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１.  地域課題解決の必要性と地域運営組織
（1）地域課題解決の必要性

　我が国は，人口減少と高齢化に起因する，
多くの地域課題が生じている。例えば，農林
漁業や商工業など産業の衰退，医療機関の縮
小，学校の統廃合，公共交通機関の廃止，公
共施設の閉鎖などが挙げられるが，これらの
地域課題は広域的，構造的であり，地域住民
のみで解決することは困難である。一方で，
空き家の増加，耕作放棄地の拡大，鳥獣害の
深刻化，防災への対応，住民相互による支え
合いなど，地域における生活レベルの課題も
多い。これらの課題に対しては，住民自身に
よる課題解決が求められる。
　地域課題解決においてしばしば用いられる
のは，「自助」「共助」「公助」というフレー
ズである。「自助」は，自分でできることは
自分で行うことが原則であることを示してい
る。「共助」は，「自助」では解決できないよ
うな課題の解決に向けて，地域コミュニティ
を単位として住民相互が連携・協力すること
を意味している。そして，「公助」とは，社
会福祉，教育，産業振興，インフラ整備など
行政サービスを政府や自治体が行うことを指
している。
　高齢化により，「自助」の範囲は徐々に縮
小している。一方で，人口減少により「公助」
の範囲も縮小せざるを得ない。その結果，「共
助」の役割が重視されるようになった。住民
の身近な地域において，「自分たちの地域は
自分たちで守る」ことの合理性と必要性が高

まっている。また，地域包括ケアの文脈にお
いては，「我がごと・丸ごと」という表現が
用いられている。「我がごと」とは，自らが
居住する地域は住民主体で課題解決にあた
る必要性を説いている。また，「丸ごと」とは，
地域を有機的なシステムとして捉え，系統的
な個別課題解決ではなく，地域全体としての
一体的な対応が必要であることを訴えてい
る。

（2） 「互助」を基盤とする従来型の地域コミ

ュニティ

　ところで，「共助」の中には，「互助」の概
念も含まれている。「互助」とは，生活や仕
事の利害をともにする地域住民同士の助け合
いを指し，「運命共同体」のような性格が強
い表現である。従来から集落や近隣地域を範
囲として，自然発生的に成立していた地域コ
ミュニティが担ってきた役割である。以前は，
コミュニティの範囲において「互助」がしっ
かりしており，その力によって地域が支えら
れていた。しかし、現在は住民による地域へ
の所属意識が低下し，地域住民のみによる「互
助」が弱まっている。したがって，地域を守っ
ていくためには，従来型の地域コミュニティ
では対応しきれない状況に陥っている。

（3）地域運営組織の登場

　そこで誕生した新たな仕組みが地域運営
組織である。地域運営組織とは，「互助」の
精神を活かしつつも，高齢化や担い手不足を
補うために，多様な主体が参画して地域経営
を行う組織である。従来型の地域コミュニ 
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ティに代わるオルタナティブな存在として位
置づけられるため，しばしば「新しい地域コ
ミュニティ」と呼ばれる。従来型の地域コミ
ュニティに代わる地域組織の必要性は，2000
年代の終わり頃から訴えられてきた。当時は，

「新たな公」ないしは「新しい公共」という
概念として整理された。すなわち，政府や自
治体といった「官」と，地域住民主体の「民」
との中間に位置する存在を明確に位置づけ，
地域の「つながり」の再構築が目指された。
地域における課題解決を，地域住民のみで行
うものを「互助」とするならば，「共助」は
多様な主体の参画を前提とするものである。

（4）地域運営組織の定義と現状

　ここで，改めて地域運営組織の概念を整理
する。地域運営組織とは，「地域の生活や暮
らしを守るため，地域で暮らす人々が中心と
なって形成され，地域内の様々な関係主体が
参加する協議組織が定めた地域経営の指針に
基づき，地域課題の解決に向けた取り組みを
持続的に実践する組織」と定義されている（総
務省，2020）。
　この定義に基づけば，地域運営組織は「地
域の生活や暮らしを守る」ことを目的とした
組織であり，その主体は「地域で暮らす人々
が中心」であるが，そこには「地域内の様々
な関係主体が参加する」ことが想定されてい
る。そして，地域運営組織は「地域課題の解
決に向けた取り組みを持続的に実践する」こ

