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人口動態・構造の変化に伴う自治公民館活動の変遷

－兵庫県丹波市柏原町における事例－
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This study focuses on a ‘community center’, which is an important institution in local communities. 
This study aims to clarify what the changing population dynamics and population structures have had 
on activities held in community centers.  
From a population dynamics perspective, activities that target several generations were developed 
during periods of population growth, whereas the activities that target households were developed 
during periods of decline. It is clear that changes in the population dynamics and structure affect the 
activities of community centers. In this paper, activities related to human rights, disaster prevention, 
and community development were confirmed.  
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1. はじめに

1.1 研究背景と目的 
1960年に策定された「公民館未設置市町村解消10箇年計画」

により全ての市町村に公民館が設置されるよう計画・実施された。

公民館は地域住民の生活を向上させる目的の下、その役割を担い

活動を展開し、住民に活用されてきた。文科省によると、公民館

は平成27年度には全国に約14,200館1）ほど存在しており、年々

減少傾向にある。さらに地域には「自治公民館」と呼ばれる施設

が存在する2）。戦後、町内会・自治会、区など地域住民組織が設

置し運営している公民館と称する施設が多数存在していた。当時

は農村公会堂や神社などといった集落にすでに存在していた建

物や空間を転用して公民館的な役割を担っていたのである。その

後、社会教育法が成立した際に、市町村が直接設置及び運営しな

い公民館は「公民館類似施設」とした。これが現在の自治公民館

であり、全国公民館連合会によると2002年には全国に約70,000
館設置されている。公民館より設置数が多く、より地域住民に近

い施設と言える。

自治公民館については「まちづくりの原点」と位置付けている

地域3）や、「地域住民によって組織され、各種の事業を行い、住

民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与し、住みよい地域づくりをめざした住

民の自治活動実践の場」4）など地域コミュニティにおいて重要な

施設となっている。本研究では、この地域主体であり活動におい

てもより住民の意向が反映される「自治公民館」に着目する。

公民館設置開始から半世紀以上が経過した現在、公民館・自治

公民館が提供する活動や施設の使われ方は変容していると考え

られる。またそのような公民館活動の変化は、時代背景の移り変

わりのみならず、地域の人口構造の変化にも影響を受けると推察

される。人口減少や高齢化が進む現代において地域やコミュニテ

ィの再編が求められており、その中で自治公民館が今後担うべき

役割や活動を検討していく必要があると考える。

先行研究では、金ら5)による全国を対象とした地域施設として

の公民館について多様性を指摘したものや、河口ら 6)による奈良

市における公民館の特徴と地域性を整理した研究、伊藤ら7)によ

る郊外住宅地の公民館を事例に活動主体同士をつなげる可能性

を分析したものがある。また池添ら8)は地方都市における市町村

合併前後のコミュニティ施設の変化を追っている。さらに無漏田

ら 9)は公民館の部屋の利用状況とその運営に伴う課題を分析し

ている。それらに対し、本研究は地域住民の構造変化に伴う活動

の移り変わりを明らかにし、特に自治公民館の役割を検証するも

のである。

本研究は人口動態と人口構造の変化と自治公民館で開催され

た各種活動の変遷を整理し、今後も自治公民館が地域のコミュニ

ティ拠点であるための基礎的資料とすることを目的とする。

研究対象は、過去約20年分の継続した資料を提供いただけた自

治公民館であり、地方都市の市街地として人口動態や人口構造

（高齢化）の傾向が顕著である兵庫県丹波市柏原町内の自治公民

館とする。

1.2 研究手法 
本研究は、丹波市柏原町内の17自治会の中から、高齢化が進

み人口構造の変化がみられる古市場・石田と、住宅供給が進む南

多田の 3 地区を対象とする。自治公民館で実施された活動の把
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握は各自治公民館が発行する活動報告書から得た。なお各自治公

民館が保存所有していた資料から遡れる期間が異なったため、調

査対象期間を資料の共通期間である1995年から2016年とする

10)11)12)。さらに、地域の現状把握のため、各自治公民館長へ書面

で質問を行い、回答を得た。調査時期は2019年12月である。 
 
2. 研究対象地の概要 
兵庫県丹波市は、平成の大合併により氷上町・青垣町・春日町・

山南町・市島町・柏原町が統合され、2004年に発足した。柏原

町は、その中でも丹波市の中心市街地として位置づけられており、

現在は中心市街地活性化計画の第 2 期目を実施している。また

同町は旧柏原藩として統治されてきており、旧武家屋敷や町人屋

敷などを残す伝統的な町でもある（Fig.1）。 
今回対象とする古市場と石田は、柏原町の中心部に位置してお

り、旧来からの既成市街地としての様相が強い。一方で南多田は 

Fig.1  調査対象地 

 
 
