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地域住民の主導性と市当局支援がつくりあげた地域福祉活動
──「金沢方式」の意義について──
福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻博士後期課程１年

山田

宜廣

１．研究の目的
金沢市では、地域住民が小学校区を単位に、地区公民館 を拠点として、必要な職員を雇
1

用するシステムを作り出し、多彩なプログラムにより、地域福祉活動をすすめている。特に
高齢者、女性、児童などが利用するサロン活動が著しい。地域住民は今日においても運営・
管理を地域住民自身の手で行っている。このような地域住民による拠点や職員の確保・運営
がなぜ実現したのか、今日まで継続しているのはなぜかを明らかにするのが本稿の目的であ
る。
筆者はこれらを明らかにするために、金沢市における資料収集を行うとともに、二つの小
学校区での実際の活動について数人のキーパーソン（職員）に対する半構造化インタビュー
を行った。この資料検討やインタビューを通してわかったことは、地域住民の主導性と市当
局の支援との間にきちんとしたルール（「金沢方式」）が定着しており、これが地域福祉活動
の基盤となっているということであった。他方で「金沢方式」の解説や意義についての指摘
は、現地の資料でふれられているものを除いてあまりみられない。
このことを踏まえ、本稿では、小地域社会での地域福祉の推進にとって、「金沢方式」が
重要な意義をもつことを明らかにしたい。
２．小学校区における意識的な団結の蓄積
（１）地域福祉計画の基礎的単位としての小学校区
金沢市は2008年の金沢市地域福祉計画 で「小学校区を基礎的単位としてとらえることが
2

適当であると考えています」とし、その理由について「①日常生活に関わる事項に関しては、
従来から小学校区を単位とした意識的な団結が存在し、小学校が統廃合されても「校下」と
いう枠組みはしっかりと残っています。②小学校はもとより、公民館、地区社会福祉協議会、
地区民生委員児童委員協議会、日赤活動における地区分区、地域サロンに至るまでおおむね
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小学校区ごとに組織されています。③福祉健康センターにおける職務分担、生活保護におけ
る職務分担は小学校区ごとになっており、それぞれの担当者が、小学校区ごとに各地域の実
態を把握しています。
」と述べている。金沢市が地域福祉計画で小学校区を圏域に定めたの
は2003年である。翌年から地区地域福祉活動計画が計画的に策定され今ではすべての小学校
区でそれにもとづく地域福祉活動が展開されている。こうした取り組みがなぜできたのか追
究するにあたり、小学校区を単位とする地域住民の意識的な団結について検討した結果、地
域組織が共通の拠点に集積している構造に注目する必要が明らかになった。
（２）
「校下」における地域組織の蓄積
地域組織には、戦前から作られた町会連合会と婦人会、方面委員（民生委員）と戦後つく
られた公民館、地区社協などがあり、これらが小学校や善隣館に併設される形で集まり蓄積
されていった。
「善隣館」とは金沢市方面委員（民生委員）が設置した建物で戦前・戦後に
わたって作られたもので、現在は12館が存在する。公民館が設置される前は、この善隣館が
拠点として大きな存在を果たした。
小学校区に蓄積された地域組織は、地区公民館のプレートを見るとよくわかる。一例を取
材した公民館でみてみたい。西公民館ではプレートを表に、大野町公民館では中に貼ってあ
った。

