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ざるを得ない。必然的に、その「福祉力」を体現する
ための実践体制も主要な課題となる。世代構成が変わ

住民の手による地域福祉活動、とりわけ、特定の課

るからこそ、従来の住民組織活動の蓄積に、新たな活

題やテーマに密着した活動を行うNPOやボランティア

動者層にとって馴染みやすい活動を加えていくような

団体などについては、地方分権やローカル・ガバナン

対応が不可欠といえ、上の両タイプの住民組織間でも、

スの文脈において（言うまでもなく、財政縮小論が根

両者が特性を活かしあうような有機的な連携の必要性

底にあるにせよ）、あるいは福祉コミュニティ形成の論

が声高に訴えられている。しかしその一方で、両者の

議においても、その重要性や可能性が強調されるとこ

行動原理や信条などの違いに基づく「対立」の構図が

ろである。その背景には、もちろん今日の地域課題が

指摘されているのも事実である（厚労省2008；全社協

量的・質的にかつてないほど変化していることがある。

2007b）。

新自由主義を基軸とした近年の経済状況の変化、こと

この現状に呼応するようにして、すでに協働的実践

に雇用状況の悪化は、昨今の非正規労働者の生活実態

が各地で展開しはじめ、いまや萌芽的時期を迎えてい

として如実に反映されているし、高度成長期から指摘

るといえるが、それを対象として扱った研究の蓄積は

されてきた近隣社会の紐帯の弱化（コミュニティ脆弱

まだ十分に進んでいない。そこで本稿では、まずは他

化）、そこで増幅される過度な個人主義・プライバシー

に先んじて取り組みのなされている事例をもとに、両

意識、他者・弱者への排他的な態度・言説も、そうし

者の連携システムや実態としての協働のありようにつ

１

た経済状況と無関係ではない 。

いて検討したい。事例としては、大規模団地群におけ

他方、生活圏を単位として、住民生活を包括的に支

る地縁型組織（自治会、管理組合）と、その地域で住

えてきた町内会・自治会などの地縁型の組織も、上の

民運動的に生まれてきたテーマ型組織（NPO法人など）

ような時代的潮流のなかで、その存立基盤たる地域密

との連携の事例を取り上げた。

着性（全戸加入制はもちろん、リーダーのいわゆる名
誉職化も含めて）ゆえに、封建性・非民主性や前近代

1 地縁型組織とテーマ型組織の対立と連携

性などが今日敬遠される傾向にあり２、それらの団体の
加入率低下や後継者不足などの問題として顕在化する

1.1 既往研究の動向

にいたっている。
数十年先、老年人口と生産年齢人口の接近に伴って
迎えるであろう社会保障の厳しい状況が人口統計上推
３

『平成16年版国民生活白書』（内閣府）において、両

４

察されることから 、「地域の福祉力」 （市川2006:11―

者同列に扱われているように、今後は地縁型、テーマ

15；全社協2007a:9―28）に期するところは甚大になら

型の両タイプの組織が協力的・一体的に地域づくりを
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担っていくことが期待されている。しかし、両者間の

実効性を主張する立場である。佐藤恵貞（2007）や大

行動原理・信条などの違いに起因する関係形成の困難

野真鯉・牧里毎治（2007）の主張をここに含めること

さは、すでに各方面より指摘されているとおりである。

ができる。ここで取り上げられているのは、両者間の

これを克服して「連携」を志向するという論題に対して、

連携とはやや事情が異なり、もともとの母体である町

これまでは大別して次のような立場からの主張がみら

内会などの活動者が、住民が抱える問題に即応するグ

れる。

ループを発足させるという内容のものである。「自らが

第一には、両者間に対立の図式があること、あるい

産み出したものであれば、それと競合・摩擦したり、

はそれをふまえて連携を期待する立場である。山崎丈

排除したりはしないであろうし、協働の取り組みを発

夫（2003:224―225）は、
「テーマ型のコミュニティ活動と、

展させることができるであろう」（佐藤2007）という

地縁型のコミュニティ活動が接点を持ち、相互に刺激

利点がある。その意味においては、第一の立場に対し、

し合えば、地域に新しい風を起こし、住民自治の力を

地縁型組織によるテーマ型組織の創出論と捉えること

より高めていけるのではないだろうか」と連携を呼び

ができる。

かける。また厚生労働省が2007年度の下半期に設置し

1.2 連携によりもたらされる相補性

た「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」は、
その2008年の報告書において、両者の役割の重要性を
強調しつつ、
「両者が十分に連携していない地域が多い」

