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　薦繰的産業購進講整の本格的鑑進としてぴ）F躍

際｛と婆は，　霧本経を斉の葉芽｛一一癒集中とレ・う圭毯毫愛構

造をますます強飽している・この東奈一極集中の

蓄》き養tく隻1の逡豊域講三豊は，地方経済と首都経済と

の空瞬的分離姓が深譲る申で，地秀経済が首都経

済1こ従羅磐iを強めながらも，しかし首都経済は縫

方経済への敏存性を弱めていくというものである。

つまり，首都経済1ま，縫雰経済との連携を強める

ことによって，地方経済から縮立曇する遠を歩

んでいるのである．瞬異経済の内的な連縫煙を，

いまや失いつつあるのである。首都経済が霞内」）

鰹の地域経済と連携1をもたなくても発展していく

ということは，地方経済の麓機と再纏威がこれま

で以、至二のベースで進んで蒼くであろうことを慧秣

している。

　麟際的産業調整は，一一方においては農産勅の糞

患秘で典璽的にみられるように農融業を崩壊させ，

地方の地域経済を縫機的な状溌に逡いこませよう

としている。とりわ諺過錬農ll輩村では第2次遜錬

建といわれるように，これまでとは質的にことな

った環象，すなわち単なる人糞減少をすでに超え

た薪地域の空蕪建場象」が進んでいる．1鍔題は遙1

蝶礁村に綴定されているわ轄ではない。羅際的産

業講整の謝産勅としての大聖篠鐵鷹媛薄舞）嶽廃は，

主として小橋模§営業者餐によって構成されてい

る商議街にそび）喜続を危ぶませる状淡をつく琴だ

している。

　縫方において，蟹諜的産業調整は霧高基調とあ

いま・）て嚢本企業の海磐進轟を簾速させている．

資本は欝6§年代までは，農韓から流動性の高い優

秀で低廉な労働力を鶴毒に撰き戯すことで蓄積を

すすめ，馨本経済1ま高度経済綾長を実饗した．農

村における流動性の高い労働力が少なくなると，

資本1ま流動性の低い労繰力を農村から弓iき出すた

めに生産饗霧としての工場を地方に立地展聡し，

欝欝年代以降の「安定3歳長を実理してきた．し

かし，今や資本が必要とする労簿力は．地方にお

いては枯渇状態にある，資本は馨内での縫方展覇

から海外立地へと戦酪の転換を蕎ってきている。

ここに地方経済のもう一一つの薙1機が建られるので

ある。

　このような大きなうね章”）中にあって，地方経

済は多面的な危機を掩えておむ，まさに地方にお

ける地駿の再編成が大きな音を立てて進もうと

している．ではこの地域の罫空毒化蚕克服の遵は

あるのだろうか。戦後復興の時難を鍮いて，舞本

経済の地域講造は常に過疎過密縫題を麹え，これ

が寛鰻されることなく深劾化の一途をたどって来

ている。そのなかで鯵鴇年代にはヂ地方の時代歪が

いわれ，ゼ地簸主義」ぶ流行した．そして齢年代

にはζ一韓一晶運動」麟政府のr鍵域政策膣に取

り込まれて，全国的に流行った．過鎌対“策の決め、

手のようにいわれた聴域づく穆」も蕗が鯵角に

きているといわれている。確かに，i鯨§年の覆勢

調査によれ、ば，F地域づく管運動≦が進んでいる

野村ほど人農減少率が大きいという事実を今突き

つけられているのである。

　本書はこのようななかで今「地域づく桝で侮

ができるのか，またで薄をしなければいけないのか

を考えている。本書ではウエルスィとしてのヂ豊
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かさ」と人聞の全錘発達を保瞳し，確保する「場

