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１. 地域のつながりとは
　地域社会（コミュニティ）の「つながり」
や「きずな」が希薄化しているといわれる。
これは由々しき問題である。由々しきことだ
と考える理由は二つある。

（1）「親睦」と地域に住む安心感

　一つには、およそいかなる国や時代でも共
通だと思うが、人間が生きていく上で、周囲
に住んでいる人々から価値ある人格として認
められているという感覚（社会的承認欲求が
充足されているという感覚）が、そして願わ
くは人々から信頼されまた必要とされている
という感覚が、必要だからである。こうした
地域に住むことの安心感は、よく「親睦」と
いった言葉で表現されており、自治会・町内
会などの地域組織の規約などにもしばしば登
場する。具体的には、普段外で出合った時に
挨拶を交わし、ちょっとした言葉を交わすこ
となどを通じて表現され、もう少し組織立っ
たものとしてはお祭りなどの親睦行事を通じ
て維持される。
　コロナ禍でお祭りや運動会などは多くの地
域で中止になったが、もし地域のつながりが
ある程度強ければ、こうした親睦行事はなん
とか復活していく（現に復活している地域が
ある）し、つながりが希薄化してしまってい
るとそのまま消滅ということになりかねない

（現にさまざまな地域の活動団体が解散した
り消滅したりしている）。
　親睦的雰囲気の実現は、ごく普通の自然な

善意の発露として定着し、通常は特に意識し
なくても保持されるが、つながりの希薄化が
進行すると、自覚的に取り組まなくてはなら
ない。本号の特集の各論稿が扱っているよう
な、自治会、民生委員、地域運営組織といっ
た地域の仕組みを通じて、意識して地域の親
睦的雰囲気を形成するような取り組みが行わ
れる必要がある。近年地域福祉の取り組みに
おいて、見守り活動が重視され、「さりげな
い見守り」とか「緩やかな関係性」とかいっ
た言葉で語られているが、こうした活動は、
かつては意識的な「活動」として組織されず
とも、親睦的な雰囲気の中で自然に実現して
いたものであったろう。
　筆者の地元の例で恐縮であるが、横浜市の

「市民意識調査」における「隣近所とのつき
あい方」に関する回答の長期的な変化を少々
見よう1。「隣近所とのつきあい方について『道
で会えば挨拶ぐらいする』と回答した人がこ
こ数年半数近くを占めている」が、1975年で
は34.1％で、その後増加してきた。これだけ
見ると、親睦的雰囲気が増したように見える
が、そうではない。「たまに立ち話をする」は、
この50年ほどずっと4分の1強くらいで変わら
ないが、「『一緒に買い物に行ったり、気のあ
った人と親しくしている』『困ったとき、相談
したり助け合ったりする』と回答した人の割
合は減少傾向」なのである。「また、年齢が
低いほど『顔もよく知らない』と回答した人
の割合が高い傾向にある一方で、70代以上の
女性では『一緒に買い物に行ったり、気のあ
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った人と親しくしている』『困ったとき、相談
したり助け合ったりする』と回答した人の割
合が高くなって」いるというのである。おそ
らく、この50年ほどの間に、隣近所との比較
的強いつながりが減少し、「道で会えば挨拶
ぐらいする」や「顔もよく知らない」という
回答へと移行してきていると想像できよう。
　こうした状況を背景に、「煩わしいネチネ
チした地域のしがらみ」と「カラッとした、
しかし困りごとを抱えるとよるべのない都会
的な人間関係」の中庸を目指して「さりげな
い見守り」や「緩やかな関係性」が政策的に
追求されることになるのである。

（2）合意形成と公共サービスの提供

　「親睦」は地域のつながりの最基底の基盤
であるが、しかし、地域のつながりは日本で
はさらに重要な意味を持っている。
　すなわち、親睦の域を超えて、日本の地域
社会は、政策上「コミュニティ」などといわ
れて、欧米諸国ではあまり見られないさまざ
まな役割を果たしているのである。これは、
私見によれば、日本では幾度となく市町村合
併が繰り返されてきた結果、「基礎的な自治
体」といわれる市町村が相当大規模になって
おり、コミュニティレベルへのきめ細かな配
慮が出来にくいためである。さらには、1990
年代以降のいわゆる「右肩下がり」の時代に
おいては、新自由主義的な行財政改革が推進
され、行政が提供する公共サービスが縮小・
重点化されてきており、それの補完が、他の
民間諸主体とともに地域コミュニティにも期
待されているのである。
　そこで、本特集においても扱われている「地
域運営組織」の形成が各地域コミュニティに
求められ、「地域課題の解決活動」が奨励さ
れることになる。公共サービスの提供を、行
政と民間諸主体との連携・協力によって保障
しようとする、こうした政策傾向を「協働」
と呼んでいることは、読者の皆さんもよくご
存じであろう。
　ここで注意したいのは、地域コミュニティ
の側では、単に黙々とサービス提供活動を行
うだけではなく、どのようなサービスがなぜ