 
 

Fig2. 対象自治公民館概観（撮影：吉本莉緒さん） 

比較的新しく宅地開発された地域でもあり、市街地形成プロセス

としては、既成市街地と郊外住宅地の両方の要素を持つと言える。

各公民館の概要はTable.1、Fig.2に示す。 
人口動態については、増加（減少）傾向から各自治公民館で活

動が行われた時期を「人口増加期」「人口減少期」「人口停滞期」  

の 3 つに区分した。人口増加期と人口減少期は、それぞれ増加

（減少）傾向が3年以上継続しており、なおかつ人口変化量が、

増減傾向が連続する年数の半分以上において前年比の南多田で

は±1％以上となる期間、石田と古市場は、人口の母数が 500 人

以下と少なく、少人数の流入出で人口変化量が大きく変わってし

まうことから±5％を基準とした。人口停滞期は人口の増加と減

少が入り混じる時期であり、連続する年数の半数以上が前年比の

人口変化量±1％未満であることを条件とした(Fig.3)。 
各自治区の人口動態はそれぞれ異なる傾向にある。石田では人

口減少が1995年時点には既に始まっており、2008年以降人口

減少が収まり停滞期となっている。古市場はすべての期間で人口

停滞期となり、南多田は比較的新しい居住者の流入もあり、1995
年以前から一貫して人口増加傾向を保っている。 

Fig.3 人口動態 

 また、人口構造では高齢化に着目し、「高齢化社会期（高齢化

率7％～14％）」「高齢社会期（14％～21％）」「超高齢社会期（21％
～28％）」「熟高齢社会期（28％以上）」とする。はじめの3区分

はWHOが定める基準に則るが、さらに詳細な高齢化率の上昇

に伴う活動の変化を確認する為、高齢化率が28％以上の時期を 
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Fig.4 人口構成（高齢化） 

古市場公民館 

石田公民館 

南多田公民館 
（柏原駅より約1.5km） 

 

地区 古市場 石田 南多田

名称 古市場公民館 石田公民館 南多田公民館

住所 丹波市柏原町柏原 丹波市柏原町柏原 丹波市柏原町南多田

建築年 1946年5月 1935年9月
1928/7/1
1935年再建

延べ床面積 約270.95㎡ 168.3㎡ 約250㎡

付随施設 駐車場/地下倉庫
駐車場/グラウンド/
防災倉庫

駐車場/グラウンド/
倉庫（４棟）

管理主体
自治会
（古市場財産管理委員会）

自治会
(石田財産管理委員会)

自治会

公民館長 副総代が兼務
自治会長が「公民館主
事」を指名

総代が兼務

活動調査資料 年度報告書 年度報告書 年度報告書

対象期間 1995-2016 1995-2016 1995-2016

発行頻度 1回/年 1回/年 1回/年

Table.1　施設概要
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本研究では「熟高齢社会」とする(Fig.4)。高齢化率は2017年の