としての趣域の確立を§捲す努力を見ることがで

き，それを「内発的発展の道まとして展離する

のである，本書の構成は，以下の遜蓼である。
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第8章

鰹域への基本疑点㎜2i量綻にむけて

地綾はどのように理解されてきたぴ）か

地域網発致策の流れと匙籔の変貌

まちづく鞍，むらづく絵運動の論礫と

展望

まちづく鞍，むらづくり運動の到達点

1ナゾート醗発と都毒と農替の交流

都市と農村の交流，共生の試み

まちづく吟，むらづくり運動の進雛

　地域の動きは，一蹴雰の動きと密接にかかわって

いる。本書では第玉章で馳域への基本裡点㎜濃

経紀に向けて…一」を提示する．響9§年代擁頭の欝

界の動きをソ達璽縫会主義の動懸と，箋進資本主

義馨の新保守主義後退ととらえ，鱒年代の縫饗的

課題1ま帯場療饗と講懸原運とのバランスの鍛諺方

にあると整礫する。つま鯵「市場部醗を軸とする

講率牲や活力グ）追求と，公共都門を軸とする公事

縫，平等性の邊求と，瞬鋳にいかなるやり方で実

饗して背くのが望ましいか」（倉．8／が幾われて

いることと瞬時に，嘘要な事は，効率的資源鐙

分，環境保全，公平姓，平等権の追求は，捨象的

な空鷺で鴛われるのではなく，異体的な地域の場

において背われる事だ達（欝．8）と達べ，さらに

罫塁鍛紀にむ診ての今舞の時代は，まさにこのよ

うな，欝！馨的な流れと地域紅お鐘る具体的な現実

を直擁して，一」人ひとりが藝、1ら生活する地域を基

盤に考え，行動して背かなければならない鋳銭で

あるといえよう」（澄．8〉とまとめる。

　嚢響の動きの中で，駐本隷，そして地域はどう

変わっていくのであろうか（第2籔／。瞬代洋一

と小桜義甥の図式を援賭し，「こうした中・大薬

毒の動きを中心とするハイテク建，情報麹．サー

ビス飽への難癖を軸とする産業構造調整政策のみ

では，趣簸経済の発展は望めないことが絹らかに

なりつつある、それが環穏醗の特徴である1（倉．

鴛）　と述べる，

　氏の主要な醸心は，糞の難かさとは侮なのかに

おかれている・f駿かさ釜（第3籔〉に絶しては・

輝綾潔子や佐秘隆光，宇沢饗，文らを群絹しつつ，

r誰が豊かで誰が貧しいのか，どこが幾かでどこ

が貧しいのかという，、髪三体と地連嬉こか力線）る差異

を見叛く鑑点≦（警．欝暖4）であるとし，ラスキ

ンに敏麺1する地雷二惇を傑矯しっく），豊かさは金銭

表饗としての博ッチ窪ではなく，いび）ちを綾長

させることができる縫合をととのえるものとして

の「ウェルスィ」でな謬れぱならないことを強講

ずる。そして「このことは地域のあ弩方，まちづ

く琴，むらづく計う運動の方講性にとっても．きわ

めて重要な提趨となっている韮（欝．露〉と評醸iす

る。ここには駿かさを夢ッチではなくウェルスィ

に求め，それを遜絨で実饗したいという氏の基本

的な視点を疑ることができる．

　第2奪ヂ地域はどのように鍵解されてきたのか3

は、地域に関する学讃をほ1ま講緩し籍覇に紹介し

ている。これらの検討を通じていくつかの教護を

瞬き幽す．「鍵界愛的に地籔を見る∫（第玉簾〉で

は，エンゲルスの「都市農村三論を検討しつつ，

新しい縫会の展望と小農保護とは予震するもので

はなく，一体的なもび）として考えることが重要で

あると毒締する．「巽本全館から地域を躄る一…地

帯構成論と絶域構造講一」（第2簾〉では，lll難

盛太郎の渡れをくむ「遷帯構絞輪∫と経済鰹礫学

の薪地域構造論達とをと鞍あげる．、薦考に臠して

は瞬奉経済，韓本震業全体の変革から地滅経済，

地域農業の変革をはたしていくという思考」（嚢．

2難をi蓼慰し，後煮に饑しては乗心的地域構造の

解鱗と「鍵域健鍵が曇1ら考え，察らの地域経済を

溶性化していく動き∫（夢．22）の諄嚢iとが難論的

にどのようにむすびつくのかを弱いかける，

　「下からつみ1急げて地域を躄る一一趣綾主義の考

え方」（第3鋒／では，「地織主義1まその提曝者達

の一熱の良心とは辱彗に，隣家体麟の電機による矛

虞を，地域σ）内部へ押し込め，矛先を隣家への幾

舞からそらそうとする役割を客観的に纏わされて

きたといえるj（夢．2嚇とし，こび）流れの中に綾

羅づく県レベルの地域振興運動の一癖の蓄暴1極性と
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総体としての縷界性を捲摘する。

