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対象者数： 140（対象自治体：20団体）

アンケート送付数： 125（送付自治体：19団体）

回収数： 58（回収自治体：13団体）

回収率： 46.4％

対象者数＝平成30年7月1日時点の任期
終了者数
（3年未満で退任した者を含む。)

調査方法：
①「新潟県地域おこし協力隊定住促進研究会」において作成したアンケート用紙を、各市町村担当者へ配布。
（平成30年8月8日配布開始）

②各市町村において、アンケートの対象となる地域おこし協力隊の任期終了者へ郵送（注）

③任期終了者本人から新潟県地域政策課へ直接返送（返送期限 平成30年9月10日）

調査対象：
新潟県内市町村で活動していた地域おこし協力隊の任期終了者（活動期間を問わず全員）
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１ 地域おこし協力隊 任期終了者向けアンケートについて
（１）調査対象・方法・目的

（注）市町村の協力が得られた場合にのみ郵送。

目的：
地域おこし協力隊の地域への定住、活動の充実、地域の活性化等の実態をデータにより把握し、よりよい制度運用方法

を研究することで、行政の支援策の提案につなげること
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１ 地域おこし協力隊 任期終了者向けアンケートについて
（２）調査結果の考え方

〇アンケートでは、任期前・任期中・任期終了後のそれぞれの時期における地域住民・行政担当者・隊員自身の状況につい
て、隊員がどう認識していたかに焦点を当て、質問。

〇したがって、この調査結果は「隊員がそう認識している」という回答内容に基づいたものであり、行政や受入地域の評価
とは相違がある可能性がある点に注意が必要。

【設問例】

（問２）「あなたの地域おこし協力隊への応募動機や、隊員としてやりたいこと」と、「行政（市町村）が地域おこし協力隊（あなた）に
期待すること」は、どれくらい一致していましたか。5点を「完全に一致していた」、1点を「全く一致していなかった」として、1～5点
で評価をしてください。

（問11）あなたは、任期中に地域の行事や作業等にどの程度参加していましたか。次の項目について、5点を「積極的に参加していた」、
1点を「全く参加していなかった」とし、1～5点でそれぞれ評価をしてください。
① 作業（道普請、堰普請、集会所除雪等）
② 行事（どんど焼き、鳥追い、祭り等）
③ 団体（伝統芸能、高齢者サロン、子ども会、消防団等）

（問13）あなたの任期中の市町村職員（担当者）との活動等の状況の共有方法と頻度について、以下のうち該当するものをご回答ください。
（☑はいくつでも）
方法： □ミーティング 【頻度： □毎日 □週に１回以上 □月に１回以上 □月に１回よりも少ない】

□報告書など書面でのやり取り 【頻度： □毎日 □週に１回以上 □月に１回以上 □月に１回よりも少ない】
□日常のコミュニケーション（雑談も含む） 【頻度： □毎日 □週に１回以上 □２週に１回以上】
□相談をすれば聞いてもらえる程度（定期的な機会はなかった）
□活動状況等を共有していなかった



活動期間 性別 出身
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１ 地域おこし協力隊 任期終了者向けアンケートについて
（３）回答者の属性

他隊員との所属の違い

1年未満

14%

1年以上2

年未満

17%

2年以上3

年未満

22%

3年

43%

無回答

4%

なお、１年未満で退
任した者は、総務省
の定住状況調査の対
象外とされている。

男性

50%

女性

50%

関東

45%

新潟県内

27%

東北

9%

関西

5%

東

海

3%

四国

2%

北海道

2%

海外

2%

無回答

5%

企画、

政策担

当
45%

産業、観光担当

10%

農林水産

業担当

14%

地域振

興担当

19%

無回答

12%

隊員時代の市役所・町村役場内での
所属部署

同じ所属

62%

自分と異

なる所属

31%

無回答

7%



自分より先に活動している
先輩隊員がいたか

任期中の業務内容（全回答者数からの割合）

有の場合：何代目の隊員か
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１ 地域おこし協力隊 任期終了者向けアンケートについて
（３）回答者の活動状況

有
45%

無
52%

無回答
3%

地域おこし協力隊に応募したきっかけ（全回答者数からの割合）

2代目
42%

3代目
27%

4代目
4%

5代目
11%

6代目
4%

7代目
4%

不明
8%

44.8%
41.4%

36.2%

27.6%

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50% 74.1%

37.9%
31.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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協力隊としての活動期間をとおした成長度
（0を「活動前から変化なし」とし、-5～5で回答）

協力隊が入ったことによる地域活性化度
（0を「活動前から変化なし」とし、-5～5で回答）

１ 地域おこし協力隊 任期終了者向けアンケートについて
（４）回答者の活動をとおした成長度と地域活性化度

0 0
1

0
1

5
6

5

19

8

10

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

人
数

成長度
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1
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13

9
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1
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地域活性化度



※1 自己都合による退任の理由

・結婚・出産
・体調不良
・活動地域外で起業・就業したため
・活動地域で起業・就業したため
・身内の介護
・学業を優先
・家族の体調不良 等

このうち
自己都合(※1)による

退任：20人

このうち

自己都合以外(※2)による退任：９人
※2 自己都合以外の退任の理由

・市町村の期待との相違
・住民の考えとの相違
・更新がなされなかったため
・希望する就職にあたっての準備がなさ
れていなかった 等
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８ 任期満了せず、かつ、自己都合以外の理由で退任した隊員

地域おこし協力隊を退任した理由

全体（58人）の15.5%（9人）の隊員
が、自己都合以外の理由で任期途中で
退任しており、そうした隊員の中には
１年未満で退任する者もいる。

１ 地域おこし協力隊 任期終了者向けアンケートについて
（５）退任理由

1年未満

45%

1年以上

2年未満

22%

2年以上

3年未満

33%

自己都合以外により退任した人の活動期間

活動地域で起

業・就業したた

め
16%

活動地域外で

起業・就業し

たため
4%

結婚・出産

7% 市町村の

期待との相

違
5%

住民の

考えとの

相違
3%

身内の

介護

2%

体調不良

3%

予定していた

任期を満了し

たため
50%

その他

10%

任期未満了で
退任：29人

任期満了で退任：29人



（参考）
地域おこし協力隊の効果の３本の軸

軸１ 隊員の地域への定住
軸２ 活動をとおした隊員本人の成長
軸３ 隊員が入った地域の活性化

これらを３本の軸とし、それぞれの属性ごとの回答結果を比較した。

①「定住した場合」と「定住しなかった場合」
②任期前と比較し、地域が「活性化したと隊員が思う場合」と
「活性化したと隊員が思わない場合」
③任期前と比較し、隊員本人が「成長したと感じる場合」と
「成長しなかったと感じる場合」 出典：総務省「地域おこし協力隊の概要」
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＜地域おこし協力隊の効果の３本の軸による比較＞

２ 分析の視点



活動地と同じ市町村に住み続けている人（定住した人）… 37人
活動地の属する市町村以外に居住している人（定住しなかった人）…21人

現在の居住地

21人のうち本人都合の理由（病気、結婚・出産、起業等）による退任（転居）である
8人を除いた場合…13人

定住したグループ（37人）と定住しなかったグループ（13人）を比較

【結果概要】
〇 隊員受入希望の住民の数
→「定住した」グループの方が、「半数以上」「半分もいかないほど」の、一部の人だけではないという回答をした割合
が大きい（「定住した」グループ：42.4%、「定住しなかった」グループ：30.8%）