マンション群や新興住宅地、社宅などに住むいわゆ

「地域の支え合いの担い手という点では共通しており、

る新住民の地区と、長年その土地に根を張った旧住民

（中略）異なる性格であるからこそ、情報や企画の交流

中心の地区とが入り混じる地域でみられがちなことと

や、後継者の面からも、両者の協働のメリットは大き

して、前者が地域の枠にとらわれず、むしろその枠を

い」と指摘している。また、全国社会福祉協議会（2007、

超えて、自らの関心や利害に絡めて「教育」「環境保全」

以下「社会福祉協議会」を「社協」と略す）は、「地域

「国際協力」などのアソシエーショナルな活動分野で行

福祉推進基礎組織」（地区社協、自治会福祉部、コミュ

われるボランティアなどに好んで参加する傾向がある

ニティ協議会福祉部など）が自治会・町内会、老人ク

のに対し、後者の間では、町内会・自治会のような住

ラブ、女性会など地縁型組織を中心に構成されており、

民ニーズを包括的に扱う活動にせよ、老人クラブや子

NPOなどと「対立を引き起こしている例も見られる」

ども会のような年齢階梯別の活動にせよ、ないし消防

と問題視する。これらの主張は、この問題に全国の実

団や自警団のような課題別活動にせよ、自らの住む地

践者が直面しており、かつ相当の重みをもつ課題であ

域を自力で守ろうとする意思に基づいている。

ることを示す証左としてみることができる。対立をこ

奥田道大による地域社会の分析枠組５がよく知られて

えた先に、対等な組織同士で協力しあうことを求める

いるが、それに依拠すれば、両者とも「客体的」でなく「主

立場であり、いわば（連携）待望論ということになる。

体的行動体系」に基づいて活動を展開する、つまり、

この立場としては、矢吹雄平（2005）の研究成果が

自らの主体性に基づいて行動している点において共通

興味深い。矢吹は、両者間をつなぐ「媒介」の必要性

しているのであり、両者の差異は、価値をおく対象が、

に着目し、経済学の立場から、（本来は媒介役となるべ

地域的に「普遍的」であるか、つまり地域を超えた公

き自治体に十分な機能が果たせないことをふまえつつ）

共性・福祉の向上を企図するか、あるいは地元への愛

郵便局で事業単位の「地域コミュニティ協働事業推進

着や責任感が強く「特殊的」であるか、というところ

貯金」を開設し、組織の違いを超えて賛同する者がそ

にあるといえる。

こに入金するという「マッチング予算」の手法を提案

NPOが今日支持される根拠には、もちろん新たな公

している。

共の担い手としての独自機能があり、その機能はアソシ

第二は、地縁型組織によるNPO創出、福祉NPO化の

エーショナル性に裏づけられている。つまり、Salamon,
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研究における議論では、別個の団体同士として対等な