自分たちの地域に必要かを議論し、決定する
こと、そして場合によっては、行政の役割だ
と考えたものについては行政に要求すること
も、必要だということである。こうした合意
形成と意思決定の機能も、地域コミュニティ
は持つべきだし、現に持っている、というこ
とである。自治体の政策形成にこのようにし
て影響力を行使することは、最近の政策論議
では、「参加」と呼ばれている。
　かくして、今日の地域コミュニティの役割
には、「親睦」のほかに、「参加」と「協働」
とがあるということになる。
　地域コミュニティの参加と協働のあり方を、
自治会や地域運営組織といった地域集団など
と、民生委員などの地域の委嘱委員とに即し
て、具体的に論ずることは以下の各論稿に委
ねることとし、ここでは、こうした地域コミ
ュニティと関わる行政や専門機関に目を移し
てみよう。

２. 行政と専門機関の関わり
　行政や社会福祉協議会や公民館のような
専門機関は地域コミュニティを「支援」する
とよく言われる。ここでもこうした「支援」
的な地域社会への関わりを主に考察対象にし
ているが、こうした関わり以外にも、行政と
専門機関がいわば本業として責任を持って主
体的に関わる分野もあるから、ここでは「関
わり」と言っておく。
　行政や専門機関の地域への関わりは、地域
のつながりにとってどういう役割を持ってい
るだろうか。

（1）仕組みづくり

　地域のつながりが希薄化しているときに、
制度的な枠組みを用意して、地域のつながり
が展開しやすい場を仕組みとして作ることが
ある。これは主として行政の役割である。
　例えば、本特集で扱われている「地域運営
組織」を、自治体の区域全体にくまなく展開
する仕組みを「都市内分権」とか「自治体内
分権」とか「地域分権」というが、こうした
仕組みを作ることによって、加入率低下に悩
む自治会が活動しやすくなる。なぜなら、自
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治会は民間組織であるから、「会員」になら
ないとまちづくりの当事者にならないが、都
市内分権制度のもとでは、当該区域内のすべ
ての住民が当事者であり、参画の呼びかけの
対象となる。
　また、都市計画・建築系の地域活動におい
ては、これに取り組む地域の活動団体を、行
政側が「街づくり条例」などに基づいて「認定」
することを通じて、行政が持っている権限を
ある程度委譲することができる。ハードの街
づくりは、私有財産権の規制を伴うので、民
間の力だけでは限界があるのである。
　福祉保健系の地域活動に関する「地域包括
ケア」や「地域福祉計画」のような制度枠組
みも、地域に協議体を組織して地域の諸課題
を議論する場と機会を作り出すことができ
る。よく「行政も縦割りだが、地域もこれを
反映して縦割りだ」と言われるように、特に
行政委嘱委員のルートを通じて地域にも縦割
り構造が持ち込まれており、都市内分権など
の協議組織で議論してみたら、どの地域組織
も同じ地域で同じようなイベントをやってい
たことがわかることがよくある。
　こうした話し合いと課題解決活動のための
地域サイドのプラットフォームができれば、
地域の埋もれたニーズも掘り起こされ、それ
に取り組むことを通じて新しい人材も発掘さ
れるであろう。各地域のニーズに合った活動
をすることこそが、多くの住民の関心を惹き、
担い手を増やしていくゆえんである。

（2）専門性の支援

　日本都市センター（全国市長会のシンクタ
ンク）の2019年の、全国の都市自治体を対象
としたアンケート調査によれば2、現在地域コ
ミュニティが取り組むべき課題として、「防災」
と「地域福祉」が大きな比重を占めている。
そのほか、回答数はまだ少ないが、近い将来
の課題として、空き地・空き家問題、学校教育、
地域公共交通、国際交流、地域経済なども意
識されている。
　そして、このアンケート調査でも示されて
いるが、そうでなくともすぐに理解されるよ
うに、これらの分野は地域コミュニティが主

としてボランティアで取り組むには、少々専
門性が高い面がある。つまり、これからの地
域コミュニティに求められる活動は、これま
でより専門性が伴うものが多いということで
ある。
　そうだとすれば、行政や専門機関が支援し
て、一つには、地域コミュニティ内の人材と
してそうした専門性を身につけた人たちを育
成する必要があるし（例えば「認知症サポー
ター養成講座」などは最も広まっている例の
一つであろう）、もう一つには、行政や専門機
関が自ら専門家として介入し援助する必要が
ある。
　こうした専門性の中でも、注目されるのは、