　f主体的，変革的な競走を見る一地域的不均等譲

と抵統の場としての地域譲一鍾第4簿／では，島蒸

彦と宮本憲一，これらの観点にたって実証分暫を

すすめた縫舞英塗の高知猿の事例を取鯵一しげて，

f罫都毒と農村の対’立圭ある》・1ま地籔鐵1の支醍往

騰関係び）藁履的な展擬として建撰する釜（費．26〉

秀法を「極めて管効な方法である」と高く葬癒す

る、また縫重銃の揚葺に濁しては一隻二漂専禄σ）検討

を通じて，「地域の籔鑛をいかに欝足するかとい

う議譲は，変革すべき課題に鄭して決まるのであ

吟，その意駿で幾綾の籔鑓はf伸纏嚢左翼であり，

撫い季の人聞集懸を出発点として，それぞれが藁

履銘しているととらえるのが妥嘱である」とし，

「地域の堤実を主体的にどう変革して行くのか，

そうした課題建的認識の方法こそが，地域をとら

える一とで最も大鱗なのである，」律．28〉と、こ

こには氏のf地綾論3にお曇るf遜域f鰻念が農

麗されている．

　第3章罫地域雛発致策の展醗と地域の変貌∫で

は，第i籔で罫まちづく蓼，むらづく彗の流れ逢を

灘斐瞬壌こ検捧量する。践：によれば，「鐘域づく鯵」

運動は歴史的には6醒登場しているとし，これら

はいずれも麟内外での矛盾や脱力の趨まりを，内

へ，麹域へと撫し込んで婦応を騒っていこうとし

た時期に登場していると逮べる。第2簿以降では，

戦後復興蟻から鐵土総合雛登法（第2簾／，蕩痩

綾1長と全1葺き総合雛発計欝聾（第3饒舞，　新全1嚢総合

擬発計麟から高度綾長の破綻（第4儀簿，纂1成長

下の第3次全蟹総合騰発議縷〔第5簾），構造麩

換と第4次全麟総会離発計醸（第6籔〉というよ

うに，戦後の全雛総合翻発計瞬を機観し．そのな

かでの地域，農替の佳麗づけを点検する．．逢全総

に麗してみれば，罫地域づくり涯の考え方は隆点

に集約され．ジ交通・通猛体系の重樫という点で

は新全総σ）復活，地域振興の糞任を瞬から鱗鱗難

したという点では3全総グ）もつ地域ヘグ）醗慮とい

う一籔の積極性を窮諺捨て，そして交流を地議作

りの契機とする点でやや新しさを打ち鐵した」

（夢．4欝と詳慰する．また農出漁村地敏活牲化

に§§しては，農鉢水産業振興では特に新機軸はみ

られないこと，また　時ゾート構想∫は馨土基盤

投資の重点的戦略プロジェクトであ蓼，地域振興

への地箆からの蟻待も強いが，多くの開題が顕窪

飽していると鍵講ずる．なお簿ゾート瞬発まに

麗しては，第6章で鞭かく験窮している。

　第4章Fまちづく鯵，むらづく瞬運動と内発的発

展論三では，まず「むらづく鯵運動，地域産業お

こし睡が吟角譲3（第藤簿で取弩上げ，「懸がり

｛墾の源露が東京一極集中の是認と地域産業おこ

しがモノづく瞬こ簸重したことにあ穆・f麟造の

場としての地域をいかにつく撃あげるか」（登．4緯

という観点と歴史的教護の生かし方，「畢二1常のく

らし…生活と文化一の中に産品麗発をいかに位羅

づ謹，それを長幾的な地域振興にどう生かしてい

くか」（費．5蓋一52〉などが重要であるとする．

　ついでr一一紡一品運動の再検討」（第2簾〉を

大分県の大1｛藩fの箏鱗でおこない，大111簿の生塵，

生活，文建にわたり縣広い活動を評慰しつつも，

縫方において，ヂ平均纏で大lll町を評簸すること

は，その内灘にひそむ矛療を見えなくする匙験を

持つ．平均鯵にごまかされていると，中下履の縫

題を解決するという謎本農業全体，講本経済全体

を変革していくというプ鷺セスが縫えにくくなっ

てしまうま（欝．鱗一62）とその開題点を醗らかに

する。氏の綿密な地籔分極をここでは躄ることが

できるのである。

　そしてこの礫論的幾題嫁こ為業でのヂ内発的発

展譲諜にもあるとして，蜜本憲一の内発的発展i論

を検討する　（第3簾〉昌内発的発展論は，農事銭こ

お謬る事蟹を鐵発、莞とし，趨毒への適絹の可否を

めぐって発展してきた。その発展の中で跨在的撹

舞，猿舞の振摘．克服のための観点提示がなされ

てきたが，議蒲の墨発点となった農村の基幹産業

である農業に記する発展方向を提示できたかどう

かという点でなお弱点を持っていると撹嘱する．

この弱、燕を克賑する手だてとして，ゼ王俸的な地

駿農業論の系譜ま（第4簾／では，茨城県玉絹農鶉，

岩手県志舞農協，大分祭の下羅震蕩などをとりあ

げて，毫要なことは「農協が小農を守穆農業保護，
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地域農業発展の立場に立つのか，それともその立

