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　地域の運営に住民自身が関与する組織とし

て、自治会・町内会はこれまで多くの役割を

果たしてきた。戦後すぐの頃には街灯の設置

に自ら努力したり、ハエ・蚊退治のための消

毒作業に協力したり、道普請や用水の清掃、

地域の運動会などを行っていた時期もある。

近年ではさすがにそこまでの活動力をもつ自

治会・町内会は少なくなったが、今でもお祭

りや盆踊りぐらいの行事には関わり、ゴミ集

積所の管理や防災訓練などを取り仕切ってい

る。多くの人はその存在自体は知っていても、

自治会・町内会がどのような沿革をもち、ど

んな活動をしているかについては、よく知ら

ないのが一般的だろう。何年かに一度輪番で

班長がまわってくると、会費を集めたり、寄

付を募ったりという協力はするけれど、それ

以上のことを頼まれるのはちょっと、という

人も多いだろう。若い人の中には、引っ越し

た後に入会を求められ、会費を請求された際

に、入らなければいけないんですか、入って

何のメリットがあるんですか、と聞く人も多

くなっている。

　自治会・町内会はこれまで地域の運営や親

睦に関する活動を自ら担うだけでなく、自治

体の広報広聴活動など様々な活動にたいする

協力を行ってきた。事実上、地域を代表する

住民組織として、行政にとっては欠かすこと

のできない存在である。なぜなら、地域には

様々な市民活動団体やNPOが存在するが、

自治会・町内会ほど網羅的に住民を組織して

いて、かつ行政に好意的に協力してくれる団

体は少ないからである。

　ところが、これまで長い間そのように地域

や行政を支えてきた自治会・町内会が、いよ

いよその役割を果たすのが困難な状況に至っ

ている。かつては8割や9割以上という全戸加

入に近い組織率であったものが、50％を切る

場合も多くなり、特に若年層が加入してくれ

ないために役員の高齢化と担い手不足が重な

り、これまでやってきた行事を維持すること

すらも困難になりつつある。ところが、逆に

行政の方は、阪神・淡路大震災や東日本大震

災の教訓から、災害時の要援護者の地域での

洗い出しと、いざというとき誰が安否確認や

助けに行くのかという計画立案を自治会・町

内会に求めるなど、以前にも増して、多くの

協力を期待するようになっている。自治会・

町内会の会長をいったん引き受けると、月に

何度も出席しなければならない会合や関連す

る仕事が負担になるので、自分まではいいと

しても、とても次の人に引き受けてもらうこ

とはできないということで、自分の代で自治

会・町内会を解散するとか、少なくとも上位

団体である連合会への参加は取りやめるとい

う事例が見られるようになっている。

　これらのことが、都市化によって地域での
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人々のつながりが希薄になったとか、公共心

