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相互自助住宅プログラムの機能と自己実現性に関する考察 

A Study on the Function and Self-Actualization of the Mutual Self-help Housing Program 

青木 幸一* 

Koichi Aoki* 

Abstract: This paper explains the function and self-actualization of the Mutual Self-help Housing Program in the 
United States, using a framework that develops an inclusive society from the perspective of health to the conditions 
of the Maslow's hierarchy of needs. This paper's result indicates that the Mutual Self-help Housing Program has the 
function of empowering participating households and fostering social capital in the community through the output of 
affordable housing, the outcome of homeownership and the outgrowth of knowledge and technical support. And also, 
these functions are considered to be ones that lead to self-actualization of participating households.  
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1. 研究の背景と視点 

我が国では高齢化や人口減少に伴う社会構造の転換や人々の

生活様式の変化により、地域や住環境などローカルレベルにおけ

る共生社会の実現がこれまで以上に求められている。 

内閣府は、国民一人一人が豊かな人間性を育み生きる力を身

に付けていくとともに、国民皆で子供や若者を育成・支援し、年

齢や障害の有無等にかかわりなく安全に安心して暮らせる「共生

社会」を実現することが必要としている 1)。また文部科学省は「共

生社会」とはこれまで必ずしも十分に社会参加できるような環境

になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができ、

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方

を相互に認め合える全員参加型の社会であるとしている 2)。 

こうした共生社会の理念や方針に対し、地域および個人レベ

ルでの共生社会政策の展開を考える視点の１つとして、個人の状

態を示した国連の「健康」に関する定義や検討があげられる。 

国連は、1947年に採択されたWHO憲章の前文において、「健

康」を「病気でないとか、弱っていないということではなく、肉

体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた

状態（Well-being）(1)にあること」と定義している 3)。また、1998

年の第 101 回 WHO 執行理事会では、スピリチャル（spiritual）

とダイナミック（dynamic）を加えた新しい健康の定義について

も検討されている 3)。 

 これを踏まえて健康な状態（Well-being）を構成する特性を身

体的健康、精神的健康、尊厳的健康および社会的健康の４つとし

た場合、これらに対応する共生社会を実現するために必要な条件

はどのように示されるだろうか。 

A.マズローは心理学の立場から正常な健康状態について、①安

心感、②適切な自己評価、③自発性と感情性、④現実への対処能

力、⑤生理的欲求とその充足、⑥十分な自己認知、⑦個性の融和

と一貫性、⑧人生目標の保持、⑨経験から学び取る能力、⑩帰属

集団からの受容、⑪帰属集団や文化との適当な距離の11 項目を

提示し、これらが後にマズローの欲求5段階説として発展したと

考えられている 4)。欲求5段階説では、①生理（physiological）、

②安全（safety）、③帰属（belongingness）、④承認（esteem）、⑤

自己実現（self-actualization）という5つの欲求が示されている5)6)。 

以上を整理すると、共生社会を健康の視点から欲求5段階説の

条件へと展開する枠組（以下、枠組）が図1のように示される。

地域や住環境の計画論をこうした枠組から考察した研究はみら

れないことから、本研究では枠組の条件に対応する機能と自己実

現性(2)について計画事例を取上げて考察する。 

2. 研究の目的と方法 

本研究では、米国の相互自助住宅プログラムを事例に、図 1

の枠組に対応する機能と自己実現性について考察する。研究方法

は、米国の非営利組織や公的機関、農村コミュニティの連携組織

である NRHC(National Rural Housing Coalition)が発行している

「2015 Mutual Self-Help Housing Reflecting on 50 years of success」7)

の報告をもとに相互自助住宅プログラムの制度や取組、効果を整

理し、枠組の条件との対応から機能と自己実現性を考察する。 

3. 相互自助住宅プログラムの機能 

3-1. 相互自助住宅プログラム制度の概要と特徴 

米国農務省（United States Department of Agriculture）が実施する

相互自助住宅プログラム（Mutual Self-help Housing Program）は、

農村部でプログラムに参加する複数の世帯（以下、参加世帯）が

図1：欲求5段階説による共生社会の枠組 
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自助（Self-help）としての自力建設（Self-build）を相互におこな