場を鼓棄するのか達（夢．75〉であ讐，後者の立場

としてゼ渓主的農協達の5つの基準を提示する。

　第5章「まちづく鯵，むらづく韓運動と評懸の

擬点までは，fわがふるさとは生きるに鎖する町達

としての欝乎県住購町，f生命尊重を戯発点とし

た3蓄｝手離沢内本書，　陰愚錬．　藝墨季重，　豪悪業と駈、う逆

境にもめげず，その中で誇穆轟い自立の精神を築

き，さらに具体的に暮しをみつめ．暮しを築き一i二

げてきた響年達まのいる遜島県羅舞村，「誇諺と

霞農を持つ活動藩をする新潟県津露材，「誰でも

ナンバーワンゴの癌島県梁鱗町，「アイデア，箆

通し，スト一撃一づくを擁の新潟察安塚町，ヂや

わらかい縫織建の麟慈」として優れる佐渡鶏の真

野町，「異業種交流釜で産品麗発を進める橿鳥祭

頓馬地誌，r地域文髭の麟造まを活動の嚢擦にす

る梁隣町，その飽多くの事舞を掲げながら，地域

振興の墨発点が緯織｛とにあることを絹らかにする、

　綴織化の次に大韓なことととして，系統性と展

露盤を，氏は強調する．歓緯桑縫湊村では，第玉

殿躇として「もうかる農業まをスローガンとし，

むらの農業振興誹悪づく蓼に綴広い参撫が纏織さ

れ，欝85年紅擾喬ができあがった．実践と調査は

継続され，89年には蕩齢春が積纒的1こ参撫する

「生き生き農業」が提言され，産業対策にとどま

らず，教育，轟齢者韓策，地竣雛会形成へと縫心

は推移した．さらに人獣綾少が続く礎案を奮｛覆し，

薪楽しさ墜を軸とする新しい農鵜がはじめられた．

そして峰浜材では「もうかる農業と都粥と農耕と

の交流を嫉とした農業立替，ふるさと保存と人づ

くりを種とした教育立替との2っを統一一した，

難かで住み良い農業と文化の村雲づく吟が進ん」

ゆ．覆｝でお韓，これを氏1ま皺襞綻への醜戦と

評籍する。峰漢村の取陰縫みは歓馨寮内の鶴町へと

波及し，十文字町で鍾「健康，生活にまであたた

かく馨くぱ吟をした｝地域振興講海が，また穰耀

醗では地場産業も振興させていく叢り絡みが，講

査と実践の繰馨返しをしながら進められている。

最近のまちづく穆，むらづく弩の動きと評懸の覆

点の最後に，篠島県三島町を事溺としつつ，「総

会性，住民総参撫の遵茎を探っていく．「荏嫁1こ

来たくなる町をつくる」を基本テーマとして「ふ