〇 任期中の地域での①作業、②行事、③団体にどの程度参加していたか（５：積極的に参加とし、１～５で回答）
→「定住した」グループの方が、平均値がいずれも高い（＝積極的に参加していた）。

定住した ：①4.3、②4.4、③3.9
定住しなかった：①3.6、②3.8、③3.0

〇 任期中の住民との活動状況の共有
→「定住した」グループの方が、「ミーティング」で共有する割合が大きい。

（定住した：74.3%、定住しなかった：61.5%）
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３（軸１）定住の有無による比較①

地域の受入
体制

隊員と地域住
民のコミュニ
ケーション



【結果概要】

〇 任期中の市町村担当者との活動状況
→「定住した」グループの方が、「ミーティング」及び「報告書」で共有する割合が大きい。

（ミーティング／定住した：97.1%、定住しなかった：84.6%、 報告書／定住した：97.1%、定住しなかった：76.9%）

〇 任期中の行政からの支援（予算説明、服務に関する説明）
→「定住した」グループの方が、有と回答した割合が大きい。

（予算／定住した：62.2%、定住しなかった：53.8%、 服務／定住した：78.4%、定住しなかった：69.2%）

〇 市町村担当者との信頼関係（１～５点で回答）
→「定住した」グループの方が、信頼関係の度合いが大きい。
（定住した：平均3.8、定住しなかった：平均2.7）

〇 現在の仕事と活動内容の関わり（有の割合）
→「定住した」グループの方が、現在の仕事と活動内容の関わりがある割合が大きい。
（定住した：67.6%、定住しなかった：46.2%）

〇 他の隊員との所属の違い（「同じ所属」の割合）
→「定住した」グループの方が、他の隊員と同じ所属である割合が大きい。
（定住した：67.6%、定住しなかった：46.2%）
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３（軸１）定住の有無による比較②

市町村担当
者と隊員と
のコミュニ
ケーション

市町村によ
る活動内容
等の設定



定住を決めた時期

【協力隊の定住に協力した住民の有無と人数】

最初から移住（定住）するつもりで地域おこし協力隊になった人
は少数派（任期前に定住を決めた人：19%）。

隊員２年目に定住を決めたという人が多く（67%）、きっかけと
して「仕事が決まった」、「住む家が決まった」ことのほかにも、
「周囲の人たちの人柄」や「住み心地の良さ」も挙がっている。
また、「なんとなく」「妻が住みたいと言ったから」など隊員本人
にこれといったきっかけはないケースもある。
活動をとおした地域の人たちとのつながりの上で住み続けられる

環境が形成された場合に、定住につながりやすいと考えられる。
また、定住に際して住民が協力していることが多い（73%）。
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３－２「定住」について ―協力隊が定住を決める時期・きっかけ―

【隊員時代の活動（業務）の継続】

【仕事がある】

【地域の魅力を感じた】

【住居がある】

家を買った

家が見つかった

雰囲気、住む家があったから

担当地区内の豆腐屋の廃業の危機があり、継業が決
まった。

施設の運営に支障が出るため早めに続けるか、辞める
か決めなければならなかった。また、結婚することになっ
たため。

就職先が決定した為

囲りの人達の人柄がよく、雪はつらいがここで暮らしたい
と思った。

住み心地が良い。担当集落の方々が好きだから

自然や地域の人の暮らし、人々のつながりに興味を持っ
たため

【地域でやりたいことがある】

【出産・結婚のため】

【住み続けることに特に問題がなかった】

【その他】

なんとなく流れで、他に行きたい土地もないので

奥さんがここに住みたいと言ったから（地域の人が言わ
せた）

ずっと前から移住したかったし、あまり職を変えたくなかっ
た

特になし

3年目を迎える前に定住したいと意思表明した

残りの任期を考え始め、どこで暮らすのかを定めようと
思った。

自分の出身地に何かできないかと考えた為

地域内の人との結婚の予定があった

夫の継業が決まった事、出産を希望した事

問23 定住することを決めた理由（きっかけ）

定住に協力した住民 有の場合・人数

有 27 73.0% 1～3 9 33.3%

無 9 24.3% 4～6 7 25.9%

無回答 1 2.7% 7～9 2 7.4%

37 10～20 3 11.1%

20～30 0 0.0%

30～40 0 0.0%

40～50 1 3.7%

51以上 2 7.4%

無回答 3 11.1%
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任期前
19%

任期中
67%

任期後
11%

無回答
3%

25人

1人

7人
4人

隊員1年目
20%

隊員2年目
36%

隊員3年目
16%

無回答
28%

任期中のいつ頃決めたか



設問：隊員としての活動を経て、自分が成長したと思うか（０を「変化なし」とし、-5～5で表す）

成長しなかった、変化なし、それほど成長しなかったと回答した人
（-3～2）：18人

特に成長した（4～5）と回答した人：18人

この２者を比較（成長度低、成長度高）

【結果概要】

〇 市町村から地域住民への隊員に関する周知度（１～５段階のいずれかで回答）
→「成長度高」グループの方が、平均値がやや高い（成長度高：2.89、成長度低：2.42）

〇 隊員受入前における活動地域の、学生や社会人等地域外の人たちとの交流機会の有無
→「成長度高」グループの方が、「有」の割合が大きい。
（成長度高：83.3%、成長度：61.1%）

〇 世話人の有無
→「成長度高」グループの方が、「世話人あり」の割合が大きい。
（成長度高：83.3%、成長度低：77.8%）

〇 任期中の業務
→「成長度高」グループの方が、「市町村内の特定の地域にかかわる業務」であった割合が大きい。
（成長度高：77.8%、成長度低：66.7%） 12

４（軸２）隊員の成長度による比較①

地域の受入
体制

市町村によ
る活動内容
等の設定



【結果概要】

〇 任期中の地域での①作業、②行事、③団体にどの程度参加していたか（５：積極的に参加とし、１～５で回答）
→「成長度 高」グループの方が、平均値がいずれも高い（＝積極的に参加していた）。

定住した ：①4.3、②4.5、③3.9
定住しない：①3.9、②4.0、③3.4

〇 住民との活動状況の共有
(1)ミーティングの実施
→「成長度 高」グループの方が、有と回答した人の割合が大きい。
（成長度 高：72.2%、成長度 低：61.1%）

(2)日常的なコミュニケーション
→「成長度 高」グループの方が、有と回答した人の割合が大きい。
（成長度 高：88.9%、成長度 低：72.2%）

〇 市町村担当者との活動状況共有
・ミーティングの実施
→「成長度 高」グループの方が、有と回答した人の割合が大きい。
（成長度 高：94.4%、成長度 低：77.8%）

〇 任期中の行政の対応の柔軟性（隊員からの意見を踏まえて何らかの対応をしたか）
「とてもスムーズな対応だった」を5とし、１～５点で評価
→「成長度 高」グループの方が、「３」以上と回答した人の割合が大きい。
（成長度 高：83.4%、成長度 低：44.5%）
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４（軸２）隊員の成長度による比較②