い廉価な住宅の所有権を取得することを支援する制度である。こ

の制度によって米国では1965 年から50 年間に約50,000 世帯が

住宅の所有権を取得している。住宅の居住水準が低い農村部では、

廉価な住宅の所有権が促進されることで経済的な効果だけでな

く居住者の保健性や生理性、住宅の安全性の改善が期待される。 

相互自助住宅プログラムには、７つの重要な特徴があるとされ

ており、①住宅を自力建設する家族や子どもの自立と努力を支え

る、②廉価な住宅ローンであるセクション502（Section 502）と

労力提供（sweat equity）による建設費の節約により高額な頭金を

回避し住宅所有権の取得を促進する、③低所得（low income）、

極めて低所得（very low income）な世帯を対象とすることで最も

ニーズの高い農村コミュニティの世帯に役に立つ、④住宅の所有

権により世帯が公平性を得て富を構築するのに役立つ、⑤参加世

帯は相互の自力建設を通じて隣人関係を築き、コミュニティの恩

恵を得る、⑥雇用創出、地方所得や納税者からの歳入を通じて地

方経済を規定する、⑦プロジェクト継続の高い需要があることが

あげられている。相互自助住宅プログラムは、公助によって参加

世帯の自助を支援して廉価な住宅をアウトプットし、住宅の所有

権に関連した資本がアウトカムされるだけでなく、参加世帯が自

力建設に取組む過程で自助を育成、またコミュニティにおける共

助や互助の機会を参加世帯に提供していると考えられる。 

3-2. セクション 523 の機能 

米国農務省が提供するセクション523（Section 523）の助成金

（Mutual Self-Help Housing Technical Assistance Grants）は、低所得

および極めて低所得な農村コミュニティを支援することを目的

としており、主に非営利組織が相互自助住宅プログラム事業を実

施するために利用できる資金となっている。助成金の主な用途は、

①参加世帯に技術的および監督上の支援を与える、②他の組織に

よる自助の技術的および監督上の支援を提供する、③参加世帯を

募集して住宅ローンの申し込みを完了するのを手伝う、④参加を

可能にするその他の関連活動を実行する際に必要となるものと

なっている 8)。これらの実施プログラムを通じて、参加世帯は税

金、保険、住宅の設計やメンテナンスなど住宅の所有に伴う責任

について理解し知識や技術を向上させている。このことからセク

ション 523 には社会参加に必要な能力を向上させ自己の承認性

を高めるアウトグロース的な効果があると考えられる。 

3-3 共同建設の機能 

セクション523の助成金を受けた事業者は、相互自助住宅の建

設にあたって共同建設をおこなう8世帯から12世帯で構成され

るグループを組織する。これらの世帯は、訓練を受けた現場の建

設専門家の監督下で住宅建設を互いに支援し、参加世帯は共同建

設により全体工事の約 65％を完了する。なお、相互自助グルー

プのすべての世帯が工事を完了するまで、どの参加世帯も入居す

ることはできない。参加世帯は住宅の建設を互いに助け合うこと

でグループの問題解決スキルを向上させ、建設が完了した後に隣

人に変わることで、入居が発生するまでにすでに強いコミュニテ

ィの絆を確立しているとされる。すなわち参加世帯のコミュニテ

ィにおいて、共同建設は個人の帰属性や承認性を高め、ソーシャ

ルキャピタルを醸成する機能があると示唆される。 

 

4. まとめ：相互自助住宅プログラムの自己実現性 

相互自助住宅プログラムの機能と自己実現性について図 2 の

ように示される。相互自助住宅プログラムは廉価な住宅をアウト

プットし、住宅の所有権によるアウトカムと知識や技術の支援に

よるアウトグロースによって参加世帯をエンパワーメント、コミ

ュニティにおけるソーシャルキャピタルを醸成する、これらが自

己実現性につながる機能であると考えられる。今後は相互自助住

宅プログラムを通じて得られる自己実現性について実証的に調

査を行い、機能との関係を明らかにすることが研究課題である。 

 

補注 

(1) Well-beingとは、文脈によって「福祉」「幸福」「良好な状態」

などと訳され、広義には「健康や幸福な状態だと感じること」

とされる。北村友人, 佐藤真久, 佐藤学編著(2019)「健康と福

祉」『SDGs 時代の教育 : すべての人に質の高い学びの機会

を 』190-200, 学文社 

(2) 自己実現性とは、Well-being の定義を踏まえると「自身が考

える健康や幸福な状態を実現する可能性」と定義できる。 
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図2：相互自助住宅プログラムの機能と自己実現性 
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