るさと運動∫が鍛穆纏まれ，生活二璽1芸運動，春機

農業運動，地籍プライド運嚢．などさまざま取善

緩みを紹介しているが，そこにはダ真の鰹かさと

は侮か」の縄いかけが常1こなされていることを強

讒している」）である。

　第6難では緯ゾート醗発と擁轡と農村の交流≦

が議論される．第エ簿では穆ゾートは今…蛙が

展縫される。まず，緯ゾート購想とは侮善縁　と

して，夢ゾート法が登場する背景，ジゾート法の

内容，夢ゾートを雄進ずる立場からの警魯，など

を議論し，「今，まさに夢ゾート驚発における総

合惟，公共性，長期姓，地域軽iの検討が不薄欠に

なってきている」（P、欝嚇とする．さらに穆

ゾート醗発のどこが講題か」をr地域活性化．内

需拡大への蟻待」穆ゾート＝どジネスチャンス

論と異業種からの参入」「採算性へび）慎雑な縷討墜

f環境、lll然，生活の破壊，地懸海驢藩「チエック

機購，要継づくりの動きまなどから縷季重を進め，

雛峯三践び）穣彗からの監糧がますます重要1こなノ）てい

くものと思われる」（夢．欝象とする。そして馨

ゾートの構図ヨを　「作る緯1の論要鋤　「舞絹する鍵1

び）論理j懸崔域，地方蓑舞台体の期待窪簿ゾート構

態の類鍛縫とその原毯墜などから，鞍益藏から解

瞬と企癬力の弱い行政機§§の翼題を振擬する。氏

は．このような動きに帰して「地域と露蝶に支播

される夢ゾート絹発とは一農醤礎夢ゾート麗発の

提曝」（第2簾）をする。詑海道の新得簿や書道

村，填手県安比町などの事飼から大壁》ゾート雛

発の欝1題点を徹療轟展こ癒警下げ，夢ゾート鵜発と

政治家の癒着，遇錬化の進蕎などは罫本来の理念，

公蛋．公事な地域雛発という観点からすれば，余

りに大きな鱗1題をはらんだ事態と誘わなければな

らない」（茎｝、董5聾　と擾縄をする．．

　では氏は簿ゾート瞬発の親方欝」をどのよう

に考えているのであろうか．氏は瀬辮久忠を撰駕

しつつ，瞳つの複点による「内発i肇夢ゾート」を，

さらには全纏農業脇講維金中央会を引耀し／）つ，

5つの鍛穆緩みの方向を示すぎ農耕型婆ゾートの
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叢響：ゼ内発的発展σ〉遊里 （535〉