隊員と地域住民
のコミュニケー
ション

市町村担当者と
隊員とのコミュ
ニケーション



成長度 高

成長度高

定住

成長度低

地域
活性化

隊員本人の成長度が高い場合、
成長度が低い場合と比較して、隊
員の定住・地域の活性化傾向が見
られる。

【隊員の成長と定住・活性化感との関係】

活動地と同じ市町村 10 55.6% 活動地と同じ市町村 12 66.7%
新潟県内の市町村 6 33.3% 新潟県内の市町村 2 11.1%
新潟県外 2 11.1% 新潟県外 4 22.2%

18 18

14

４（軸２）隊員の成長度による比較③

現在居住地 現在居住地

地域活性化感 地域活性化感

0未満 1 5.6% 0未満 0 0.0%
0以上1未満 8 44.4% 0以上1未満 3 16.7%
1以上2未満 5 27.8% 1以上2未満 4 22.2%
2以上3未満 3 16.7% 2以上3未満 3 16.7%
3以上4未満 0 0.0% 3以上4未満 6 33.3%
4以上5未満 0 0.0% 4以上5未満 1 5.6%
5以上 1 5.6% 5以上 1 5.6%

18 0.86 (平均) 18 2.06 (平均)



設問：自分が入ったことにより地域住民に活気が出てきたと思うか（０を「変化なし」とし、-5～5で表す）

活気がなくなった、変化なし（-1、0）と回答した人：16人
活動前よりも特に活気が出てきた（3～5）と回答した人：17人

この２者を比較（活性化感なし、活性化感あり）
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５（軸３）地域活性化感による比較①



〇 住民との活動状況の共有―日常的なコミュニケーション（有無と頻度）
→「活性化感あり」グループの方が、有と回答した割合が大きい（頻度に関しては、差は見られない）。
（コミュニケーション有無／活性化感あり：88.2%、活性化感なし：68.8%）

〇 市町村担当者との活動状況の共有
－日常的なコミュニケーション（有無）

→「活性化感あり」グループの方が、有と回答した割合が大きい。
（活性化感あり：64.7%、活性化感なし：56.3%）

〇 任期中の行政の対応の柔軟性（隊員からの意見を踏まえて何らかの対応をしたか）
「とてもスムーズな対応だった」を5とし、１～５点で評価

→「活性化感あり」グループの方が、「３」以上と回答した人の割合が大きい。
活性化感あり：82.3%、活性化感なし：62.6%

【結果概要】

〇 任期中の業務
→「活性化感あり」グループの方が、「市町村内の特定の地域にかかわる業務」であった割合が大きい。
（活性化感あり：70.6%、活性化感なし：56.3%）

〇 住民との活動状況の共有―ミーティングの実施（有無と頻度）
→「活性化感あり」グループの方が、ミーティング有と回答した割合が大きく、かつ、頻度が「月１以上」と回答した
割合が大きい。
（ミーティング有無／活性化感あり：76.5%、活性化感なし：56.3%
ミーティング頻度（月１以上）／活性化感あり：76.9%、活性化感なし：55.5%）
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５（軸３）地域活性化感による比較②

市町村による活
動内容等の設定

隊員と地域住民
のコミュニケー
ション

市町村担当者と
隊員とのコミュ
ニケーション



【活性化感と定住・隊員の成長・起業との関係】

活性化感 高

活動地と同じ市町村 9 56.3% 活動地と同じ市町村 12 70.6%
新潟県内の市町村 4 25.0% 新潟県内の市町村 2 11.8%
新潟県外 3 18.8% 新潟県外 3 17.6%

16 17

定住

-3 0 0.0% -3 1 5.9%
-1 1 6.3% -1 0 0.0%
0 4 25.0% 0 0 0.0%
1 2 12.5% 1 1 5.9%
2 2 12.5% 2 0 0.0%
3 3 18.8% 3 7 63.6%
4 1 6.3% 4 3 27.3%
5 2 12.5% 5 5 45.5%
無回答 1 無回答 0

16 1.9 (平均値) 17 3.3 (平均値)

活性化感 低

隊員の
成長

起業

活性化感が高い場合、活性化感
が低い場合と比較して、隊員が定
住・成長・起業する傾向が見られ
る。
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５（軸３）地域活性化感による比較③

活性化感 高

現在居住地 現在居住地

隊員の成長度 隊員の成長度

退任後の所得源 退任後の所得源

正規職員としての給与所
得

5 31.3%
正規職員としての給与所
得

10 58.8%

非正規職員としての給与
所得

8 50.0%
非正規職員としての給与
所得

3 17.6%

★
農・漁業所得、農・水産
物販売収入

0 0.0% ★
農・漁業所得、農・水産
物販売収入

2 11.8%

★
農・漁業を除く自営業収
入

1 6.3% ★
農・漁業を除く自営業収
入

5 29.4%

収入なし 2 5.1% 収入なし 0 0.0%

16 20

※複数回答有 ※複数回答有

※★は、起業に該当するものとして整理。 ※★は、起業に該当するものとして整理。

※割合は、活性化感 低グループの人数(16人)を母数と
して計算。

（注）割合は、活性化感 高グループの人数(17人)を母数
として計算。



有 ：16人
無 ：４人
無回答：１人

合計：21人
（定住しなかった人全体の数）

地域おこし協力隊としての活動後、定住して地域との関係を継続する人が全
体の64%、定住しなかった人が36%であったが、定住しなくとも76%の隊員が
引き続き地域に足を運んだり、特産品を購入する等し、地域との関係を継続し
ていることがわかった。

→ 関係人口増の効果

18

６ 定住しなかった隊員の任期後の地域との関わり（地域おこし協力隊の取組の効果）

●（定住しなかった人のうち）
地域おこし協力隊としての活動地域と現在関わりがあるか

●（有と回答した場合）どのように関わっているか（複数回答可）

その他の内容
・現在の職場で活動地域の野菜や加工品を取り扱って
いる
・現在の仕事上関わりがある
・田んぼをしている
・妻の実家がある
・知人に会いに行く
・親しい友人たちと連絡を取り続けている

※定住した人：37人

3

13

6

0

2

4

6

8

10

12

14
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（参考）行政（市町村）の支援等のうちあってよかった／こういうものがあればよかったこと（自由記述）

【市町村の受入体制づくり】

【待遇】

【コミュニケーション】

・行政も地域に入りこむ仕組みが欲しかった。

・就任目的（就農）達成の為の具体的支援、アドバイスが欲しかった。少なくとも我々の活動に関心を持って欲し
かった。

・臨機応変に対応してもらい良かった。自由度が高くほとんどが自分次第だった。（良い意味でも悪い意味でも）

・臨時職員という立場より活動の制約が多い。もう少し自由度があれば良い。

・市の臨時職員待遇（ステータス的に有効）

・育休（無給）の対応が有り難かった。育休を任期から外してもらえると良いと思う。

・週次、月次のミーティングを設定して頂き、密に連携できた。

・月に一度の報告会、他の隊員との意見交換の場があって良かった。

・話を聞いてくれることはしてもらえて良かった。ただ地域の人（受入団体）を恐れていたので、逆らうような言動は
できなかったようで、理不尽な目に合っても実際には解決されなかった。