が失われたというように解釈され、事実、自

民党などからは一時期、自治会・町内会への

加入を義務化すべきだという議論も見られた

が、この点での理解はいささか的外れである

ように思う。なぜなら、自治会・町内会の活

動は、NPOや市民活動団体のように、自分た

ちの利害や関心にもとづく活動というより

も、地域のすべての人々にとって必要な公共

的な活動に取り組むという色彩が強い。だか

ら、行政の下請け仕事ともいえる業務にも積

極的に協力してきたのである。つまり、もと

もと自治会・町内会は公務としての報酬を保

証されてもいないのに、自発的に公共的な業

務を担ってきたという、およそありえないこ

とを続けてきた団体なのである。そのような

団体の組織率が低下し、その維持が困難にな

っていることは、むしろ当然のことであり、

これまで維持できてきたこと自体をむしろ奇

跡と考えるべきなのである。現在でも人々の

地域でのつながりは、それなりに維持されて

いるし、公共心も決してなくなってはいない。

自治会・町内会とは対照的に市民の自発的な

活動は決して衰えていないし、諸外国では実

現が困難と言われた複雑なゴミ出しのルール

も、それなりに広く守られているのである。

　だとしたら、むしろそのような自治会・町

内会の奇跡がなぜこれまで可能であったかを

考えるべきであろう。自らの利害や関心では

なく、公共的な自治体の業務に自発的に協力

する民間の団体が、なぜ広く成立しえたのか。

このことを考えることで、現在の自治会・町

内会が置かれている困難とこれからの課題が

明らかになるだろう。しかしその前に、実は

自治会・町内会とよく似た事情にある団体を

ひとつ指摘しておきたい。意外に思うかもし

れないが、労働組合がそれである。自治会・

町内会は住民であり、労働組合は労働者であ

る点は異なるが、いずれも彼ら彼女らの公共

的な利害を守ることを目的とした団体なので

ある。自治会・町内会が全戸加入を原則とし

ている点も、かつては強制的ないし半強制的

な加入として疑問視されたが、労働組合が可

能ならばすべての労働者を組織し、すべての

労働者のために活動する点と、実はあまり違

いがない。だから自治会・町内会もその担い

手たちの利害や関心ではなく、町の人みんな

のための活動が優先されるのである。そして

現在ともに加入率の低迷に悩んでいる点も同

じである。

　さらに、自治会・町内会の奇跡も、実は一

般的に労働組合が台頭する歴史的事情と関

連している。自治会・町内会が広く日本の都

市で組織され始めたのは、大正から昭和にか

けて都市化が急激に進んだ時期である。それ

は労働組合運動が台頭すると同時に、経営家

族主義によって取り込まれたり、国家権力に

よって弾圧されていく時期と重なっている。

この時期に自治会・町内会を組織し始めた

人々は、村落から都市に流入して労働者にな

ったが、その不安定な状況ゆえに、失業時に

はくず拾いや露天商などの雑業に従事し、や

がては町工場や商店主へと上昇していった都

市の自営業者層であった。彼らは労働組合が

弾圧される中で、労働者として身を立てる道

よりも、自営業者して一国一城の主になろう

とした。そして彼らがその営業上の利害ゆえ

に組織した町の会が、戦時体制に入ろうかと

いう政府によって発見され、奨励・制度化さ

れていったのが、戦時中の部落会町内会であ

り、隣組組織だったのである。つまり、労働

者と自営業者は近代化＝民主化の要求が高ま

った時代に台頭した大衆の2つの形態、いわ

ば双生児であった。欧米では労働者が労働組

合を通じて労働者政党を生み出し、制度化＝

体制内化していったのにたいして、日本では

自営業者が自治会・町内会を組織して戦時体

制に協力することで、天皇制国家の一員とし

て認められることになった。小作や雇いとし

て暮らした村落を追われ、労働者となった

人々が、労働運動が弾圧される中、自営業者

となって町会を組織したときに初めて国家に

よって尊重される存在へと社会的に上昇する

ことに成功したのである。戦後、GHQによっ
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て戦争に協力した組織としていったん禁止さ

