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町内会・自治会

1) 町内会・自治会の事実

2)汚い街にしない番による管理

3) 町内会の保守性とマンネリ

4) 町内会の規範・宗教・政治

5) 会長のキャリア/町内会のこれから

あなたは町内会に入っていますか? 

特に

一人暮らしの方、

賃貸住宅に住んでいる方、

会員であるかどうか把握してしますか?
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自治会員の証拠

賃貸データ

家賃 60,000円 敷金 1ヶ月

管理・共益費 3000円 礼金 0

間取り 2LDK＋wic 種別 アパート

専有面積 51.04ｍ2 完成年月 2007年12月
空室 101 入居時期 11月中旬

設備
TVモニター、シャンプードレッサー、温水洗浄暖房便座、プロパンガス、駐輪
場、ベランダ、システムキッチン、照明器具、シャッター雨戸

その他情報 １階、バス・トイレ別、角部屋、南向き

備考 カウンターキッチンで、システムキッチンでもあります！お風呂に窓アリ！！
仲介手数料1ヶ月+税/初回、火災保険要加入、保証会社要使用（保証料24000
円/初回）、更新料なし

(自治会費500円を含む)

自治会費1,000円/月

(家賃に自治会費500円を含む)

今日の町内会・自治会の課題

BABA Y. Takehiko (Kyushu-University, Japan)
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日本の町内会・自治会

日本では、ごくわずかな例外地域を除いて、

市町村未満の小地域は町内会・自治会・区などの

地縁団体が行政連絡や地域管理を担当しています。

・市町村未満の地域で諸連絡や環境維持にあたる諸団
体は、町内会・自治会・区・区会・部落会・寄り合い・
隣保などと呼ばれています。以降、固有名詞を除き、
町内会に統一します。

→英語ではNeighborhood Association とよばれて

いますが、アソシエーションと呼ぶほどの確たる規約
・基盤があるかどうかは議論の余地があります。

・ほとんどの町内会は有効な団体格を持ちません。

任意団体・権能なき社団といわれます。

地縁団体の名称
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1) 町内会は、ある地理的範囲を限った団体です。範囲内

の住民が会員となる資格があります。範囲内に地所を

持っていても、住んでいない人は会員になれません。

2) 町内会の範囲は、絶対に重ならないことになっていま

す。ある場所に住んだ人は、加入する町内会を選べ

ません。ただ一つの町内会にしか加入できません。

3) 町内会は世帯単位の加入です。個人単位ではありま

せん。このことは、農村の文化の残りでもあり、ま

た現代においても住居周辺のメンテナンスを考えると

道理はあります。

町内会の必須の条件

・任意団体とは、任意に入会・退会できる意味ではなく、

「勝手に作られる団体全般」のことです。

「いつもの飲み屋の顔なじみ」と同じ、ただの人の群れ。

・不動産の登記の当事者となることはできません。

・動産を会として所有できるかどうかはグレーゾーンです。
(参考: 福岡シティ銀行では「会名+会長名」での口座
開設ができます。誰の財産として扱われるかは不明)

・不動産登記ができる「特定地縁法人」の法人格取得は、
当初の想定を超えて、町内会の”正当性”、”公益性”の
担保としての意味を持ち始めています(糸島)。

任意団体・権能なき社団
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1) 量や質に多少の違いはありますが、地域の人々と市
町村行政とをつなぐ役割をしています。上意下達が批判さ
れますが、地元の声を集約して行政に伝えることは、大抵
歓迎されます(自治体は迅速に対応します)。

2) 会員同士の親睦を深めるための機会や場所が提供され
ます。会員の努力で行われる場合もあれば行政の援助が
ある場合もあります。

3) 広い意味で環境を維持管理する役割を負っています。災
害対策や孤独死防止も、含まれます。自分たちで掃除をし
なくても、環境について行政に要求できる存在です。

以上三点は、全国どこの町内会でも持っている機能です。

現在の町内会が必らず果たしている役割

掲示板・個別配布の紙資料が大量にあります。

町内会のつなぐ業務
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兵庫県の餅つきの行事 会員から支持されています。

餅をついているのは市役所職員

町内会の親睦機能

市職員と自治会長が歩道表面の修繕について現地確認中

環境維持の活動(福岡市西区)
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・ 町内会は日本のほとんどの市町村に存在し、人口の
70-80%が加入していると見られる。

・ 町内会は地域に生じるあらゆる問題についてとりあえず
受け止める。テーマが特化しているNPOとは、この部分
で区別できる。

・ 町内会にどのような役割をどのくらい負わせるかは、多
分に市町村によって違う。重い役割を与える市町村もあ
ればそうでない市町村もある。条例で強制加入も。

・ 極端例: 辺野古地区自治会は基地移設に賛成する
決議を行った｡国政にも影響。
ちなみに、同会会員は７年居住しなければ投票権がない

町内会の姿

・調査は町内会長に質問紙を配布して行った。

・平均規模 276 世帯

・総組織率(加入世帯率) 89.1 %.
・町内会長 平均 68.3歳, ほとんど男性.

