』は、

方言で『自分が居住し、生活している集落、地域』
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というような意味で用いられています。一方、『おこ

し』は、『興し』であり、『さかんにする』というこ

とです。したがって、『ジゲおこし』の言葉自体は、

よく言われる『地域振興』とか『地域活性化』など

と同じようなことになります。しかし、西尾現知事

が就任後機会あるごとに提唱してきたジゲおこしは、

単なる地域の振興・活性化ではありません。その言

葉には特別な意味が付け加えられています」18 とし

ている。その特別な意味とは、「様々な分野において、

広範性があり」「地域住民が主体となって、住民主体

性があり」「地域資源を活用して地域の個性化を促す、

地域独自性があり」「地域全体を振興、活性化する、

全体的波及性がある」という 4 点であり、「このよう

な特別の意味合いを持たせるため、あえて方言まで

用いて『ジゲおこし』と」している。 

 具体的政策として、県の事業で県内の優秀なまち

づくりの事例を表彰する「ジゲおこしコンクール」

（1985 年～1987 年で、5 次総に先行して開始）や知

事を隊長として県内のジゲおこし団体を訪問する

「ジゲおこしキャラバン」（1986 年～1991 年）が始

まった。このキャラバンで、1989 年に川柳のグルー

プを訪問したとき、西尾知事が詠んだ川柳「ジゲお

こし お前もやるか わしもやる」は当時のこの運

動の状況をよく表している 19。 

さらに県は資金面での支援として 1986 年度から

「ふるさと活性化戦略交付金」を市町村に交付して

いる。初年度は総額で 26,000 千円、施設整備事業を

加え「ジゲおこし交付金」と名前を変えた 1989 年度

には 1 億円、翌年の 1990 年度には 1 億 5 千万円を交

付している。 

時を同じくして、国レベルでは 1987 年に竹下首相

が登場し、1989 年 3 月に「『自ら考え自ら行う地域

づくり』事業に関する改正を含む地方交付税法案」

が国会で可決され、いわゆるふるさと創生事業が創

設された。この事業は、全国の市町村にその規模の

大小にかかわらず一律に１億円を交付するという

「ふるさと創生１億円事業」として有名である。鳥

取県でも「ふるさとづくり１億円ファックス提案箱」

を設置して住民のアイディアを募るなど、行政が一

方的に事業を進めるのではなく、地元の住民を巻き

込みながら取り組んでいく機運が生まれてきた。ま

さに県民が主役というジゲおこしの理念が少しずつ

定着してきたといえる 20。 

 

（３）第 3 期 住民主体の運動へ展開 

1991年に策定された第 6次鳥取県総合計画（以下、

「6 次総」と呼ぶ。）の２基本目標では「従来から『ジ

ゲおこし』を地域づくりの基本的視点の第一に掲げ、

（中略）第 6 次総合計画においても、この『ジゲお

こし』を地域づくりの基本理念として継承・発展さ

せる」21 となっている。 

具体的な政策として、1991 年～1993 年地域リーダ

ー養成のため「ジゲおこし塾」「ジゲおこし探検隊」

（コロンブス計画を先進事例として）、1992 年「ジ

ゲおこし情報誌 因伯人」創刊、1994 年「鳥取県ジ

ゲおこし団体連絡協議会」（以下、「ジゲおこし協議

会」と呼ぶ。）設立など、県民（特に県内の活動団体）

を主役にという政策が本格的に実施された。 

ジゲおこし探検隊は、大分県湯布院町、大山町、

岐阜県美濃加茂市、熊本県小国町など、当時の地域

づくりの先進地といわれている地域を訪問して、大

いに刺激を得ている。 

ジゲおこし塾には、ジゲおこし協議会設立の前年

に実施された「じげフェスタ‘93 鳥取 風と土と鳥た

ちの祭典」（1993 年 10 月 23、24 日開催。鳥取県で

は、「県民が主役で、行政は裏方」という活動方式の

嚆矢となったイベント）の中心メンバーが参加して

いた。山中徳正、中江淳、池内誠らであり、この塾

で知り合った彼らがネットワークを形成して、1993

年 10 月 1 日に開館した鳥取県立県民文化会館（現と

りぎん文化会館）の 2000 席の大ホール、500 席の小

ホール、会議室など全館を借り切った大イベントを

開催するのである。因みに、安藤らは「鳥取県じげ

おこし仕掛け人大集合」というタイトルの県内の地

域づくりリーダーを集めた討論会を実施し、「鳥取県

に明日はあるか」というテーマで、「明日はある派」

「ない派」に分かれて侃侃諤諤の議論を戦わせてい

る。 

また、同塾の参加者からジゲおこし情報誌 因伯人

の編集委員に福田京子、澤田廉路、安藤などが就任

している。この後、福田はジゲおこし協議会、鳥取

県地域づくりセンターの職員として、長年、鳥取県

の地域づくりに携わり、澤田は鳥取大学地域学部准

教授として地域づくりの研究者となった。さらに、

ジゲおこし協議会設立時の県の担当者であった白石

祐治は、現在、鳥取県江府町長として、町政の場で

地域づくりを実践している。 

このようにジゲおこしの関係者は様々な方面で、

多彩な人材を生み出したといえる。 

 

（４）第 4 期 本格的な住民主体へ 

そうした動きを引き継ぐ形で、1996 年に策定され

た第 7 次鳥取県総合計画（以下、「7 次総」と呼ぶ。）

では、基本目標から「ジゲおこし」の言葉は消えた
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が、第 3 章 課題と戦略プロジェクト 第 1 60 万

県民の知恵と力の結集 の中で「『ジゲおこし』は、

住民が身近な地域に関心を持ち、自らが主体となっ

て地域を良くしていこうとする意識を形成する上で

大きな成果をあげてきました」22 と評価したうえで、

具体的な政策として主要事業に地域リーダーの育成

事業をあげるなど、より強力にジゲおこしを推進し

ている。計画立案時に、安藤も行政職員の立場では

なく、地域リーダーの立場から、計画作成に参加し

ている。 

このように、5 次総、6 次総において県の総合計画

の基本目標に掲げられ、7 次総では基本目標にその

文言こそ出てこないが、「ジゲおこしは一つの底流、

一つの基礎として当然の前提としながら」23 と基本

に流れる思想として確認され、ジゲおこしという政

策がこの時代をとおしての鳥取県行政の基本思想で

あったことには間違いない。 

大分県の一村一品運動や富山県のコロンブス計画

が、提唱した知事のその在任中終始一貫しての、か

つ、その県の政策全体をカバーする基本理念では必

ずしもなかったことを考えると、ジゲおこしは知事

の在任中を通しその基本的精神を貫いた県域を単位

とした特筆すべき政策であったといえる。 

 