・各隊員でミッションや役割は違うが、平等に情報を共有して欲しかった。担当職員によってはいつでも相談に乗っ
てくれてありがたかった。支援よりも話を聞いてくれるだけでやる気になれた。

・企画書作成の仕方など細かい所まで丁寧に指導してくれたこと。隊員一人一人の状況をヒアリングなどでもっと把
握してほしかった。

・もっと地域に来て欲しかった。他の仕事もあるので逆を言えば片手間感は否めない。

・住民が何を求めているのかをもっと掘り下げて、出来ること出来ないことをハッキリさせてから誰を担当にするかを
考えて欲しい。

・トップダウンではなく担当としての受入プランと任期後のプランを、担当と一緒に２期生、３期生のためにもっとしっか
りとつくるべき。

・ビジョン

・地域おこし協力隊として扱って欲しかった。地域へ残る仕組みの計画を立てて支援して欲しかった。

・当初は担当者と信頼関係があったが部署が移動になった。その後任らしき人はいなかった。

【地域住民とのつなぎ】

【予算・活動費関係】

【他の協力隊員との交流】

【その他】

・地域情報（ヒト・モノ・コト）を教えていただけたことは良かった。

・受入農家の変更

・他課の職員へのつなぎ

・任期満了後の仕事の為の資格取得制度があった。

・隊員同士の交流活動をもっと認めてほしかった。

・市の支援として他の協力隊やサポート組織との研修や勉強会の場をもってくれたら、色々広がりが出たと思う。

・他の市町村の協力隊員との交流する機会を増やしてほしかった。

・家族も招待しての全体（全市）歓迎会があったこと。

・他行政との個別交流

・予算についての相談はして欲しかった。自分達の活動費の使用状況を教えてくれなかった為、計画的に使う事が
出来なかった。

・協力隊を受け入れての変化などを地域住民へ聞き取って評価してほしい。世話人だけでなく、広く聞いた方が良
い面悪い面様々な意見・考えを集められると思う。

・初めて隊員が入る集落には住民説明会をしっかり行って欲しい。

・集落との意思疎通が上手くいかない時に間に入って調整をして頂きたかったが、私共の在任中にはその様なシス
テムが無く難儀した。第三者というのは重要。

・厳しくしてもらっていて良かったと思う。他地区との間に入ってのやり取りは助かった。

・任期以前の期間で担当地域の人との面会や案内。任期後の定住した場合のサポート。

・世話人がいてくれたことで地域とのつながりを持ちやすかったので有難かった。

・地域住民とトラブルになった際、問題の対処にあたってくれたこと（良かったこと）。

・予算の使い方

・必要だと思う支援を提案し任期の最後又は、任期後に施行された。住宅補修、免許、電話代などほぼ全ての意見
が時間は掛かったが採用された。

・活動費等（出張費）のお金に関する説明が無く、退職後未だ支払われていないお金がある（又は返金されていな
い）。

・活動費の予算を共有したかった。

・他市町村や、NPO法人、県とのつながりをつくってくれ、活動の幅が広がった。



コミュニケーションの機会創
出（まずは地域に溶け込む）

隊員のやりたいこと・地域の
進めたいこと等のすり合わせ

「協働」の関係構築

隊員の成長

定住

地域活性化

起業
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７ 総論（地域おこし協力隊の取組の効果を発揮するために）

〇 市町村・地域と隊員とのコミュニケーションが取れており、協働の関係が築けている場合は、隊員の成長や地域活性化に結びついていることがわかった。

〇 隊員の成長度合いと地域活性化感が高い場合、定住に結びつきやすくなっていることがわかった。
なお、活動前から定住することを前提として隊員になる人は少なく、定住を決めるのは、活動２年目など任期期間中と答える人が多かった。
また、地域活性化の実感がある隊員は、そうでない隊員よりも起業する人の割合が増える傾向がある。

〇 受入先の市町村においては、最初から定住を前提として隊員の活動を開始したり、単なる作業等に従事させるのではなく、まずは隊員自身の成長や地域
活性化の実感を持たせられるような活動計画を作成し、隊員・地域住民との協働の機会を増やし、隊員にとってやりがいのある活動となるよう導くことが
肝要である。

〇 隊員は自己実現のために３年間を賭して協力隊員として移住してきていることを認識し、受入地域とのマッチングや隊員が存分に活動できる環境の確保
に努め、隊員を地域の一員として「育てる」という観点で活用することが重要である。

協
力
隊
と
し
て
移
住

いきなり

・定住
・地域活性化の担い手

・市町村と地
域のビジョン
のすり合わせ
・受入体制づ
くり

【受入前】
相互に
結びつき

地域の一員と
なり、地域で
の暮らしに
生きがい
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８ 各論のまとめ

〇 差が見られた項目に関して、それぞれ留意すべき点（アドバイス）を次ページ以降に示す。

〇 地域おこし協力隊の取組の効果を十分に発揮するには、上記の事項を単に実行すればよいわけではなく、「なぜそれを行うのか」（目的）
を念頭に置きながら実施することが重要である。
次ページ以降のアドバイスを踏まえ、地域の実情に合わせた効果的な対応を行うこと。

【各軸により比較した場合、差が見られた（相関がある）項目】

カテゴリー （軸１）定住の有無と相関のある項目 （軸２）隊員の成長度合いと相関のある項目 （軸３）地域活性化度合いと相関のある項目

・受入希望の住民の数（多いほど定住の割合
が高い）

・隊員受入前における活動地域の、学生や社
会人等地域外の人たちとの交流機会あり

・特定の地域に関する業務に従事

・地域の作業・行事・団体に参加 ・世話人あり
・住民との活動状況の共有機会あり（ミーティ
ング・コミュニケーション）

・住民と活動状況の共有機会あり（MTG） ・特定の地域に関する業務に従事

・地域の作業・行事・団体に参加

・住民との活動状況の共有機会あり（ミーティ
ング・コミュニケーション）

・市町村担当者との活動状況の共有機会あり
（ミーティング・報告書）

・行政から地域への隊員に関する周知あり
・市町村担当者との活動状況共有機会あり
（コミュニケーション）

・行政からの予算説明・服務説明あり
・市町村担当者との活動状況共有機会あり
（ミーティング）

・行政の対応の柔軟性あり

・担当者との信頼関係あり ・行政の対応の柔軟性あり

・現在の仕事と活動内容の関わりあり

・他の隊員と同じ所属

地域

行政
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９ 解説（運用に際してのアドバイス）

（１）以下の事項を満たす場合ほど定住する割合が増えるという結果の分析（各委員より）

①受入希望の住民の数（多いほど定住の割合が高い）
・ 一部の住民だけが希望して隊員を受け入れた場合、隊員が地
域住民となじみづらい。まずは住民たち自身が地域に協力隊が
必要なのかを考え、一部の人だけで決めてしまうのではなく、
多くの住民で共有しながら決めていくプロセスが重要。この過
程を経ることで、多くの住民に隊員と関わる基礎ができ、隊員
が多くの住民との関係が作りやすくなることで、活動のしやす
さに加えて、定住へのきっかけも多く生じてくるものと考える。