時点で、39.0%（石田）、38.6%（古市場）、19.1%（南多田）と

なっている。古市場と石田は調査対象期間すべて熟高齢社会期と

なり、南多田は高齢化社会期から高齢社会期へと移行している。 
 

3. 自治公民館活動の量的変動と経年変化 
各自治公民館における活動種類の増減傾向と時代別による活

動種類の変化を整理する。なお各年の活動種類の増減を確認する

にあたり、同年内での同じ活動はひとつの活動としてカウントす

る。 
3.1 自治公民館での活動の量的変化 
はじめに活動数の推移を見る。Fig.5では、各自治公民館にお

ける活動数の経年変化を表している。古市場と石田では、2003
年ごろまでは活動種数の微増はあるが、それ以降は年間の活動種

数は10以下となり停滞している。人口規模が隣接地域より大き

い南多田では、多少の増減はあるが右肩上がりで活動の種類は増

えてきている。3 館の規模や施設内容に大きな違いはないため、

活動の量的変化に自治公民館規模の影響はないと考える。 

Fig.5 活動数の推移   ※資料からの読み取りが不明な年度は空欄 

次に各自治公民館における活動のタイプ別の推移を確認する。

本研究では、自治公民館で行われた活動のタイプを特定の日に多

数の人々を対象とした「イベント・大会など」、参加者が能動的

に活動し得る「教室・講習会など」、前者と比べて登壇者や講師

などから学ぶ傾向にある「セミナー・講演会など」、そして「そ

の他（相談会・説明会など）」に区分した。各自治公民館の活動

タイプ毎の比率をTable.2に示す。 

自治公民館
イベント・

大会
教室・講習会

など
セミナー・
講演会など

その他（説明会・
相談会など）

合計

18 8 3 11 40
45.0% 20.0% 7.5% 27.5% 100.0%

16 5 3 7 31
51.6% 16.1% 9.7% 22.6% 100.0%

28 8 14 33 83
33.7% 9.6% 16.9% 39.8% 100.0%南多田

石田

古市場

Table2.活動種類の割合

 
3館ともイベントとその他の活動が多いが、古市場、石田では

イベントの開催が多く、南多田ではその他の実施が多くなってい

る。その他の活動として、古市場では都市計画マスタープランの

説明会（2012年）やごみ収集コンテナ回収説明会（2005年）が

行われている。石田では駅南開発についての説明会（1993年）

や中心市街地活性化美装化懇談会・説明会（2002年）、生活環境

安全調査 （2013年）が実施された。南多田でも地籍調査説明会

（2014年）、フロンテックPRO説明会（2015 年）などの会場

に公民館が使われている。こうした行政機関や自治会、民間企業

の活動に関する説明会や意見交換会が執り行われている。 
3.2 公民館における活動の経年変化 
前節で確認した各自治公民館での活動種数は一定して増加（減

少）しているわけではない。しかし、2007年前後に見られるよ

うに上昇（下降）する時期は類似しているように見える。1995
年以降に新たに実施された主な活動の開始年をTabl.3 にまとめ、

経年の中で類似した活動が展開されたケースを整理する。活動は

単年のものや不定期、継続など実施の期間は様々である。実施期

間は人員、財源によるものや天候、地域の実情の合わせたためな

ど様々な事由に影響される。今回、開始年に着目したのは、開始

年は地域の要望や財源、人員も確保でき実施されるものであるた

め、地域の実態がより反映されたものと判断したためである。そ

の結果、以下3点が確認された。 
ひとつ目として、人権問題に関する活動の先駆けとして同和学

習会が1990年代に丹波市柏原町の各公民館で設けられる。その

後「人権」と名前が付いた活動は、石田と古市場で2001年の人

権学習会、南多田における人権学習会（2000年）と複数の公民

館で展開されていく。なお2010年前後には再度人権に関する活

動が集中している。それらは、南多田の人権市民運動・人権と平

和のコンサート・人権を考える集い（全て2011年）である。こ

れらが取り上げられた背景には1999年に提言された人権擁護推

進審議会答申 13)やその翌年に制定された人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律が影響していると推察される。 
二つ目のまちづくりに関する活動は、2009年同年3月に丹波

市柏原町を対象とした中心市街地活性化計画第 1 期の策定があ

ると考えられる。丹波市柏原の 3 地区とも本格的に「まちづく

り」が議論され始めたのは、2010年前後からとなる。石田では

2011年に街づくり懇談会、2014年にまちづくり学習会が催され

た。そして古市場では支所問題懇親会、南多田では地域づくり講

演会がどちらも2012年に行われている。 
三つ目は、2011 年より各公民館で防災に関する活動が活発に

なっている点である。これは同年に起きた東日本大震災が大きく

影響していると推察される。石田では2011年から防災委員研修

会と被災地体験談が開かれた。翌2012年には南多田にて防災講

演会が催される。また少し時間は開くが古市場でも2016年には

防災情報活用研修会が行われた。 
3.3 量的および経年変化の傾向 
活動のタイプから見ると、古市場、石田ではイベント・講習会

系の実施が多く、南多田ではその他（相談会・説明会）の開催が

多い。これらは地域住民の要望を反映していると考えられ、古市

場・石田では能動的な活動を、南多田では受動的な活動が期待さ

れていると考えられる。 
また、公民館の活動の一部には、時代の変化に伴い展開される

活動があることが確認された。それらは社会問題が直接的な影響

を与えているケースや、行政や社会の関心の変化も見られる。一

方、敬老会（おとしよりを敬い励ます会）、一日公民館など3館
共通で行われている活動であっても、その開始年が地区によって

異なっているものもある。 
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4. 人口動態による質的変化 
丹波市柏原町の対象 3 地区の人口動態は異なる。南多田の人