縫曝まをおこなう．そして軒今後，瑳来の大資本

の覇灘追求型夢ゾート醗発を撰肇1し，地鐵iと醗裟

に支持される鵜発の方講を打ち撫すことが期待さ

れている」（夢．i55〉とまとめる．そして罫地域

と醗疑に斐持される婆ゾート離発の幾点諜を7点

にわたって緬かく違べる．やや長文となるが重要

なので弓紹をしておきたい．rまず第iは蓼ゾー

トは羅疑の権舞としての余暇活動の綴醸を持ち，

人聞性総復や幾己夫賓の役麟を持っている点であ

る．そのためには，毒然牲，保養性を麟提として，

通年楽しめること，藪料金，露然．地域，伝統．

文建とのふれあい交流，そしてその交流が地駿に

と〆）ても役に立ち．琴ゾート縫をおとずれた人々

の麟造性がよ琴一屡かきたてられるようにならな

ければならない。

　第2はその地籔の纒姓，特性を生かすことであ

る．大奮本による撃ゾート麗発がζ金太懸あめ垂

釣性格を帯びるなか，地域の綴から，絹発に対す

る遷念と哲学を持ってのぞむことであ辱，それが

人韓をも含めた鍵域姿源を基礎とした鱗姓的婆ゾ

ートヘと連なっていく。

　第3は，地域経済との経連を考え，農己完結璽，

ワンセット灘でない，オープンシステム，アイデ

ンティティ・ネットワーク攣の婆ゾートをめざす

べきである。つ豪瞬撃1鎖塑から鰻敏灘婆ゾートヘ

の転換である．

　第4は，夢ゾートが地域にとって生産誘発勤果

を持ち，付糠無縫が地元へ落ちるような経済的琶

緩みを追求することである．凝存の産業との綜合

を始め，新たな産業機籠を付撫し，技術，ファッ

ション．センス，鋳鞍機能を地元から育て一1二げ，

地域産業全体の振興を図ることが重要である．

　第5は，産業振饗と係わって，夢ゾート籠発に

よって，雇灘σ）確保が図れることが，必要峯璽欠

であり．瞬時にその縫発が人材育成的方晦で動く

ものでなければならない。豪た，季籔的に撫君さ

れず，安定的で，蒼年，中高年，男性，女性を麟

わず雇矯を確保するという襖点が大窃である．

　第6は婆ゾート聡発を，経済，轟然．疑観．文

化，住民葎鮭等と一体秘した，まちづくり，地域

づくりの中に位置づけることである。夢ゾート麗

癸が先にあって地域づく鯵ができるのではなく，

地域づく鯵の全体計薩があってそのなかに婆ゾー

トを位置づけることが大窮である．長難的観点を

持って，デザインポ琴シーを確立させ，総会牲の

中に位置づける必要がある。長期姓，多饑饉盤，

計画性．さらには広域｛隻．周遊｛隻といった要素も

含めて総合的な嬉応が必要である。

　第7は．外来・誘致型！タゾートから内発型琴ゾ

ートヘ，盗本の投資戦酪としての婆ゾートから公

共性を璽覆した夢ゾートヘと転換させていく際，

猛民の意爽の疲駿と主体性の発揮が必要となる．

地域の鑑民，農抹漁業嚢営業，轟工業衰営業及び

それらの縫棒，壷びに察治体が一体とな／）て，地

域の環境，資源，産業，技衛，文化をふまえた，

嚢主的な計醸をつくることである．そうした舞露

策定のブ葺セスが地域の襲主主義を毒ll進させ．往

疑の人闘発達を保離していくのである．3ゆ．蔦7）

と魯　ここには氏の基本的な立場が馨i無類睾こし寿瓦も欝i

潔にまとめられている．

　かくして新都毒と農村の交流の意義と発展方1翰

（第3欝l／を験試し，小鱗余炎の醐題提逡を受け

継ぎながらr趨藁と農村の交流は，糧い手として

は市場，鴛政，互恵の3っの重な辱合いの雫にそ

れを求め，……，縫的効果から質的購果へ，地域

資源の多瞬的活灘，多檬乾し轟度化する二一ズヘ

の婦癖等を念頭においた方向が摸索されなければ

ならないであろう．そして韓よ鯵もその交流の申

で，鰹織，農耕双方の性民の離己突堤，木簡発達

がめざされていかなければならないであろう3

（登、総8〉と達べている。

　第7章「都市と農村の交流其生の試みまは，

第6章で提起された氏の夢ゾート瞬発のあり方の

実議纏とも言うべきものである。薪ゼ雛醗琴ゾー

ト醗発と躯毒との交流」の藤露1漿醗束町の船方総

合農場（第i籔〉や，「多翻酌むらづく吟運動と

畜産振興塵の福島察鮫騰村（第2難〉，　「クオ琴

ティライフの麟造と学習活嚢∫の晦形祭露耀町

（第3欝1〉，　r都議と農村の醗修璽交流への展灘

の轟轟梁簸舘村（第4籔〉をと諺あげ，新しい流

れを読み取る．「その第｝は大資本，外来璽，鋳
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（s36｝ 藏鶴大学蜷綾羅饗　纂3巻　第2讐　欝鍵．欝