・ 隊員の受入を希望する住民が多いということは、それだけ地
域の中で協力隊受入れに向けた議論がされた証拠である。

・ 仕事と家さえあれば定住してくれるという認識を市町村担当
者は再考する必要性がある。定住には周囲の住民との関係も深
く影響することを強く認識すべき。多くの住民が受入希望する
地域ほど、多くの住民が協力隊との関わりを持つだろうし、多
くの住民が協力隊の活動に対する関心も持つだろう。このこと
によって周囲の住民との関係構築がうまく進み、結果として定
住に結びついていく。

・ 活動では、隊員と常時コンタクトをとる住民の思いや活動方
針と、それ以外の住民の思いや地域の状況のフィット感（差異
があるか、あるならばどのくらいのギャップがあるか）を感じ
取ることが大切。このことで活動の優先順位や重要度が決まる。
そのためには多くの住民と接することが必要。また、多角的な
目配り・気配りができると多くの住民の信頼と支援が得られ、
地域への安心感と隊員自身の存在感が高まり、定住につながる。

②地域の作業・行事・団体に積極的に参加
・ 協力隊は活動＝仕事と見られ、住民との距離感が生まれがち。
地域の作業・行事・団体に参加し（できれば活動外で）、「共
に地域に生きる仲間」「共に地域を良くする同士」と認識して
もらうことが重要。そのことで住民との信頼関係が生まれ、隊
員の地域への好感度も高まり、地域への継続的な関わりの意欲
が生まれる。

・ これらは地域で暮らす上での必須の行動である。逆にこれら
に参加しなければ定住はあり得ない。

・ 仕事と家さえあれば定住してくれるという認識を市町村担当
者は再考する必要性がある。定住には周囲の住民との関係も深
く影響することを深く認識すべき。地域の作業・行事・団体に
積極的に参加することで、周囲の住民との関係構築がうまく進
み、結果として定住に結びついていく。

・ 地域の住民と同じ暮らし・体験をすることで、当然ながら住
民との接点が増える。住民との接点を多く持ち続けると、次第
に住民になじんでいき、住民から地域での仕事を紹介されたり、
住居を紹介されたり、地域に関する情報が多く集まり、住み続
けられる環境が整ってくる。
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９ 解説（運用に際してのアドバイス）

③住民と活動状況の共有機会あり
・ 考えの違いによるお互いの信頼の崩壊は、活動にとってもそ
の後の定住にとっても致命的なもの。「何のためにやるのか」
「誰がハッピーになるのか」など、常に十分な認識共有をする
ことが大切。

・ 「あの協力隊は何やっているか分からない」という住民が多
くなると、地域全体の隊員への不信感が高まり、地域に居づら
くなる。少なくともキーパーソンが「隊員は今○○でがんばっ
ている」と、地域住民の誰にでも答えられるように常に情報共
有をしておくべき。

・ 共有機会がないと「あいつは何をやっているのかわからな
い」と、住民側が協力隊に関心を持たなくなるという状況が生
まれ、移住者にとっては生活しやすい環境にはならず、定住に
つながらないと考えます。

・ 仕事と家さえあれば定住してくれるという認識を市町村担当
者は再考する必要性がある。定住には周囲の住民との関係も深
く影響することを深く認識すべき。活動状況の共有機会がある
ことにより、周囲の住民との関係構築がうまく進み、結果とし
て定住に結びついていく。また、活動状況の共有機会によって、
お互いの考えや気持ちを深く理解する機会ともなり、信頼関係
の構築にもつながり、結果として定住に結びついていく。

・ 協力隊の活動は、隊員一人の活動ではなく地域との協力活動
であるため、住民との共有・議論なしで進めることはできない。
住民と活動を共有し、住民の目線を常に入れておくことで、隊
員が地域の役に立っている実感や、さらに活動を改善していく
ヒントが得られたり、住民の主体性も生まれてくる。こうした
隊員と地域の、協働の関係を積み重ねるうちに、隊員が住民と
一体となりその地域に住み続けられる環境が整っていく。

④市町村担当者との活動状況の共有機会あり
（ミーティング・報告書）

・ 第三者（地域でも隊員でもない者）の客観的な助言を受けら
れることは、隊員が活動するうえで大きなポイント。また、自
治体内の全ての協力隊及び地域活動を把握しているため、他地
域との比較も伝えることができる。こうした理解者の存在で、
活動も続けられ、定住につながる。

・ 地域おこし協力隊の活動は行政との協力なしには成立しえな
いという前提に立つと、活動状況すら共有できていなければ有
意義な活動ができない。その結果定住につながらないと考える。

・ 大切なのは、市町村担当者が協力隊の活動に関心を持つこと。
地域協力活動という数字では評価しづらい成果をミーティング
等で共有していくことが互いの信頼関係の構築につながる。定
住には周囲の住民との関係も深く影響することを深く認識すべ
きと指摘しているが、この周囲には行政職員も含まれると認識
する必要性がある。受入れ団体、地域にお任せというスタンス
をとっている市町村担当者は猛反省すべき。

・ これまで暮らしてきた環境が異なる両者（隊員・住民）では、
前提とする事項が異なる場合もある。その間をつなぎ、関係の
コーディネートを行うのが行政であり、それには地域や隊員の
様子を常に把握しておく必要がある。3者間の関係性がうまく
構築でき、隊員にとって満足度の高い活動ができた場合、定住
にもつながりやすい。
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９ 解説（運用に際してのアドバイス）

⑤行政からの予算・服務に関する説明あり
・ できること・制限されていることなど、予め説明しておくこと
で地域とのトラブルが少なくなり、また、行政との信頼関係も崩
れることなく活動が円滑に進むことで定住につながる。

・ 地域おこし協力隊の活動は行政との協力なしには成立しえない
という前提に立つと、活動に必要な基本的な事項すら共有できて
いなければ有意義な活動ができない。その結果定住につながらな
いと考える。

・ 最初が肝心。着任当初に行政の仕組みを丁寧に説明する必要が
ある。また行政の仕組みは、民間出身者からすれば複雑で、一度
話したから良しとせずに、繰り返し説明することが必要。このこ
とによって無用な互いのストレスが軽減されるし、互いの信頼関
係の構築につながる。

・ 基本的な事項を丁寧に説明し、隊員と共有することが、隊員と
の信頼関係を築く第一歩である。基本的な事項さえも共有できな
いということは、活動のことや、住民との関係のことならば尚共
有が難しい印象を持たれる。住民との間に立つ行政との信頼関係
を築ければ、隊員は、自らの活動にあたっての安心感をもてる要
素を１つ増やすことができるだろう。隊員自身の満足度の高い活
動をすることができれば、その分定住につながりやすくなる。

⑥担当者との信頼関係あり
・ 担当者は隊員の「駆け込み寺」的な役割。隊員は、地域住民
同士の関係性を考慮して（または相談された住民がそれを恐れ
ていて解決しないことも）、活動の悩みを解決できないことも
少なくない。この場合、担当者が地域に入り込んで解決の糸口
を示すことで、活動が円滑に進み、達成感や定住につながる。