「コーディネーター」という存在である。なぜ
なら、この場合行政や専門機関は、自ら事業
を手がけるだけではなく、地域コミュニティ
に支援的に関わり、地域の活動力を引き出す
ように行動する必要があるからである。防災
訓練であれば、みごとなホース捌きによる消
火活動や手際のよい救命活動などを住民に見
てもらうだけではなく、住民自身がそれをで
きるように訓練プログラムを組み立てなけれ
ばならない。
　コミュニティスクールにおける学校地域コ
ーディネーター（地域学校協働活動推進員）、
社会福祉協議会や地域包括支援センターにお
ける生活支援コーディネーターなどのように、
コーディネーターと称する職種が近年増えて
いる。こうした「コーディネーター」という
ものの専門性は独自なものであって、何か専
門的なことを知っていたり実践できたりとい
う知識・技能的専門性ではなく、自らは黒子
になりながら地域の人と人、組織と組織とを、
結びつけるように行動する専門性である。ま
さに地域のつながりを創り出し強化していく
専門性といえよう。
　こうした専門性は日本ではまだ十分に認知
もされていないし十分に開発されてもいな
い。これからの実践の中で深化されることが
期待される。

（3）拠点施設

　こうしたコーディネート機能が展開する場
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は、もちろん地域社会そのものであるが、そ
の際拠点となる施設ないし空間的な場が必要
である。それを意識した施設づくりが近年盛
んに行われているように思われる。
　かねてより、小学校区に一つとか中学校区
に一つといった身近なエリアに、公民館、コ
ミュニティセンターといった生涯学習系の施
設や、地域包括支援センターのような福祉保
健系の施設が整備されてきた。しかし、これ
らの施設は、その運営にあたる人々が、地域
の人たちが集まり交流を深め、地域活動を起
こしていくことを支援するつもりになってい
なければ、十分な機能を果たすことができな
い。来場する人たちを「お客様として接遇す
る」という発想を超えて、ともに地域を作っ
ていく仲間として広く受け容れ、コーディネ
ートしていく必要がある。そのためには、ふ
らりと寄る人でも入りやすいような空間づく
り、雰囲気づくりが重要である。かつてのコ
ミュニティセンターなどには、なるべく多く
の空間を壁で仕切ってなるべく多くの生涯学
習グループに貸す、というコンセプトの空間
づくりが多かったが、これでは相互の交流が
生まれない。最近のコミュニティセンターに
は、あえて広いロビーや公共空間をしつらえ
ている設計のものが多く見られる。
　こうして、すでに地域活動をしていて、特
定の目的を持って施設を訪れる人たちだけで
はなく、無目的にふらりとやってくる人たち
にも開かれた空間を作り、交流の中から新し
い仲間や担い手を発掘するコーディネート機
能が望まれる。
　おそらくこうした拠点空間の必要性への本
能的な気づきから生まれた民間サイドの斬新
な取り組みこそ「コミュニティカフェ」であ
るといえよう3。コミュニティカフェとは、カ
フェ営業などの「コミュニティ・ビジネス」
によって資金を得て存続を確保しながら、誰
もが自然に立ち寄れて自分の時間を過ごした
り相互に交流したりできる居場所を提供する
試みである。その交流の中から、地域の日常
生活における課題やアイデアが話題となり、
思わぬ動きにつながるのである。コミュニテ
ィカフェは今全国的に広がっており、増え続

けている。
　コミュニティカフェを観察していると、「公
共空間」というものの真の意味がわかってく
る。「公共」とは、仲間であろうが仲間でな
かろうが、誰もが単に「人」であるというだ
けで（大げさに言えば人権の享有主体として）
尊重され迎えられる空間である。誰もがそこ
にアクセスできる。そしてそこで交流してみ
て、馬が合わなければそれでもよい。もし馬
が合えば仲間になっていく。こうした公共空
間を実は地域コミュニティは失ってきたので
はないか。それが地域のつながりの希薄化を
生んでいるのではないか。
　自治会をはじめとする地域活動団体におい
て、もちろん仲間集団はきわめて重要であり、
それ抜きには何もできない。問題は、どんな
組織でも時の経過とともに仲間内に自閉する
傾向があることである。それはしばらくは効
率が良いが、次第に活動が地域のニーズに合
わなくなると、縮小再生産への道を歩む。大
切なことは、活動団体が外の公共世界に常に
窓を開き、まだ仲間でない人たちと交流する
構えを持ち続けることである。今全国に燎原
の火のごとく広がりつつあるコミュニティカ
フェは、仲間内への自閉という組織内在的な
傾向に抗して地域のつながりをリフレッシュ
しようとすることの必要性を訴えるものであ
るように思われる。

１  以下については、『第4期横浜市地域福祉保健計画』冊
子（2019年3月）、123頁にまとめられている。

２  日本都市センター（2020）『コミュニティの人材確保
と育成～協働を通じた持続可能な地域社会～』を参
照。この冊子の特に45頁以下に、本文で述べているこ
とを詳細に説明しておいた。

３  コミュニティカフェについては、齋藤保（2020）『コ
ミュニティカフェ』学芸出版社を参照。コミュニティ・
ビジネス的手法で最も成功したコミュニティカフェの
一つである「港南台タウンカフェ」の詳細が分かる。
219頁以下には筆者も解題を書いている。
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