口が一貫して増加傾向にある一方で古市場の人口は減少してい

る。石田は 1995 年以降人口減少が続いてきたが、2008 年から

停滞期へと入った（Fig.3）。対象期間の各公民館での活動を

Table.4にまとめる。 
4.1 各区分の特徴と変化 
人口動態のフェーズがそれぞれ異なる 3 地区では、現在各地

区の状況に応じて活動が展開されている。人口増加期である南多

田では多様なお祭りの他、青少年向けの活動も展開されている。

人口減少期の石田（1995 年から2007 年）では、家族向けのイ

ベントなども用意されており、伝統文化を学ぶ教室や地域の歴史

などに触れる機会や、千種宮司と話す場も設けられている。人口

停滞期の古市場では、あまり多様な活動が展開されておらず、主

に高齢者向けの活動に落ち着いている。古市場では住民向けの学

習会として織田神社の歴史が催されている。 

どの期間においても一日公民館やサロン、ラジオ体操などイベ

ント系の活動は共通して実施されている。 
4.2 人口動態による活動変遷の傾向 
人口増加期である南多田では青少年も含め小学生から高齢者

まで幅広い世代を対象とした様々な活動が行われており、人口減

少期の石田では家庭、ファミリーといった個人ではなく世帯を対

象とした活動が行われている。人口停滞期の古市場・石田では「お

としより」と対象を限定した活動が行われている。これは人口動

態に変化により活動の主たる対象が変化していることを現して

いる。 
また、人口減少期の石田で世帯を対象とした活動が行われてい

ることから、人口動態の変化が実際に起きてからそれを食い止め

ようとする活動が見られる。 
 
5. 人口構造（高齢化）による質的変化 
本章では各対象地区における高齢化率の推移より各公民館の

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　事象

　　　活動

阪神淡
路大震

災

京都議
定書

人権擁
護推進
審議会
答申

柏原町
人口
ピーク
（10,080
人）

リーマン
ショック
歴史まち
づくり法

丹波市
中心市
街地活
性化計
画第1期
策定

東日本
大震災

立地適
正化計
画制度

人権学習会 ★ ■●
まちづくり関係（町づくりフォーラム、町づ
くり懇談会、地域づくり講演会） ■ ● ★

自主防災活動（委員研修会、防災訓練、情報
活用研修会など） ● ★ ■

地域の祭り
（ちびっこ祭り、ふれあい夏祭り、夏祭り） ■ ★ ●

一日公民館 ■ ● ★
地域学習（住民学習会ー織田神社の歴史ー、
中心市街地活性化美装化懇談会、新発意踊
り、短冊づくりなど）

★ ● ■

「ふれあい」活動（音楽の集い、囲碁ボール
大会、家庭バレーボール大会など） ★ ● ■

                                                                                    Table3.1995年以降の主な活動開始年　　　　　　　　　　　　　　　　　古市場：■　　石田：●　　南多田：★

1995年-2007年 2008年-2016年
＜イベント・大会など＞ ＜イベント・大会など＞ ＜イベント・大会など＞
秋の文化祭 新年賀詞交換会 節分祭 生き生きふれあいサロン 夏祭り、盆踊り大会 赤い羽根共同募金運動 高齢者の福祉を考える会
いきいきサロン ラジオ体操 戦没者追悼式 一日公民館 夏休み地域ぐるみラジオ体操 石田町敬老の集い 町民ラジオ体操
一日公民館 ふれあいの集い 七夕祭り おとしよりを敬い励ます会 ふれあい囲碁ボール大会 石田町ふれあい夏祭り 被災地体験談
慰霊祭 福祉の集い 多文化共生フォーラム 節分祭 ふれあい家庭バレーボール大会 おとしよりを敬い励ます会 ふれあい囲碁ボール大会
敬老会 ふるさと南多田風土記発行と配本 夏祭り 戦没者追悼式 防災訓練
公民館増築工事　上棟式 新発意おどり練習 農会さなぶり 地域健康づくり ＜教室・講習会など＞
消防操法大会 青少年健全育成ふれあいの集い ふれあい囲碁ボール大会 ＜教室・講習会など＞ 石田町健康づくり教室 人権学習会
人権と平和コンサート 青少年の主張大会 健康教室 同和学習会 石田町まちづくり学習会 体操実習
人権を考える集い 認定こども園フォーラム・報告会 人権学習会 救急講習会 防災講習会
研修医報告会 ＜セミナー・講演会など＞
（地域医療を守る会） 自主防災組織リーダー研修 救急救護講習 自主防災委員研修会
＜教室・講習会など＞
介護教室 男女共同参画学習会 人権学習会 千種宮司との話し合い 廃品回収 石田町住民アンケート調査 廃品回収
恐竜学習会 いきいき100歳体操研修会 小学生人権学習会 駅南開発についての説明会 石田町役員と各種団体合同会議 生活安全環境調査 町づくり懇談会
健康教室 青少年健全育成部　学習会 奥村川改修工事工事説明会 健康相談