・平均町内会費 455円 / 月.
・主な活動内容

清掃 (廃品回収を含む), 高齢者見守り,市との連絡, 
通学路監視, パトロール, 催し物の開催,
自治協: 予算受け入れ 年間行事の開催

福岡市の町内会アンケートの結果(2015)
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会長・その他の役員を選ぶ方法はばらつく

→役員に投票権がある・互選 (36%)
→人事委員会が発足し候補者を決める (31.4%)
→持ち回りで順番が決まっている (12.1%)
→会員全員が投票する (3.2%)

世帯単位の加入と、会員全員の投票が無いこと、

の二点が、戦後GHQが「民主的ではない団体」として

町内会を禁止する際のポイントとなった

(福岡市)会長の選任方法

町内会運営上の義務

町内会は認可団体ではないので、以下の義務はありません。

・規約を整える

・人事選考の基準を決める

・会議を開く

・会計を明らかにする

・実際に、規約がない町内会もたくさんあるようです。

・規模にばらつきがあるので会計基準もさまざまです。

・前述のとおり人事もばらばらです。

・まじめに取り組む町内会は総会を開催することが多い。
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ヨーロッパ文化圏では類似例はない。 教会が近い

どうして町内会が維持されているのか

・ 他の地域団体・企業・市町村と交渉するとき、個人より
も集団の方が有利。役所などはその方が円滑に話が
進む。

・ 行政末端(情報伝達・意見収集)などについては、町内
会にやらせると安く上がる。

・ 地元の人々が共有する施設(古くは里山や水門、現在
は集会所など)があり、管理母体が必要。

・ 市民が一種の義務・税金と考えて加入する。

→ことなかれの傾向。

町内会の原点を考えて見ましょう。

・ 源泉のひとつの証拠は701年の大宝律令。

五世帯を一保とし、保長を置く。

いくつかの保がまとまって里(後に郷)をなす。長を置く。

も避けるべきはお上の介入

水・その他の資源の分配の公平性

税金(年貢)が「村請け」であった。 これが3大要因

村内の自治 集落の自治

防災組織・被災者救護・警察司法権

町内会の原点を見る
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水門

明確に違う。

彼らが集団として面白がっていた証拠がいくつもある。

1)農民芸能 農民舞踊,  農民能,  農民による浄瑠璃

これらの芸能は、本来は神に捧げる収穫感謝。

しかし、神事を離れて、レクリエーションとして発展した。

2) 共助の積立金・無尽

相互扶助・弱者救済・金融に当たる活動が、

後に娯楽化した。共同目的のための資金となる例も。

今の町内会にはこれに当たる”キラーコンテンツ”が無い

村人は必然性だけで寄り合っていたのか?
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Example: Cultural entertainment of farmers 

山形県の農民能:黒川能

毎年だれかの自宅に能舞台が附けられる。舞台が来るこ
とは光栄なこと。村人すべてに役割がある。

伊勢講は、村の楽しみ・若者への投資・農業技術の更新・

情報収集、などの意味合いがあった。

例2: 農民の芸能文化

伊勢講: 村の若者の旅への投資
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戦後も村の仕組みが続いていた(村請はなくなった).
・農村では伝統的話し合いが維持されている。

・都市人口が増えた。

→農村のルールが都市に持ち込まれる機会があった

(都市自治会の起原は「衛生組合」と祭り集団)
→「排水・ごみ処理」が問題として 初に話題になった。

よく構造化されたシステムは、「隣組」として

太平洋戦争遂行のためにつかわれた。

→出征援助・物資寄付・防空訓練などに使われた。

→そのためもあって戦後GHQに禁止された。

近現代の村の仕組みと都市.