4．県内の地域づくり団体とネットワーク 

県行政がジゲおこしを提唱する前から、鳥取県内

には様々な形での地域づくり運動が展開されていた。

『ジゲおこし風土記 PartⅡ』では、前述の『ジゲお

こし白書』における特別の意味の 4 点を類型化した

優良事例として次のようにあげている 24。 

① 広範性（産業、文化、福祉など様々な分野での

活動へと広がっていくこと）…未来の境港を考

える海援隊（境港市） 

② 住民主体性（その地域に住んでいる住民が主役

であること）…倉吉文化団体協議会（倉吉市） 

③ 独自性（地域の自然や歴史、文化、産業など、

その地にあるものを活用し、それに磨きをかけ

ていくこと）…杉の雫・吟醸の会（智頭町）25 

④ 全体波及性（自分たちの行っている活動がその

地域の振興や住民の活性化へとつながっていく

こと）…県境サミット（日南町ほか） 

これらの類型は、これらの運動の主たる特徴を示

すもので、実際には、この類型の特徴を複合的に持

っている場合が多い。もちろん、これら事例の運動

以外にも、数多くの運動が県内には存在していた。

そして、こうした団体はジゲおこし運動の中核的役

割を果たしていくのである。 

コロンブス計画をみると、人と人とのネットワー

クを活かした県民参加型イベント推進、そして、新

たな県民参加型地域づくりのため、「行政がグループ

の中に飛び込んで、『点を線につなぐ』仕事」26 をす

るという方法がとられた。その成果として、地域で

活動しているグループをコロンブスイベントネット

ワーク委員会（略称：コロネット）に結集させた。

このコロネットの活動が、コロンブス計画で大きな

役割を果たしたのである。 

ジゲおこしもネットワークを重視し、ジゲおこし

協議会の跡を継いだ鳥取県地域づくりセンターに登

録されている地域づくり団体は、2007 年には、125

となっている（具体的な参加団体名や活動内容は、

http://c4.hopemoon.com/~jige/org/002.html を参

照）。 

 

5．官民協働の運動としてのジゲおこし 

ジゲおこしが県民１人１人の運動となるため、ま

ず県ではその中心的役割を果たす本格的な地域リー

ダーの養成に乗り出した。1991 年、当時「県民を主

役に県単位で地域活性化運動に取り組んでいた」コ

ロンブス計画をお手本とした、地域リーダー養成の

ための、ジゲおこし塾やジゲおこし探検隊など、県

の事業が始まった。これらの事業に参加したメンバ

ーは、これから活動を始めようとしている人ではな

く、前述の、既に活動している団体のリーダーが多

かった。このことは、後のジゲおこしのネットワー

クづくりに大いに貢献したといえる。 

 1992 年、次の政策として県は地域づくりの情報発

信のため「ジゲおこし情報誌・因伯人」を創刊した。

この名称は県民から募り、その中から因伯人（「いん

ぱくと」と読む）を採用した。また、その取材・製

作を民間団体のタウン情報誌『スペース』27 の編集

部に委託し、そのコンセプトを決める編集委員も公

募とした。このように、この情報誌の発行形態は、

この時代にしては「行政は、カネは出すが口は出さ

ない」という画期的なものであった。 

さらに当時、安藤を含む地域リーダー達が自ら県

内の運動をネットワークしようと「いんぱねっとの

会」（鳥取県を形成する「因幡の国」と「伯耆の国」

をネットするという意味）を組織していた。このグ

ループのメンバーの多数が編集委員に応募し、この

編集部を形成することになった。こうした事情から、

編集部がジゲおこし協議会の中心メンバーとなった。 

 

（１）ジゲおこし協議会の設立 

1994 年県地域振興課に事務局を置くジゲおこし
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協議会が、県内の地域づくり団体（以下は、「ジゲお

こし団体」と呼ぶ。）約 80 の参加をえて設立され、

県内のジゲおこし団体をネットワークしようとする

試みがスタートした。前述したようにジゲおこし協

議会は、自治省（現総務省）の県への通達（つまり

国の主導）により、全国で様々な名称で各県毎に１

つずつ設置された。 

ジゲおこし情報誌・因伯人の編集委員となってい

たジゲおこし団体のリーダーたちは、自分たちが所

属する団体を参加させるとともに、周りの団体にも

参加を呼び掛けた。つまり、この状況を活動の活性

化のチャンスととらえ、自分たちの運動にもプラス

にしようと考えたのである。県全体の地域づくり運

動をどうこうするというよりも、この協議会に積極

的に参加し、情報発信や資金援助を受けることが重

要だ、という考え方であった。こうして、「官民のパ

ートナーシップ」＝官民協働を目指した協議会が設

立されたのである。 

1994 年 8 月 7 日に設立総会が開かれ、その席上、

未来の境港を考える海援隊の木村正明ととうはく

CI プロジェクトの四門隆から、「地元に関する知識

を得ることとジゲおこし団体の交流を深めること」

を目的としたジゲおこしバスの提案がなされた。こ

の事業は提案者の 2 人によって準備され、ジゲおこ

し協議会の官民協働の第 1 弾として第 1 回が同年 10

月 29 日、30 日に実施された。このジゲおこしバス

は、1996 年まで毎年 1 回実施された。1 泊 2 日で県

内を貸切バスで走り、車内では討論、目的地では現

地視察、夜はその地域のジゲおこし団体を交えての

参加者交流会などを内容としており、全国的にも例

を見ない取り組みであった。 

「『ジゲおこし団体連絡協議会』が設立され、新た

な活動として『ジゲおこしバス』の実施など、それ

までの行政の発想に頼らない新しい事業も次々と展

開されています。（中略）『民間が主導し、行政がバ

ックアップする』という協調関係は理想的な関係と

してよく言われていますが、うまくいっている例は

少なく、新しい連携のあり方のモデルとして今後の

あり方が、全国的に注目されています」28 と評価さ

れている。 

 

