まえがき

個性ある地域づくり方策を研究する「地域づくり団体活動支援調
査」の一環として、平成 1 2 年度から平成 1 5 年度の 4 年間にわたり、
地域において地域づくり活動を行っている団体を対象に『地域づく
り活動支援事業』を実施しました。本事業では、応募総数 6 4 6 団体
のうち 6 4 団体が選出され、活動の現場から示唆に富むたくさんの知
恵をいただくことができました。本書は、それらの知恵を「地域づ
くりアイデア」として取りまとめたものです。
本書の編集に取りかかって突き当たった壁、それは、活動の現場
を訪問し、 なるほど と強く突き動かされた数々の知恵をどのように紹
介できるか ――ということでした。この目で見て、ぜひ紹介したいと心
躍ったエピソードを、文章として表現した途端に、その絶妙で繊細な輝
きを放つ知恵が色あせるような思いにかられるのもしばしばでした。ま
た、対象地域や団体の特性によって、必要とされる手法が異なる「地域
づくり」ならではの特殊性も重なり、現場で実際に有効に活用されるア
イデア集とはどのようなものなのか、ということが何度も議論されまし
た。地域づくりはたいてい、不確定な要素が複雑に絡み合って展開され
るものです。それはひとつの小説のようであり、断片的に切り取って紹
介することがそもそも無理なのかもしれません。
そうした限界を踏まえた上で、このアイデア集を作成したのは、その
複雑な絡み合いの中での、地域の人々の苦闘の中から輝き出た知恵だか
らこそ、私たちの限界を超え、広くなんらかのメッセージを送り届ける
ことができると実感したからです。
本書が、地域づくりに取り組まれる方々の参考になれば幸いです。

国土交通省都市・地域整備局地方整備課
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知恵のネットワーキングによる地域づくりの課題
大村謙二郎