る程度フォーマルで自律的な組織体をもち、自発的で

連携を望む立場（それには障壁が大きいこと、媒介が

非営利の民間活動であること、また政治的・宗教的な

必要であること）や、地縁型組織による福祉NPOの創

目的を排除することなどを要件とすることによって、

出・NPO化が実効性を持ちうるとする立場がみられた。

浅野令子（1999）のいう、公共サービスを改革的に提

当該地域の成り立ちや諸条件によっていずれの立場が

供し、政策提言や社会変革をしつつ、人びとがともに

マッチするかは異なるはずだが、ともかく相応の契機８

学びあい、連帯感を深め、社会の民主化に資するなど

を得て生まれた協力関係には、個々の組織が単独では

６

の機能 が活きるという見方が一般的になされる。

達成困難な活動も、実現可能にしている。ただ、関係

しかし反面では、そのアソシエーショナル性のゆえ

形成にいたる背景には、差し迫った状況、少なからぬ

に、地域との関係の弱さ（厚労省2008）、もしくは非充

努力や配慮、創意工夫が凝らされているのはもちろん

足性、特異性、拘束性、アマチュア主義（Salamon1995）

である。次では先行する単一の事例に着目し、その部

という欠点が指摘されもする。すなわち、地元という

分を精緻にみていきたい。

地理的範囲に固執しないために、足元の問題に必ずし
も向き合うわけではないこと、ボランタリーな労働力

2 大規模団地群における事例
～戸塚区のドリームハイツにおける市
民活動の展開と自治会・管理組合との
連携

に多くを依存するゆえに計画性をもちにくく、また運
営が素人的で継続性を欠きやすいこと、パターナリス
ティックになりがちであること、さらには専門外の問
題に関心が向かないこと（視点を変えれば、人びとの
共感を集めやすい問題に、支援団体が集中しやすい）

2.1 戸塚区の概要

という限界性を、本質的に内在するのである。
他方において、地縁型組織は、行政と強いパイプを
もちつつ、地域を網羅する機能（世帯単位制、地域占

以下は、横浜市戸塚区の大規模団地群「ドリームハ

７

イツ」の中で展開される、テーマ型組織の「NPO法人

拠制、全世帯加入制、包括的機能、行政の末端機構）

を歴史的に保ち続けてきたものの、上述の問題によっ
表１

て若年層が参加しない、あるいは参加できない状況に

項

数字でみる戸塚区の現況（2007年9月現在）

陥っている場合が多くみられ、「空洞化」「形骸化」（佐

目

藤2007）という危機に瀕している。このままでは長期

人

的展望は描きにくく、組織的な機能不全がますます進

世帯数

みかねない。地域への視角や活動自体をより柔軟にし、
真剣に世代間交流・世代交代による人材活性化を進め
なければ、衰退は食い止められないのではないか。
したがって、「これからの地域福祉のあり方に関す
る研究会」報告書においても示されたように、地縁型
組織の地域性を受け皿に、テーマ型組織がもつ専門性
（特定のテーマに関するノウハウ、法的な知識、専門家
との人脈など）を加味していくことによって、相互の
限界を補完しあうことが求められるであろう。言うま
でもなく、阻害要因の解消が進むほど、各々が本来も

口

戸塚区

横浜市

市内における
戸塚区の順位

269,841人

3,627,356人

3位

106,381世帯 1,530,347世帯

5位

１世帯あたりの人員

2.54人

2.37人

5位

平均年齢

41.93歳

42.25歳

13位

出生児数
（2006年現在）

2,720人

33,023人

3位

年少人口比率
（15歳未満）

14.4％

13.6％

5位

生産年齢人口比率
（15 ～ 64歳）

68.0％

68.4％

9位

高齢化率
（65歳以上）

17.7％

18.0％

13位

自治会町内会加入率
（2005年現在）

82.1％

85.1％

14位

（出所）戸塚区役所編『2008年区勢統計一覧』をもとに筆者
が作成。

つ特性や利点を発揮しやすいことは自明である。既往
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ふれあいドリーム」と、地縁型組織とテーマ型組織の