表１

西公民館・大野町公民館のプレートに掲げられた地域組織リスト

西公民館

大野町公民館

校下町会連合会

大野町町会連合会

校下社会福祉協議会

大野町社会福祉協議会

校下地区民生委員児童委員協議会

大野町文化保存会

日赤西校下分区

大野町校下防犯委員会

西校下婦人会

大野地区身体障害者福祉協議会

西校下少年連盟協議会

大野町長寿会
大野町壮年会
大野町女性会
大野町遺族会
大野町勤労者協議会
からくり記念館を楽しむ会

西公民館では、地元民児協会長（女性）と非常勤職員（女性）にインタビューをおこなっ
た。この公民館には畳敷きの大きな和室があり、子育てサロンが終わったばかりの時間帯だ
ったのでまずサロンの様子から伺った。サロンが開かれたこの日は12組の親子が参加してい
た。参加者は西地区の特徴を現わしている。西公民館は新興住宅地にあり、最近隣接地区に
県庁が移ってきた。金沢駅からも近く保健所もあり立地がよいため若い人の居住が多く、移
動組も多い地域とのことである。ここの特徴は子育てサロン（月２回）にあり、立ち上がっ
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たばかりだが、民生委員、主任児童委員とともにボランティアの会（「ウェスト」さんとよ
びあわされていた）がかかわっていた。地域サロン

ほっと （週１回）のプログラムは特

になにもなく「ご自由にどうぞ」であったり、健康教室、体操、体を動かしましょう、ペー
パークラフト、フェルト手芸、音楽療法など多彩なプログラム行事があり、これらは自分た
ちが工夫してつくっているとのことである。主要な担い手は民生委員である。民生委員は訪
問活動や調査活動も多く、マンションが増え、何度いっても入居者がいないなど、とかく
日々あわただしいとのことであった。地域福祉活動がさかんになるにつれ、民生委員活動も
活発になっていることはこの地域においても同様であった。
次に、大野町公民館では地区社協・地区民児協担当職員（女性）にインタビューをおこな
った。この地域は、戦前に金沢市に合併、北前船も寄港したという土地柄であり、日吉神社
という由緒あるお宮がある。地域自体はあまりひろくないが、金沢港のある地域でもある。
公民館は小学校に隣接して建っており２階建てで児童館が併設されている。ここでもプレー
トにかかげてある組織の多さから地域組織の累積があることがわかる。
このプレートの前で、この地域にはどのような団体とそれぞれの所属員が何人であるか、
また公民館の活用状況はどうかなどを聴いた。職員からは、ここは200人、ここは100人、こ
こは140人といった具合でたちどころに返事がかえってきた。また利用もさかんであるとの
ことである。さらに、机がぎっしりつまった事務室で、この地域の由来をたずねたところ
「村」でありながら安政時代には「町格」（ちょうかく）と呼ばれていたとの答えがかえって
きた。即ち、この地域は、北前船の寄港地であったこと、醤油の醸造が発達したこと、日吉
神社のおかげもあって小学校がたったことなどによってかなりの財をなした土地柄であった
様子がわかった。最近の様子については、団地やマンションの増加に伴って新たな地域住民
が住むようになってきていること、高齢者の町までの移動に時間がかかることなど地域の新
たな課題もでてきているとのことであった。公民館と児童館には小学校がえりの子供たちが
寄ってきてとても賑やかなことなど、現在でも拠点として十二分に機能している様子がうか
がえた。
（３）地域福祉活動計画の策定
このような地域組織の蓄積は、小学校区を単位とする地区地域福祉活動計画に明確に反映
されており、それは参加した組織・団体に如実に表れている。計画策定に当たっての議論は、
地区社協がとりまとめ、地域福祉活動計画に反映され、盛りだくさんの内容が書き込まれて
いる。現在繰り広げられている活動内容は以下のとおりである。
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西地区・大野地区地域福祉活動計画内容
期間

参加団体（地区名は省略）

活動内容

16 社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、 地域チャリティバザーの実施、公民館行事へ
年度から

地区 西

表２

まちぐるみ福祉活動推進委員会、ウェストサ の参加、協力、西小学校バザーへのもちつき
ークルボランティアの会、町会連合会、公民

指導、機関紙「ふくし」の発行（年２回３月

年度の５年計画

20 館、婦人会、小学校、小学校育友会、少年連 ９月）地域サロンの開催（週１回）高齢者交
盟、老人会、西念保育園、双葉子供の家保育 通安全教室の開催、子育て支援施設の調査及
園、校区保護司会

