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In a population declining society, it is necessary to expand the community design to multiple region. 
At that time, regional characteristics in terms of community participation activities by residents are also required. 
This study of aims to devise the method of understanding regional characteristics by composition of Residents' Type 
by regional participation situation, and to discuss the effectiveness by comparing the results grasped by this method 
and the regional situation is there. 
Although it was not possible to clarify the effectiveness of this method in terms of the activities of NPO corporations 
and citizen activity group, it was learned that this method is effective in terms of activities of neighborhood 
associations and residents' association. 
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１．はじめに 
１－１．研究の背景と課題 

2015年国勢調査 によると我が国の人口は減少に転じ、今後ます

ます高齢化と人口減少が進展し、地域が衰退する中、各地で「コ

ミュニティ再生」「コミュニティ活性化」「コミュニティデザイン」

「コミュニティマネジメント」と言われる「市民社会、政府、私

企業の３者が協力的な関係のもとに『地域における公共圏』を形

作る1)」という「コミュニティデザイン」の取り組みがなされて

いる。 

今後東京都心部を除き、多くの地域が人口減少を迎え衰退してゆ

く中、地域の衰退の速度を上回るスピードとボリュームでコミュ

ニティデザインの取り組みを展開する必要があると考える。 

多くの地域でスピード感を持ってコミュニティデザインを展開

していくためには、例えば横浜市の「持続可能な住宅地モデルプ

ロジェクト 2)」のように、「地域特性」を踏まえいくつかの地域

をモデルとしてコミュニティデザインの取組を進め、その内容を

検証し、他の地域に展開できるコミュニティデザインの要素を抽

出した上で、多くの地域を対象に、その地域特性にあわせたコミ

ュニティデザイン要素を展開していく取り組みが求められよう。 

その際、各地域における地域特性の把握が重要であると考える。

なぜならば、モデル地域において地域特性にあわせ取り組んだコ

ミュニティデザイン要素は、その地域特性とは不可分な関係であ

り、他の地域で展開する場合は、当然にモデル地域との地域特性

との異同を踏まえて展開すべきであるからである。 

計画論として地域特性を把握する項目としては、「都市計画基礎

調査データ分析例（案）3)」にあるように、人口、産業、土地利

用、建物などの項目が一般的である。 

一方、小泉（2014年）によれば、「市民社会、政府、私企業の

３者が協力的な関係のもとに『地域における公共圏』を形作るこ

と」を目指すコミュニティデザインにおいては、「『政府』のカバ

ーする範囲の縮小、それを『私企業』の領域拡大でカバーする政

策が限界になりつつあるなか、今後は『市民社会』の領域の拡大」

がより必要とされているとされている。 
そのような前提に立った場合、地域特性として、人口、産業、

土地利用といった公的統計などで把握できるものだけでなく、協

働のまちづくりの担い手としての住民が町内会・自治会活動や

NPO 活動といった地域活動やまちづくりなどの程度主体的に関

与しているかという、住民の地域活動への参加状況（以下「地域

活動参加状況」という）についても把握すべきである。 
加えて、コミュニティデザインの多地域における展開のため

の地域特性把握であるから、住民の「地域活動参加状況」に関し

ても、公的統計調査のように様々なレベルの地域単位での地域間

比較や時系列比較ができる方法の構築が望ましい。 
１－２．研究目的 
そこで、本研究では、様々なレベルでの地域単位比較や、時

系列比較が可能な住民の地域参加状況面からの地域特性把握の

方法を考案する。さらに、その方法により把握した地域特性を地

域の実態と比較することで、当該方法の有効性について論じるこ

とを目的とする。 
２．住民の地域活動への参加状況やソーシャル・キャピタルに関

する既往研究と本研究の位置づけ 

２－１．既往研究と本研究の位置づけ 
住民の地域活動参加状況、即ち協働のまちづくりの担い手とし

ての住民が主体的に地域活動やまちづくりにどの程度関与して 
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いるかということについて、河上4)や湯沢5) は「地域力」、森岡
6)や小山7)は「住民力」と表現している。そして河上は「地域力」

