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                                                   渡辺誠介＊ 

Community development with people participation should be taken place in Japan as well as Niigata 

Pref. Since several areal renovation programs have been done, this paper aims to analyze the degree of 

participation as well as people’s self-motivation towards community development.  

 

＊長岡造形大学 建築・環境デザイン学科 准教授 

１都市計画制度における地域・住民の主体の枠組みとは？ 

近年、日本では地方分権の文脈上に、「住民主体の都市計

画」という考えが席巻しているかに見える（１）。確かに、所

謂景観法や、歴史まちづくり法など、地方の独自のルール

を地方が主体で決定できる枠組みの実現はまさに地方分権

が進んできたと言っていいであろう。しかし「住民主体」

という言葉のイメージに乗って、これまで行政からのトッ

プダウンであった都市計画が徐々に進化（変化？）し、草

の根から住民が主体で地域の実情にあった「まちづくり」

が行われつつある、という期待や認識を持つことは、まだ

早計すぎではないだろうか。 

この意見に対し、反論の立場から考えると次のデータが

示されよう。すなわち、実際に「まちづくり」のために住

民が主体となって「まちづくり協議会」を結成し地区を限

定したルールである「まちづくり協定」を締結するという

事例が増加している、という事実である（2）。志村によれば、

平成13年時点でまちづくり協定締結事例のうち、都市基盤

整備事業は21.3%、街並み整備事業69.9%、まちづくり会社

等による地域活性化 5.9%、マンション建設反対等の住環境

保全活動2.9%であった。 

都市計画は究極的には地域（住民）に対する空間整備を

目的としているため、上記のまちづくり協定締結の中で最

もシェアーの多い街並み整備事業９５事例に注目すると、

そのうち５２事例（55%）が、街並み環境整備事業によるも

のであった 1)。 

この街並み環境整備事業とは、１９９３年より始められ

た居住環境改善事業である。その後、街並み整備という側

面から観光まちづくりためのハード整備と、それに民地の

景観づくりを伴いまちづくり協定を締結することがセット

となったパイロット事業として実績を積むことになってき

たと見ることができる。 

では、果たして街並み環境整備事業は、実際に地域・住

民が主体となったまちづくりを進めているのであろうか？

先程の筆者の疑問を少しでも明らかにするために、本稿で

は、この街並み環境整備事業を議論の俎上にのせて検討し

てみる。 

 

２．参加の段階理論 

 この課題の検討の前段として、いくつか判断基準を用意

してみたい。そのひとつとして、住民主体というキーワー

ドで考えると住民（市民）参加の段階を考慮すべきである。

古典的な説として1969年にアーンスタインが提唱した下記

の参加の８段階 2)がよく知られている。行政と住民の関係が

やや二項対立的すぎるきらいはあるが、とりあえずこれを

採用すると、『参加不在』段階は、 

①操 作 ：行政主導の説得型。世論調査。 

②セラピー：行政からの一方的な、治療的アクション。緊

張の緩和 

『形式だけの参加』段階は 

③情報提供：情報提供する段階 

④意見聴取：耳を傾ける・相談する段階。協議の場を設け

るなど。 

⑤懐 柔 ：意見は聴くが、やりやすいことだけ取り入れ

る。宥和。 

『市民の権利としての参加』段階    

⑥協 働 ：パートナーシップ。住民と行政がともに問題

解決する段階。 

⑦権限委任：市民に行政がもつ権限を委譲。 

⑧市民管理：市民によるコントロール。自主管理。 

となる。一般的な街並み環境整備事業では、果たしてどの

段階であるだろうか？ 

 

３．ソーシャル・キャピタル論と新しい公共 

    もう一つ住民主体のまちづくりがどのような質で進んで

いるのかを考えるために、提案型（主体選択制）か、連帯

型（主体全体制）か、という枠組みを用意したい。そのた

めには、近年耳目を集めるようになったソーシャル・キャ

ピタルと新しい公共の定義について整理が必要となろう。 

 都市計画の分野では、ジェーン・ジェイコブスが「社会

関係資本」としてこのソーシャル・キャピタルの重要性を

説いたさきがけと考えられる。非常に簡潔にまとめれば、

ジェイコブスのソーシャル・キャピタル論の言わんとする

ところは、「ご近所の人間関係が濃厚で良好な地域は、豊か

な社会である」、という極めて自明な意見であると、筆者は

捉えている。 

 一方、財政状況が厳しい行政から見ると、ソーシャル・

キャピタル論は、これが充実しているということは、住民

参加の段階が進み、それ故、公共サービスのような財政負
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担を結果的に軽減させてくれるという期待を上乗せしやす