・ 地域おこし協力隊の活動は行政との協力なしには成立しえな
いという前提に立つと、活動状況・基本的な事項の共有ができ
ていなければ有意義な活動はできない。その結果定住につなが
らないと考えます。

・ 定住には周囲の住民との関係も深く影響することを深く認識
すべきと指摘しているが、この周囲には行政職員も含まれると
認識する必要性がある。
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９ 解説（運用に際してのアドバイス）

（２）以下の事項を満たす場合ほど隊員が成長する割合が増えるという結果の分析（各委員より）

①隊員受入前における活動地域の、学生や社会人等地域外の人た
ちとの交流機会の有無
・ 外部人材との交流機会のある地域は、配置された協力隊員の
想定外の行動（その地域では常識の行動）を予測することがで
き、協力隊の失敗なども寛容に受け入れつつ（当然、愛情を
持って叱ってくれる）、活動へのひたむきさやがんばりをしっ
かり評価してくれる。このことが、隊員の活動に向かう意欲を
継続させ、成長につながる。

・ 既に外部人材を受け入れたことのある地域では、外部人材が
どのようなものかをある程度理解しているため、過度な期待を
持ちにくくなる。そのため、「隊員が何かしてくれる」という
よりも、「自分たちが育てていく」という意識を持ちやすく、
また、外部人材受入の経験により、隊員の受入における地域内
での役割分担等の体制も整っていると考えられ、隊員の成長で
きる環境が整いやすいといえる。

・ 地域おこしという答えがなく成果が見えにくい活動を、モチ
ベーションを維持しながら行うには、他者の様子を知ることが
有効であることの証拠であると考える。

・ 協力隊は孤独であると認識すべき。よって様々な交流機会を
つくる必要性がある。また、地域協力活動という数字では評価
しづらい活動をやっていることから、同様の活動を行っている
人たちとの交流を通じた共感・承認をされることで、自己承認
に結びつく、加えて、様々な人たちとの情報交換、意見交換の
中から新たな発想が生み出される。このようなことを通じて隊
員が成長していく。

②世話人あり
・ 都市部から移住したばかりの隊員に、いきなり地域活性化活
動の支援を行うこと自体、生活様式や人間関係も分からないこ
とから相当に難しいミッションである。世話人は、活動および
日常の生活に深く寄り添って助言などの支援を行ってくれるこ
とから、活動の展開も後戻りすることが少なく、隊員の自信に
もつながり成長が促進される。

・ 地域の人に世話になっている、良くしてもらっているという
風に協力隊が感じることにつながる。結果活動のモチベーショ
ンにもつながり、活動の充実につながっていると考えられる。

・ まずは、地域内に味方がいるという安心感。また困ったとき
にはいつでも相談できるという関係性、加えて世話人を通じた
複数の住民や地域ネットワークと接点を持つことができる。地
方での生き方・考え方等を学ぶ機会も豊富になる。このような
ことを通じて隊員が成長していく。

・ 隊員にとっては全てが新しく未知な地域での暮らしにおいて、
いきなり大勢の住民の中から手本を見つけるより、もっとも身
近に自分の関係者として手本となる人物がいることで、日々学
びがあり、隊員の成長につながりやすい。
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９ 解説（運用に際してのアドバイス）

③行政から地域への隊員に関する十分な周知あり
・ 隊員は、「地域が求めてくれている」という認識をもち配置さ
れたのに、地域側から「協力隊って何する人なの」、「よそ者に
なんか協力しない」などと言われることほどショックなことはな
い。地域全体で受け入れる雰囲気を作るためには、予めの周知は
必須（ベストは行政ではなく地域自らが周知を図ること）。また、
地域に対して「スーパーマンが来るわけではない」と認識しても
らい、自分たちも汗をかくことの意識ができることで、協力隊に
よる地域活動の支援が円滑に進み、成長につながる。

・ 行政も協力隊の活動へ一生懸命取り組んでくれているという風
に協力隊が感じることにつながる。また、地域住民の協力隊への
正しい理解が進んでいることは、無駄に足をひっぱられる可能性
を大きく減らすことができる。

・ 地域からの過度な期待や地域の協力隊活動に対する無関心と
いったことが少なくなることによって、肩ひじ張らずに、自分ら
しく活動をすることができる。肩ひじ張らずにということは、地
域の課題を解決しなければではなく、まずは、地域のことを学ぼ
うというスタンスである。このスタンスによって住民との信頼関
係の構築がうまく進むし、学びからの新たな発想が生まれてくる。

④地域の作業・行事・団体に積極的に参加
・ 地域の作業・行事・団体活動は、地域住民の特徴と、住民間
のパワーバランスを感じられる最高の場。単純に参加するだけ
でなく、人間関係を把握することで、活動を進めるキーパーソ
ンや意思決定の順位が明確になり、結果的に成長が促される。

・ これらの活動に参加することが、協力隊自身の地域で暮らす
ために必要なことを学ぶということであり、イコール成長では
ないかと考える。

・ 都会や会社では経験できなかった新鮮な経験が協力隊の感性
を豊かにし、ひいては成長を促す。

・ これらの活動に参加することにより、住民と接する機会が増
え、単純に、暮らし方や知恵、技術などを住民から学べること
が多いという点と、自分とは暮らしてきた環境も考えも異なる
人たちのことを知り、その人たちと共に対話をしながら過ごす
ということは、困難もありつつ、それを乗り越えることで隊員
の成長につながるという点もある。
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９ 解説（運用に際してのアドバイス）

⑤住民との活動状況の共有機会あり（ミーティング・日ごろのコ
ミュニケーション）
・ 活動状況の共有機会がないと、普段の小さな疑問点を解決した
り、トラブルの前兆を防いだりすることができない。しかしなが
ら、協力隊からの連絡は「住民に迷惑をかけるかも知れない」と
の思いから、隊員側から積極的にコミュニケーションをとること
ができないこともある。世話人や団体役員、近所の方から積極的
にコミュニケーションをとることで、安心感をもって活動をする
ことができ、成長が促される。

・ ミーティングは、協力隊による地域活動支援の活動を、地域と
隊員双方が確認するだけでなく、活動を大胆に方向転換したり、
今後の活動の再構築を行ったりする大切な時間。地域活動に真剣
に向き合う隊員の思いを真摯に受け止め、議論することで隊員に
気付きを与えたり、修正を図ったりすることができ、成長しなが
ら活動に取り組める。

・ 共有機会がないと「あいつは何をやっているのかわからない」
と、住民側が協力隊に関心を持たなくなるという状況が生まれ、
移住者にとっては生活しやすい環境にはならず、充実した活動に
つながらないと考えます。

・ 住民とのやりとりのなかで、都会や会社では気付けなかった新
たな価値観や発想に巡りあえる。また互いの価値観のギャップに
ついても再認識する機会となり、その価値観の違いや共通点の認
識によって、次の活動のヒントが生まれる。