の根源として「ソーシャル・キャピタル」をあげている。また湯

沢・森岡・小山は「地域力」「住民力」の測定にあたって、「ソー

シャル・キャピタル」の概念を活用している。そこで本研究にお

いても、住民の地域活動参加状況」を把握するにあたっては、「ソ

ーシャル・キャピタル」の概念を活用する。 

ソーシャル・キャピタルの測定については、芝池ら 8)が「何ら

かの地域参加を示す指標がソーシャル・キャピタルの代理指標と

して使用されるケースが一般的」としている。 

コミュニティレベルのソーシャル・キャピタルの測定について

は、稲葉9)が「客観的な統計を用いて指数を作成するもの」と「個

人に直接質問した結果を集計して指数を作成するもの」の二通り

あると整理している。 

前者はパットナム10)による州単位の指数や日本においては山内
11)による都道府県単位の「市民活動インデックス」 の事例があ

る。しかし現在日本で把握できる統計データの内容と集計の地域

単位だけでは、市民活動の多様な側面を定量化し、なおかつコミ

ュニティレベルの単位で把握することが難しいと考えられ、この

ことを小山12)も指摘している。 

後者は内閣府が2002年13)と2005年14)に実施し、その後、同じ

質問票により日本総合研究所が2007年15)に実施、さらにその後

日本総合研究所と稲葉らが数回実施した調査の事例を始め、都市

計画、社会学の分野で様々な研究がなされている。そこで今回検

討するソーシャル・キャピタル測定については後者を採用するこ

ととした。 

日本の既往研究にみるソーシャル・キャピタルの測定について

は様々な研究があるが、小山の指摘を踏まえ考察すると以下の指

摘ができる。 

1.複数回実施している内閣府調査・日本総研調査を除き、構成概

念が多元的で、測定指標が様々である。 

2.地域範囲設定の問題。県単位からコミュニティ単位まで、様々

なレベルで同様のデータを入手する困難も相まって、どの範囲で

研究するのが良いか、比較検討を行うような研究がない。 

3.変数の水準。地域コミュニティの共有財としての地域レベルの

ソーシャル・キャピタルについて、個人レベルの変数の要約（平

均）を用いることが適切かという問題がある。 

そこで本研究では、ソーシャル・キャピタル測定の問題点を克

服しつつ、図１のアプローチでソーシャル・キャピタル概念を活

用した地域参加状況の把握に取り組む。 

本研究の特長は、既往研究とは異なり、地域レベルの地域活動

参加状況把握について、個人レベルの地域活動参加状況（以下「地

域参加度」という）の平均といった手法による要約を用いず、地

域参加度による個人の類型化（以下「地域参加類型」という）に

より、どのような地域参加類型度を持った個人が地域にどれだけ

いるのかという「地域参加類型構成」というかたち「まちづくり

の担い手の質と量」を把握する手法をとっている点である。 

これにはコミュニティデザインの展開上、３つの利点がある。

醍醐ら16)は住民参加まちづくりにおける主体形成ステップモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルを提案しており、最初のステップとして、主体形成につながる

可能性の高い人材、即ちまちづくりを牽引していく担い手候補者

の事前発掘をあげている。この点から、個人を類型化することで、

まちづくりを牽引していく担い手候補者がどのくらい地域に存

在するかを予め把握する事が可能となるというのが一つ目の利

点である。 

二つ目は、生態学的誤謬を防ぐという点である。コミュニティ

デザインは、まちづくりを牽引していく担い手の質と量によって

その展開施策は異なると考える。にも関わらず、個人レベルの地

域参加度の平均を地域レベルの地域参加状況として地域特性を

把握することは、個人間の異なった傾向（質・量）の実態を相殺

してしまうことになる。 

三つ目は、地域参加類型という新たな「属性」を個人に付与す

る手法を取ることで、「性別」「年代」のように全国単位から様々

なレベル・範囲、時系列での比較検討が可能となり、異なる地域

でのコミュニティデザイン施策の比較・検証が可能になる点であ

る。 

２－２．本研究の方法と構成 
本研究の流れは以下の通りである。まず広範囲な地域において個

人の地域参加度算出と基準となる個人の地域参加類型分類に取

り組む。（３章） 
次に、上記の方法の有効性を論ずるため、次の２つについて取り

組む。一つ目は、先述の測定方法と類型化手法を用いてある地区

における「地域参加類型構成」把握し、広範な地域における結果

と比較する。（４章）二つ目は、特定の地区において、地域活動

の「実態」を把握し、その地区の地域参加類型構成と比較し、考

察を行う。（５章） 
 
３．地域参加度による個人の類型化（東京40km圏調査) 