び広報、子育てサロン（週２回）小学校児童
を地域サロンに招待、雑巾の寄付、小学校運
動会の見学、「ウェストサークルボランティア
の会」（デイサービス駅西苑へのボランティア
協力、中度障害者（機能訓練期を終了した）
人たちの自主活動グループ「ステキクラブ」
への介護援助と交流促進）小学校３年生のボ
ランティア授業に参加、児童とともに周辺の

野

平成 年度から 年度

大

病院、老人施設を慰問、介護教室、介護研修
社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、 地域サロン（２か所月１回ずつ）女性会・児

17 まちぐるみ福祉活動推進員、町会連合会、公 童館とのふれあい事業、グランドゴルフ、高
民館、児童館、長寿会、女性会、壮年会、交 齢者交通問題の改善（公共交通の在り方を検
21

通安全協会、共進会、小学校、小学校育友会、 討・要望等）健康相談講習会、成人病の相談
遺族会、むつみ会、身障者協議会、消防分団、 と簡単な診察、成人病予防のための食事の講
文化財保存会、少年連盟、青少年健全育成推 習会、介護予防講演会、寝たきりにならない
進協議会、青年会、保護司会、更生保護女性 ための講習会、体操教室や料理教室の開催、
会、中学校PTA

民生委員、まちぐるみ福祉活動推進員の研修・
連絡会の定期開催、ふれあい相談（月１回）
まちぐるみ福祉活動推進員の連絡会の定期会、
一人暮らしや高齢者の防災対策と支援活動、
子育て支援事業、ファミリーサポートセンタ
ー、子育て応援団の利用、地域資源、人材確
保対策

公民館に事務局を置く組織・団体のみならず、小学校区で活動する組織・団体が参加して
つくりだした地域福祉活動計画は、事務局の連絡調整やコーディネートがあって推進されて
いるが、ここでは公民館主事と地区社協・民児協を担当する者が事務室に集うことでカバー
しあう関係ができていた。地域福祉活動計画は、活動・行動計画の側面をもっている。そこ
では、実際に誰がどう活動を展開するかが明確でなければ、個々の組織・団体がそれぞれで
活動することになり、協力・連携して取り組むことは難しくなる。地域ぐるみの福祉活動の
推進にとって、調整やコーディネートは協力・連携にかかせない。この面を地元で雇用した
職員が進めることによって活動力が大きくなり、継続的なものになってしている。職員間の
ジョイントは同じ場所で働いていることによって一段と強みをましているように思えた。公
民館を拠点に社会教育活動、地域福祉活動、町会・防犯・防火活動が時間や日にちを調整し
ながら日々の営みをおこなっている。
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３．金沢方式の誕生と定着
（１）金沢方式の誕生
筆者は、地元住民主導の成り立ちは「金沢方式」が住民活動の基礎になっているととらえ
ている。そこで次に「金沢方式」とはどういうものか明らかにしたい。
「金沢方式」は公民館の設置運営に関する方式である。要約すれば「金沢方式」とは、
「金