＜セミナー・講演会など＞ 1995年-2016年
家庭教育講演会 人権教育研修会 丹波市商工業講演会 ＜イベント・大会など＞
健康づくり講演会 防災講演会 丹波市男女共同参画講演会 囲碁ボール大会 戦没者追悼式
交通講和会 福祉研修会 地域づくり講演会 一日公民館 地鎮祭
自治会長会　医療講演会 地球温暖化防止講演会 おとしよりを敬い励ます会 ちびっ子祭り
商工業活性化に関する講演会 花と緑の専門家講習会 敬老会 町功労者表彰式

公民館改修記念大お食事会 ふれあい音楽の集い
堰堤説明会 自治公民館活動補助金説明会 地区別懇談会 消火栓取り扱い訓練 町づくりフォーラム
介護保険の説明会 新発意踊り継承について検討会 地籍調査説明会 新成人の集い ラジオ体操
柏原八幡宮御礼祭　短冊作成 崇広幼少PTA地区懇談会 農業生産組合集落営業説明会 新年会 新年賀詞交換会
柏原病院研修医懇談会 南多田誌　意見交換会 廃食用油回収 ＜教室・講習会など＞
鐘ヶ坂山林　共有3部落会議 南多田農業生産組合営農座談会 福祉懇話会 健康講座 住民学習会ー織田神社の歴史ー
行政懇談会 公共下水道工事　説明会 子供会懇談会 自治協議会100歳体操講習会 人権学習会
防災会議 流鏑馬乗子選考会・説明会 復旧治山事業説明会 同和学習会
平成丹波塾開催協議 ごみ分別・処理システム説明会 フロンテックPRO説明会 ＜セミナー・講演会など＞

介護老人ホーム建設計画説明会 社協ボランティア研修会 防災情報活用研修会

県営柏原南多田住宅立替工事 丹波市道路整備課　中学校歩道 農地・水・環境保全向上の会
説明会 設置協議 発足説明会 柏病研修医と懇親会 崇広小学校地区懇談会
集落営農「品目横断的経済 南多田自治会行政区画に関する 行政懇談会 都市計画マスタープラン説明会
安定対策」説明会 話し合い 各種総会・打ち合わせ ごみ収集コンテナ回収説明会 各種選挙投票

支所問題懇親会

＜その他（相談会・説明会など）＞

古市場

＜セミナー・講演会など＞

新ゴミ分別・収集システム説明会
小学生の地域学習会・昭和池学習会 中心市街地活性化美装化懇談会・説明会

パワーアップ事業取り組み成果の優秀組表彰

＜その他（相談会・説明会など）＞

大歳神社周辺治山事業に伴う地権者説明会
社会福祉協議会いきいきサロン研修会都市計画マスタープランについての説明会

Table4.　人口動態からみる活動内容

石田 石田
人口増加期 人口停滞期人口減少期
南多田

1995年-2016年

ふれあいファミリーバドミントン
大会

＜その他（相談会・説明会など）＞ ＜その他（相談会・説明会など）＞
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活動を4つの時期に区分した（Fig.4）。対象期間の各公民館での