３－１．調査方法等 
広範囲な地域において個人の地域参加度算出と基準となる個人

の地域参加類型分類に取り組む。全国レベルの調査としては、先

にあげた 2002 年、2005 年の内閣府調査（以下「内閣府調査」）

があるが、ローデータが開示されていないことから、それに代わ

るものとして、東急電鉄が「内閣府調査」を参考にソーシャル・

キャピタルの把握を目的に 2015年に東京 40km圏で実施したア

ンケート調査データ（以下「東京40km圏調査」という）(1)を活

図 1：地域参加状況把握のアプローチ 

- 138 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019年 8月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, August, 2019 

 

 

 

用する。「東京40km圏調査」を内閣府調査におけるソーシャル・

キャピタル指標の算出方法を参考に、表1～3や図2の通り分析

を実施する。次にサンプル毎の３つの地域参加度の個別構成要素

を元に、非階層別クラスター分析（K-Means法）を実施し、表4
の通り６つのクラスターとその中心を得た。これを「地域参加類

型」とし、その特徴を把握する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－２．地域参加類型別の特徴 
３つの個別構成要素の平均を「地域参加度」として、「地域参加

度」の高いもの順にクラスターを並べたものが表6である。属性

的には、年齢、持家戸建率、年収が高いほど、「地域参加度」が

高い傾向であった。これは内閣府調査 におけるボランティア活

動経験の有無と同様である。男性割合が高いクラスターは、地域

参加度の高いCL6・CL3といった50代以上割合が高いクラスタ

ーと、地域参加度がやや低めの CL4、地域参加度が極めて低い

CL2といった40代以下割合の高いクラスターであった。女性割

合の高いクラスターは、地域参加度がやや高めの CL1、地域参

加度がやや低めのCL5型で、暮らし方を見るとCL１が未就学児

童、CL５は中学生以上の子どもと同居か夫婦ふたりが多く、ラ

イフステージに違いがみられた。 
地域参加度の高い CL6 は、地縁的な活動もボランティなどの活

動に月 1 回以上の頻度で参加している。CL3 は地縁的な活動割

合は CL6 と同様の参加率だが頻度はやや低い。またボランティ

アなどの活動もCL3はCL6よりも低く、頻度も低い。 
上記を含めクラスター毎の属性や地域への参加実態・意向からそ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れぞれのクラスターに名称をつけ、これを「地域参加類型」とし