沢市が公民館を設置し、管理運営していく上で採用する全国でも特色ある方式である。一
ほぼ小学校区毎に公民館を設置 二 地域住民の自発的参加による事業運営 三 公民館経費
（運営費、施設整備費）は、市からの委託料と一定割合の地元負担とでまかなわれる。四 役
職員の選任は、地域に委される。この方式は、昭和27年に始まり、今日まで続いている」
。
（2001：金沢市公民館五十周年記念誌p450）というものである。
1957（昭和27）年は、日本がアメリカの占領状態から独立国家に復帰した年である。この
年占領軍によって禁止されていた町内会が復活した。戦前「校下」単位に校下事務所が設置
されていた金沢市では町内会活動が再開された。町内会は町内会費を集めて運営することで、
公民館を地域ごとに運営する財政基盤をもった。これを背景に地区に公民館設置の要望がさ
れ、それまでの８館が一挙に38館に増えることになった。これにより各地域は、小学校の一
部屋、善隣館の一部、消防小屋の一部などの利用、まれに専用の施設などを確保した。38館
の内訳は小学校併設等が14、専用が13館、善隣館併設９館、消防館１、会館１である。これ
により「校下」拠点が確保された。町内会の拠出による拠点の確保は地域文化活動の活発化
につながった。当時活動の中心的担い手は「青年団」であった。
地区に公民館を設置するという措置は、市の決断によるところが大きい。それまでに公民
館ができていなかった校下は「公民教育委員会」（昭和24年６月金沢市公民教育委員設置規
則）が設置され、一律五万円の補助となった。公民館と公民教育委員会では補助額に大きな
差があり放置できない課題であった。
一方で強い校下意識の存在があった。戦災に遭わなかったことで、戦前の地域共同体がそ
のまま残ったことが強い校下意識の存続の理由になっている。昭和27年「公民館設置条例」
が改正され、それまでの市職員の身分を地区公民館の雇用とした。公民館の運営にあたって
は、金沢市から75％の経費が支出、地元が25％の負担とした。これが「金沢方式」と呼ばれ
るものである。これとともに職員を市の雇用から地区雇用と改めたのである。当時の市の財
政事情と地区の自治力の結果が作り出したものといえよう。とはいえ地元負担は、多くの地
区公民館で、市の補助を上回る費用の拠出があったことが昭和27年度の金沢市社会教育研究
大会資料として掲載されており、住民の強い要望の結果であったことがわかる。昭和29年版
「金沢市教育要覧」でも、市交付金より地元維持金が上回っており、地元が公民館の運営に
一定額以上の拠出をしていたことをうかがわせる。また当時「青年学級振興法」に基づく
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「青年学級」が始まっていたが、この経費は市交付金45％、地元負担55％（昭和29年青年学
級規則を制定）の負担割合となっている（金沢市公民館五十周記念誌p２-13）。このような
高い地元負担割合にもかかわらず地区公民館は一挙に誕生し、住民が必要な費用を拠出して
事業を推進したのであった。
表３