い。その上で、住民側のニーズとして、一律で提供される

公共サービスへの不満に対し、ニーズのある住民が作った

活動を、行政が裏方となって公共サービスとして提供され

る社会を目指そうという考え方を示せば、一石二鳥的旨み

があるように思われる。これが「新しい公共」の出現背景

と言っては過言であろうか（3）。 

 ソーシャル・キャピタル論では、特に提案型（主体選択

制）か、連帯型（主体＝全体制）かという議論に重きは置

かれていないのだが（4）、新しい公共では、住民がニーズを

提案するというプロセスが前提になっていることから、提

案型都市計画パターン、やる気のある住民および組織を主

体とし、やる気（もしくはチャンネル）のないサイレント

マジョリティーは後回しにする方法が、目立つことが危惧

されよう。 

 

４．自治会・町内会とまちづくり協議会、そして行政 

  ～コミュニティーとアソシエーション～ 

    上記のような問題意識は、実は、コミュニティーとアソ

シエーションという概念に帰結する。コミュニティーがど

ちらかというと地域に基づいた（伝統的・慣習的）相互扶

助組織というニュアンスであるのに対し、アソシエーショ

ンは一定の目的のもとに意識的に形成した中間組織である。

「まちづくり協議会」は地域コミュニティーの多くの人に

支えられた一種のまちづくり「アソシエーション」である

と言える。 

 すなわち、街並み環境整備事業などを契機に形成される

「まちづくり協議会」は街並みと居住環境を整備すること

を目的としたアソシエーションである。しかしこのアソシ

エーションを支えるはずのコミュニティーが歴史的・文化

的に存在していることを前提とすると、次の点の事前整理

が必要となろう。 

１） このアソシエーションでコミュニティーが参加を納得

する目的達成が可能なのか 

２） 目的達成が可の場合、達成後の組織は消滅するのか、

それともコミュニティーに新たな機能が負荷されるの

か 

３） コミュニティーとアソシエーションの関わりの仕組み

とその継続性は考えられているか 

である。 

 そして、さらに重要なのは、街並み環境整備事業は行政

の執行する事業である以上、「住民主体」と声高に行政が言

っても行政の主導性が存在するということである。 

 つまり、地域の相互扶助の「町内会」、環境整備とあわよ

くば観光まちづくりというまちおこしを担いたい「まちづ

くり協議会」、そして事業をより良い形で進めたい「行政」

の三者が存在するのである。 

 これは、地域を一つの「家」と考えれば、「町内会」はル

ーティン業務を担う「専業主婦」に、「まちおこし」を担う

「まちづくり協議会」は「専業主婦を持つ稼ぎたい夫」に、

そして「行政」は地域という家を修繕し、その帰結として

家庭円満状況が生まれることを願う「大工」のような役割

だといえよう。 

 この例えから、既に自明だと思うが、家の修繕を大工さ

んにしてもらいたいと夫が考えても、主婦の協力抜きには

何事も進まない。また、行政という「大工」が如何に自分

の仕事がきれいにできたのでそれをPRに使いたいと思って

も、実際は、家人が誇りに思ってくれなければオープンハ

ウス（地域に交流人口を受け入れる）はできない。 

 オープンハウスは、その家が商売していればしているほ

ど実利が伴うので開放しやすく、逆の場合は、数度のお披

露目で限定されるであろう。 

 人口減少社会を迎えている日本の地方の現実は、何らか

の交流人口増加の視点が必要不可欠である。そのためには、

上記の表現でいえば、質の高い地域のお披露目は今後重要

性を高めよう。 

 つまり、家という地域をより良くするには、ルーティン

を扱っているコミュニティー＝町内会の理解・協力抜きに

進まないということである。この点がまさに、地域住民が

参加するまちづくりの要諦であると思われる。 

    

５．町内会・自治会の歴史的展開 

さて、以上をみたように住民主体を考察する時に、「都市

計画」であれ、「まちづくり」であれ、町内会・自治会とは

なんなのか、を定義することが必要であろう。 

そもそも、その起源は日本書紀（６５２年）の「五保の

制度」（隣組の祖型）に遡ることができるとされるが、多く

の研究者は明治の近代を起源としている。 
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そして、１）戦前までは町内会隣組の整備、２）戦後か