（筑波大学 教授）

バブル崩壊後の日本経済は長い間の停滞局面、

であり、大都市圏も含め、また応募しなかった諸

長期不況に陥り、失われた 10 年を超える閉塞感が

団体も想定すると、ほぼ全国各地で、続々と地域

喧伝されている。バブル時代の地域づくり、都市

づくりの運動が起こってきているといえよう。

開発における躁状態も異常であるが、中心市街地

今回の知恵のネットワークによる地域づくり支

の衰退や地域経済の疲弊などの問題を含むとして

援を受けた活動をみると、あらためて、地域の環

も、過度に状況を悲観的にみるのも問題であろう。

境、文化、歴史を慈しみ、大切に守り育てていこ

また、メディアの影響が大きいのだろうが、華や

うとの繊細な感覚が各地で着実に根付いてきてい

かな都市開発プロジェクトが数多く展開されてい

ることが実感できる。日本社会が成熟社会に入っ

る東京を筆頭とする大都市圏中心の情報に踊らさ

ていることの証左だといえよう。

れ、東京への一極集中と他方での地方の衰退が強

ただしこれとは異なる動きも、一方で存在して

調されているが、これも相当のバイアスを含んだ

いることにも注意が必要だろう。この間、グロー

見方ではないだろうか。

バリゼーションに象徴される国境の垣根を越えた

地域づくり、まちづくりの分野で、この 10 年近

経済活動の展開は、日本各地の風景を画一的なも

くの間に着実な変化が胎動してきている。これは

の、無国籍なものに変える方向に向かっている。そ

バブルの崩壊の皮肉な現象でもあるが、財政危機

の典型例が地方都市、大都市圏郊外部など各地で

の下、中央、地方とも潤沢な財源を使って公共事

立地している巨大ショッピングセンターやロード

業を行うといったことは現実的に無理になってき

サイド型ショップの開発である。これらの施設は、

たことがまずあげられる。この結果、自治体が進

郊外居住で自動車時代の世帯にとっては、快適で

める公共事業や各種計画にそれが、本当に必要な

便利な商業機会、娯楽の機会を提供してくれてい

ものなのか、長期的な環境の保全、維持と折り合

ることは確かだが、長い期間にかけてつくられて

うことが可能か、などいった観点からも、地域社

きた中心市街地の都市ストックに深刻な影響を与

会から健全な批判精神が起こり、大きな運動、力

え、また、都市周辺の自然環境、景観の混乱を生

となってきている。情報の透明性、アカウンタビ

み出してきていることも確かである。しかも、大

リティを要求する地域社会の声は非常に強まって

きな問題はこれらの商業施設は短期的な経済性の

きた。

判断の下に、簡単に退出、閉鎖していくことであ

公共側の整備、支援に頼っていては、必ずしも

り、地域の持続的な発展とは一致しない点である。

事態は好転しない、あるいは公共性の名の下に地

開設された施設も数年後の閉鎖後、活用されない

域の環境、文化が破壊、放置されてきたこともあっ

土地のまま放置され、荒涼たる風景だけが残る、ま

て、この 10 年近くの間に、単なる反対運動にとど

るで焼き畑商業といってよい現象が各地でみられ

まらず、代替案を提示したり、積極的に地域づく

ている。これらの便利な大型商業施設を支持して

り、地域おこしに自発的、自律的に取り組む多く

いるのは地域の人々の快適性、利便性を求める移

の住民組織体、ＮＰＯなどの力強い動きが活発化

ろいやすい消費の動きであり、一方で地域の風景、

してきたことは特筆すべきことであろう。

文化を保全し、地域のアイデンティティを作り上

私たちがこの４カ年間、関与してきた地域づく

げようとするのも、地域の人々の動きである。身

り支援事業は、まさにこの地域づくり運動への支

近な生活を大切にする人々の意識の下で、こう

援の試みであり、この間、いかに自発的な地域づ

いった違うベクトルを持つ矛盾した動きが地域社

くり運動が各地に芽生えてきたかを示している。

会に存在していることをふまえることが必要だろ

本事業では平成12年度から平成15年度にかけての

う。環境破壊、地域文化破壊を抑止し、草の根生

４カ年間で 646 件の応募があり、64 件に対して支

活主義の良質なものを育てる地域づくり活動で

援が行われた。応募は主として地方圏からのもの

あってもらいたいものだ。
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以下、地域づくり団体の活動から感じたことを