た。（表5右欄参照）分析結果より地域参加度が高く、現在も、

そして今後も地域活動を支える地域参加類型は CL6「社会参加

アクティブ型」、CL3「地元密着型」で、全体の10％ほどであっ

た。言い換えると、コミュニティデザインの担い手は熱心な少数

者に支えられているとも言える。 
 
４．地域参加類型分析の検証（東急沿線調査） 

４－１．調査方法等 
３章の測定方法と類型化手法を用いてある地区における「地域

参加類型構成」把握し、広範な地域（「東京40km圏調査」）にお

ける結果と比較する。具体的には東急沿線を対象にしたアンケー

ト調査（「東急沿線調査」）を実施し、東京40km圏調査と比較し

地域参加類型別の属性等に差異がないことを確認するとともに、

地域参加類型別の地域活動への参加意向と参加懸念要因等を分 

調査主体 東京急行電鉄株式会社

調査対象エリア 一都三県のうち東京駅40km圏内の145市・区・町

調査期間 2015年9月19日、20日

調査方法 webアンケート調査

調査対象者 株式会社マクロミル・モニター会員の20～69歳男女

回収サンプル数 3,045サンプル

表 1：東京40km圏調査・概要 

表 2：調査項目（内閣府調査におけるソーシャル・キャピタル指

標の算出方法を参考に設定） 

図 2：算出フロー 

表 3：サブ指標の加重値と平均・標準偏差 

最終クラスタ中心

1 2 3 4 5 6

ご近所
つきあい
型

無関心型
地元
密着型

低関心型
つきあい
最低限型

社会参加
アクティブ
型

Ⅰつきあい
　　・交流

0.593 -0.701 0.555 -0.367 0.135 1.012

Ⅱ信頼 0.687 -0.918 0.445 0.263 -0.461 0.506

Ⅲ社会参加 -0.196 -0.317 1.276 -0.302 -0.232 3.643

0.362 -0.645 0.759 -0.135 -0.186 1.721

3,045 599 558 309 841 654 84

100.0% 19.7% 18.3% 10.1% 27.6% 21.5% 2.8%

凡例 +2.0以上 +1.0以上 +0.5以上 -0.5以下

クラスタNO .

クラスタ名称

地域
参加度
・
個別
構成
要素

Ⅰ〜Ⅲ平均

ケース
数

表 4：クラスター分析結果（K-Means法） 
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析する。調査概要は表6の通りである。「東京40Km圏調査内閣府

調査におけるソーシャル・キャピタル指標の算出方法を参考に実

施している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお結果について東京40km圏調査と比較すると、地域参加度の

個別構成要素となる「Ⅰつきあい・交流」「Ⅱ信頼」「Ⅲ 社会参

加」の各質問において、「東急沿線調査」の方がつきあいの程度

や人数、社会参加の頻度や信頼度について「大変多い・高い」人

よりも「やや多い・高い」人の割合が高めになる回答傾向になっ

ていた。また地域参加６類型への分類も図3のフローで実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４－２．調査結果 
図4の通り東京40km圏調査と比較すると、「社会参加アクティ

ブ型」「地元密着型」といった「地域参加度」の高い「地域参加

類型」割合は「東京 40km 圏調査」と同様だが、「ご近所つきあ

い型」「低関心型」の割合が高く、「つきあい最低限型」「無関心

型」の割合が低いという特徴であった。 
また、表7の通り、東京 40km圏調査よりも、＜女性＞や＜50
代＞の割合が高い傾向があるため、各地域参加類型共に、ライフ

ステージや年収、持家率が高めであったが、東京40km圏調査と

地域参加類型別の属性等の特徴は同様であった。 
地域参加類型別の地域活動への参加実態を分析すると、「地域参

加度」の高い「社会参加アクティブ型」「地元密着型」において

「東京40km圏調査」よりもボランティアなどの活動参加率が高

く、町会などの地縁活動への参加率が低いという特徴があった。 
地域活動への参加意向については、その意向が高い「社会参加

アクティブ型」「地元密着型」は、時間的なゆとりのある属性で、

多様な地域活動への参加意向があり、＜地域貢献活動＞＜消防団

等活動＞＜地域の祭り等運営＞というように、責任の重い活動を

あげる傾向がある。それ以外は＜スポーツ等サークル活動＞があ

げられている割合が高い。 
東急沿線調査では、坂井ら 17)の研究で言及されている Clary et 

al.(1992 年)によるボランティアの参加要因の 30 因子を参考に地

域活動の参加理由を質問している。その結果、参加要因としては
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表 5：クラスター毎の特徴と地域参加類型名称 