・ 協力隊の活動は、隊員一人の活動ではなく地域との協力活動で
あるため、住民との共有・議論なしで進めることはできない。住
民と活動を共有し、住民の目線を常に入れておくことで、隊員が
地域の役に立っている実感や、さらに活動を改善していくヒント
が得られ、自分の活動を磨き上げることができ活動への満足感も
高まることから、成長につながりやすいと言える。

⑥特定の地域に関する業務
・ 活動を行えば誰が笑顔になるのかが分かりやすい。住民から感
謝の気持ちを直接に受け取れるなど、成果が体感できることで次
の活動の意欲につながりやすい。困難なミッションであっても伴
走してくれる協力者（地域住民）の存在があることで、自分をレ
ベルアップさせながら活動を完遂することができる。

・ 特定の地域で業務を行うことは、仕事と暮らしが分離されない
ということにつながる。その地域のことを深く知ることができ、
自らやるべきことを見つけ、行動するという流れで活動がしやす
い。それは組織の中で働くよりも、成長を実感できるのではない
か。

・ 都会や会社ではできなかった人との濃密な関係や仕事としてで
はできなかった人を思いやる人間関係が構築できる。この濃密な
関係を作るには、ある一定の範囲（人の数）で、かつ、同じ地域
に住むといった共通認識をもった人々との間でしかできない。
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９ 解説（運用に際してのアドバイス）

⑦市町村担当者との活動状況の共有機会あり（ミーティング）
・ 行政担当者の幅広い知識と地域づくりに関する経験で、隊員が気
づかないヒントを与えることができる。「それはダメ」「やらない
ほうがいい」というのではなく、「こうやったら違う展開になるの
では」「それいいね！アクションの成果を確実なものにするために
他にできることはない？」など、前向きな意識を失わせることなく
助言することで、今まで以上の活動ができる（＝成長する）。

・ 地域おこし協力隊の活動は行政との協力なしには成立しえないと
いう前提に立つと、活動状況すら共有できていなければ有意義な活
動ができない。その結果充実した活動につながらないと考える。

・ 協力隊は、行政担当者を仕事上の上司として見ている面もある
が、担当者の人柄、すなわち、どんな人なのかを見ている面も強
い。活動共有の機会を通じて、担当者は自分がどんな考え方を持
ち、どんな暮らしをしているのかについて見せていくことも大切。

・ 協力隊の活動の評価をするにあたっては、隊員とのコミュニケー
ションにより活動状況を把握しない限り、当初の計画どおりに進ん
でいるのか、又は滞っているのかがわからず評価できない。また、
それを把握したうえで、当初の計画（＝隊員の成長を測る指標）が
実情と合っているか、見直しが必要か等、行政・隊員・地域の3者
にとって良い活動になっているかを常にチェックし、調整すること
が大切である。

・ 3者の関係構築においては、3者の状況を共有・把握し、時に調整
することが必要であるが、行政だけがコーディネート役を担うわけ
でなく、隊員も、自らの活動の方向性を定めることについて積極的
に参画することが大切である。そうすることで、隊員自らが成長で
きる活動がより実現しやすくなる。

⑧行政の対応の柔軟性あり
・ 隊員にある程度の裁量権を与える、また、行政のやり方や考え
だけではなく隊員と共に考える等といった、活動に隊員の考えが
反映されるプロセスによって隊員の活動への満足度が高まる。

・ 地域ごとに地域性、住民の地域づくりへの意欲、風習が全く違
うため、行政が一律に考え方を押し付けると、協力隊が地域と行
政との間に挟まれ、身動きが取れなくなり、萎縮し、活動に歪み
が生じる。地域特性と隊員の思いや意欲に寄り添った対応をして
あげることで、のびのびと活動が展開される。

・ 組織原理だけではなく、自らの発想と行動で動きやすくなるこ
とは、責任も自らにあり、成長を実感しやすいのではないか。

・ 隊員、行政職員が活動を通じて互いに成長していくことが大切。
どちらか一方の成長はあり得ない（子育てと一緒）。想定してい
ない事態に対しても互いの信頼関係と創意工夫で柔軟に事態を打
開していくスタンスが大切。
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９ 解説（運用に際してのアドバイス）

（２）以下の事項を満たす場合ほど地域活性化する割合が増えるという結果の分析（各委員より）

①特定の地域に関する業務
・ 協力隊は小さな成功の積み重ねが大切。いきなり地域を変え
る大きなムーブメントを創ることは極めて困難であり、まして
や自治体の施策の一端を担うまでのスキルがあるのはごくごく
稀なケース。一方、特定の地域に関する業務では、小さな成功
事例がつくりやすい。隣のおばあちゃんを満足させることから
始まり、集落内のコミュニティ団体、集落全体、複数集落での
展開とステップアップしやすい。

・ 協力隊の活動が特定地域に関する業務だと、その業務のプロ
セスに多くの住民が関わりやすい。住民や隊員は、そのプロセ
ス自体に地域の活性化を感じることができる。ちなみに、中越
地震の復興検証でも、住民の復興活動への参加が高い地域ほど、
復興感を感じているという調査結果もあった。

・ 地域活性化の本質は、諦め感の払拭。この諦め感の払拭には
長い時間がかかる。また、この諦め感とは、地域内の空気感で
あり、この空気感を変えていくためには、適正規模がある（市
町村単位では大きすぎる）。よって特定の地域に関する業務の
割合が増えることとなる。

②住民と活動状況の共有機会あり
（ミーティング/日ごろのコミュニケーション）

・ 協力隊活動は、地域活動の支援が本来の役目であり、主役は
あくまでも地域住民。決して、隊員の独りよがりの活動になる
ことなく、地域と共に汗をかくことが求められる。ミーティン
グや日頃のコミュニケーションを多くとれば取るほど、住民を
「ワガゴト」の意識に変化させたり、住民を巻き込むチャンス
が多くなったりするため、地域の活性化につながる。

・ 共有機会がないと「あいつは何をやっているのかわからな
い」と、住民側が協力隊に関心を持たなくなるという状況が生
まれ、その状況から活性化感は生まれない。

・ 住民との活動状況の共有機会とは協力隊と住民との共通体験
となる。この共通体験を繰り返し行うことで、地域内の空気感
が変わり、諦め感の払拭につながる。

・ 地域活性化は、外から誰かが来て成してくれるものではない、
したがって、隊員だけで成すことはできない。外から来てくれ
る人材は地域にとっては１つのきっかけに過ぎず、住民自らが
隊員の活動に主体的に関わることが必要であり、それによって
住民の地域活性化の実感が生じる。住民が主体的に活動に関わ
ることの第１歩目の行動が、隊員との活動の共有である。
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９ 解説（運用に際してのアドバイス）

③市町村担当者との活動状況の共有機会あり
（日ごろのコミュニケーション）

・ 隊員の活動状況を知ることができれば、関連する情報をタイミ
ングよく与えることができたり、活動の微調整を自然にしたりで
きる。そのことで活動が円滑に進み地域の活性化につながる。

・ 地域おこし協力隊の活動は行政との協力なしには成立しえない
という前提に立つと、活動状況すら共有できていなければ有意義
な活動ができない。

・ 市町村担当者との活動状況の共有機会によって、地域の空気感
の変化を市町村担当者も認識することができる。この共通認識を
もとに、活動計画を作成し、ＰＤＣＡを回していくことで地域活
性化が進む。