金沢市公民館設置条例などをもとに筆者作成

昭和24年

昭和27年

【負担】

運営費負担

公民館の経費は、市費、補助金その他の収入を以て 市75%、地元25%
あてる
【職員雇用】市の雇用
地区公民館

地区雇用

館長、

地区公民館長は非常勤（２年間）、

主事、事務員若干名

地区公民館長は教育委員会の許可を得て必要な職員

館長を除く他の職員は常勤とする
【管理】市長部局

を任命することができる
教育委員会

【委員】
市長が公民教育委員委嘱（調査配置区域に男女各１ 教育委員会は公民館委員の委嘱（町内会男女１名任
名任期２年）
【設置数】８館

期１年）
38館

（２）金沢方式の定着
昭和35年頃から、社会教育法第21条「公民館は、市町村が設置する」という条文に対し
て、金沢市の地区公民館運営は違反するのではないかという声があがり始めた。このことを
踏まえ、昭和38年には長期計画策定の過程を経て、市職員によって運営される市立公民館と
して新たに８か所のブロック公民館を建設するという案が作られ、その結果、ブロック公民
館として野町公民館が設置されたが、昭和46年、市の方針として試験的に実施されたブロッ
ク公民館は中止され、従来どおり地区公民館を核とする行政方針が固まった。この一連の動
きを経て、各校下に設置された地区公民館を拠点とし、地域住民の財政負担やボランティア
によって支えられる地域主導のきめ細かな社会教育・生涯学習を積極的に評価する現在の運
営方式が固まった。
「金沢方式」が一連の議論を経てたどりついたことにより、定着するこ
とになったのである。
以後運営費は公費・地元負担割合は当初５割以上を地元負担が占めていたが、その後暫時
あらたまり昭和53年時公費75％地元25％、建設費は公費50％、地元50％という負担割合とな
った。
（2005：金沢市教育委員会五十年史p487-493）この経緯については次のような記述が
みられる。
「公民館関係者からの請願によって試みられたブロック公民館構想は、結局、関係者が要
望を取り下げる形で収まった。この一連の動きを経て、各校下に設置された地区公民館を拠
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点とし、地域住民の財政負担やボランティアによって支えられる地域主導のきめ細かな社会
教育・生涯学習を積極的に評価する現在の運営方式が固まったといえる。『金沢方式』とい
う呼称がある種の誇りをもって用いられるようになったのは、地域コミュニティによって支
える運営方式を住民側が選択するという過程を経て、それを金沢市の特色として伸ばしてい
こうとする意識の表れといえよう。」（2005：金沢市教育委員会五十年史p492）
こうして、
「金沢方式」はすっかり定着したというのが地元認識となっている。
もちろん全国の他の地域でも、町会連合会と地区社協、町会連合会と地区社協と地区民児
協、町会連合会と地区公民館と地区社協、町会連合会と公民館と地区社協と地区民児協とい
う具合に小学校区で地域組織の重なりがないわけではない。一定の規模を有する都市（指定
都市や中核市、県庁所在地）でもこのような構造をみることができる。しかし各地の取材で
も公民館運営に住民からの一定額の拠出があるというのはあまり例を聞かない。金沢市の地
域住民が作り出した「金沢方式」は地元の意識的団結によるものではないかと考えられるの
である。
（３）地域住民の地の力としての地元負担
大野町公民館（児童館を併設している）でのインタビューによると、公民館の土地（小学
校に隣接しており立地条件がよい）は寄付として提供されたこと、児童館の修繕費の３分の
１・また消防車（地元消防分団で整備している）の購入などにも地元負担があるということ
であった。これを示しているのが次の表４である。これによると、地元負担は公民館に限っ
たことではない。みてわかるとおり児童館と消防車についても一定の割合での地元負担があ
る。もちろん市当局は相当の額を負担している。払わない地域住民についてどうするかとい
う問題はあるが「万一」はあまり想定されていない様子である。多額の費用の場合は何年か
の単位で、分割して払うという方法をとっている。また足りなければ寄付を募るということ
であった。
表４

大野町の場合の公民館、児童館、消防車に対する地元の負担割合
建築費用

改修・修繕費用

運営費用

土地

公民館（60館）

４分の１

３分の１

４分の１

地元提供

児童館（30館）

市

３分の１

市

地元提供

消防車（ポンプ車） ４分の１
（購入費用）
（

─

─

─

）内の数字は市内全域の館数である

またこのようなやり方大野町公民館だけではないということであった。この点については
今後確認する必要がある が、大野町公民館で聞いた地元負担は地の力がいかに大きいかを
3

感じさせるものであった。
（４）小学校区の編入
大野町は編入地である。大野町に限らず金沢市は編入合併を繰り返し、市域を拡大させて
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きた。そしてその編入地も「校下」として区域を確定をしてきている。
表５ 近隣町村の金沢市（明治22年金沢市制施行）編入の変遷
大正13年１月１日