とが目的とされている。なお，その取り組み
は「協議組織が定めた地域経営の指針に基
づく」ことが前提となっている。第１図は，
地域運営組織のスタンダードな組織形態を示
したものである。ただし，組織の形態は地域
の実態に応じて設定されるため，多様である。
　地域運営組織は，2020年度に全国で5,783
組織あり，2016年度の3,071組織と比べて２倍
近くとなっており，増加傾向にある。組織形
態としては，法人格を持たない任意団体が約
92％，NPO法人は約５％，認可地縁団体が
約２％である。これらの組織のうち，活動拠
点を有している組織が90％であり，このうち
約75％が公共施設を使用している。具体的な
活動としては，高齢者交流サービスが51.9％，
声かけ・見守りサービスが41.2％，体験交流
事業が34.1％，公的施設の維持管理が26.6％
となっている。収入源としては，生活支援な
どの自主事業の実施等に取り組む地域運営組
織は47.0％と比較的多いが，これらの組織で
あっても会費，補助金，交付金等は得ている
ものと思われる。

２.  地域運営組織の特徴
（1）地域運営組織設立の背景

　第２図は，総務省が集計した地域運営組織
の設立年を示している。集計の関係で，2016
年度までしか設立年は判明していないが，そ
の後も地域運営組織は増加し続けている。地

第１図　地域運営組織の組織形態

（雲南市資料をもとに作成）

―  25  ―



DIO 2022, 1

域運営組織は，1984年以前にも一定数の設立
が見られるが，2000年代前半までは毎年50組
織以下と設立数は少ない。最初に設立のピー
クを迎えるのは，2005年～ 2007年である。こ
の時期は，いわゆる「平成の大合併」が行わ
れた直後である。自治体が広域化することに
伴い，末端地域へ行政サービスが行き届かな
くなることが懸念されるため，行政主導で設
置されたケースが多い。島根県雲南市の「地
域自主組織」の設立検討は，合併協議の重要
項目として位置づけられていた。その後，
2008年には一旦少なくなるが，徐々に増加し
ていき，2013年度に再びピークを迎え，以降，
毎年300以上の組織が設立されている。この
ように，多くの地域運営組織が設立された背
景には，政府により政策誘導が行われた結果
であるといえる。特に，2013年度は「小さな
拠点」事業を開始した年であり，2015年度か
らは「地方創生」事業も開始されている。こ
のように，地域運営組織は，地域課題解決の
主要な方策として，全国に展開していった。

（2）地域運営組織の特徴

　ここでは，地域運営組織の特徴を，①空間，
②主体，③構造，④機能，⑤合意形成，⑥ 
ソーシャルキャピタルの６点から整理する

（第１表）。
①空間
　既存の自治会・町内会とは異なる地域運営
組織の空間的な範囲は，小学校区や中学校区

など広域であることが多い。自治会・町内会
では対応できないような地域課題を，広域で
あれば関わる人や組織も多様化し，柔軟に対
応でき，課題解決の可能性が高まる。ただし，
自治会・町内会の連合組織とは，その範域が
重なる傾向にある。そのため，自治会・町内
会の連合組織が解散したり，発展的に解消し
て地域運営組織となったりすることもある
が，地域によっては両者が併存するため，し
ばしば「どちらが上か問題」が発生する。
②主体
　自治会・町内会は「イエ」を単位とした世
帯代表の集まりによって構成されるのに対
し，地域運営組織は「人」を単位とした個の
集まりであるとともに，地域内の多様な組織，
行政機関，大学やNPO，地域外住民など多
様な主体が参画することができる。「イエ」
を単位とする前者は，世帯代表として高齢男
性が中心となるため，保守的な考え方が支配
しがちであり，時代の変化に対して柔軟な対
応がとりにくい。
③構造
　自治会・町内会は，市町村レベル，地域（旧
市町村レベル），地区レベルにつながる階層
構造の末端に位置づけられる。その結果，上
意下達に適した構造となり，自治会・町内会
は行政機関から発せられる情報の伝達や依頼
事項を処理する受け皿となることが多い。ま
た，寄付の集金や，選挙の集票に適した構造