東急沿線17市区：東急電鉄が定義する東急沿線の地域。東急
線の通る15市区と、みなとみらい線の乗り入れる横浜市中
区、東横線と田園都市線に挟まれた都筑区を指す

東京都：品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、
　　　　町田市

神奈川県：
横浜市：神奈川区、西区、中区、港北区、緑区、青葉区、
　　　　都筑区、
川崎市：中原区、高津区、宮前区、
大和市

調査期間 2017年10月27日（金）～11月2日（木）

調査方法 webアンケート調査

調査対象者
東急電鉄WEBアンケート調査パネル「KOETOMO」 会員より20歳
以上会員

回収サンプル数 4,326サンプル

東京40km圏調査において取り組んだ地域参加類型導出方法
を、調査項目を同一とする別の調査に活用し、属性の差異な
どを確認する。

個人の地域参加類型別に地域活動への参加促進・阻害要因に
関する知見を得る。

特定の地区において、地域活動の多さや施設、組織の多さ、
参加者数、活動や組織の蓄積年数など「実態」を把握し、そ
の地区の地域参加類型構成比と比較し、考察する。

性別：女性の割合が高く6割程度を占める。

年齢：20代と70歳以上が少ないが、50代の割合が高い。

居住地：青葉区の割合が極めて高く、目黒区、宮前区の割合
も高い。一方で、大田区、町田市の割合が低い。

調査対象エリア

回収サンプルの特
徴
（2017年1月1日住
民基本台帳との比
較）

調査目的

表 6：東急沿線調査・概要 

図 3：地域参加類型の分類フロー 

図 4：地域参加類型構成比（東急沿線、東京40km圏） 
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＜利他主義＞＜知識の習得＞が＜感情的安寧＞＜社会的つなが

り＞よりも上位にあがっている。「社会参加アクティブ型」「地元

密着型」は＜自尊心の高揚＞を、「無関心型」は＜職業上の成功

＞をあげている。専業主婦や無職が多い「社会参加アクティブ型」

「地元密着型」がやりがい、生きがいを求めて地域活動に参加し

ていることがうかがえる。一方他の地域参加類型では＜職業上の

成功＞＜知識の習得＞のように直接的なメリットをあげている。 
地域活動にあたっての懸念事項や不参加理由は、ほぼ全ての地

域参加類型で＜時間的制約＞＜人間関係の煩雑さ＞があがって

いるが、時間的にゆとりのある「社会参加アクティブ型」「地元

密着型」は、＜役割範囲が不明＞というように、主体的に関わる

ことを前提としたような項目があがっている。その他の地域参加

類型では時間の制約を別とすると、＜知人の有無＞＜活動内容が

不明＞といった点をあげており、地域参加の最初の一歩を踏み出

すためには、活動内容の情報提供、知人による勧誘が必要と思わ

れる。 
これらを概括するに、「ご近所つきあい型」「低関心型」「つきあ

い最低限型」の人々が、時間的制約を別として、今後地域活動に

参加するためには、まずはスポーツなどサークル的な社会的責任

を求められない地域活動に、知人による勧誘などのきっかけとし

て参加してもらうところから始めるアプローチが考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．地域参加類型構成による地域特性把握方法の有効性につい

て（東急多摩田園都市における区画整理地区を対象として） 

５－１．多摩田園都市区画整理地区別地域参加類型 

個人単位の地域参加類型構成を持って地域の地域参加状況の把

握する方法は、個人の地域参加度の集合体が、地域における地域

参加状況であるというソーシャル・キャピタルの集合効果の考え

方に基づいている。 

一方で集合体である地域の地域参加状況は、小山18)を参考にす

れば、地域活動の多さや施設、組織の多さ、参加者数、活動や組

織の蓄積年数などと関連を持っていると考えられる。そこで特定

の地域において、地域活動の活発さや組織の多さ、参加者数、組

織の蓄積年数など「実態」を把握し、その地区の地域参加類型構

成と比較・考察し、有効性を検討する。 

これまでの分析により地域参加度の高い地域参加類型は年代が

高く、持家戸建で居住年数が長いという属性の特徴があった。そ

こで東急沿線17市区から戸建比率と持家比率の高い東京都町田

市、横浜市緑区・青葉区・都筑区、川崎市宮前区、大和市に着目

した。これらの市区は「東急多摩田園都市」19)と言われる地域に

属している。そこで当該地域の中から図5のように分析対象地区

を抽出し、分析することとした。 
その結果は図6の通りである。東急沿線全体と同様、一部の地

区を除いて「つきあい最低限型」「無関心型」が少ないという特

徴があるものの、一様ではなく、東急多摩田園都市の区画整理地

区ごとに地域参加類型の構成には違いがある。 東急沿線調査全

体において＜居住年数＞が長い人は「地域参加度」が高い「地域

参加類型」となる傾向であったことから、逆に＜居住年数＞が短

い人は「地域参加度」が低い「地域参加類型」になると推定する

と、1990 年代以降区画整理組合を解散した地区は＜居住年数＞

が少ない人が多いため「地域参加度」の高い「社会参加アクティ

ブ型」「地元密着型」の割合が低くなったと推測される。一方で、

1960 年代に解散した＜恩田第一等＞＜下谷本西八朔等＞地区、

1970 年代に解散した＜土橋・小台＞地区は、＜居住年数＞が長

いと推測されるにも関わらず「社会参加アクティブ型」「地元密

着型」の割合が低い。開発時期が古い地区であるからといって地

域参加度が高い類型が多いわけではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５－２．「社会参加アクティブ型」「地元密着型」割合の高低と地