石川郡野村字泉野ホ部・ム部

大正14年４月１日

石川郡野村

大正14年４月10日

石川郡弓取村

昭和10年12月16日

石川郡富樫村、潟津村、米丸村、鞍月村、栗崎村、大野町

昭和11年４月１日

石川郡三馬村、崎浦村、河北郡小坂村

昭和18年10月１日

石川郡戸板村

昭和18年12月１日

石川郡金石町、大野村、二塚村

昭和22年５月３日

河北郡三谷村釣部地区

昭和24年６月１日

河北郡川北村

昭和29年７月１日

石川郡安原村、額村、内川村、犀川村、湯沸谷村

昭和31年１月１日

石川郡押野村（翌年一部は野々市町へ）

昭和32年４月５日

河北郡浅川村

昭和37年６月１日

河北郡森本町（29.６.１花園村（一部は津幡町へ）大場村、八田村合併）

編入に際しての金沢市がとった方針が書かれている資料として企画局が発表した「市域拡
張梗慨」
（昭和11年４月）がある。
「最近に於ける学生、生徒の著しい増加は、学校々舎運動
場の狭隘を感ぜしめ、之が拡張の必要に迫られつつあるが既に市内には其の余地なく、現に
隣接の町村地内に移転拡築せられるもの、或は今後の移築を目論まれつつあるもの数校に及
び、其の他相当の敷地を要する諸施設又、漸次市街近郷に転出する現状である」と述べてい
る。一方編入する際でも富樫村のように、「小学校ハ現在通高等科ヲ存続スルコト」という
要望があった。編入される町村にあって、小学校を存続させる強い願いがあり、金沢市に編
入することによって、
「小学校区」が人々のなかに実体化されていったと理解できる。（2005：
金沢市教育委員会五十年史p406-407）
金沢市には、市域全域を「校下」にするという意識的な取り組みがあった。これは小地域
社会の特質をふまえた都市計画であるといえる。この「校下」は、行政区画であり、小学校
通学区域であるが、町会連合会の圏域でもある。町会連合会は「町会整備要領」（昭和15年）
に基づいて組織された。
「町会整備要領」では、町会を市の補助的下部組織と位置づけ、上
部組織である各小学校「校下」ごとに「町会連合会」を組織していることを示している。
「小学校区」
（金沢市では「校下」という）は、学区制定以来の圏域であるが、この圏域に
方面委員を配置し、
「善隣館」を建て、地区公民館を整備し、地区社協を作り出してきた。
今日においても「小学校区」は地区公民館、地区社協などの機関・地域組織、地域サロンな
どの地域福祉活動、福祉健康センターや生活保護における職務分担など組織・活動・職務分
担が集積している圏域であり、地域福祉計画における基礎的単位として規定されている。金
沢市では「小学校区」が地域福祉「圏域」として設定されるのに最も合理的であり、地域住
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民がさまざまな蓄積を重ねてきた圏域であるがゆえに「地域福祉活動計画」にもとづく協力
と連携ができているということを「金沢方式」に見ることができる。
４．考察
金沢市で「小学校区」を地域福祉「圏域」として設定したのには合理的な理由があった。
それはまず地域住民の「小学校区」に対する意識的な団結の蓄積であった。この意識は戦
前・戦後に連続した意識であった。このことは、町会・町会連合会の存続・廃止・復活の動
きに象徴的にあらわれているし、婦人会、民生委員の存在も大きい。特に方面委員（民生委
員）は戦前・戦後を通して小学校区に善隣館を建ててきた。このような強い凝集性には戦災
をまぬがれいち早く町会が復活した理由になっていることも書きとめられている。公民館を
小学校区に整備できたのも意識的な団結であることが理由となっている。金沢においては、
小学校区における各種地域組織の蓄積が地域住民結集の礎ということができる。
地域福祉計画での圏域を小学校区としたことでこの土台は強固になった。地域福祉活動の
蓄積はさらに厚みを増し、継続力を高めたといえる。小学校区を土台に地域福祉活動を行う
ことについては、市当局、市社協、および地域住民の共通認識となっていた。地域福祉計画
で「小学校区」を地域福祉圏域と定めたことで地域住民・地域組織はより一層活発化したこ
とは先に紹介した活動内容をみれば明らかであろう。
次に職員の蓄積がある。地域福祉活動が活発な理由に、横のネットワークがみられること
である。小学校、地区公民館、地区社協事務局、単位民児協事務局、これに児童館や善隣館
などが同一の拠点で展開されており、そこに地元雇用の職員が配置されていることで活動が
多彩に行われる基盤となっている。
この基盤は地区公民館である。ここで職員の確保がされている。また地区社協、単位民児
協を担当する職員の確保が行われている。金沢の特徴は、この職員の確保にあたり「金沢方
式」として一定額の拠出がみられることである。このため地元雇用の職員は当該地区にふさ
わしい人材の確保が可能になっている。
第三に運営の蓄積である。建物の建設や設備の購入・改修・修繕費用、また運営費用にも
「金沢方式」がとられている。この運営は、プレートをみるとわかる。公民館を活用する各
種団体が、プレートに名をつらねており、自分たちの拠点であることが刻まれている。ここ
が拠点となって会合や事業の展開に活用されている。自分たちの組織だけでなく、地区住民
だれでも活用できる開放性があることは明確にしておきたい。
最後になぜ継続できているかといえば、小学校や公民館などの設置に見られる地域住民の
熱意がある。また編入地があっても、小学校区として区域を確定してきた歴史をつくりだし
てきている。地域福祉の推進にあたっては、いままで述べてきたように、町内会連合会、公
民館、地区社協、単位民児協活動のための拠点・職員の確保・事業運営について、一定額の
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住民の拠出が小学校区という同一圏域でなされ運営されるという「金沢方式」が継続のより
どころになっているといえる。