サンフランシスコ講和条約(1951署名1952発効)
・1947年発令の町内会禁止令が廃止された。

・全国各地ですばやく町内会が再生された。

(町内会とは別団体として町内会が維持されていた。)
!この時代には町内会が必要不可欠とされていた。!

1970-80年代。

・おおむね町内会は活発に活動していた。高い組織率。

・政治的な立場が多様化した。(保守→革新)
・企業によっては社員の町内会への参加を奨励していた

戦後



13

町内会・自治会

1) 町内会・自治会の事実

2)汚い街にしない番による管理

3) 町内会の保守性とマンネリ

4) 町内会の規範・宗教・政治

5) 会長のキャリア/町内会のこれから

・番(当番制度)& 衆(役職者の会)
福田アジオによる「番と衆」(1997)

村の運営は、基本的に番と衆でできている。

番: 水門番, 夜警番, 世話番(今で言う町内会長)

→私たちの社会は今もなおり、当番順番と、役職グループ

で出来ていると思いませんか? (学校の掃除当番)

→留学生によると外国では「役割」のほうが重要らしい。

番と衆
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現代の「当番制」による住民運営
A comparison among Japan, Taiwan, and Germany

新しい住宅地では、清掃を外注するところが多い。

労力を別の有益なことに使える。

今の世、そもそもお金で解決できないことはおかしい。

お金による解決→ 別のところに労力を.

清掃当番表
日程を調整・融通できる

ただ乗り者がわかる

今年の水門番に当たる家族が、年始に無事故を祈願する

水門当番の年始
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決まりに従って選ばれたメンバーの集団を「衆」とよんだ

衆

Ex.1 若衆 (12歳前後～結婚するまでの男性) 
かつては、祭り、警備、労力提供などについて
特別の義務と権利があった。

・昭和40年代ころまで集住する「若集宿」が存在。

Ex.2 おとな衆 (高齢者/昔は40歳以上くらい、年長者優先
で定数がある場合がある。) 

結婚・葬儀・よその村との交渉ごとなどについて
特別な義務と権利があった。

日本では読み書きできる前から

教育される。

初の段階では共同体の一員

と認められる喜びがある。

長じると、ある種「めんどうの種」

になってゆく。

それでも「一人前」である証拠

回り番
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学校の当番

校内が誰によって美化が保たれているか知る

→当番をしない人
への圧力がある。

→当番に関する
連帯責任や
集団圧力がある。

天神近くの路地裏

・路面のゴミに

見えるのは

すべて

マンホール。

・自販機が少々

美化に反する

清潔が保たれる路地裏
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欧米ならば飲食があるならば必ず汚れる。

通路が清潔に保たれている。食品の包装ごみがない。

・欧米なら紙皿

紙コップその他

散らかります。

・どこにゴミ箱がある

か、誰が掃除して

いるか想像できる。

博多駅前飲食イベント

路上にゴミがあっても平気。建物はきれいなのに。

汚くても平気
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誰が掃除するか想像

できない。

清掃人は賤食。

・町をきれいに保つ、

そのために働く

動機がない。

・清掃は清掃人の仕事

・きれいにすると清掃人

の仕事を奪う。←

公共のゴミ

ローマ・テルミニ駅の近く
Cf.博多駅筑紫口

天神新天町

・パリ中心部 イベントの後らしい。散らかるのは果実の皮

パリ中心部
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日米野球の選手ベンチ

アメリカの選手ベンチ

日米野球の選手ベンチ

日本の選手ベンチ
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ヨーロッパ・アメリカには町内会はない。

・地元住民は環境維持は政府の責任と考える。

・清掃人が低賃金で雇われる

・清掃しきれない→汚い街になる ゴミを平気で捨てる

・「ゴミは清掃人の仕事」「税金で義務を果たした」

公園にホームレスが来る(町内会がある場合)
→ 役員が集まる→警察・民生委員・支援団体に連絡

→ ここで寝泊まりはやめてくれと説得する・着替えを提供

→ 支援団体と話がまとまる。→交通費を出す。

・町内会がないと、公園に寝泊まりを始めます。(権利)

町内会のない世界

BABA,T.Y.

町内会の性質と個人主義

1) 町内会には多かれ少なかれ古い保守的な集団主

義の考え方が含まれる。

2)個人の権利を尊重する個人主義とは相性が悪い。

3) 稲作に基づく保守的性質のほかに、安全に暮らす

知恵が含まれる。挨拶は防犯に役立つ。

4) 挨拶の義務はない。義務のない事をすべて省くか?