活動をTable.5にまとめる。 
5.1 各区分の特徴と変化 

3 地区のうち、石田と古市場は高齢化率が 1995 年から高く、

確認できた期間は全て熟高齢社会期にあたる。一方で南多田は

1995年から2004年までを高齢化社会期、2005年以降を高齢社

会期に分類した。 
高齢化社会期から高齢社会期への移行が確認された南多田で

は、高齢化率の上昇とともに健康教室や介護教室に代わって子ど

も向けの地域学習教室や高齢者向けの「ふれあい」や「いきいき」

とつく活動が新しく展開されている。古市場・石田の熟高齢社会

期では地域介護教室やサロンのような高齢者の福祉を考える会

や地域健康づくりの教室などが活動に盛り込まれている。 
5.2 高齢化による活動変遷の傾向 
南多田では高齢化社会期に地域住民全般に開講されていた教

室などが、高齢社会期に移ると子ども向け・子育て世帯向けが増

加している。古市場・石田の熟高齢社会期では高齢者に特化した

公民館活動が展開され、高齢化率の推移に伴い公民館で展開され

る活動の主な対象年齢層が変化している。また南多田では高齢社

会期になると第 4 章でも触れた地域の文化や伝統に関する教室

が展開されている。 
高齢化社会期の南多田では活動が限定的であり、種類も少ない。

これは地域住民の多くが現役世代であり、地域活動への関心や担

い手が不足しているためだと推察される。その後、高齢社会期に

入ると多くの活動が展開され、地域への関心の高まりがうかがえ

る。これは地域にある比率の高齢者がいることで、地域活動を担

い手となっていることと、高齢化進行を食い止めようとするため

だと考えられる。さらに、熟高齢社会期である古市場・石田では

主たる参加者が高齢者であることを前提としており、活動の幅が

狭くなっている。 
これらから、自治公民館を場とする活動については、高齢者が

活動の担い手であり大きな役割を果たしているが、その割合が高

くなるにつれ、活動を制限してしまう可能性があることを示して

いる。 
 
6. 各自治公民館長から見た現状 
人口動態、人口構造の変化を踏まえ、各自治公民館の実態につ

いて館長から回答を得た。 
6.1 各自治公民館の現状 

3地区とも高齢化による活動への影響を懸念している。古市場

では人口減少と高齢化が進んでおり、活動できる人が少なく自治

会運営がしにくいとのことであった。石田でも高齢化、独居老人

の比率の高まり、役員のなり手、地元消防等に影響がみられるよ

うになったという。また、元来自営業者の多い地域であったが勤

め人の増加により仕事のため日中に地元にいない家主が多くな

り、平日昼間の事業の実施が難しくなったという。南多田は会員

高齢化社会 超高齢社会
南多田

1995年-2004年 2005年以降 1995年-2016年
＜イベント・大会など＞ ＜イベント・大会など＞ ＜イベント・大会など＞
秋の文化祭 いきいきサロン 節分祭 囲碁ボール大会 戦没者追悼式 新成人の集い
一日公民館 一日公民館 戦没者追悼式 一日公民館 地鎮祭 新年会
敬老会 慰霊祭 七夕祭り おとしよりを敬い励ます会 ちびっ子祭り ラジオ体操
公民館増築工事　上棟式 敬老会 多文化共生フォーラム 敬老会 町功労者表彰式 新年賀詞交換会
新年賀詞交換会 研修医報告会（地域医療を守る 夏祭り 公民館改修記念大お食事会 ふれあい音楽の集い
新発意おどり練習 消防操法大会 農会さなぶり 消火栓取り扱い訓練 町づくりフォーラム
福祉の集い 人権と平和コンサート ふれあい囲碁ボール大会 ＜教室・講習会など＞

人権を考える集い ラジオ体操 健康講座 住民学習会ー織田神社の歴史ー 同和学習会
新発意おどり練習 認定こども園フォーラム・報告会 自治協議会100歳体操講習会 人権学習会
青少年健全育成ふれあいの集い ふれあいの集い ＜セミナー・講演会など＞
青少年の主張大会 パワーアップ事業取り組み成果の優

秀組表彰
社会福祉協議会いきいきサロン研修
会

防災情報活用研修会 社協ボランティア研修会

ふるさと南多田風土記発行　配本 ＜その他（相談会・説明会など）＞
＜教室・講習会など＞ ＜教室・講習会など＞ 柏病研修医と懇親会 崇広小学校地区懇談会 各種選挙投票
健康教室 小学生人権学習会 いきいき100歳体操研修会 行政懇談会 支所問題懇親会
青少年健全育成部　学習会 男女共同参画学習会 人権学習会 都市計画マスタープラン説明会
介護教室 恐竜学習会 小学生の地域学習会・昭和池学習会
＜セミナー・講演会など＞ ＜セミナー・講演会など＞ 1995年-2016年
健康づくり講演会 家庭教育講演会 丹波市男女共同参画講演会 ＜イベント・大会など＞
交通講和会 自治会長会　医療講演会 地域づくり講演会 赤い羽根共同募金運動 盆踊り大会 戦没者追悼式
福祉研修会 商工業活性化に関する講演会 地球温暖化防止講演会 生き生きふれあいサロン 夏休み地域ぐるみラジオ体操 地域健康づくり

人権教育研修会 花と緑の専門家講習会 石田町敬老の集い 被災地体験談 町民ラジオ体操
丹波市商工業講演会 防災講演会 石田町ふれあい夏祭り ふれあい囲碁ボール大会 防災訓練