域活動参加の実態 
さらに、表8の調査概要の通り「地元密着型」「社会参加アクテ

ィブ型」割合の高い地区と、低い地区を選定し、地域活動参加の

実態を把握・考察した。 
表9の調査結果から、以下のことが言える。「社会参加アクティ

ブ型」「地元密着型」の割合の高い地区は、町内会・自治会活動 

表 7：東急沿線調査と東京40km圏調査の比較 
 

G 8 4
6 9 S

9 I 9 8
8

9 I 67
1

9 3
I 9

0 9 8
9

図 5：区画整理地区別・地域参加構成比分析フロー 
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は活発であったが、その他の市民活動については不明であった。

「社会参加アクティブ型」の割合が高い地区と「地元密着型」の

割合が高い地区の違いは、前者の町内会・自治会等活動が加入率

はやや低いが、地縁活動だけでなく福祉の担い手といったボラン

ティア的活動や組織だった体制が見受けられた。後者の町内会・

自治会活動は、加入率は８割を超え、地縁的活動が活発、または

地縁活動により地元意識を醸成中という地縁重視という特徴が

あった。一方、「社会参加アクティブ型」「地元密着型」 の割合

が低い地区においては、住民は自治会等へ加入していないわけで

はなく、地縁的活動に参加者として一定の関わりをしていること

が確認できた。しかしながら地域活動の中心的担い手となってい

るとは言えなかった。 
 
６．まとめと研究課題 

本研究では、コミュニティデザインの多地域での展開に資する

ため、地域特性の一要素として、住民の地域活動参加状況の把握

をする必要性から、住民を地域参加度により類型化し、その構成

比により地域特性を把握する方法を考案するとともに、その方法

により把握した結果と地域実態との比較により、その有効性を論

ずることを目的とした。 

自治会・町内会活動の面での本手法の有効性が伺えたが、NPO

や市民活動団体などの面については有効性を検証することがで

きなかった。 

地域活動は、町内会・自治会のように担い手も受益者も地域住

民というものもあれば、NPO法人・市民活動団体のように担い手

や受益者が当該団体の立地する地域の住民に限らないものもあ

る。この点を今後の課題として捉え、さらに調査研究を進めたい。 

補注 
(1)東急沿線地域の特性のひとつとして、一都三県における東急沿線のソー

シャル・キャピタルを把握するために、筆者が企画し、東京急行電鉄が実

施した。 
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図 6：区画整理地区別・地域参加類型構成 

調査概要

調査期間

調査対象地区
選定方法

調査方法

ヒアリング対象者

ヒアリング項目

調査対象地区の概要

有馬第一 1967年5月 鷺沼
川崎市宮前区
鷺沼1-4丁目

鷺沼町会

宮崎・神木 1979年3月
宮崎台

・宮前平

川崎市宮前区
宮崎1-6丁目、
宮前平1,3丁目、
神木1,2丁目

花の台町内会、
宮崎町内会、宮
崎6丁目自治会、
新神木自治会

元石川第一 1969年11月
たま

プラーザ
横浜市青葉区
美しが丘1-3丁目

美しが丘
連合自治会

元石川大場 1977年8月 あざみ野
横浜市青葉区
あざみ野1-4丁
目、新石川1丁目

山内
連合自治会

犬蔵 2006年3月
（たま
プラーザ）

川崎市宮前区
犬蔵2丁目

 犬蔵自治会

調査対象地区

「社会参加アクティブ型」割合が高い：有馬第一、宮崎・神木

「地元密着型」割合が高い：元石川第一、元石川大場

「社会参加アクティブ型」「地元密着型」割合が低い：犬蔵

当該地区居住者・関係者へのヒアリング調査

お住いの地域の状況・課題、お住いの地域における活動団体、
自治会の活動内容について　等

各地区の市民活動の実情を把握していると思われる、町会・自
治会、市民活動団体、行政関係者

区画整理地区名
組合解散

年月
地区内の駅
（最寄駅）

町丁目
町会・

自治会名

2018年3月～6月

東急多摩田園都市16地区の地域参加類型構成比のうち、「社会
参加アクティブ型」「地元密着型」割合の高低から以下の区画
整理地区を対象とする。

表 8：調査概要 
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有馬第一 宮崎・神木 元石川第一 元石川大場 犬蔵