により開発された大規模分譲集合住宅団地である。分

団体代表者とが所属する「ドリームハイツ地域運営協

譲戸数は、県住宅公社1500戸・市住宅公社800戸の計

議会」（以下、「地域運営協議会」と略す）へのヒアリ

2300戸で、2世帯で住めるモデル住宅として、1972年か

ング調査結果を示す。各々の窓口役として、ふれあい

ら入居が始まった。最寄り駅には、大船駅・戸塚駅・

ドリームは理事長のA氏および事務局長のB氏、地域運

湘南台駅があり、都心までのアクセスが容易ではある

営協議会は会長のC氏の対応を得ることができた。

が、これらの駅までは、バスで20 ～ 40分ほど時間を要し、

さて、戸塚区は、横浜市の南西部に位置し、南北に

途中には神奈川県内屈指の渋滞名所である交差点を通

長く、北は旭区・保土ヶ谷区の2区に、東は南区・港南

過しなくてはならず、「時間が読めない」という声も挙

区の2区に、南は栄区・鎌倉市に、西は泉区・藤沢市に

がるという。交通のアクセスには多少の不便はあるが、

隣接している。また、地勢上は、多摩丘陵の南端に位

周囲には現在でも多くの自然や公園が残っており、ゆっ

置し、区の中央部を柏尾川が南北に流れて低地を形成

たりとした空間が比較的多い。

しており、その周囲を比較的起伏に富む台地が取り囲

ハイツの人口構造については、1972年の入居当時、

むように広がっている。

世帯主年齢は30歳～ 40歳で、子の年齢が幼稚園から小

区域の面積は、35.70ｋ㎡で、市内18区中で一番広く、

学校の低学年といった家庭が一般的であった。しかし、

市域面積の8.2％を占めている。人口をみると、269,841

この頃幼かった子どもたちがやがて成人を迎え、就職

人（2007年9月現在）で全市第3位であるが、人口密度

や結婚を機にハイツから巣立っていったことで、かつ

は1ｋ㎡あたり7,559人（2007年9月現在）で11位となっ

て標準的だった「4人の核家族」は徐々に解体され、現

ている（戸塚区2008）。

在では高齢者の夫婦世帯が標準的になりつつある。
横浜市によると、ハイツ住人の一世帯当たりの平均

2.2 ドリームハイツの沿革と特性

人数は、1990年に3.4人だったが、2005年には2.6人に減

～住民組織の展開を中心に

少した。同年の高齢化率は23.8％と横浜市や戸塚区の平
均を大きく上回っている。ハイツの高齢化は10年後に
は48.2％に跳ね上がると推計されている９。

横浜市戸塚区の北西部に位置する「ドリームハイツ
（以下、「ハイツ」と略す）」は、関東ローム層相模野大

次に、ハイツの入居開始から現在までの総人口と世

地の丘陵地にあり、神奈川県および横浜市の住宅公社

帯数の推移をみると、入居開始直後の1975（昭和50）

図1

横浜市とドリームハイツの年齢階層別人口構成比およびハイツ総人口の推移

（資料：総務省統計局「国勢調査」）
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年の人口は7,835人であったのに対し、1985（昭和60）