（２）注目すべきジゲおこし団体の活動事例 

 安藤も含め約40人が参加した第1回のジゲおこし

バスは、目的地は 1997 年開催予定のジャパンエキス

ポ・山陰・夢みなと博覧会を 3 年後にひかえた境港

市であった。ここでの、現地視察、研修、交流会を

すべて準備したのは、未来の境港を考える海援隊で

あった。この会は「会則なし、会費なし、イベント

はしない、テーマを決めない、職業は問わない（な

るべく多彩に）、後継者を育てない、出席を強制しな

い、遊び心を忘れない、それぞれの立場に持ち帰っ

て実践する」29 を約束事としている大変ユニークな

団体である。境港市を取り巻く重要案件に関する意

見交換や提言（「水木しげるロード」「海とくらしの

資料館」「境港シンフォニーガーデン」など）を行う

定例会の開催、浜の安全祈願祭などの活動実績があ

り、1996 年度の地域づくり団体自治大臣表彰を受け

ている。中心人物の 1 人の木村正明は民間の経営者

で、約束事にあるような柔軟な発想の持ち主である。

また、南家孝弘ら市役所職員も一方の中心であり、

この団体そのものが官民の協働で成り立っている。

木村は、ジゲおこしバス参加の感想で、「『町づくり

＝経済』を根底におき、楽しさだけでなく豊かさも

含めた町づくりをし、さらに全県レベルの知識を得

ることが大切」30 と本音を述べている。こうした考

え方が現在の境港の地域づくりに引き継がれている

と考えられる。 

 このジゲおこしバスを発案したのは、ネットワー

ク＝フットワークという思想の持主、当時の JA とう

はく職員の四門隆である。JA とうはくは、カウベル

ホールという 446 席のコンサートホール、特別養護

老人ホーム設置といったハードから、「『農』！と言

える元気な農村・国づくり ザ・ビッグシンポジュ

ウムとうはく‘92」（全国から 400 人の農業を中心に

した地域づくりの関係者が集まる）、カウベルホール

を活用した音楽祭といったソフトの地域づくりもや

っており、その中心の 1 人が四門である。 

 四門は、こうした JA での活動の実績や経験を基に、

「とうはくの顔」づくりを目指して、「産・官・学・

野」が一体となったとうはく CI プロジェクトを結成

し、副会長となる。会長には優れた酪農家の川本正

一郎が就任した。メンバーには当時の東伯町（現琴

浦町）役場職員であり、現在の琴浦町長の福本まり

子がいた。福本が「メンバーはそれぞれの組織で活

躍していますが、プロジェクトに参加することによ

って自己研鑽や情報収集を行い、それぞれの活動に

持ち帰り生かしています」31 と語っているように、

この団体は人材育成に大きな役割を果たした。また、

様々な要素を持つ東伯町でその顔をつくるには、富

山県のコロンブス計画にみられるように、様々な要

素を繋ぐネットワークの形成が有効である。四門は

ジゲおこし協議会でのネットワーク形成の実践を、

同時に地元の東伯町でも行っていたのである。 

 JA とうはくは農協合併で消滅したが、その文化面
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での活動を引き継いだ「NPO 法人花本美雄文化振興

会」が継続しており、現在、四門はその理事長であ

る。そして「琴浦町で活動するまちづくり団体のネ

ットワークを活かしながら、地域の活性化を目指す

中間支援団体」32 として、琴浦まちづくりネットワ

ークを 2014 年に結成し、その会長も務めている。 

 このように、ジゲおこしから現在に至るまでの間

に、農協の合併など様々な地域の変動を経ながらも、

JA とうはくやとうはく CI プロジェクトの地域づく

りの方法や思想は今も継続しているのである。 

 

（３）幹事会の意義 

1996 年、ジゲおこし協議会の運営を官民の協働で

行うため、民間の地域づくりリーダーから選ばれた

メンバーを幹事とする幹事会が設置され、行政担当

者の事務局と合同で協議会を運営した。その際、行

政職員（直接ジゲおこしの担当ではなかったが）で

ありながら地域活動にも参加しており、地域活動に

も行政にも精通しているという理由から、安藤は幹

事会を代表する初代代表幹事に選ばれた。2 代目の

代表幹事は、民間出身であり、先に述べた四門隆で

ある。 

幹事会は、後述するコロンブス計画のコアグルー

プと同様に、それ自身が１つのグループとして県内

のジゲおこし運動を支援する役割を果たした。その

例として、1996 年に開催された第 2 回全国酒蔵トラ

ストサミットの支援や 1997 年のジャパンエキス

ポ・山陰・夢みなと博覧会（以下、「夢みなと博論会」

と呼ぶ）への積極的参加があげられる。 

酒蔵トラストサミットについては、ジゲおこし協

議会の参加団体である「杉の雫・吟醸の会」（智頭町）

が智頭町と共同で開催したものであるが、全国的な

ビッグイベントであり、全国発信のチャンスととら

え、幹事会をあげて、企画、実施に全面的に協力し

た。 

夢みなと博覧会は、そのテーマの一つが「市民に

よる－市民交流－」であり、その手法はジャパ

ンエキスポ史上初の「市民からプロデューサーを募

集するという」催事であった。この時、幹事会から

世界子どもフォーラム in とっとり（河下哲志幹事）

と地酒交流デー（藤原一輝幹事）の二つのイベント

をプロデュースするプロデューサーが選ばれ、ジゲ

おこし協議会の組織をあげてこのイベントを支援し

た。 

さらに地酒交流デーでは、これまでの他県とのネ

ットワークを生かし、秋田市から日本海側を通って

夢みなと博覧会の会場の隣の市である鳥取県米子市

まで、地酒列車を走らせた。この列車のため、日本

海側の秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、

福井県、鳥取県に各県実行委員会を結成してもらい、

それらを統括した地酒列車「北前船号」実行委員会

（会長：谷本亙・石川県、副会長：伊藤辰郎・秋田

県、安藤・鳥取県）を結成した。そして、車内では、

各県自慢の地酒、郷土料理の振る舞い、郷土芸能の

披露が行われ、また、停車駅では趣向を凝らしたイ

ベントなどが行われ、大好評であった。北海道から

沖縄までの一般参加者 134 名、各県スタッフ 121 名

の参加を得たこの地酒列車は大成功であった 33。 

そして、これらのジゲおこし協議会の関与したイ

ベント実施は、ネットワークの形成が県を越えて広

がっていたことを証明している。これらのイベント

の成功がジゲおこし協議会や幹事会の存在価値を大

いに県内外に示したといえる。 

 

（４）ジゲおこし大学の設立 

1991 年から 3年間人材育成のために行ったジゲお

こし塾から約 10 年が経過した 1999 年に、これまで

の「ジゲおこし」をさらに進化させること、また、

新たな人材を発掘し養成していくことを目的に、ジ

ゲおこし協議会の中にジゲおこし大学が設立された。

その内容は、安藤が企画副委員長として県の担当者

と共に、その詳細を企画立案した。この大学は 2 年

制とし、今後の運動の核となるべき人材を育成する

本格的なシステムであった。 

その内容は、鳥取県の地域づくりの得意分野であ

る「環境」（講師：向井哲郎 彦名地区環境をよくす

る会会長）「特産品作り」（講師：長田吉太郎 米子し

ょうじき村村長）「中山間地」（講師：尾崎繁 杉の雫・

吟醸の会会長）「情報発信」（講師：小林宏行 岡山理

科大学教授）の４つの分野の専門ゼミからなってい

た。学生は、各ゼミ 6 人、合計 24 人の少数精鋭であ

った。各ゼミにはそれぞれ 2 名の支援スタッフ（ジ

ゲおこし協議会幹事など）が配置され、安藤も「情

報発信」のゼミの支援スタッフとして参加した。こ

のように、講師陣は県外から呼ぶのではなく、それ

ぞれ県内の地元で活躍するメンバーで構成されてい

た。このことは、ジゲおこしの活動をとおして地域

づくりの講師となれるような県内の優秀なリーダー

が育ってきたことを示している。 

「地域の魅力が問われる時代に、ジゲおこしを継

承発展させるため、次代を担う新たな人材の発掘と

養成を行い、併せて、新しいジゲおこしの理念を検

討、研究するための場とし、そこで得られた成果は

公開講座などを開催して積極的に県民に知らせ、ジ
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ゲおこしの普及に努める」34 という設立趣意書のと