鎖禦夢ゾート聡発から，縫禿資本，内発攣，聡敏

攣箏ゾート瞬発ヘグ）転換という流れである。第2

は地駿と窮擬された形での3点セット塑婆ゾート

羅登から，地域との結合を重擬した多嚢的形態を

もつ交流活鰯への転換という流れである。第3は

交流の進展にともない学習．教育，鬱鬱活動，す

なわち衰己実現，人聞発達の契機をその中に覇確

に位置づ紳ていくという流れである」（欝．22繕。

つま参　置資本の論理を軸とした展鵜から，駿かさ，

人間発達を軸とした展醗が嚢本でも箆られるよう

になってきたことが鱒年代グ）籍籔である」（欝．22韓

とまとめる．これをさらにイギ華スやフランス，

ドイツなど欝饗的レベルで「ソフトツー撃ズムヘ

の展縫と交流の方講縫3（第5籔／として確認す

るのである、

　第8章罫まちづく箒，むらづく辱運動び）進擦ま

は，本壽のまとめである、ここではまず「地域内

｛峯の結び〆）きと大篝璽発達3（第i暴i〉が鍛彗一豊二げ

られ，f…人聞が脇疑して轟然1こ饑きかけ，娃会

的・主体的にかつ霞然の一翼として大鰐らしく生

きる場，生活の基本的醗域としての地域を作弩、1急

げていくことが大燐婆（夢、23聾であるとする。

この中核として，詫海道余毒町の事魑をびきつつ

蓼公共サーどスを軸とした襲療，教奢，文建，纏

縫等の重要性」をあげ，「これらは地域内のネッ

トワーク，結合を強める方霧で作壊する可羨姓を

持ち，人給としての継び付きを藁擬し，糞の豊か

さ，人難発達へとつながる灘藏を持っている」

（欝．233〉とする。豪た電力中央養華難解の鞍｛垂垂や

嚢森鏡等を瞬き思し，これを確認している、また

これだけで十分というのでなく，蓮縫音彦、漣配

1淳らを瞬きつつ，「内発的発展論と菩絶域影戯圭

，漁、　嚢ゴ事おこし，雄茎蜂蔓－5く馨遷議禽とを一一体鐸毎な

ものととらえて，稜癒嚢を統合して蒼くことが大

難3（夢．238－239〉とのべる（第2鋒〉．

　「内発的発展論の隈弾性とその党議の遂套（第

3簸／では，宮本憲一と鶴発熬子との内発的登展

論を縷説し．思想的にはほぼ講一の梓績みのなか

紅あること，異なるのは宮本が鶴見らの議講の影

響のもとに演繹的に導き鑛したことにあ蓼，ヂそれ

故，地籔の提案は濃繹的結論の傍証としての役割し

か果たさなかった可能牲麟あ諺，地域の基本矛盾か

ら少しはずれたところでの実践飼を評懸iしていま

う落し穴に落ちる危験性を内包していたσ）である．

　そのため，宮本氏の講発的癸展譲では地域の婁

実から鐵発し，遷域の麹える課題を，講全体の変

革ぴ）ブ葺グラムと結合して提遣する点で，弱さを

生じたのである．課題牝的認識の方法の弱さの現

れともいえよう．．／鶴発氏の内発的発展論には権

力奪藪を翼指さない第3システム等，華分瞬はと

ころがみられるが，この鮨簸は真裏であるといっ

てよいであろう．」（費、2壇一2／

　「地域農業の進諮をめぐって」（第違簸）では，

濃抹業それ警体ならびに鰭連付傭懸絶産業の振興

と，サービス経済髭，叢境・資源管謹の重縫，大

薬毒生活グ）危機を背景とした流れとを舞えて、複

合施策による地竣定鉱対策が必要であること，ま

た都毒と農村の交流．業生の試みを内発的癸展の

論理の申に．強く緯置づ診て行くことの，必要性を

強調する．そしてf縫い手のあ鯵寿と地域づく鞍

の発展段鴎（第5書毅では，書森嬢醗子町や飯

館村，三島町，灘擁町．穏燐町などの「地籔づく

辱公勧を櫨試し，縫製経営の発展を墓鍵としつ

つも，資源・環境の保全と黎造や．撰い手の脅威

とレ・う，嚢1め玉ら睾ぎ舞ぎ〉観点が重要であり，　ネットワ

ークの纏点としての選i域づくり公娃の役麟」（欝．

饗ε〉を強講ずる，

　最後1こ「人繞1発達の野難論と鍵蓬髪の進i暴各」　（第乏3

蔀／で縁，遥11惇を検認し次のうようにまとめる．

rすなわちさまざまな運動σ）コミュニケーシ3ン

のネットワークの申で，毒猿二の重縫の差翼を認め

合い，それを其瞬の盗産として纏記して行くこと

の重要性が逮べられている．／2i盤紀に晦けての地

域づくりの進諮は，こヅ）ような，穣互の鶉翼を認

め合い，それを其瞬の費産として寂しい縫会を彩

暖していくカとするという黄燐と連帯，大閤発達

の流れの中に種羅づ鍾ていくことが必要なのであ

る。　そしてそのような地域づく鞍こそが．糞の

鰹かさ，すなわちウェルスィの案環の遂であると

いえよう。」（嚢、24窃。
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　以と，その内容を紹介したが，いくつかの識メ