このように、役員という役割意識により、地域への
関心が少しでも芽生えることと、役員をやり遂げたこ

の人口は5,578人となっている。一方、世帯数をみると

との達成感、さらに、役員で得た人脈などが財産となり、

1975年から2005年にかけて大きな変化はなく横ばいで

今後における自分自身の行動を客観的に見つめ直すよ

あり、ハイツ全体の人口減の原因は、世帯人員の減少

い機会となっているように考えられる。この意識の変

がもたらしたものである（図1）。

化を、元役員やテーマ型組織団体などの関係者が無駄

ハイツ住民における住民組織の展開としては、地縁

にせず、関心ややる気、豊富な知識などをうまく引き

型、テーマ型のそれぞれが以下の状況である。まず、

出し、その個々人に合った次の役割を与え、住民協働

地縁型組織についてである。このハイツは23棟からな

で住みやすい環境を作り出すために、互いの知恵を出

り、1 ～ 4号棟は横浜市の住宅供給公社（750戸）、5 ～

し合いながら実践しているようである。

23号棟は神奈川県の住宅供給公社（1500戸）が互いに

次に、テーマ型組織の状況である。入居当初の1972

管轄する建物であり、そのため自治会も財産管理も別

年には、その原動力ともいえる運動が見られる。入居

である。このような状況が、ハイツ内における数種類

が始まった当時、入居者のほとんどは子育て中の世代

の団体と自治会・管理組合の関係の希薄化を招いてい

であったにもかかわらず、団地内には子どもを預ける

たという歴史がある。以前は、お互いの住宅公社に住

保育所や幼稚園がなく、そのため、近隣にあった幼稚

む住民同士、あまり干渉しあわなかった状況で、
「連携」

園に入園させるにも徹夜で並び、それでも入園できな

といった雰囲気にはなりにくい関係だったという。

いこともあったという。このような厳しい状況下、子

実際に、地域運営協議会（後述）の会議で話し合い

育て中の母親たちが立ち上がり、自主保育を始めたこ

の場を設けると、各自治会長ともお互いのエリアを守

とが、現在の相互支援のきっかけとなっている。この

ろうとする慣習から抜け難く、「福祉に関しては、県

活動が次第に広がり、今では団地内の居住者たちが地

も市もない」という認識を共有するのに時間がかかっ

域の課題に目を向け、それぞれのできることを活かし

たようである。管理組合でも同じような状況がみられ、

た活動を展開している（図2）。

会議の参加にも「なぜ出席しなければならないのか」

2.3 ふれあいドリームにみられるテーマ型組織

という反発もあったが、最終的には「高齢化して住宅

の事業展開

の改修など、どのような視点でやらなければならない
のかということを考えるには、管理組合の情報が必要
になる」との共通理解をもって参加するようになった。

ハイツにおけるテーマ型組織として事業を展開して

ところで、管理組合は2年交代・自治会は1年交代で

いる「ふれあいドリーム」は、介護保険法に規定する

役員が回ってくる。また、自治会は賃貸で借りていて

訪問介護事業者・居宅介護支援事業者および障害者自

も役員はできるが、管理組合は住宅の持ち主でないと

立支援法による訪問介護事業の3事業と、会員制のふれ

できない仕組みとなっている。さらに、ハイツ内の役

あい活動を軸にして地域福祉の充実を図っているNPO

職は兼任している人も多く、例えば、ふれあいドリー

法人である。

ムの理事が管理組合の理事を兼任している場合もある。

ふれあいドリームが発足した経緯は、ハイツ完成か

ハイツの住民が、管理組合の理事や自治会の役員を引

ら20周年を迎えた際にハイツ管理組合の会合での雑談

き受ける理由はそれぞれ違うと思うが、大半の人は、

がそもそものきっかけとなったと、理事長のA氏は話す。

役員を引き受けたことで、初めて地域へ「デビュー」

このとき、ハイツの10年後、20年後についての話題と

するきっかけとなり、一度引き受けて任期を満了した

なり、「若い人が成人を迎え団地から出ていくように

頃には、地域への関心が高まり、その後も地域に役立

なったら、高齢者しか残らないのではないか」という

とうと考えるようになるという。

危機感が高まったという。ちょうどその頃、堀田力氏（現
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（出所）徳村光太著『高齢化する郊外と“コミュニティ・カフェ”の可能性』をもとに筆者が作成。


さわやか福祉財団理事長）が、ある講演で「全国で支

が機能しなくなると団体も消滅する可能性があること、

えあいの団体を5,000団体ほど作らないと、日本の高齢

さらに2000年からスタート予定だった介護保険制度の

化は対応しきれない」と指摘し、その際に発行された「団

事業者となるには法人化を考えなければならないと判

体作成用のマニュアル（第一号）」を入手することがで

断し、1998年にNPO法人格を取得し現在に至っている。

き、管理組合の役員がハイツにあった規約に書き換え

2.4 連携の基盤となる地域運営協議会

る作業を行った。その後、人材も予算もないままハイ
ツ住民に対して団体設置に向けた説明会を行うが、ど

の説明会も満席で、住民の関心は大きかった。そんな折、 - 2 -ハイツにおける地縁組織として運営されている「ド
一人の住民から10万円の寄付があり、この寄付金が設

リームハイツ地域運営協議会」は、ハイツ内で活動し

立の後押しとなり、1994年7月に設立した。

ている8団体10 の代表者で構成され、2007年10月に設立

ふれあいドリームが発足した当初、重度の障害や病

された。

気をもった人の利用が多く、行政だけのヘルパーでは

地域運営協議会が発足した経緯は、ハイツへの入居

対応しきれず、行政と連携して重度の利用者への対応

が始まってから30年ほど経過し、
「人口流出」、
「高齢化」

を行ったという。その後、任意団体のままでは、リーダー

（先述のとおり10年後には高齢化率が48.2％に跳ね上が
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の孤島」や「横浜のチベット」などと例えて表現して