・ 協力隊の活動の評価をするにあたっては、隊員とのコミュニ
ケーションにより活動状況を把握しない限り、当初の計画どおり
に進んでいるのか、又は滞っているのかがわからず評価できな

い。
また、それを把握したうえで、当初の計画（＝地域の活性化を測
る指標）が実情と合っているか、見直しが必要か等、行政・隊
員・地域の3者にとって良い活動になっているかを常にチェック
し、調整していくことが重要である。

3者の関係構築においては、こうして常に変動する3者の状況を
定期的に把握しつつ、理想とすべき関係性を常に模索し続けるこ
とが大切である。

④行政の対応の柔軟性あり
・ 例えば、地域活動は本来、地域が経費を負担し進めるものだ
が、地域活動が活発でない地域には、協力隊からの提案事業と
して活動経費からの支出を認める。このように、地域活動の熟
度によって柔軟に対応することで、協力隊活動を通じての地域
活性化へのステップアップを作ることができる。

・ 行政が柔軟に取り組んでくれているということ自体が、活性
化感につながる。

・ 地域活性化の本質は、諦め感の払拭。この諦め感に払拭には
長い時間がかかる。
また、この諦め感とは、地域内の空気感であり、そこに協力

隊という外部者が入り込み空気感を変えていく。この進み具合
は、地域それぞれである。この認識のもと、地域の変化を捉え、
柔軟に政策運用していく認識が大切である。

・ 地域活性化は、隊員だけでなく、地域自らが主体的に動くこ
とで成すことができるものであるため、行政側が積極的に関与
し、自分たちの理論を押し通すのではなく実情に応じた柔軟な
対応をとることで地域の主体的な動きが促され、より地域活性
化が進みやすいものと考える。



31

10 解題（委員 法政大学 現代福祉学部 教授 図司直也氏）

2009年度に国が地域おこし協力隊制度を導入し、まもなく10年を迎える。評者は、協力隊への応募を志した多感な若者にとっ
て、3年間の協力隊活動の中で、肝心な地域協力活動への関わりはどうなっているのか。さらに協力隊としての「移住」が、その
後にどの程度の「定住」に繋がるか、そのプロセスを丁寧に追う必要性を提起してきた。

本調査は、県が中心となり市町村と協力しながら、県内各地の協力隊導入の経過分析を試みた意欲的な取り組みと言えよう。こ
の協力隊制度は、国が枠組みを描きながらも、各自治体が現場を見据えてオーダーメイドで中身を組み立てることができ、「あえ
て粗く組まれたフレームからいかに柔軟に制度を運用できるかがポイントだ」という自治体関係者の声もある。制度の運用に現場
が策を巡らせられる立て付けだとすれば、それはまさに地方分権を体現する先駆的なモデル事業と位置付けられよう。そうだとす
れば、その効果検証も自ずから現場サイドでも行われるべきものと考える。

とりわけ今回の調査で、国の定住状況調査では対象外とされる任期途中での退任者を対象に含めた意義は大きい。調査結果か
ら、自己都合以外の退任者の多くが、受入地域や担当者側とのミスマッチを理由に挙げていることから、関係者間で相互の意向を
擦り合わせる作業が、着任前後を問わず不可欠であることが確認できた。今回、途中退任者から率直なコメントが寄せられた経験
をもとに、調査方法のノウハウを蓄積して、任期途中の退任者を含む協力隊経験者の声を広く集め、制度の改善に努めていく姿勢
が求められよう。

また、任期を全うした隊員が、定住の意思を隊員2年目から3年目にかけて固めていく実態も明らかとなった。そこには、隊員が
地域住民や受け入れ担当者との間で活動を試行錯誤しながらコミュニケーションを重ね、自らの成長ぶりと活動地域が活性化する
変化の両面で手応えを得る中で、次第に定住志向を高めていくプロセスが示されている。その点からも、まさに3年間のプロセス
デザインを、隊員・地域住民・受け入れ担当者の3者でしっかり共有する必要性が改めて確認された。

国が隊員数を6年後（平成36年度）に8000人まで増やす意向を示す中で、その量にとらわれることなく、隊員1人1人が活動地域
の中で充実した活動を展開し、そこから地域の中で新たな活力が生まれるよう、このような効果検証に現場レベルでも率先して取
り組む努力を惜しんではならない。



コミュニケーションの機会創出
（まずは地域に溶け込む）

隊員のやりたいこと・地域の
進めたいこと等のすり合わせ

「協働」の関係構築

隊員の成長

定住

地域活性化

起業
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・地域活性化の担い手
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くり

【受入前】

相互に
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11 調査結果を踏まえた県の取組（平成31年度・地域おこし協力隊関係）

【３者のコミュニケーション促進】
・交流ネットワーク会議（市町村担当者＋隊員）【継続】
・地域版交流ネットワーク会議（隊員＋地域住民＋市町村担当者）【新規】

※上・中・下越の3会場で実施予定。

【対象者別・個別フォローの実施】
・市町村担当者研修【継続】
・隊員向け初任者研修【継続】
・出張版地域おこし協力隊サポートデスク【新規】

※地域版交流ネットワーク会議と同時開催予定。

【地域の状況を反映した募集に係る支援】
・市町村向け協力隊募集ワークショップ【新規】

【“新潟スタイル”の地域での活動の魅力発信】
・地域おこし協力隊インタビュー【継続】
・首都圏向け広報活動【継続】

県では、今回の研究結果を踏まえ、平成31年度の地域おこし協力隊関係事業においては、任期期間中の3者の意識共有や関係の構築に重点を置い
て支援することとする。
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平成30年度新潟県地域おこし協力隊定住促進研究会の概要

【開催実績】
〇第１回
開催日：平成30年７月24日
場所：新潟県自治会館 202会議室
内容：①本研究会の趣旨及びスケジュールについて

②アンケートの考え方及び内容に係る検討

【研究会の概要】
名称 平成30 年度新潟県地域おこし協力隊定住促進研究会
目的 当県の地域おこし協力隊員の定住につながる要因について調査・分析を行い、今後の制度運用等に活かすとともに、

県内市町村の制度運用の状況を把握することにより、効果的な制度の活用方法を研究する。

【研究会の構成メンバー】（敬称略）
法政大学 現代福祉学部 教授 図司直也
（公社）中越防災安全推進機構 統括本部長 稲垣文彦
（公社）中越防災安全推進機構

ムラビト・デザインセンター センター長 阿部巧
（特非）ヨリシロ 代表理事 浮須崇徳
十日町市 総務部企画政策課 協働推進係長 高橋剛

【事務局】
新潟県地域政策課 課長 安藤輝行

課長補佐 長谷川学
政策企画員田邊健太郎
主事 武田南

〇第２回
開催日：平成30年10月1日
場所：新潟県自治会館 401会議室
内容：当県内の市町村で活動した地域おこし協力隊の
任期終了者に対するアンケート結果の共有及び分析

〇第３回
開催日：平成30年12月17日
場所：新潟県庁 中会議室
内容：アンケート結果の公表内容及び方法