おり、最初の 1 期である 2 年間は順調に講座が行わ

れ、地域に人材を送り出すとともに公開講座として

広くその成果を県民に還元することも行った。現在

の鳥取県若桜町の上川元張町長も参加者の 1 人であ

り、また、他にも多くの分野で活躍する人材を送り

出し、人材育成としての成果をあげることが出来た。 

しかし、新知事が就任し、次項に述べるような行

政テーマの大きな変更のため、残念ながらジゲおこ

し大学は 1 期 2 年をもって 2001 年に、終了すること

になった。 

 

（５）ジゲおこしの終焉 

1999 年に、4 期 16 年にわたってその重責を担い、

ジゲおこしの提唱者・推進者であった西尾知事が勇

退し、ジゲ（地元）出身でない片山善博氏が知事に

就任した。新知事の県政スローガンからジゲおこし

は消え、その強力なリーダーシップの下に新たな県

政がスタートする。この時代は、国や県の財政事情

の逼迫を背景に、「改革の時代」を迎えるのである。

県民とのパートナーシップの推進というより、県庁

の行政改革が県行政のメインテーマとなる。 

さらにその 2 年後の 2003 年 5 月には、ジゲおこし

協議会も鳥取県地域づくりセンターという名称にな

った。地域づくりセミナーという名称の研修会など

のジゲおこし協議会の活動は、このセンターに引き

継がれたが、ジゲおこしという言葉は完全に姿を消

すことになった。 

県の事業からジゲおこしの名称が消えた 2003 年、

ジゲおこし協議会がセンターになったのを契機に、

この組織の代表も民間人、事務局の場所も県庁外と

なり、ジゲおこしは、文字どおり、民間主導で、県

民が主役となった。しかし、それはジゲおこしが当

時の県政の重要テーマでなくなったことをも意味し

ていた。 

 

6.内発的発展論から見たジゲおこしの分析 

 本節では、鶴見和子の提唱した内発的発展論の 5

つの要素からジゲおこしを考察する。 

 

（１）地域振興の単位 

鳥取県は、国から見ると「地域」である。ジゲお

こしは鳥取県域（その意味では、地域）を単位とす

る地域づくり運動である。 

全国で最小の人口であり、また、戦後の日本経済

を牽引してきた重化学工業が多く立地しないため、

鳥取県の県民所得は低かった。そうした状況の中、

「後進性の打破」を合言葉に道路などの社会資本の

基盤整備、つまりモノの面での充実を図ってきた。 

モノの面での充実が一定程度図られる中、ジゲお

こしは「自分の生まれた鳥取を愛し」と謳い、心の

面からの地域づくりを主たる目標とした。当初、目

に見える具体的方法は「ジゲおこしコンクール」や

「ジゲおこしキャラバン」などであったが、これは

県行政が自ら行ったものであった。 

 その後、ジゲおこしを県民一人ひとりの運動とす

るため、「ジゲおこし塾」や「ジゲおこし探検隊」

などの実施により、地域リーダーの養成を図る。こ

れは市町村よりさらに小さい単位としての地域の

団体を活動の核として考えた政策である。このよう

に、小さい県であるという利点を生かして、市町村

をとおしての間接的政策ではなく、県行政が直接、

市町村よりさらに小さい単位である地域を事業の

対象にしたというのがジゲおこしの大きな特徴で

ある。 

 

（２）政策の目標 

 ジゲおこしの初期において、提唱者である県行政

の目的については、「経済成長」か「人間の成長」

かは、未分化であったと考えられる。この時代の先

行事例である大分県の一村一品運動は「農林水産物

の生産振興」を中心とした個別の地域経済の活性化

を目指し、それが結果として県全体の経済の活性化

をもたらしたといえる。実際には、大分県の場合、

経済規模や県民所得を考えると、「農林水産業」よ

り「工業」の振興の方がその寄与度が大きいと考え

られ、一村一品運動から工業の振興を中心とした

「テクノポリス」構想へ、大きく政策転換の舵を切

るのである。 

 しかし、「一村一品」は、実は、「一村一人材」で

あったという評価も生まれてきている。行政の側か

ら見れば人材育成であるが、運動にかかわった地域

の人々から見れば、自己実現＝人間の成長が目的で

あったといえる。 

 さらに、コロンブス計画の場合、中沖富山県知事

は、「イベントを作り上げていくことを通して、地

域づくりを担う人材を育成し」としているが、この

政策は単純な人材育成ではない。コロンブス計画事

務局によると「コロンブス計画は、決して『地域づ

くりリーダー』育成の事業ではない。コロンブス計

画の仕組みはすべて手段である。自分達がより楽し

い活動ができるように、人と人とのネットワークを

作って行くことが仕事であって、地域づくりを担当

する人を育てているのではない。結果として地域が
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よくなっていけばよいのである。（中略）彼らがリ

ーダーとなるかどうかは、彼ら、もしくはまわりが

決めればよいのである」35 としており、上からの人

材育成ではなく、活動グループの主体的なネットワ

ーク形成による自己実現（一村一品運動と同様に）

＝人間の成長が目的ということになる。 

 ジゲおこしの場合、もちろん、当初は「地域経済

の活性化」が大きな目的であったが、それを担う主

体が「県民一人一人であるべき」という観点から、

優れた方法として先行事例のコロンブス計画を取

り入れた。地域リーダー養成のための「ジゲおこし

塾」や「ジゲおこし探検隊」である。この運動に参

加した地域の人々の目的の比重は、「経済成長」よ

り「人間の成長」になるのは、必然の流れであった。

もちろん、個々に見れば、一部には農林水産業の振

興を目的にする集団もあったが、こうした集団も結

果として「人間の成長」をもたらしたといえる。 

 