の課題が切迫しており、これらの解決を図るには1つの

いる。そのハイツが、交通の便での問題のほかに、大

団体だけでは難しく、ハイツ内の各種の団体が協働し

きな課題として直面したのが、第2項で述べた「子ども

て取り組まなければならなくなったことが背景にあっ

を預ける場の確保」である。当初、ハイツ建設の段階

た。また、横浜市中期計画で、住民主体の地域運営を

でも子育て中の家族が移り住んでくるであろうと予測

ねらった「エリアマネジメント」が予算化されたこと

できたものだが、ハイツ内には子どもを預ける保育所

もあって、その流れの中での立ち上げであった。

や幼稚園がなく、近隣にあった幼稚園に入園させるた

地域運営協議会のおもな事業内容は、①地域住民が

め徹夜で並び、それでも入園できないこともあったと

主体となって行う地域課題の解決に向けた具体的な取

いう。このような厳しい状況から立ち上がって行動し

り組みに関する協議、②行政との連絡・調整など、③

たのが「住民（特に、母親たち）」である。

取り組み実施にあたっての団体間の調整などである。

このときの状況を、ふれあいドリーム理事長のA氏は

現段階の検討内容としては、ひとり暮らし高齢者・災

鮮明に覚えており、「女性の力、特に母親たちの力はこ

害弱者・要支援者などの見守りや、人材（ボランティア）

の団地では強く、何もなかった団地に幼稚園や医者が

バンクの設置、さらには、身近な相談事業・健康相談

ないということで立ち上がったのが母親たちです」と

事業などの設置や、医師・保健師が常駐し24時間サー

語っている。このような女性たちの力が、当初の課題

ビスを受けられる集合住宅の実現などを考案している。

解決の根底にあり、今までにハイツ内で展開されてき

現在ハイツが抱える課題として、人口流出の問題と

た地域活動の変遷（図2）の先駆けとなり、この「自主

徐々に進む高齢化の問題に加えて、ひとり暮らし高齢

保育活動」の実践が、その後の新たな課題へも立ち向

者の増加と、男性のひとり暮らし高齢者の孤立の問題

かうことのできる原動力となったようである。

が表面化してきており、改善策を検討しているという。

地域の中には、行政の働きかけが積極的であったり、

このような新たな課題に対しても、冷静な目で解決策

公共機関へのアクセスが便利であったり、各施設が充

を考えるために、地域運営協議会の会長であるC氏は、

実していたりと、住民にとっては恵まれた環境を持っ

「自分だけが正しいと考えるような“独善的”にならな

た場所もあるだろう。一方で、ドリームハイツのように、

いようにして、個人や団体がつねに連携し、協力する

夢と希望を持って入居してきた住民を待ち受けていた

体制を持つことが必要であり、
“効率的”でなく、
“丁寧”

のは、最寄り駅までのアクセスの不自由さや、子育て

に実践するプロセスをつねにとっていきたい」と語っ

などに適した環境ではなかったことなど、さまざまな

ていた。

期待が裏切られていった地域も存在する。しかし、こ
のような、不便や不自由さ、さらに苦労などがあった

2.5 総括

からこそ、ハイツ住民の意識の中に、住民同士がお互
いに歩み寄って何かを実践してみようとか、協力して

以上、横浜市戸塚区の概要および、ハイツにおける

生きていこうという活力が芽生えていったのではない

地縁型組織とテーマ型組織の実践について概要を述べ

かと考える。

てきたが、本節では、補足的に状況説明を加えつつ、
調査結果から何が読み取れるのか考察したい。

3 団地から生まれた市民活動を自治会・
管理組合が認め、協力関係を築くにい
たった要因

ハイツへの入居が始まった当初、大船駅から戸塚駅
間にモノレールを走らせるといった計画があったとい
う。それが、計画中の設計ミスのため計画が中止とな
り、現在においても最寄り駅まではバスに頼らざるを
得なく、住民の間ではハイツの置かれている現状を「陸