ら1960年代：町内会体制の成立、３）1970年代～80年代：

コミュニティー施策の試み、４）1990 年代以降：協働＝パ

ートナーシップへの展開、と玉野は整理している３）。具体的

には下記のようになる。 

１） 戦前 

結・講。こうした伝統的地域組織を町内会として再

整備する必要性がでてきたのが、戦前の状況だと言

われる。 

戦前の天皇制ファシズムのもとで町内会隣組の整備

が行政の末端機構として位置づけられてきたのであ

る。1880年代に成立した明治地方自治制は日本的な

特徴をもとに隣組・町内会を整備していった。 

２） 戦後から60年代 

戦後 GHQ によって軍国主義の末端組織とみられ制度

上は禁止された町内会は、講和条約によって占領軍

の政令が失効すると復活する。その背景には配給の

必要性や治安、衛生の都合から、行政が町内会のよ

うな地域組織を活用し続けたという事情もあるが、

町内会側にも、進んで行政に協力する社会的勢力が

存在した。 

これがよくも悪くも「地域ボス支配」を作る土壌と

なったと言われる。その後高度経済成長時代を迎え

都市化が進むと共に、旧来の「住民の組織化」の転

換期を迎えることになる。 

 ３）1970年代～80年代：コミュニティー政策の試み 

   60 年代までの古きよき町内会は、都市部では人口流

入によって、そして地方部では人口流出という社会

変化により、構造的に維持が困難になっていった。 

   そこで、打ち出された政策がコミュニティー政策と

呼ばれるものである。この時期の特徴は、コミュニ

ティー・センターなどの地域集会施設の建設と管理

を契機として新たな地域組織を作り出そうとしこと

である。結果的に多くの場合、行政と町内会の関係

を再編・強化にとどまったとされる。しかし行政と

住民を結ぶルートが多様化したことから60年代より

も自治としての形がひとつ進化したと言える。 

 ４）90年代以降：コミュニティーからパートナーシップ 

   国家による後ろ盾の喪失と自治体財政の危機という

ネガティブな契機からとはいえ、協働＝パートナー

シップへの転換が図られようとしているのが、90 年

代以降の実態である。地方分権改革の結果、自治体

は国からの交付金という支援を削減させられ、自治

体は否応なく「自治的」であることを求められ、そ

のことによって「住民」との結びつきを深めざるを

得なくなったのである。 

   90 年代以降は行政の提示する方向をそのまま、公的

なものと認め、それに積極的に協力することで自ら

の社会的上昇を実感できるような、かつての町内会

を支えた世代は極めて少数派であるはずである。現

在は何が公的であるか自ら検討し、そのような活動

には喜んで参加しようという市民と市民活動が大き

くクローズアップされるようになった。 

   しかしながら、従来の町内会はルーティンとして相

当の活動を担当しており、「やりたいものだけをや

る」という「目的志向」のアソシエーション組織と

同調しづらい状況も生まれつつある。        

            ギブ＆テイクの精神で、何らかのメリットが示され

なければ、新たなロードが増えるのみと、都市住民

コミュニティーに判断されよう。   

    

６．街並み環境整備事業２地区での分析考察 

 それでは、長岡市で現在進められている「街並み環境整

備事業」地区として、ほぼ同時期に事業がスタートしてい

る「摂田屋」地区と「和島島崎」地区で、町内会、まちづ

くり協議会、まちづくり協定、観光まちづくりの観点で比

較分析してみよう。 

 調査・分析方法として、バトラーのTourism Area Life 

Cycle（TALC）モデルの枠組みを用い４）、町内会長にどの段

階かヒアリングによって認識を示す方法を用いた。さらに

菅の観光地イメージ形成過程の枠組みを使用し、対象地域

のイメージ形成の状況を考察する。また、町内会等の地域

コミュニティー等のステークホルダーとまちづくり協議会

の関わりの概念を関係者ヒアリングによってダイアグラム

で表現し、その特徴を示す。 
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６－１ TALCモデル分析 

（摂田屋） 

（和島） 

 

和島島崎地区は、摂田屋地区に比べ、住民参加および交

流人口を受け入れる地域としての整備進捗が若干進んでい

る。その理由は以下であると考えられる。１）「良寛ゆかり

の地」として、２）地域の認識共有も早い段階で醸成して

いること、３）地域が小規模で意見をまとめやすいこと、

４）地域が所謂農村（兼業）集落であることから、一体性

が高く、地縁関係の密度が高いこと、である。 

 以上のことから、所謂「まちづくり協定」が締結され、

この協定に基づく補助を活用した外壁・外観補修の件数も

２２年度までに５件となっている。 

 