（３）自然との関係 

 ジゲおこし当時の環境問題の取り組みをみると、

前述の「産業公害にたいする異議申し立ての運動と

しての水俣」のようにこの課題は特定の地域の問題

であり、全国的には県域全体の運動として取り組ま

れている例は多くない。 

その稀な例として、1977 年に赤潮が発生したのを

切っ掛けに、琵琶湖の浄化に向けて滋賀県全体で取

り組まれた運動がある。住民が赤潮の発生を防ぐた

め、その原因となった合成洗剤の使用をやめ、代わ

りに天ぷら油の廃油などで作られた石鹸を使用す

る運動である。「これを機会に出来た滋賀県環境生

協が愛東町（現東近江市）の休耕田に菜の花を植え、

菜種油で学校給食などの天ぷらを作り、その廃油で

石鹸や肥料を作っていたが、廃油の量が増え、これ

をバイオ燃料にすることを考え、1998 年に成功」36

するという展開を見せている。こうした住民運動か

ら、県が合成洗剤の使用を禁止する「琵琶湖富栄養

化防止条例」を制定する。さらに「水なくして文化

なし－自然と人間のよりよい関係を打ち立てよ

う」と「琵琶湖ルネッサンス－新しい淡海文化の

創造」という官民協働の県民運動へと発展していく。 

 ジゲおこしの場合、ジゲおこし大学のテーマの１

つに「環境」があげられている。この分野の講師は、

割り箸回収運動やちびっ子環境パトロール隊など

の運動を長年実践してきた向井哲郎（彦名地区環境

をよくする会長）であった。この会は 1989 年から

環境新聞「中海」を月一回発行し、彦名地区の全戸

に配布。使えなくなったパンストを活用した具体的

な水質浄化の実践方法とその効果などを紹介し続

けている。「中海」の発行は一月も滞ることなく、

2022 年 9 月現在、422 号を発行している。 

向井は王子製紙の職員という立場から割り箸回

収、また、中海地域の住民という立場から中海に流

れ込む生活排水の浄化に取り組んできた。そして、

ジゲおこし協議会にあっては、民間のリーダーとし

ての役割を果たしてきた。 

 しかしながら、環境問題という視点で見ると、鳥

取県の場合、重化学工業の立地が少なく、いわゆる

公害問題の発生があまりない地域のため、県民全体

にその意識が低いといえた。こうしたことから、ジ

ゲおこし運動全体をみると、「自然との関係」、ある

いは環境問題の取り組みは低調であった。 

 現在の地球温暖化などの環境問題は国を超えた

地球規模の課題であり、その実践は我々人間一人ひ

とりにかかっている。本来、「県民が主役となって

担っていく」というジゲおこしの精神こそが、この

問題にとって重要である。 

 

（４）「担い手」はだれか 

ジゲおこしにおいて、誰が運動を担うかは重要な

課題であった。まず、行政の側からは、こう考えら

れていた。「ジゲおこしにおいては、住民（団体）主

体の地域独自性と全体波及性を備えた活動が、広範

な分野で展開される必要があります。そのような活

動こそが、本来の意味におけるジゲおこしを実践す

るものであり」と住民主体の地域独自性と全体波及

性を重視していた。「行政はこれを支援し指導するに

とどまるのが原則」とし、県民が主役であることを

示しているが、「支援し指導する」という考え方には、

公と民のパートナーシップという概念は存在してい

なかった。 

この時期、地域振興・活性化のための様々な施策

とジゲおこしの関係を次のように整理している 37。 

① 住民の自主的な参加と協力を得て、行政が主体

となってジゲおこしを推進する施策・・・行政

（主に市町村）自らによるジゲおこし実践活動

とも言うべきもの 

② ジゲおこしを推進する住民団体を支援し指導し

て、ジゲおこしを推進する施策・・・実践活動

をバックアップすることにより、ジゲおこしを

推進していこうとするもの 

③ 地域の振興・活性化には資するが、ジゲおこし

とは直接関係がない施策・・・通常の交通基盤

整備、企業誘致等の施策 

 前述の「1986 年第 5 次鳥取県総合計画が策定され、
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『ジゲおこし』がその基本視点に据えられた。この

時点では『ジゲおこし』の主役は明確に県民である

という認識は必ずしも十分とはいえなかった」と、

ジゲおこしの主たる担い手は、不明確であったと考

えられる。 

しかし、県民を主役に県単位で地域活性化運動に

取り組んでいた富山県のコロンブス計画を先進事

例にするにあたり、「担い手を県民とする」政策が

明確になる。そして、ジゲおこし以前からの地域に

存在していた活動団体をネットワークすることに

なる。具体的には、地域活動のリーダーたちを繋ぐ

ことで、結果的には活動団体を繋ぐことになった。 

コロンブス計画の場合、この運動の中枢を担った

のは、漠然とした地域リーダーではなく、コアグル

ープという集団の参加者である。この集まりは、「コ

ロンブス計画スタート前から影に日向に事務局を

支え、一緒に事業を進めている民間人 11 名。コロ

ンブス計画が行政臭くならないのはこの人達が防

波堤になって頑張っているから。デザイナー、建具

屋、シンクタンクマン、酒屋、公認会計士など職種

もさまざま」38 である。このコアグループの谷本亙

は、成政トラスト吟醸の会（コロンブス計画参加）

のリーダーであり、安藤が当時事務局長を務める杉

の雫・吟醸の会（ジゲおこし協議会参加）の指導に、

1992 年、はじめて鳥取を訪れ、約 30 年後の現在も

交流が続いている。この時、安藤はコロンブス計画

について、詳しく教授を受け、コアグループの重要

性を認識する。翌年のジゲおこし協議会の設立にあ

たって、コアグループに匹敵するものとして、協議

会に幹事会の設置を提言する。そして、初代代表幹

事に就任するのである。 

今から思えば、コアグループや幹事会は、地域リ

ーダーというより、内発的発展論でいうところのキ

ーパーソンであった。 

 全国的には、地域リーダーを養成する講座など、

地域リーダーという概念を重視する考え方が多く

あった。しかし、実際には、地域のリーダーだけで

地域づくりをやっているわけではないのであり、そ

の意味では、鶴見の内発的発展論でいう複数の「地

域のキーパーソン」という概念が重要である。前述

の飯田市の事例では、発想のキーパーソンは市長で

あり、実践のキーパーソンは各地域の公民館活動に

関わっている住民であった。 

 ジゲおこしの場合も、発想のキーパーソンは西尾

邑次知事であり、実践のキーパーソンは当初、担当

する県職員であった。しかし、「県民が主役」とい

うスローガンの下、実践のキーパーソンは幹事会に

参加したメンバーやそのメンバーが所属する団体

に移行していった。ジゲおこしの中にキーパーソン

という言葉は存在していなかったが、実際には、幹

事会メンバーの他に行政職員や優れた企業家、普通

の市民など、多くの人々がキーパーソンとして存在

していたといえる。 

 