1967年5月 1979年3月 1969年11月 1977年8月 2006年3月

鷺沼 宮崎台・宮前平 たまプラーザ あざみ野 （たまプラーザ）

川崎市宮前区鷺沼1-4丁目
川崎市宮前区宮崎1-6丁目、宮前平
1,3丁目、神木1,2丁目

横浜市青葉区美しが丘1-3丁目 横浜市青葉区あざみ野1-4丁目、 新石川1丁目川崎市宮前区犬蔵2丁目

鷺沼町会
花の台町内会、宮崎町内会、宮崎6
丁目自治会、 新神木自治会

美しが丘連合自治会 山内連合自治会  犬蔵自治会

組織の特徴

・有馬町会から昭和61年に分離
・世帯数5,333世帯、加入率62%。
・役員幹部は戦前から住んでいる世
帯の人々で70代中心。
・役員はPTAつながりで女性が多い
・新住民の役員への巻込み実施
・新規居住者は地区責任者が勧誘

・昭和40年設立。世帯数9,350、加
入率6割。8割がマンション居住者
・戦前は軍用地、戦後は200世帯ほ
ど。ほぼ開発後の新住民。地縁・血
縁がなく仕組みづくりが必要。
・10年前から組織的な町内会に変
え、事務の方にも報酬を支払い。
・役員は推薦委員会で選出
・町内会ホームページ、広報誌（年
3回・企業広告）、掲示板
・課題はマンション居住者の加入

・区画整理前からの世帯は１つ（50
年前にできた地区）
・世帯数6,500、加入率8割程度
・地縁・地元意識も少ない
・以前自治会活動は低迷
・10年くらい前から活発化。
・以前のように充て職で役員幹部を
選ぶことを辞め、やる気のある人を
役員にする
・担い手不足（60代はリタイヤせず
就業継続）

・世帯数18,000、加入率8割
・単位自治会12からなる
・区画整理前は400世帯の農村
・創立145年の小学校の古い地域
・PTA、子ども会から自治会役員へ
・役員幹部は推薦委員会から依頼。
会長のなり手がいない。
・分譲マンションは管理会社が、農
家オーナーの賃貸住宅はオーナーが
自治会費をまとめてくれる
・会社員は活動しにくい

犬蔵自治会全体
・世帯数5,300、加入率6割（うち犬
蔵2丁目世帯数3,000）
・町内会ホームページ、広報誌あ
り。
・現自治会長は、地主ではなくマン
ション居住の新住民

犬蔵地区
・犬蔵地区は全員新住民。子育て年
代が多い。自治会の加入率は低くな
い。

◆地縁的活動
・日帰りバス旅行
・町内会の運動会
・盆踊り、お神輿はない。

◆地縁的活動
・ドッチビー大会
・盆踊り（客寄せの目玉を考えてい
る）
・運動会
・子ども神輿（お祭りでなくイベン
トとして）
・地域に神社がなし、お祭りなし

◆地縁的活動
・盆踊り大会
・神社もなく、お神輿もない。自治
会の運動会もない。

◆地縁的活動
・驚神社、平川神社があり、お神輿
がある。神輿の担ぎ手（お囃子もあ
る）が月１回会合
・運動会
・花火大会
・夕涼み
・スポーツ（ソフトボール、ソフト
バレー、グランドゴルフ）

◆地縁的活動
・七夕、盆踊り、お祭り（菅生神
社）、どんど焼き、ソフトボール大
会は子どもを中心に参加。
・交通安全活動（旗持ち）もPTAつ
ながりで参加
・担い手とまでいかないが、子育て
年代中心に地域の行事には参加