＜その他（相談会・説明会
など）＞

ふれあい家庭バレーボール大会
ふれあいファミリーバドミント
ン大会

一日公民館

介護保険の説明会 堰堤説明会 都市計画マスタープランについての
説明会

おとしよりを敬い励ます会 高齢者の福祉を考える会 節分祭

各種総会・打ち合わせ 介護老人ホーム建設計画説明会 農業生産組合集落営業説明会 ＜教室・講習会など＞

鐘ヶ坂山林　共有3部落会議
大歳神社周辺治山事業に伴う地権
者説明会

農地・水・環境保全向上の会発足説
明会

石田町健康づくり教室 人権学習会 体操実習

公共下水道工事　説明会 柏原病院研修医懇談会 廃食用油回収 石田町まちづくり学習会 救急講習会 同和学習会
行政懇談会 復旧治山事業説明会 健康教室 防災講習会

福祉懇話会 県営柏原南多田住宅立替工事説明 フロンテックPRO説明会 ＜セミナー・講演会など＞
子供会懇談会 平成丹波塾開催協議 救急救護講習 自主防災組織リーダー研修 自主防災委員研修会
ごみ処理システム説明会 防災会議 ＜その他（相談会・説明会など）＞

新発意踊り継承について検討
会

ごみ分別説明会 南多田誌　意見交換会 石田町役員と各種団体合同会議 生活安全環境調査
新ゴミ分別・収集システ
ム説明会

集落営農「品目横断的経済安定対
策」説明会

南多田自治会行政区画に関する話し
合い

石田町住民アンケート調査 千種宮司との話し合い

崇広幼少PTA地区懇談会 南多田農業生産組合営農座談会 駅南開発についての説明会
中心市街地活性化美装化懇談
会・説明会

地区別懇談会 流鏑馬乗子選考会・説明会 奥村川改修工事工事説明会 廃品回収
地籍調査説明会 柏原八幡宮御礼祭　短冊作成 健康相談 町づくり懇談会

＜その他（相談会・説明会など）＞

Table5.　人口構成（高齢化）からみる活動内容

古市場

石田

南多田
高齢社会 熟高齢社会

ごみ収集コンテナ回収説明会

- 393 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2021 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, February, 2021 

 