（５）伝統の再創造 

 長野県飯田市を中心とする南信州地域の地域づ

くりの事例 39 をみてみると、地域の主体的学びとい

う伝統の再創造があげられる。具体的には、社会教

育である公民館活動、いいだ人形劇フェスタ、南信

州型グリーン・ツーリズムなどである。このことは、

伝統の再創造によって、地域の思想や政策を生み出

していることを表している。 

これに対して、ジゲおこしは、「沈滞しているこ

の地域を何とかして活性化したい」という強い思い

から、当時の知事が提唱し、地域の意識ある人々が

これに応えたという形をとっていた。しかし、中核

となる思想や考え方が存在していたわけではない。

その意味では、「伝統とか、その再創造とか」とい

う概念は意識されていなかった。 

 一般的に言って、地域づくりが始まるとき、先に

明確な思想や考え方が存在しているのではなく、方

法論のみが存在している場合が多い。一定の時間が

経過し、それに対して成功という評価が出てきて、

その成功の秘訣はということで、思想や考え方が研

究され明らかにされることになる。その意味では、

南信州地域の場合は例外的かもしれない。 

 伝統の再創造を行うには、まず、伝統そのものの

発掘・研究が重要である。第 7次総合計画において、

鳥取県地域の伝統を発掘する事業がなされている。

「特に、『『とっとりの誇り』創造・発信』というこ

とが、新しいジゲおこしの一つの方向性を加えるも

のである」40 とその萌芽を見ることが出来る。「とっ

とりの誇り」の創造・発信という事は、しっかり伝

統を掘り起こし、それを再創造するということに他

ならない。 

しかし、知事の交代によって、行政レベルでのこ

の事業は継続されず、実際には伝統を掘り起こす作

業が不十分なまま終了している。さらに行政の提起

を受けて事業を実施した地域づくり団体もその財

政的援助が終了すれば、再創造までには至らなかっ

たのが実情である。この点がジゲおこしの弱点であ

り、その後の鳥取県での地域づくり運動に残された

課題でもある。 
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7.ジゲおこしの総括 

 ジゲおこしは、この運動の進展によって、鳥取県

民にとって地域づくり運動のことだと認識されてき

た。つまり、その概念は市民権を得て、県民のアイ

デンティティの形成の一助となったことは事実であ

る。ただ、この運動が県民所得の増大などの経済的

な成果を生み出しているとは言い難い。最初から経

済効果を主たる目的とするものなら、大規模な工場

誘致などの政策を推進するのが効率的だからであり、

そういう方法を取らなかったのは、経済的発展を主

たる目的にしたものではなかったからである。 

少なくとも、鳥取県民が、「小さな県でもやれるん

だ」、「自分の手で何かを生み出していける」などの、

自己認識を形成することを目的にしており、そうい

った意味では、一定の成果があったことは、確認で

きる。 

「手元に一つだけ本を持ってまいりました。最初

平成二年にできました『とっとり大好き』という本

です。この本は、まさに『『とっとりの誇り』創造・

発信』といった発想が非常に満ちあふれているよう

に思います。こうしたものを読んだことが、『『とっ

とりの誇り』創造・発信』の一つの出発点だったか

なと私自身には思えるのです」41 と、第 7 次鳥取県

総合計画策定の責任者の竹内功鳥取県企画部長（当

時）は述べている。1990 年、「第 1 期スペース」の

中心メンバーであった安藤は、その実績を買われて、

鳥取県企画部文化国際課から鳥取県を紹介する書籍

の編集を依頼される。『スペース』のメンバーを中心

にした編集委員会（安藤と前述の元毎日新聞鳥取支

局長で岡山理科大学教授の小林宏行 42 が基本コンセ

プトを作り、藤原一輝がデザインを担当）を組織し、

『とっとり大好き』と題したこの本は定価 1,350 円

にもかかわらず 1 万部の発行を実現する 43。 

この『とっとり大好き』は、「県民が主役となった」

編集委員会で編集して、官と民のパートナーシップ

で刊行したものであり、１つのジゲおこしの成果で

あり、また、その推進の一助となった。 

 このようにジゲおこしの手法として特徴的なのは、

官民のパートナーシップ、つまり「官民協働」を重

視したことである。スローガンとしては、「県民が主

役」という言葉であるが、ジゲおこしは、まさに、

県民が活動して、県行政がそれをサポートするとい

う枠組みであった。 

 近年の地方行政の在り方の特徴として、「住民の

力」や「民とのパートナーシップ」を重視する傾向

があるが、ジゲおこしはそうした大きな流れの魁と

いえる。 

地域づくりや地域活性化というと、いわゆる先進

地事例の方法論を見本として、それをそのまま、地

域に適用しようとすることが多い。例えば、北海道

池田町がワインつくりで成功すれば自分のまちに

ワイン工場を、大分県の一村一品運動で特産品作り

に成功すれば県内各市町村に特産品を作ろうとす

る。そして、こうした成功事例の地域のリーダーを

招いて、講演会を行い、そのあと交流会を行う。こ

うした方法が地域づくりや地域活性化の具体的な

実践として、多くの地域で行われてきた。しかし、

こうした方法は「やった感」を残すことは出来るが、

ほとんど成功していない。住民自身がその地域にあ

った方法論を見出すことが出来ないからである。 

 重要なのは方法論ではない。宮本憲一の内発的発

展論は、本論の最初で見たように政策論として方法

を重視したものであるが、鶴見和子のそれはその本

質を論じたものである。内発的発展の本質は、例え

ばジゲおこしでいえば、「この地に住んでよかった」

という住民の実感ではないだろうか。そのことが、

地域づくりに住民を動かす地域のエートスともいう

べきものである。そういう地域のエートスの形成こ

そがジゲおこしの運動の本質である。 

 「鳥取県でも『ジゲおこし』という言葉、いまや

固有名詞ではなく、普通名詞になりました。少し前

までは『地域おこし』の講演会やシンポジュウムが

やたらと開かれていましたが、そんな旗振りはもう

古い。普通の人々がいろいろとライフスタイルを見

直しめざましい活動をしています」44 とあるように、

広く県民に伝えられ、ジゲおこしという言葉やその

思想は県民の間に定着していった。つまり、県民す

べてが、地域づくり団体に所属していたわけではな

いが、「ジゲおこしは、鳥取県民にとって自分の事だ」

と、自己認識したのである。 

 以上見てきたように、ジゲおこしは内発的発展論

におけるすべての要素においてそれが完全に満たさ

れているとはいえない。しかし、内発的発展論を基

本としながら、官民の協働や地域づくり団体のネッ

トワークという手法を駆使して、人口が全国で一番

少ない県という鳥取県の特徴を十分に生かしたユニ

ークな地域づくりの政策、運動であったと言える。 
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Ⅲ．ジゲおこし政策の意義と課題 
1. 主体形成政策としてのジゲおこしの課題 

本論文では、内発的発展の可能性を展望するため、

その事例のひとつと位置づけられる鳥取県のジゲお

こしを取り上げ、その本質と意義などを分析した。 

前章では、鳥取県において 1983 年から 1999 年ま

での 17 年間にわたって展開されたジゲおこしにつ

いて、その経緯や状況などを詳細に分析して、その

総括を試みた。 

 

（１）ジゲおこし政策の本質 

ここでは、改めて鳥取県のジゲおこし政策につい

て振り返ってみる。まず、ジゲおこし政策は、ジゲ

（地元）出身で鳥取県職員から知事に就任した西尾

邑次氏の在任中を通して、当該期間における鳥取県

の基軸政策と位置づけられ、その政策の単位を「県

域」とした特筆すべき政策であったことを強調して

おかなければならない。当時、注目された大分県の

一村一品運動や富山県のコロンブス計画においても、

知事が在任中一貫して当該政策を継続し、県の政策

全体を特徴づける政策では必ずしもなかったことを

考えると、鳥取県におけるジゲおこし政策の位置づ

けは注目される。 

 さらに、ジゲおこし政策においては「この地域に

住んでよかった」という実感を県民にもたらすこと

こそが最も重要な政策目標であり、ひいては、それ

が「県民が主役となって鳥取県の地域づくりを担っ

ていく」という考え方につながることを重視した。

この考え方は、地域づくりのような公共性を有する

事業は地方自治体のような行政組織が担うものとす

る「公共性」概念が主流の当時において、大変斬新

なものと言える。現在では、「地域における住民サー

ビスを担うのは行政のみではない」とする「新しい

公共性」論が提示されているが、ジゲおこし政策は、

その魁とも言える。 

その意味で、鳥取県の展開したジゲおこし政策は、

内発的発展論において重要な要素のひとつである

「主体形成」がその本質であった。 

 