前章で見られたように、ハイツには、高度経済成長
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期に建設された他の団地や新興住宅地などと同様に、

動を促した要因を次に確認しておこう。

入居当初は子育て（保育所、学童保育の不足など）や

第一の段階では、団地群という限られた地域の範囲

障害児の生活課題に、そして今日は人口流出（ことに、

の中でテーマ型組織の誕生を後押しした要因として、

若年層の流出過多）の問題、高齢化（ひとり暮らし高

①外部の団体からの影響（さわやか福祉財団の「団体

齢者、高齢者世帯の増加）および高齢者の生活課題（介

作成用マニュアル」を自分たちの規約・定款づくりの

護、介護予防、生きがいづくり、閉じこもり防止、孤

ヒントにした）、②活動への賛同者の影響（寄付および

独死防止など）の問題に直面してきた。ただし、ハイ

団体設立への要請）、③当事者の影響（重度の障害をも

ツの住民にとってこれらの問題を一層増幅させている

つ親からのケアの要請）、④介護保険事業者となるため

物理的な要因として、交通アクセスの不便さがあった。

のNPO法人格の取得、⑤地縁型組織の役員の任期の短

これによる影響は、行政施策の届きにくさ、若者の流出、

さ（先述）、などが挙げられる。地域の子育てニーズ、

高齢者や障害者の地域生活に制約が科されることなど

介護ニーズなどが発端となっていくつもの活動や組織

数え切れない。

が生まれたにせよ、こうした促進要因があったからこ

しかしながら、その状況への危機感が、逆に住民の

そ成功裏に進んできたといえる。

結束力を強め、市民活動を活発化させてきた（そうせ

第二の段階では、①市の「地域運営協議会」予算化（主

ざるを得なかった）というプラスの作用も生み出して

要組織が協議会メンバーとなるなか、両組織が同じテー

いることは注視に値する。ハイツの現状や将来展望を

ブルで共に地域の活動を討議・実施できるようになっ

是としない住民が多い（ことに、牽引力としての女性

た）、②住民アンケート（行政と組んで実施した調査で

の存在が大きい）からこそ、NPO法人やサロン、自主

の協働）、があった。

保育など多彩な組織が生まれ、制度的・非制度的な活
動をニーズに即応して創出してきたのだし、ともすれ

4 まとめ
～要件としての民主的運営と有限責任
型リーダーシップ

ば行政区分や慣習に縛られがちな団地自治会、管理組
合をも巻き込んで、地域ぐるみの活動へと発展させて
きたものと捉えられる。
第2章において、既往研究における二つの立場が確認
できたが、ハイツの場合はそのいずれとも完全には一

本稿では、大規模な団地群におけるテーマ型組織の

致せず、あえて言えば折衷的な道をたどってきたもの

創出、および地縁型組織との連携について論じてきた。

と評することができるだろう。本稿の視点から、ハイ

単一の事例から管見される範囲においてとはいえ、以

ツの事例を発展経過にしたがって整理すると、概ね時

下のことを導けたのではないか。

系列に以下の二つの段階に分けることができる。第一

論題に鑑みて相対的にみれば、順調に連携の進んで

は、入居当初より、団地住民のなかから市民活動がい

いる事例であると結論づけることができるが、やや悲

くつも生まれた段階であり、この時期には、自治会・

観的な見方をすれば、地縁型組織側が団地の自治会・

管理組合とはまだ別の動きとしての活動であった。た

管理組合だからスムーズに進められているともいえる。

だし、地縁型の組織の役員などの経験者が、任期後の

つまり、ハイツのように1970年代頃に一斉に分譲の進

ルートとして市民活動に加わるケース（もちろん自由

んだ地域では、当時住宅を購入した層の中心が現在50

意志に基づく選択である）もみられ、人の動きとして

～ 60代であって、一般的な町内会役員などとは年代の

みれば交流がみられる。第二は、地域運営協議会や住

ギャップがあり、むしろNPOなどの主たる活動者の年

民アンケートという合同事業を契機として、地縁型組

齢層に近い。また、阿部志郎（1978: 72）が述懐するよ

織とテーマ型組織が同じテーブルにつくようになった

うに、自治会の成り立ちそのものが、本来、従前から

段階である。したがってこの各々の段階について、活

ある住民組織がもつ封建性への批判、すなわち民主的
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運営によって住民自治を育てていくことを自己目的化