第２図　地域運営組織の設立数の推移

（総務省調査結果より作成）
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となっている。一方，地域運営組織は空間的
な階層構造に位置づけることはできるもの
の，上位空間と下位空間との間に階層的な関
係を有さない。そのため，地域間の「しがら
み」が弱く，地域課題に対して柔軟な対応が
可能である。これに対して，自治会・町内会
は「イエ」の集合体として「ムラ」を構成す
るため，地区レベルにおいても「ムラ」の連
合体としての性格が強く，世帯間・集落間の
対等性を担保しようとする意向が強く働き，
地域課題に対して柔軟に対応しにくい。
④機能
　自治会・町内会は，行政の末端組織として
の機能を担わざるを得ないため，「団体自治」
といわれる「ガバメント」（統治）としての
性格を帯びる。「ガバメント」（統治）を目指
す場合，画一的な手法をとることで，合理的
な地域運営を行うメリットも存在している。
これに対して，地域運営組織は「住民自治」
といわれる「ガバナンス」（協治）を志向する。
そこには，「自分たちの地域は自分たちで創
る」ことを前提としており，住民主体の地域
づくり組織を形成する。
⑤合意形成
　自治会・町内会は全会一致の合意形成を
原則としているのに対し，地域運営組織はゆ
るやかな合意形成を前提とするとともに，部
会制やプロジェクト制をとることで，機動性
の高い意思決定が行える。地域の課題は，人
口減少や高齢化だけに起因するわけではな
い。地域住民の職業の多様化，価値観の多
様化により，地域による意思決定は困難を伴
う。「イエ」の集合体である自治会・町内会
では，構成員の対等性を担保するために，全

会一致を原則とする。そのため，全構成員が
納得するような課題解決案は生まれにくい。
⑥ソーシャルキャピタル
　自治会・町内会は，地域に居住していれば
自然発生的な関係が生じるボンディング型

（結束型）ソーシャルキャピタル（社会関係
資本）を基盤としている。そのため，地域の
決まり事は完全履行する必要があり，行事な
ども原則的に全員参加する必要がある。草刈
りなどの日役に欠席する場合，「出不足金」
を支払わなければならない地域が存在してい
るのは，ボンディング型ソーシャルキャピタ
ルを前提とした地域組織を形成しているから
である。したがって，地域外の住民や組織な
どは，関わりにくい構造となっている。これ
に対し，地域運営組織はブリッジング型（橋
渡し型）ソーシャルキャピタルを基盤として
いる。地域運営組織には，地域住民のみなら
ず，出身者，通勤者，立地している事業所，
関係人口等，多様な主体が関わりやすく，緩
やかにつながっていく性格を有している。

（3）地域運営組織の機能を有した組織

　地域運営組織の最大のミッションは，地域
課題解決にある。一方で，地域課題解決だけ
を目的とするならば，必ずしも地域運営組織
を構築する必要はない。例えば，既存の自治
会・町内会や，その連合体が地域課題解決を
行う能力があるのであれば問題はない。しか
し，前述したように，自治会・町内会と地域
運営組織とは，基本的性格が大きく異なるた
め，自治会・町内会による自律的な課題解決
を行うには困難を伴う。
　これに対して，公民館はやや柔軟な対応が
可能である。公民館は，社会教育法に基づく

第１表　自治会・町内会と地域運営組織の特徴

（筆者作成）
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社会教育施設であるが，地域課題解決に対し
積極的に活動している公民館も多数存在して
いる。また，商工会議所や商工会青年部・女
性部，青年会議所，郵便局，農協等，地域内
には多様な組織が存在している。それらは，
地縁組織ではないものの，地域課題解決に意
欲的な組織も存在している。
　ただし，地域課題解決を行うにあたっては，
地域代表性を備えているか否かがポイントと
なる。従来から，自治会・町内会やその連合
体は地域内における唯一絶対の地域組織であ
った。それ以外の組織が地域の課題解決を行
おうとする場合，自治会・町内会の了承なく
しては行えない実態がある。地域運営組織は，
唯一絶対であった自治会・町内会と並ぶオル
タナティブな存在として，地域代表性を担保
されている点が重要である。ただし，設立時
にこの点を曖昧にした場合，設立後に問題が
発生することが多いため，注意が必要である。

３．地域運営組織の事例
　地域運営組織の事例として，兵庫県加西市
宇仁地区を紹介する。加西市は兵庫県中央部
に位置し，人口５万人程度の小規模都市であ
る。近隣の姫路市や加古川市をはじめ，神戸
市や大阪市への通勤も不可能でないため，著
しい人口減少には見舞われていない。加西市
においては，地域運営組織である「ふるさと
創造会議」が10地区において設立されている。
　宇仁地区は，加西市の北東に位置し，人口