数425世帯（1700人超）の丹波市最大の自治会である。しかし、

規模が大きいために作業が煩雑になり役員のなり手がないこと

や、高齢化も進み自治会の活性化に課題を感じている。また、自

主防災対応の遅れについての指摘もあった。 
6.2 地域と自治会活動の変化と今後 
どの地区においても今後の課題として、地域の担い手不足、活

動への参加者の減少が挙げられた。古市場では、自治会活動への

参加者が少なく、個人の興味の多様化と地域活動への無関心がみ

られ、以前に比べ多世代交流が少なくなったと指摘された。石田

では、一度役員をするともう引退してもいいような認識がなされ、

以降の行事に参加しない人もいるようで、役員になったときだけ

の参加が増えてきている。南多田では、宅地開発が進み農業を継

承する世代が少なくなっており、新しい世代はサラリーマン化す

るため勤務地、勤務形態も多様で、在宅時間も少なくなっている。

そのため、会議の開催も難しく、SNSやLINEなどを活用して

役員間のコミュニケーションをとるなど、自治会活動の負担をで

きるだけ軽減している。 
自治公民館の今後について、石田では過去の経験や知識を生か

し、これからの災害に備えた設備の拡充が必要だと指摘している。

南多田では、現在の組織形態ではこれからの自治会活動を進める

ことが困難になってきていると感じるとし、自治公民館の役割と

ともに将来の自治会活動をどうするのか模索している。さらに、

地域住民との絆をさらに強くして助け合いによる防災（減災）の

活動防災活動は急務であり、自主防災体制や防災用具の整備を進

めたいとしている。 
 
7. 結論 
本研究では、人口動態、人口構造（高齢化）の変化と自治公民

館の活動について丹波市 3 自治公民館の活動記録をもとに整理

した。 
①人口動態については、人口増加期である南多田では幅広い世代

を対象とした活動が展開され、減少期の石田では世帯を対象とし

た活動が特徴となっていた。さらに古市場・石田の停滞期には高

齢者に限定された活動が実施されるなど、その変化により活動の

主たる対象を変化させていることが明らかになった。また、人口

減少期や停滞期では、地域の伝統や文化に触れる機会をつくり、

地域への愛着、理解を促す活動が展開されている。しかし、子育

て世帯、高齢者向けなど人口動態の変化に対応するように公民館

活動は変化していくが、地域の実情と比べて自治公民館が提供す

る活動は遅れる傾向にある。 
②人口構造の変化について、南多田の高齢化社会期では活動が限

定的であり種類も少なかったが、高齢社会期に入ると健康や介護

に関するものから子ども、高齢者向けなど対象の幅が広がり、地

域の文化や伝統に関する活動など多くの活動が展開されている。

古市場・石田の熟高齢社会期では主たる参加者が高齢者であるこ

とを前提としており活動の幅が狭くなっている。 
これらから、地域内に一定比率の高齢者がいることにより自治

公民館の活動が活性化しているが、その割合が高くなるにつれ次

第に活動を制限してしまう可能性があることが示唆された。 
③また、自治公民館の活動には社会動向により触発された活動も

見られ、本研究では人権関係や防災、まちづくりに関する活動が

確認された。 
本研究で着目した人口動態、人口構造（高齢化）の変化は自治

公民館活動に大きく影響しているといえる。そして、その変化は

自治公民館の活動を担っている地域自体の課題でもある。古市場、

石田では自治会の変化として世代間交流が困難になっているこ

とを指摘している。南多田では、他の自治会との交流が少なく、

もっと自治会の悩みや疑問を共有したい、と自治会役員の孤立を

訴えている。 
今後の自治公民館活動については、人口動態、人口構造の変化

を踏まえ、多様な地域住民に対応した活動を展開することも必要

であると考える。南多田でも高齢化は進んでおり、今後は人口減

少も推測されている。このままでは古市場・石田のように活動の

幅が狭くなることが予測される。しかし、地域内には多様な世代

の人々が生活している。地域における主要な居住者層を重視した

活動を展開するのではなく、少数かもしれないが新しい価値観や

これまでとは違ったニーズを持っている地域住民を巻き込むよ

うな活動を展開していく必要がある。自治公民館はすべての地域

住民の拠りどころとしての役割を担うべきである。そして、これ

らの活動は自治会や地域を見直すきっかけにもなり得ると考え

る。このような活動を展開することは地域の状況を反映しやすい

自治公民館ならではであり、将来を見据えた活動を企画すること

でさらに地域住民に親しまれる施設となることが期待される。 
 本研究は丹波市 3 館という限定された自治公民館の活動分析

であり、活動の開始年に着目をしている。今後は対象をさらに広

げ、活動参加者や活動終了の実態なども分析することが必要であ

ると考える。 
 
謝辞 
本研究を執筆するにあたり、貴重な資料をご提供いただきました

各公民館関係者の皆様、並びに自治体の皆様にこの場を借りて厚

くお礼申し上げます。また膨大な資料を整理しデータ基盤を作成

下さった吉本莉緒さん（当時 関西学院大学学部生）にも深く感

謝致します。 
 
参考文献 
1）文部科学省生涯学習政策局社会教育課：公民館の現状と課題，

過疎問題懇談会（平成２９年１０月２日）説明資料 
2）文部科学省生涯学習政策局社会教育課：公民館（パンフレッ

ト）,2008年 
3）倉吉市社公民館：社公民館活動 ７．「公民館と自治公民館

は地域づくりの両輪」 
http://www.ncn-k.net/koyasiro/katudou/07.html 2020 年 2

月28日閲覧 
4）延岡市教育委員会：令和元年度版 自治公民館運営のてびき

（パンフレット）,2019年5月  
5金潤煥、浅野平八、広田直行：地域施設の再編に係る公民館の

構成機能と多様性，日本建築学会計画系論文集,第 569 号, 
pp.63-70,2003年7月 

6)川口淑子，多治見左近：自主事業からみた公民館の特徴及び地

- 394 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2021 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, February, 2021 

 

域性に関する研究‐奈良市公民館のケーススタディ‐,日本建

築学会計画系論文集,第536号, pp.125-132,2000年10月 
7）伊藤夏樹,小泉秀樹：7549 郊外住宅地のまちづくりにおける

公民館の役割：世代間交流によるコミュニティの活性化,日本

建築学会学術講演梗概集2014,pp.1187-1188,2014年9月 
8)池添昌幸,野中徳子：地方都市における地域コミュニティ施設

の再編と機能変容に関する研究,日本建築学会九州支部研究報

告,第51号,pp.45-48,2012年3月 
9)無漏田芳信,酒井要,小村治,栗村仁視：地区公民館の利用状況と

施設的課題,日本建築学会中国支部研究報告集,第 24
巻,pp.611-614,2001年3月 

10)古市場公民館,公民館年度末活動報告書,古市場公民館,1995－
2016年 

11)石田公民館,公民館年度末活動報告書,石田公民館,1995－
2016年 

12)南多田公民館,公民館年度末活動報告書,南多田公民館,1995－
2016年 

13)法務省,「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるた

めの教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本

的事項について」,1999年7月. 
 
 
 
 
 
 

- 395 -