ハイツでは、数百におよぶひとり暮らし高齢者世帯、
高齢者夫婦世帯を抱えており、これからも高齢化率は

織との親和性は高いといえるのであり、このため、本

急上昇する。B氏は、「そうした世帯の困りごとをどう

稿で論証できる範囲にも自ずと制約がある。

解決するか、孤独死をいかに未然に防ぐか」「家族（特

しかしながら、ハイツを舞台として展開する活動、

に子どもたち）からの高齢者虐待（経済的虐待）の防

とりわけ地域運営協議会の設立や住民アンケートなど

止」などが、ふれあいドリームの最大の課題だと述べた。

合同事業を契機とした連携は、同時期に建設され同様

また、「サロンや居場所にデビューしない人、配食サー

の問題に直面しているニュータウンや新興住宅地にお

ビスも利用しない人への対応。趣味サークルにでも入っ

いても普遍性をもつ、今日的なコミュニティづくりの

てもらえればいいのだが」と、アウトリーチの必要性

例として評価できるだろう。また、そこで導きえた連

にもふれた。これから先、精神障害を抱えた高齢者や

携推進の諸要因は、団塊世代の地域での受け皿の確保

外国人の高齢化なども予測されるなか、ハイツの直面

という今日的な問題にとっての示唆ともなるもので

する問題はますます増大・複雑化する。行政による施

あった。

策だけで十分対応できないことが自明であり、かといっ

とりわけ、今後このような連携を他の地域でも進め

て個々の住民組織も単独での対応には限界がある。行

ていくうえでの地縁型組織の課題として、リーダーシッ

政や社協などとの連携を含めた、包括的なネットワー

プの有限性がいかに大切であるかを、本稿では導出す

クを構築し、地縁型組織とテーマ型組織の連携もその

ることができた。つまり、奥田（1983）の議論にした

成員として寄与することが、ますます重要となるだろ

がえば「有限責任型リーダー」ということになるが、

う。

有限性とはリーダーシップのおよぶ範囲や期間を意味
しており、全権的な権限がリーダーに集中しないこと、

【謝辞】

リーダーの任期は長くなり過ぎず（一期あたりの任期
だけでなく、再任の年限も含めて）、ある程度「持ち回

本稿執筆にあたり、ふれあいドリームのA氏とB氏、地域運営
協議会のC氏より多大な教示を受けた。多忙のなかでも加山と
杢代の訪問を快諾してくれ、貴重な話や資料を提供してもらえ
て感謝している。今後の各団体の発展を祈るとともに、この場
を借りて謝意を表したい。

り」による担当制であること、またそれらに付随して、
意思決定の仕組みは「トップダウン」でなく、丁寧な
討議に基づいた「ボトムアップ」であること、すなわ
ち住民間の水平な関係性に基づいた組織であることが、
この事例から示唆を得たことである。
これにより、行政や有力者との人脈を張り巡らし、
地元の歴史に精通した絶対的なリーダーが不在となり、
地域にまとまりが欠けるという批判は予想されるもの
の、逆にリーダー的な素養をもつ人材を地域に増やし
ていけるという利点がある。そのためには、各々の活
動者が、互いの違いを尊重しあい、丁寧な関係づくり
のプロセスを踏んでいくことが肝要であろう。また、
ふれあいドリームが法人格の取得に踏み切った背景に
は、単に「介護保険事業者となるため」だけでなく、
「任
意団体のままだと、リーダーが引退すれば団体そのも
のが消滅しかねない」という意図があったというA氏の
言葉も、先にふれたとおりである。
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