約1,500人，世帯数630戸の田園風景が広がる
地区である。地域運営組織である宇仁郷まち
づくり協議会は，2008年に設立された。設立
のきっかけは，地区内の宇仁小学校が近隣の
学校に統合される可能性があり，地域住民が
学校の存続のために集結したことである。そ
の後，学校存続活動に限らず，広くまちづく
り活動を行うために宇仁郷まちづくり協議会
が設立された。
　第２表にあるように，同協議会には11もの
部会が存在しており，非常に活発な活動が展
開されている。このうち，①宇仁校区子育て
支援センターは，平日の学校休業日に終日に
わたって子どもを預かり，学習支援や地域で
の学びを提供している。④定住促進部会では，
小学校の存続も念頭に置きながら，地区内へ
のUIターンを促進している。地区の大半は市
街化調整区域であるため転入者用の住宅が
建築しにくい構造にあるが，市の都市計画部
門と相談しながら規制を変更して，農村景観
を損なわない形で新規住宅が建築されてい
る。⑩宇仁ふれあいバス部会は，地区住民の
移動手段を確保するために，定時運行のバス
を住民の手で運行している（写真１）。⑪宇
仁地区はつらつ部会は，地域福祉上の課題解
決と，健康増進を目的とした活動を行ってい
る。
　また，②宇仁の里・花畑街道部会は，花の
種植え，花苗づくり，苗の植栽，苗の世帯・
事業所への配布などを行っている。春の「さ

第２表　宇仁郷まちづくり協議会の部会と主な活動

（2020 〜 2021年度は，新型コロナウイルス感染拡大のため，実施していない事業もある）
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くらまつり」と秋の「コスモスまつり」にお
いては，地区内住民のみならず地区外住民も
参加したウォーキング大会を行うなど，熱心
に活動している。③宇仁の朝市部会では，生
産者から安価で新鮮な野菜を提供して販売
するとともに，来訪者が交流できるようにも
てなしを行っている。結果的に，地域内住民
のいこいの場，ふれあいの場を提供すること
で，住民交流に貢献している。なお，朝市の
出荷・売り上げ管理においては，⑦情報部会
が開発したPOSシステムを活用するなど，部
会間の有機的な関係構築にも成功している。
　この他の特徴的な活動としては，⑧宇仁郷
歴史資料館の設置・運営が挙げられる。この
資料館は地区出身の元学校教員による大量の
蔵書の移管を受け，それらの保管と利活用を
軸としている。宇仁郷歴史資料館として独立
した建物を設け，書籍の貸し出しの他，地区
内資料の発掘・保管，地域内外の住民交流な
どを行っている。
　このように，宇仁郷まちづくり協議会では，
地区内の課題を地域住民によって主体的に解
決することで，住みよい地域づくりが実現し
ている。

４．地域運営組織の課題
　最後に，地域運営組織が直面する課題に
ついて列挙する。
　第１に，地域住民が人口減少や社会環境の
変化に対して，危機感を共有していない点が
挙げられる。しばしば，地域住民からは「何
も困っていないのに，なぜ地域運営組織を立
ち上げる必要があるのか」といった声が寄せ

られる。我が国が人口減少社会に転じてから
15年以上が経過していても，未だに現実が直
視できない感覚は理解し難い。大都市圏であっ
ても地方圏であっても地域課題は山積してい
ることは論を待たない。結果的に，自治体側
の焦りから，地域住民との間に軋轢が生じる
ことも多い。
　第２に，地域運営組織を設立したものの，
イベントや研修などの行事を実施することが
できても，具体的な課題解決に繋がっていな
い点が挙げられる。これは，具体的な課題解
決に対して地域におけるノウハウと人員が不
足していることが要因である。行政，公民館，
社会福祉協議会，中間支援組織等による，「着
かず離れず」の支援が不可欠である。
　第３に，地域運営組織が地域代表性を担
保することに対して，地域住民から強いアレ
ルギー反応が示される点が挙げられる。地域
住民の大半は，自治会・町内会が地域代表性
を有する唯一の組織であると理解しており，
並列する形で存在する地域運営組織は，「紛
い物」と認識する傾向にある。「紛い物」に
対して地域代表性を付与することに対して理
解が得られず，複線的な住民自治組織の構築
は困難を伴うことが多い。これを打破するた
めに，自治会・町内会の連合組織を発展的に
解消する手段が考えられるが，住民からはさ
らに強い抵抗が示される。また，そのような
改組が成就したとしても，既存の自治会・町
内会の連合組織と同じ性格を有するのであれ
ば本末転倒である。このようなジレンマが，
全国各地で見られる。
　この他，地域運営組織を取り巻く問題は多
数存在している。しかし，地域運営組織が年々
増加していることからも，地域課題を解決す
るとともに，地域の「つながり」を再構築し
ていく組織であることは間違いない。今後も，
地域運営組織は増加するとともに，多様な組
織形態，活動形態が生まれてくると思われる。
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