６－２ イメージ形成過程 

（摂田屋） 

（和島） 

 

 一方、地域のイメージ形成過程を見ると、摂田屋は NPO

が「醸造の町」としてブランディングを図ろうとしている

ことに、行政が「街並み環境整備事業」を活用して、住民

啓蒙とハード整備を徐々に進め、これに連動して、NPO や

JR が情報発信することが、少しずつ浸透している、という

形をとっている。 

 これに対し、和島島崎は、摂田屋のような NPO や民間の

関わりがなく、和島村のみでは、情報発信力には限界があ

った。長岡市との合併による情報発信力の強化が、和島島

崎地区のイメージ形成にかなり寄っているという、官製の

一面が見て取れる。 
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６－３ 町内会とまちづくり協議会の関係性 

（摂田屋） 

（和島） 

摂田屋の「まちづくり」が和島島崎と異なり、その住民

参加的動きが遅々としているのは、左記のダイアグラム

に示すように、地域組織の複雑さに、その理由を求めら

れよう。 

 さらに言えば、和島島崎は、農村的共同体の性格を有し

ており。そのために、農政サイドの様々な補助金制度の

活用を多く経験している。この経験は、「街並み環境整備

事業」のような国交省系の補助でも、同様の感度で反応

できる地域の体質を形成していると考えられる。 

 一方、摂田屋では、防災訓練等で上記のようなインセン

ティブに対するモチベーションがあることは、町内会長

に対するヒアリングで確認されたものの、「街並み環境整

備事業」に対しては、必要性をさして感じていない地区

である、という回答であった。 

 すなわち、組織の素朴さ、複雑さ、も一つの住民参加ま

ちづくりへの要因であると考えられるが、地域の実情（さ

らに言えば、「実需」）に直接的に反映できるメニューを

用意できているかどうか、が重要だと考えられるわけで

ある。 

  

 しかしながら、その「実需」対応メニューは短期的なバ

ラマキになりうる危険性が高い。 

 地域が「補助金漬け」という感覚の麻痺した状況に陥ら

ず、健全で持続可能な「まちづくり」を進めるためには、

摂田屋のような「複数」「複雑」主体のスタイルの場合は、

有効に機能する可能性がある。逆に和島島崎は組織体型

が単純な分、「集落」vs「行政」という古い対立構造に陥

る危険性は大いにあるとも考えられる。 

 

６－４ コミュニティー（町内会）とアソシエーション（協

議会）の課題 

 

（１） このアソシエーションでコミュニティーが参加を

納得する目的達成が可能なのか 

 摂田屋の場合、コミュニティーは街並み環境整備事業を

進めるアソシエーションのおかげで、地域の再発見という

目的が達成しつつあると捉えている。街並み環境整備事業

では、実質的に住民から私有空間を景観形成を伴う補修と

いう要望が高くないが、地域の活性化が「まちづくり」に
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期待されることが（目的）だとすれば、極めて若干ではあ

るが期待が持てる部分があると考えている。 

 和島島崎の場合、地域の歩道、住宅の景観形成を伴う補

修という目的が達成されつつあると考えている。しかし、

地域の活性化が「まちづくり」に期待されることが（目的）

だとすれば、街並み環境整備事業には全く期待していない。 

 

（２） 目的達成が可の場合、達成後の組織は消滅するの

か、それともコミュニティーに新たな機能が負荷

されるのか 

 摂田屋の場合、地域の価値の再確認は大切だが、街並み

環境整備事業が終了したあとまで、アソシエーションを継

続させる必要性は高くないと考えている。 

 和島島崎の場合、１０年の街並み環境整備事業後も、何

らかの景観形成を伴う補助事業を続けるためのアソシエー

ションは継続して維持すべきだと考えている。組織構成と

しては町内会の一組織。一事業という位置づけである。 

 

（３） コミュニティーとアソシエーションの関わりの仕

組みとその継続性は考えられているか 

 摂田屋の場合、当番としてコミュニティー代表がアソシ

エーションに参加しているので、事業が終われば、この仕

組みを継続する必要性も高くないと考えている。 

 和島島崎の場合、アソシエーションはコミュニティーの

一事業を遂行する組織とルールであり、必然的に継続する

と考えている。 

    