もそれを他地域でも役立てることは可能なことも

記したい。

多い。そこに、このアイデア集のねらいもあるわ
けであるが、他の価値観を持つ人、他の専門分野

緩やかで開放的な連携による持続的地域づくり

を持つ人、他地域の人など多様な知の組み合わせ、

地域づくりに携わる人々は必ずしも定型的パ

連携で地域づくりの知恵の進化・深化を目指すこ

ターンがあるわけではないが、持続性を持って活

とが大きな課題であろう。さいわい、現在は、各

動を続けるためには、いずれも活動を通じて意味

種の情報交流の時間、費用の節約の技術は飛躍的

の充実、達成感を得ようとの気持ちが少なくとも

に向上しつつある。これらを適切、有効に活用し

共通の基盤としてあると思われる。強い個性、リー

ながら、地域の知恵の移出入や交流の拠点作りを

ダーシップを持って活動の企画を立案する人、強

進めることがこれからの大きな課題だろう。

い主張はないが、活動の趣旨に共感し地道に活動
ヒト、コト、モノの適切なバランス

をになう人、楽しみを感じて適宜参加する人など、
様々な個性、参加の強度を持った人々の参加で活

この事例集で紹介されている地域団体の活動は、

動が成り立っていると理解する方がよいのだろう。

きっかけは多様であるが、いずれも、主体である

もちろん、ある強い目的を持って、それを達成す

ヒト、活動の対象となる出来事、物語などに示さ

るために、構成員の人々が献身的に努力する活動

れるコト、具体的に活動が展開される場、地域環

のスタイルがあること想定できるし、そういった

境などを代表するモノの適切なバランスで、活動

活動があってもよいと思う。しかし、あまりに厳

が展開されていると理解できる。このバランスを

格な組織ルールを作ってしまうと、義務と責任が

保ちながら、地域活動を展開していく上で、以下

面が強くなってしまい、活動がストイックすぎる

の点も重要であろう。

ものになるおそれがある。地域づくりが多くの

高齢社会の進展は、時間差、地域差を伴いつつ

人々の参加を得ながら、息長く続くためには、あ

もこれからの日本社会を覆うことは必然である。

る程度の緩やかで開放的な連携による組織体がつ

従来は地域社会とは無縁で、その活動時間の多く

くられていくことが大切ではないだろうか。

を企業社会に絡め取られていた男性団塊世代がリ

一方で、組織のマンネリ化、固定化を防ぐため

タイアして、地域社会での生活に重点をおく時代

には、期間限定の目標を立て、それが一応達成さ

となってこよう。地域づくりの面から考えると、こ

れたら、新たな目標、活動の下で組織を再編成す

れらの団塊世代の活力、能力を活用する大きな

るといった柔軟な対応も必要であろう。そういっ

チャンスである。これらの世代の自発的な動きを

た中で新たな意識、意欲を持った人々の参加によ

待つことも考えられるが、それだけでなく、彼ら

る組織の活性化も期待できよう。

を地域づくり活動に誘引するさまざまな企画、組
織作りが目的意識的に追求されてよいのではない

知恵の進化・深化をめざすネットワーキング

だろうか。これは、地域社会の行政をになう公共
セクターの大きな課題といえよう。

地域の人々が地域固有の環境、文化、歴史など
有形、無形の地域ストックを大切にする姿勢はき

また、これからの高齢社会では地域社会で大半

わめて貴重だ。特に、地域づくり、地域おこしの

の生活時間を過ごす多くの高齢世代にサービスを

ための様々な工夫、人々が持っている知恵を活用

提供する福祉、医療、文化活動などがより活発化

することが、地域づくりに大きな役割を果たして

する時代である。いくつかの分野ではビジネス化

いることは、このアイデア集が如実に示している。

が進むと思われるが、地域の特性を活かした利用

しかし、これらの事例がそうというわけではな

者にとってもアフォーダブルなコミュニティビジ

いが、地域への愛郷心が強すぎ、閉鎖的になって

ネスとして持続、展開していくことが重要であろ

しまうとと知恵が独りよがりに陥り、特定の価値

う。そのためには、たとえば、地域の大学、地元

観の押しつけになってしまい、それに共感できる

企業などをはじめとした知的資源の活用がもっと

グループはよいが、孤立した活動になってしまう

図られるべきだろう。高齢社会に対応した地域づ

おそれがある。

くりルールが求められる時代だ。

知恵はあくまで、地域固有な出自を持つとして
7

このアイデア集の使い方
（１）本書の全体構成
本書は、第１部と第２部、および資料編で構成されています。第１部と第２部のどちらからでも読み始
めることができます。
第１部

地域づくり活動Ｑ＆Ａ

活動の組織づくりや進め方のアイデアをＱ＆Ａ方式で紹介しています。
第２部

地域づくり活動事例集

全 64 団体の活動事例集です。各団体の活動内容などの概要を１団体１ページで紹介しています。
資料編
このアイデア集のもとになった「地域づくり活動支援調査」の概要や、調査対象団体の掲載箇所の索
引、全国 47 都道府県の地域づくり担当窓口の担当課と電話番号一覧を掲載しています。

（２）本書の使い方

第１部では、
「地域づくり活動Ｑ＆Ａ」として、地域活動に取り組んでいる団体の多くが、少なからず直面
する課題や、活動上の疑問を解決するためのアイデアを具体的な事例と共にＱ＆Ａ方式で紹介しています。
地
域活動に携わる方やこれから活動を始める方にとっては、現場で役立つ内容になっています。他の団体の成
功例を実践にお役立てください。
なお、ここで取り上げたＱ（課題）は、活動分野の別に関わらず応用できる「組織づくり・進め方」に関
するものです。また、事例は、ひとつのＡ（解決策）に対して２〜４団体を選んで紹介しています。
Ｑ＆Ａのテーマは、目次で一覧できます。目次でＱ＆Ａを検索して該当ページに進んでください。また、事
例（団体）の活動内容などをさらに詳しく知りたい場合は、第２部「地域づくり活動事例集」での掲載ペー
ジを記載していますので、そちらをご覧ください。