５．おわりに
筆者はかつて金沢市の「小学校区」における地区公民館と地区社協・地区民児協の重なり
を「小学校区における福祉と教育の重層構造」とよんだ。一定額の拠出と自主事業運営は、
「金沢方式」の独自性である。
社会教育活動は教育行政で、地域福祉活動は福祉行政で、自治行政としての支援で町会活
動があるというように、とかく縦割りで進みがちな行政施策だが、小学校区という共通基盤
に着目することによって、横のネットワークが可能となり、縦割りは、横割りを支えにすな
わち地域住民の自治力と連携した展開として行政本来の目的達成の効果をつくりだすといえ
よう。
教育・福祉・自治が小学校区という共通基盤で重なりあいながら地元で拠出された資金を
活用して、雇用された職員が地域リーダーと連絡を密にしつつ行われる地域福祉活動の展開
は、あらたなコミュニティをつくりだしている。小学校区という単位で、公民館という拠点
を中心とし、地元雇用職員のコーディネートによる地域住民主導の「連携・協力」（横のネ
ットワーク）という構造は、高齢者、女性、児童にとって住みやすい小学校区の基盤になっ
ている。
小地域社会でどのように地域福祉活動を推進するかにあたり、地域住民主導と市当局の支
援の関係性のルールとして「金沢方式」の考え方は意義あるものを含んでいるのではないか
というのが本稿の結論である。
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Community Building Based on Citizen Leadership
and Local Government Support：What Kanazawa
Method Indicates
YAMADA, Yoshihiro
This paper deals with community-based welfare action in Kanazawa city, Ishikawa
prefecture.
The purpose of this paper is to discuss the eﬀect of community-based welfare action of
the Kanazawa management model.
What kind of management system enabled the residents in Kanazawa city invite
creative and various community-based welfare actions ?
Interviews were conducted by note taking to minseiiin-jidouiin and workers at the Nishi
Community Center and the Oonomachi Community Center.
Reference was made on the materials of the Board of Education of Kanazawa city,
Community Centers, chounaikai-rengoukai, council of social welfares in Kanazawa city, as
well as the Nishi area action plan and the Oono area action plan.
The results are the followings
First, Kanazawa city has been setting up various community organizations in the
elementary school areas. such as council of social welfare, council of minseiiin-jidouiin,
chounaikai-rengoukai（association of neighborhood body）, community center. These
organizations has oﬃces and the staﬀ in the same community centers.
Second, local residents have made donations to be allotted as funds for management of
community centers and community activities.
This could be called as Kanazawa Management model. A center invested most public
fund not only to resident s activities but also to administrative assistant staﬀs. These is
the rules between local residents and Kanazawa city in terms of the center management.
Third, all kinds of residents including old men, women, and children frequently visit
community centers and join the various events and programs.
In conclusion, the kanazawa Management Model is unique in promoting all these
community-based welfare activities and strengthing the community organizations.
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