ントをしておきたい。本欝ダ）評翻できる点慧，第

一にかな奮擢）数の事繰を氏難身の調査によって集

積し，これを丹念に類灘秘し，地域発展♂）方向牲

を異体的に指し題したことである。しかもこの中

では．縫えば秩藏県峰浜琶等においては氏窪身請

査だけでなくその実践に携わったものもあ蓼，こ

れが事醒羅介においても邊力をもたらすものとな

っている。葬繕は註に掲げられている調査報簿を

参難されたい、文藤としては聡れていない詳編な

農家講査や集落調査がその基盤にほあることがわ

かるぱずである．

　第二の特織1ま，運動1論としての「地域論」が積

極的に農雛されていることにある。大鷺盗難かな

ウェルスィを地域で実現する努力がほとばしって

いる．氏の地域轟は騰瞬総合譲に基盤をおいてお

l／，大鷺の藁講と連帯はここにはじまっていると

思われる。そして課題化認識の方法講が震醗され

るが，しかし継籐においてこれを強讃し過ぎるが

ゆえに，宮本r内発的発展論まへの猿繋が遜垂ll気

駿になってし叢・。’ている。

　守友「麹登的発展論」は，いうまでもなく農本

「内発的発展義翻の徹豪した吟糠と撰！肇1かヂ）生ま

れたのであるが，今後の課題としては次の2点を

あげることができよう．第一一は守友碧釣発的発躾

絵≦の嚢艦から都瀧へ毛7）展醗の蘇縫娃と簸待に1難

ずるものである．宮本「内発的発展論」嫁比も指

摘するように農村でグ）事触二触発を受けながらも，

基本的1こは薬畜にお搾る内発的発獲論である、．氏

譜「内発麟登展譲」が穰轟での縷！講に適合できる

かどうかがその鍵となるが．そび）縷欝1は基幹産業

の農業から簡二£業への窺書り替えによって十分再護

であると患われる、礎1こ，難くところによれ．ば，

峯警が擦毒の商二£縫孫者に、萎まれているという。

選｝場産業をどうするび）か，商濤街をどうするσ）か，

新たな展縄を期待したい．また都毒農講論をf漣

域論」の基軸にすえるのであれ麺，農村だけにと

どまるわけにはいかないはずである。

　第二は差異を認めながら連帯をしていくという

運動講に絶してである　確かに，顔を覚えられる

籔臨1こおいては、差異を認めながら連雛1をはかる

ことは璽縫である。しかし，この縫雛をこえた場

合にこのことが再読であるかは疑羅が残るところ

である。資本主義縫合にあっては競争原理によっ

て分業と協業が進められてきた。嚢争療礫が講整

役を努めてきたのである，では氏が期待する縫会

にあって隷醤がその灘馨となるのであろうか、、蜷

幸覆｛乞（勝進展は確力縛こ新しレ・ネットワーークを矯多難註し．

議しい歓会を彩織しつ今ある，あるいは膨大な穰

難処礫によってそれは響籠かもしれない。しかし

環状ではその膨大な鋳鞍矩理は横断壽晦なネットワ

ーク彫綾ではなく．縦擬的なつま辱　一纏集中的な

ネットワークを強める方向に修繕しているのある。

　とはいえ．これらの解決を襲人的な努力に求め

るのは無驚な注文かも懸れないが，氏の努力に改

めて敬殺し！一）つ．今後の氏の・篠の活躍を期待し

たい，

　なお，本稿は1鱒璽年7∫1至鱗1に福島大学地域吾嘉

慶センター・経済理配譲醗突余興縫で灘かれた藩発

会で鞍聾したも」）をベースにして作成したもので

ある．
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