8

第２部では、
「地域づくり活動事例」として、各団体の発足の経緯、支援期間中を中心とする活動内容、団
体の特徴などを、団体ごとに紹介しています。第１部同様、活動をスムーズに運ぶためのノウハウが詰まっ
ています。地域づくり活動に携わる方は、同じ活動分野で活躍する団体の情報収集や、交流づくりにお役立
てください。
事例は活動分野（カテゴリー）別に並んでいますので、目次を見てご利用ください。なお、第１部のＱ＆
Ａに取りあげて事例紹介を行っている団体については、第１部の掲載ページを記載しています。
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（３）対象団体
このアイデア集で紹介する団体は、財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団の事業「地域づくり団体
活動支援調査」（平成 12 〜 15 年度・全 4 回）を受けた合計 64 団体です。

北海道
51・北海道北オホーツクの大自然で学ぶ会
52・当別町農村都市交流研究会
20・さっぽろ村コミュニティ工房
63・琴似日食倉庫コンカリ―ニョ
26・華・花倶楽部
6・函館からトラスト事務局

石川県
4・くらくらアートプロジェクト実行委員会
滋賀県
7・大津の町家を考える会
64・テアトルネットワーク「湖人の会」
5・水口21世紀まちづくり委員会
兵庫県
29・プラザ５ 運営委員会
50・福祉支援センター アグリネット
59・ひょうご中央山麓ネットワーク
山口県
62・IKACHI国際舞台芸術祭
10・まちのよそおいネットワーク
大分県
54・安心院町グリーン
ツーリズム研究会
福岡県
26・ ＮＰＯ博多まちづくり
47・大莞花莚組合

新潟県
40・村上町屋商人会
16・にいがた寺町からの会
34・木と遊ぶ研究所
55・大滝体験交流施設運営組合
長野県
56・がったぼ会
富山県
48・桜蔵会

交流会「たけのこ炭の子クラブ」

41・リバイブ名取21
山形県
57・鶴岡城下町トラスト
31・朝日町エコミュージアム協会

岡山県
23・エコネット津山

福島県
53・南会津グリーンストッククラブ

広島県
1・鞆の浦 海の子
24・上幟町東・京橋川水辺の

群馬県
12・波宜亭倶楽部
埼玉県
21・二十一世紀まちづくりの会
39・つるがしま里山サポートクラブ

まちづくり委員会魅力づくり部会

東京都
60・清瀬市民活動センターの会
61・ライフ・ワーク・アンド・コミュニティ

佐賀県
8・自然と暮らしを考える研究会
長崎県
11・神代小路 まちなみ保存会
熊本県
43・山鹿協同体
46・ＤａＤａ
宮崎県
42・みやざき子ども文化センター

青森県
38・白神山地を守る会
岩手県
2・.軽米らしさ探偵団
宮城県
33・日本三景松島芭蕉の里づくり

千葉県
30・我孫子まちづくり交流会

大阪府
32・近木っ子会議
香川県
9・引田映像運営協議会
徳島県
18・阿波農村舞台の会

愛媛県
15・「四国へんろ道文化」世界文化遺産の会
高知県
3・赤岡「まちの宝物ホメ残し隊」

鹿児島県
45・ジュントス
19・ミニ独立村「赤米のふるさと」千石村

愛知県
神奈川県
58・豊根村山村生活
27・幸まちづくり研究会
体験宿泊協会
22・葉山まちづくり協会
岐阜県
14・小田原やんべぇ倶楽部
36・いびがわミズみず
山梨県
エコステーション
49・道志村の未来を考える会
三重県
37・赤目の里山を育てる会 静岡県
35・しずおか環境教育研究会
17・まちづくりグループ
44・NPOパートナーショップ
「 with AIBE」
28・浜松NPOネットワークセンター
和歌山県
13・漂探古道

団体名の前についている番号は、第 2 部 活動事例集の事例番号です。
各団体の調査年度およびこのアイデア集での掲載ページは、資料編（P125 〜 128）をご覧ください。
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