（２）ジゲおこし政策の手法とその成果 

その「主体形成」を実現する具体的手法として、

ジゲおこし政策においては、２つの手法を提示した。 

ひとつは、ジゲおこしを県民一人ひとりの運動と

するため、県内市町村を介在させた間接的な地域づ

くり政策ではなく、県が、市町村よりさらに小さい

単位であるコミュニティに直接入り、地域づくり事

業を実施したことがジゲおこし政策の大きな特徴

である。すなわち、コミュニティの現場で実際に活

動する住民組織やそのキーパーソンを地域づくり

を担う実質的主体として位置づけて直接の支援を

実施した。例えば、「ジゲおこし塾」などの事業を

実施することにより、住民組織のリーダーの養成を

目指す施策を実施した。 

もうひとつは、そのような人材育成政策を具体的

に実施するため、官民のパートナーシップ、つまり

「官民協働」を重視したことである。「県民が主役」

という理念を実現するため、ジゲおこし政策は、ま

さに、まず県民が活動して、それを鳥取県庁がサポ

ートするという枠組みを提示した。 

 しかしながら、ジゲおこし政策の成果として、鳥

取県内の各地に地域づくりの実質的主体である「自

発的に活発に活動する住民組織」を新たに形成する

ことは実現できなかった。鳥取県のサポートを受け

て事業を実施した「地域づくり住民組織」もその財

政的支援が終了すると、住民組織の活動そのものが

終了してしまうという事態となり、残念ながら「主

体形成」において明確な成果をあげることはできな

かった。 

このような状況の中で、西尾邑次知事から片山善

博知事に交代すると、前述したように、ジゲおこし

政策は継続されず、不十分なまま終了することにな

った。 

 内発的発展政策のひとつである鳥取県のジゲおこ

し政策が不十分な形で終わった背景には、ジゲおこ

し政策の土台となる「主体形成」理論が脆弱であっ

たことが大きい。しかしながら、この点は、本論文

で取り上げたジゲおこし政策に限らず、内発的発展

論全般の弱点として指摘されている。 

本章では、このたびの事例で取り上げたジゲおこ

し政策が重視した県内各地の「主体形成」、すなわち、

県内各地のコミュニティにおける「住民組織」の形

成に焦点をあて、鳥取県ジゲおこし政策の本質であ

る「主体形成」の課題について検討する。 

 

2. 1970 年代の国のコミュニティ政策 

鳥取県のジゲおこし政策において、県内の各地の

コミュニティにおいて「主体形成」が失敗に終わっ

た背景には、県内のコミュニティ構造やそれを構成

する住民組織に対する理解の欠如があると思われる。  

ジゲおこし政策の主体形成の手法は、県内のコミ

ュニティにおける住民組織の中から「自主的に活発

に動く開放的な住民組織」あるいは当該住民組織を

運営するキーパーソンを選択して、それらの主体に

集中してさまざまな支援をすることに重点がおかれ

ていた。しかし、前述したように、サポートが終了
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すると、住民組織の活動も継続せず、自律した自発

的住民組織は形成されなかった。 

この要因を検討すると、それは、当時の国のコミ

ュニティ政策の失敗と重なる部分が多く、ジゲおこ

し政策は、当時の国のコミュニティ政策の影響を受

けていたことがわかる。ここでは、まず、その当時

の国のコミュニティ政策の基本的考え方を確認する。 

国のコミュニティ政策の出発点となったのは、

1969 年の国民生活審議会コミュニティ小委員会報

告書『コミュニティー生活の場における人間性の回

復―』（以下「報告書」と呼ぶ）であると言われる。

本報告書が国や多くの地方自治体のコミュニティ政

策を導いたのである。報告書には、コミュニティの

定義について次のように書かれている。すなわち、

「生活の場において、市民としての自主性と責任を

自覚した個人および家庭を構成主体にして、地域性

と各種の共通目標をもった、開放的でしかも構成員

相互に信頼性のある集団を、われわれはコミュニテ

ィとよぶことにしよう」。 

ここでのコミュニティは、町内会や自治会を「古

い地域共同体」と位置づけて、それらと異なるもの、

あるいは対立するものとして構想されていた。すな

わち、報告書では、「古い家制度を基盤とした閉鎖的

な全人格的運命共同体的性格を特色」とした地域共

同体は乗り越えるべきものとして位置づけられた。

ここでは、「地域共同体の崩壊は、地域住民にとって

古い束縛からの解放を意味しており、地域共同体の

中に埋没されていた人間性の回復を意味するものと

して評価されるべきもの」としてとらえられている。

したがって、報告書の述べるコミュニティとは、今

までの地域共同体のような「封建的な」古いかたち

のものではなく、「民主的」な住民組織の再編、すな

わち「近代市民社会の形成」を目指していた。 

では、コミュニティ政策は、当初の目的通り、町

内会や自治会に代わる「自主的」「民主的」「開放的」

な住民組織を形成することに成功したと評価できる

だろうか。その当時の状況を見れば、地域のコミュ

ニティを実質的に担っているのは、多くの場合、コ

ミュニティ政策が形成しようとした「自主的に活発

に動く開放的な住民組織」ではなく、相変わらず「古

い地域共同体」とされる町内会や自治会である。コ

ミュニティ政策は、当初の思惑通りには進まなかっ

たと言える。 

コミュニティ政策が挫折した要因のひとつは、報

告書には「理念形としてのコミュニティ」について

は描かれているものの、その育成の手がかりは、必

ずしも明確ではなかったという点である。報告書に

は、コミュニティが形成されるための必要な条件は

「地域住民のうちに存する」と書かれているだけで、

いかにすれば、目指すべきコミュニティが形成され

るのかについて、具体的な指針を欠いたまま政策を

展開していたのである。 

もうひとつの要因は、当時の日本には地域住民が

主体となって新しいコミュニティを形成するという

土壌がまだできていなかったという点である。しか

も、もともと行政主導でつくるような種類のもので

はない「自主的に活発に動く開放的な住民組織」に

ついて、行政組織が「理念」を提示したり、モデル

や施策を紹介するというところにコミュニティ政策

の矛盾がある。 

結局、日本における 1970 年代からのコミュニティ

政策は、「コミュニティ地区の設定」とコミュニティ

センターの建設などの「ハード整備」に重点が置か

れ、「自主的に活発に動く開放的な住民組織」の形成

の追求の側面では不十分なまま、次第に風化したと

評価できる。 

 