７．まとめ 

～ロシアンルーレット型町内会でもまちづくり主体になる

ために～ 

 

誰かが言った。「町内会の役員に輪番制なのでなってしまっ

た。まるでロシアンルーレットのようだ。運が悪い。」 

ルーティンワークの相互扶助組織である町内会の状況をよ

く表している表現である。 

こうした町内会が、街並み環境整備事業のような事業をき

っかけにアソシエーション組織である「まちづくり協議会」

を結成し、よりよいまちづくりを進めるにはどうしたらよ

いか。 

極めて限定されたサンプルからではあるが、６．の事例分

析より以下の仮説が立てられよう。 

１） 複数町内会よりも単数町内会 

できれば、規模は小さいほど、コミュニケーションと

同意は取りやすい。なぜならば、住民参加の要諦は住

民側から出現するはずであるリーダーの存在であり、

複数町内会が母体では、輪番制に陥りやすく、名目上

のリーダーは生まれても実質的なリーダーが生まれに

くいからである。 

但し、短期的な事業進捗にはこれでいいが、中長期的

には、次世代を担う潜在的リーダーを養成するシステ

ムが内包されていなければならないだろう。本稿で述

べている「まちづくり」には事業費の寿命があるため、

早晩賞味期限を迎えるからである。 

２） 町内会は旧式で伝統的な方がまちづくり協議会に移行

しやすい 

意見の調整および伝達が容易なのが、旧式・伝統的町

内会であろう。特に和島島崎の様に農村という特徴を

背景に持つことで必然的にコミュニティーの共同作業

機会が極めて多くなる。これに加え、支所方式など、

地域に密着した行政の方が、取りまとめは安易である。 

しかし、旧式町内会もこれまでは、リーダーが行政に

声を上げてそこから何らかの実利を取るというスタイ

ルが長らく続いてきた。今後、行政に同様の要求が届

くとは財政事情上考えにくく、地域が補助金等を当て

にすることなく、活力を持てるよう、このまちづくり

協議会などが母体になる必要があると考えられる。そ

の点については、和島島崎よりは、摂田屋の方が、そ

もそも「活性化」を目的にしているため共通認識とし

て持っている。 

３） バラバラな主体をつなげる可能性として子ども、子ど

も会、地域の小学校、そしてこれらをつなげる教育機

関、が重要性。 

摂田屋の場合はステークホルダー（主体）が多く、地

域を総体として扱う必要があった。こうした地域で可

能性を持つのが、次世代を担う子ども、そして子供と

親の組織である子ども会、総合学習などで地域密着を

模索している小学校、そしてそれらを柔軟な企画と実

行力でつなげうる地域の大学生などのボランティアで
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あった。 

地域の学び合いが、コミュニティーのルーティンに位

置づけられるまで体制を維持できるかが重要であり、

こうした体制への社会的サポートこそが、ロシアンル

ーレット型町内会でもまちづくり主体になりうるヒン

トではなかろうか。 

４） 町内会が組織としてそれなりに機能している地域は、

リーダーへの報酬が担保されている傾向があると考え

られる。 

これまで、まちづくりには、直接的報酬は検討されて

こなかった。しかし本件の有効性や導入方法について

の検討も、今後の住民主体まちづくりの研究には必要

だと考えられる。 

 

補注 

（１） 住民主体のまちづくり研究ネットワーク 編著

（2009 年）「住民主体のまちづくり」学芸出版社、

等住民主体のまちづくりに関する報告は多い。 

（２） ここで述べられる「まちづくり協定」の「まちづ

くり」は広義の「まちづくり」とは異なり、所謂

建築協定に近いものであることには、注意が必要

である。すなわち、住民参加を述べるとき、建築

協定的ルールを参加とするのか、それ以上の地域

のソフトな活動や、活性化活動を指すのか、論者

によって視点がぶれやすいからである。本論では、

建築協定の締結は「まちづくり」への住民参加で

あるという立場で論を進める。 

（３） http://public.dpj.or.jp/ 内閣府では、政府で

の議論の記録が整理公開されている。 

（４） ソーシャル・キャピタル論では、その地域によっ

て閉じられた閉鎖性や特殊性（例えば、マフィア

や暴力集団）について議論され、必ずしもソーシ

ャル・キャピタルが社会的にプラスに働かないと

の批判もある。 
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