◆ボランティア的活動
・避難訓練
・防犯
・美化（清掃）
・スポーツ（少年野球）
・月１回２ヶ所のコミュニティカ
フェ町内会関係者で運営

◆ボランティア的活動
・防災訓練・避難訓練をｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
・防犯パトロール
・各種クラブ活動（子ども（野球
等）大人（バレー、ソフトボール、
野球、囲碁等）
・14か所の公園も愛護会活動（町
会）で管理。

◆ボランティア的活動
・防災活動（2006年から）豚汁の炊
き出し
・防犯パトロール（2008年から）1
日だけ
・落ち葉清掃（2013年から）1日だ
け
・桜まつり、クリーンたまプラーザ
（商店街と）

◆ボランティア的活動
・防災活動
・防犯パトロール

◆ボランティア的活動
・防犯パトロール
・防災訓練
・月１回犬蔵カフェというコミュニ
ティカフェを開催
・美しの森公園は、居住者以外の公
園愛護会によって管理

市民活動
との関わ
り

・鷺沼駅前やロータリーの美化（植
栽）活動やイルミネーション（地域
振興の補助）を町会メンバーが有志
で実施

・地域活動の第一世代が70代を超
え、過渡期である
・町会活動と市民活動を両方やって
いる人はあまりいないが、町会活動
と市民活動が共存している。連携を
始めている事例もある。

・自治会活動が活発化したところに
横浜市・東急電鉄による次世代郊外
まちづくりで多様な人が参加。ｺﾐｭﾆ
ﾃｨｶﾌｪ、ﾌﾗｯｼｭﾓﾌﾞなど。
・地域は閉鎖的でなく、地域外の人
も受け入れる気持ちがあり、担い手
がいる。
・公共空間活用など始め、自治会を
もっと活用すると良い
・次世代で集まった人をつなげる仕
組みが必要。

・介護、保健といった地域福祉活動
や子どもの木のおもちゃ、川の環境
保全活動など、やっている人もい
る。（あまり交流はない様子）

・地区内にある美しの森公園の管理
団体である愛護会は、矢上川源流を
守りたい地区外の人が担い手。15人
いるメンバーのうち犬蔵在住は3−４
名。地元町会とは接点がない。
・町会経由で公園愛護会の活動の告
知をしているが、子どもむけの活動
は参加してくれるが、本格的な公園
管理の担い手として地域の人の参加
はない。

町内会が、福祉協議会の補助を受け
てコミュニティカフェ事業を運営す
るなど、ボランティア的な市民活動
の性格も持っている。
昭和61年に分離してできた町内会。
地域内に神社はなく、いわゆる伝統
行事としての盆踊り・神輿といった
古くからの地縁活動はない。町内会
加入率は6割。

50年前に発足した町内会活動は活発
で、広報誌での広告営業、マンショ
ン管理組合への勧誘、事務員への報
酬支払いなど、組織的な町内会活動
が見受けられた。14か所の公園の管
理や、6種類のクラブ活動などボラ
ンティア的活動も活発だった。
マンションが多いため、管理組合の
町内会への加入促進には苦労してい
る。地域意識がやや薄い人もいる。
町内会加入率は6割

50年前区画整理によって誕生した地
区。地縁や地元意識が薄かったた
め、自治会役員が中心になって防犯
や防災イベントに取り組む事で、地
縁や地元意識を醸成している段階。
自治会加入率は8割。

創立145年の小学校、２つの神社を
中心とした祭り・お囃子・神輿など
行事を始め、古くから運動会など地
縁的活動を中心とした自治会活動が
活発で結束の固い地域である。加入
率も8割と高い。

地区内の公園管理なども地域の人は
参加していない。
当該地区を含む町内会全体の活動は
活発で、地区の新住民も自治会に加
入し、地縁的な活動には子どものい
る世帯を中心に参加している。ただ
まだ主たる担い手までにはなってい
ないようだ。

自
治
会
・
町
内
会
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果

考察

自治会
・町内会
の活動状
況

区画整理
地区名

組合解散年

地区内の駅
（最寄駅）

町丁目
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自治会名

表 9：各地区の地域活動参加実態のまとめ  
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