3. 住民組織の丁寧な理解と主体形成の可能性 

前節では、国におけるコミュニティ政策の展開に

ついて概観した。結局、1970 年代以降に始まったコ

ミュニティ政策は町内会や自治会に代わる「新しい

タイプの住民組織」を形成することができなかった。

このことが 1980 年代において、行政組織の住民組織

支援政策に対する消極的姿勢につながったと思われ

る。 

また、このような状況が、町内会や自治会に対し

てネガティブな側面を一層強調することにもなる。

すなわち、町内会や自治会の役職者は特定の者で占

められ、「ボス支配」に傾きがちな組織運営のため、

個人の意向が抑圧されたり、「草の根保守主義」の基

盤などとも言われてきた。 

しかし、このような側面は、少なくとも地域にお

ける人口減少や高齢化、都市問題などの地域問題が

激化し、地域住民が自ら問題解決のため立ち上がる

動きが出てくる中で、確実に変化してきた。 

すなわち、崩壊の危機に瀕した地域社会が当該地

域問題の解決に対処していく過程で、住民が新しい

状況に適応した形での「運動体」を形成する。例え

ば、家族や地域に関わる問題に対して、1970 年代後

半から「まちづくり」や「むらおこし」などの様々

な名称をもつ住民運動が生まれてきた。この「運動

体」は、地域住民同士の話し合いやさまざまな学習

を通じて、地域づくりを行うための「事業体」に転

化する。つまり、住民運動について言えば、それま
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で多くの住民運動が分類されていた「計画阻止型」

あるいは住民交流施設や生活道路建設などの「社会

的共同消費手段要求型」から、「コミュニティ形成型」

への転換がみられる。このことは、「地域共同性」の

再生が意識化されてきていることを表しているとも

言える。 

ここに、コミュニティ形成への手がかりが隠され

ている。つまり、地域共同体を離れて、地域アイデ

ンティティを全く無視したところでの、新開地での

ユートピア的コミュニティの構築ではなく、むしろ、

地域に根付いた既存組織を活用したコミュニティ創

生の視点が重要となる。 

日本のコミュニティ政策には、「古くからの地域共

同体が地域住民の欲求の変化に対応できぬままに崩

壊する一方、新しいコミュニティが萌芽的にしか形

成されていない」という記述が報告書にあるように、

コミュニティは、地域共同体のいわばスクラップ・

アンド・ビルドの形の上で成立しうるものであり、

そこには古くからの地域共同体が、地域住民の新し

いニーズに対応して変化しうるという視点はなかっ

た。つまり、「古い地域共同体」が「コミュニティ」

になりうる可能性を模索するという視点はなかった

のである。 

住民組織は、構成員の変化においても、新しい変

化が生まれ始めている。すなわち、役職者の世代交

代や女性、さらに企業勤務などの男性参加などであ

る。新しい変化がより明確に現れているのは、ボラ

ンティア組織や非営利組織などである。これらの組

織は、社会的課題の解決などの特定課題のために形

成された機能的組織あるいは自発的組織であること

から、水平的ネットワークを作りやすい。そのネッ

トワークにおいては、上下の固定化した関係や秩序

ではなく、自由に発言できる対等の関係が存在する。 

今やコミュニティは、こうした諸個人の自発的な

行為や活動とそのネットワーク化、すなわち、ヨコ

型の社会関係や集団との連携なしには成立すること

はできない。町内会や自治会などの伝統的な住民組

織も、こうした活動や集団との連携なしには形骸化

してしまう。これまでの町内会や自治会などの「古

いタイプの住民組織」と、特定の地域課題に対応し

た「新しいタイプの住民組織」との連携により、コ

ミュニティにおける「主体形成」の実現は可能とな

るのである。 

 

4. ジゲおこし政策と内発的発展論 

ジゲおこし政策を「主体形成」を本質とする政策

と把握した上で、それが十分な成果を出すことがで

きなかった背景には、これまで述べてきたような住

民組織に対する理解が不足していたことが大きい。 

すなわち、ジゲおこし政策の主体形成の手法は、

県内各地のコミュニティにおける住民組織の中から

「自発的に活発に動く開放的な住民組織」を選択し

て、それらの住民組織に集中してさまざまな支援を

行い、当該住民組織を育成する枠組みであった。換

言すれば、「元気な住民組織」を一本釣りして、大量

にえさを与えれば、「品質の高い住民組織」が生産で

きる、という考え方である。しかしながら、鳥取県

がジゲおこしとして支援したこれらの住民組織は、

ジゲおこしの終焉とともに活動しなくなり、自律的

住民組織には成長しなかった。 

その背景には、前述したように、住民組織に対す

る理解が不足していたことがあり、その本質は、こ

れらの「新しいタイプの住民組織」も町内会や自治

会などの古い地域共同体とのつながりが必要であり、

古い地域共同体を構成する町内会や自治会などの住

民組織とのダイナミックなやりとりの関係の中に

「新しいタイプの住民組織」の土台が存在していた

ということである。コミュニティは、このような「古

い地域共同体」とのダイナミズムの上に形成される

ものであり、そこには古くからの地域共同体でさえ、

地域住民の新しいニーズに対応して変化しうるので

ある。 

住民組織は、このようなデリケートなものである

が、ジゲおこし政策は、このような住民組織の構造

に対して丁寧な対応を取らなかったことがジゲおこ

し政策の「主体形成」が失敗に終わった要因と考え

る。 

その点については、ジゲおこし政策を鳥取県とい

う広域自治体自らが実施したことも大きい。都道府

県という地方自治体は、市町村と同様、地方自治法

に規定する「普通地方公共団体」と位置づけられて

いる。しかしながら、都道府県は市町村と異なる機

能を期待されており、具体的には、連絡調整機能や

補完性の機能など、基礎自治体である市町村を背後

から支える役割がそれである。コミュニティとの距

離が近い地方自治体は市町村であり、都道府県は、

本来、市町村をサポートする地方自治体であるとす

れば、市町村を超えてコミュニティに直接関与する

というジゲおこし政策の枠組みには無理があったと

思われる。それは、ジゲおこし政策の末期の 1990

年代後半に、鳥取県が直接関与することは少なくな

り、その中間支援組織である「鳥取県ジゲおこし団

体連絡協議会」が実質的推進主体であったことから

も明白である。 

15多田憲一郎・安藤隆一：内発的発展と主体形成



これまで、鳥取県のジゲおこし政策を取り上げ、

その本質である「主体形成」に絞り、その政策の内

実を分析してきた。これまで述べてきたように、そ

の政策の枠組みには多くの課題があった。しかしな

がら、鳥取県が提起したジゲおこし政策の理念は、

決して否定されるものではない。「県民が主役となっ

て鳥取県の地域づくりを担っていく」という考え方

は、今日の「新しい公共性」論や「官民協働」につ

ながるものであり、当時の状況を考えれば、先進的

で格調の高い政策であったと評価できる。問題は、

その高い理念を実現する「戦略」が必ずしも明確で

はなかったという点である。しかし、それは、同時

に、現代の内発的発展論の課題でもある。その意味

で、鳥取県のジゲおこし政策は、今後の内発的発展

論を進化させるうえで多くの示唆を与えた。 
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