れた町内会が、しぶとく生き残って自発的に

行政に協力する活動を続けていったのは、地

域の中小零細自営業者として、自治会・町内

会を担うことで自治体行政への影響力を行使

することが、自らの社会的上昇として経験さ

れた人々が健在だったからである。したがっ

て、そのような都市の自営業者の経済的基盤

が崩れ、グローバル化が進む1980年代以降に

は、自らの利害関心を度外視してまで、地域

の人々のために行政に積極的に協力しようと

いう奇特な担い手を確保することは、通常通

り、困難になっていったのである。

　したがって、現在、自治会・町内会の活動

を、これまでと同様に将来にわたっても維持

していこうとするのは、無理があると考えた

方がよい。むしろできなくなって当たり前な

のである。とりわけ行政への協力という点で

は、これまで通りにはいかないことが増えて

いくだろう。事実、行政もそれをうすうす感

じ始めていて、自治会・町内会へのてこ入れ

や、それに代わる地域の新しいプラットホー

ムづくりを模索しつつある。それでは、将来

の自治会・町内会をどう考えるのが適切なの

だろうか。

　まず、最初に断っておきたいのは、自治会・

町内会は地域によってそれぞれだということ

である。一律に考える必要はない。地域の実

情に応じて、様々なあり方があると考えた方

がよい。そのうえで、問題は現在の自治会・

町内会のどの部分を維持し、どこを諦めるか

である。これもまた地域によって違ってよい。

組織率は下がったといっても、他の団体に比

べれば、まだまだ網羅的なので、この部分を

維持していくのもひとつの考え方だし、住民

同士の親睦活動だけは残したいとか、行政へ

の最低限の協力と連絡機能は残すべきだとい

うのもひとつの考えだろう。重要なのは、そ

れらすべてを残そうとすると無理があり、す

べてを失う可能性があるということである。

具体的には、地域の親睦活動も維持し、行政

からの要請にも応えようとすれば、高齢化し

た役員の負担は過大となり、引っ越してきた

新しい住民を一軒一軒訪ねて会員になっても

らったり、会費を集めるという活動はほとん

どできなくなる。その結果、組織率はどんど

ん下がっていき、活動の担い手も補充できな

くなる。組織率が3割を切った自治会・町内

会は、事実上、存在しないに等しいだろう。

それでは、どのようなあり方がありえるのか。

ここでは地域によって多様であることをふま

えつつも、対照的な2つの道について考えて

みたい。

　ひとつは、行政が何らかの策を講じること

で、自治会・町内会の公的な活動への協力機

能をなんとか維持していこうとする道であ

る。現在多くの自治体が模索している方向で、

地区担当職員や地域コーディネーターを置い

たり、自治基本条例やまちづくり条例によっ

て公的な団体として位置づけたり、「自治会

等を応援する条例」を制定したところもある。

まちづくりコンサルタントを派遣したり、

NPOや企業などのノウハウを学ぶ機会を提

供したりしながら、自治会・町内会が他の市

民団体の力を借りることで、刺激を受けたり、

新たな協働を可能にしようとする試みなども

行われている。このやり方は、自治会・町内

会にこれまで通りの活動の継続を期待するも

ので、そのような協力を必要としている行政

にとっては望ましいかもしれないが、自治会・

町内会にとっては何ら負担の軽減につながる

ものではない。したがって、この考え方では

自治会・町内会の加入率が回復したり、担い

手が増えることは期待できない。これまで通

り、自治会・町内会は行政への協力だけで精

一杯で、親睦活動を通じて担い手を増やすこ

とや、新規に来住した住民に丁寧に説明して

確実に会費を払ってもらえるようにすること

も困難になる。やがては高齢化と担い手不足

によってさらなる行政による直接の支援を必

要とするようになる。自治会・町内会の側の

奇跡的な努力がないかぎり、これでは悪循環

なのである。

　これにたいして、行政の仕事も、地域の行
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事も、無理なく実行できる最低限までけずっ

て、自治会・町内会に新規来住者の入会を促

進し、もっぱら加入率を維持することに専念

してもらうという道がある。この場合、行政

にとってはこれまでのような日常的な協力を

期待することはできないが、いざというとき

に地域の総意を確認し、合意を調達すること

のできる有力な話し合いの場を確保すること

ができるという意義が残る。実際、地域の半

分以上の世帯を組織することができている団

体など、今後もそう生まれるとは思えない。

一般の市民活動団体は1割を超えれば大変な

ことで、地域によっては大きな存在感を示し

ているような宗教組織であっても、3割がせ

いぜいである。組織率が半分を切ったことが

嘆かれるような団体であったからこそ、行政

は自治会・町内会を事実上特別扱いできたの

である。今後もこのような網羅性をもって地

域住民が集う場を確保しておきたいと考える

ならば、日常的な細々とした下請事務などは

関連する個々の市民活動団体に分散して任せ

ればよい。自治会・町内会はそのような個々

の市民団体を含めて地域の総意を確認しなけ

ればならないときに、さまざまな人が集って

話し合う協議の場を提供すればよい。行政も

自治会・町内会をそういう場を実現してくれ

る特別の団体として位置づければよいのであ

る。そうすれば、自治会・町内会は役員がた

とえ高齢化していたとしても、多くの住民が

加入している地域を代表する団体という特別

の地位を維持していくことができる。そもそ

も自治会・町内会は全戸加入原則という、地

域の人ならば誰もが参加してまちのことを語

り合うことのできる場として、近代の都市化

というすべての人が不安を感じていた時代に

生まれたものなのである。その本来の姿にも

どって、そこでの意思決定にもとづき、自治

体が責任をもってこれに応えるというかたち

が、これからの姿として模索されてよいので

はないか。
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