5) 権利だけを主張する地域は大概汚い。

住民が環境に注意を払わず責任を持たない。

過大な労力はいやだが汚い国には住みたくない。
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町内会・自治会

1) 町内会・自治会の事実

2)汚い街にしない番による管理

3) 町内会の保守性とマンネリ

4) 町内会の規範・宗教・政治

5) 会長のキャリア/町内会のこれから



22

町内会の性質

町内会は、農業上の安全を第一目標とするムラ
のルールをルーツとしているので、
本質的に保守の傾向があります。

実際、「前例主義」「マンネリ」にへきえきし
ている方も多いと思います。

また、「保守的多数派」「地域与党」の圧力を
感じておられる方もいらっしゃると思います。

農業運営上の技術更新

保守的と言っても、コメ作りは様々な技術革新を取
り入れて現在まで続いています。

例えば、新しい品種を試してみる場合、村ではどの
ような方法を採ったでしょうか。

おそらく、他の田から離れた一区画を、新しい品種
の導入に熱心な責任者に貸与したでしょう。

試験栽培がうまく軌道に乗れば、徐々に村の田に導
入したことでしょう。軌道に乗らない場合、それで
もあきらめない場合もあったはずです。

農業上の試みを援助できるルールがあったはず。



23

町内会の運営の保守性からの脱却

運営の保守性を破る例として、新規事業を

「町内有志」で始める方法があります。

有志には町内の役員肩書は必要なく、事業への熱意
と責任感さえあれば、なることができます。

町内会から場所を(集会所・広場・学校)借ります。
経費は、参加者持ちで行います。

参加者が増え、評判が良ければ町内会の公式事業、
に昇格する可能性があります。予算が付きます。

有志の試みを援助するルールがあればやりやすい。

BABA,T.Y.

紙屋によるインスタント町内会の提案

1) 少限の環境管理

2) 問題を感じた人が音頭をとって集まる。行う。

3) 一行事で会計を完結させる。繰越会計をしない。

4) 掲示板を活用する。Cf.インターネットを活用する。

5) 並立する集団があってもいい(cf. 第二組合)
町内会の地域独占は間違いの元

(餅つき会・子ども会・防犯会 / 組合-NPO-政党)

＊提案は都市部だけでなく過疎地にも応用できる。
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活力ある町内会の指標

町内会独自の行事をどれだけできているか

ひどいところでは、校区の行事についていくの
がやっと。独自行事どころではない。

うまくやっているところは、世帯の10%もしく
は100名規模の独自行事を年２回以上やってい
る。

独自行事ができないほど市の仕事が多いですか? 
断ってもいいんですよ? (市町村による)

町内会の運営の保守性からの脱却

町内会の運営が保守的・前例主義に陥る原因の一つ
として、市町村の政策があげられます。

行政は、地域で行う政策を毎年立案し、予算をつけ
それを安全に執行することを町内会に求めます。

毎年立案するとは、毎年議会で決められた予算に従
う必要があるということです(単年度予算主義)。

大きく政策を変えることは、行政職員の負担にもな
ります。前年と同様だとありがたい。

これまで町内会が肩代わりしていたことを行政がや
るのはできるだけ阻止したい。



25

役所と町内の有力者

協働の名のもとに地元の時間のある者が非常勤公務
員・委嘱委員となり給与と権限を得る(地域与党)。

時間のない者(勤め人)は入る余地がない。

行政は新人より地元の経験者の重任を喜ぶ。

行政は「慣れた者」が予算を消化して無事に一年が
終わることを期待している。予算消化→事業成功

作業量を減らし、単年度予算の完全執行を目標とし
たお役所の作法にも原因がある。新しいやり方を考
えて役所に提案しよう。

行政通の退職公務員は長所短所がある。

行政の姿勢

市町村民に遍く知らせたい、参加させたい政策
について、町内会が活動してくれれば速く安く
上がる。証拠も残る。

文句を言わず注文どおり委員を会議に派遣して
言うとおりに予算を消化してくれる町内会が評
価されます。予算完全消化=政策実現100%

市町村は町内会を通さなくても人が集まる方法
を考えては? 魅力的なコンテンツがあれば町内
会を通さなくてもよいのでは? (CF.動員)

有力なNPO・個人・企業を活用する手もある。



26

町内会の催事・デゴトの範囲

強制参加

責任大

任意参加
------------------

参加放棄

地元に関係ある 地元に関係ない

○○委員

愛される祭り

有志のボラ
ンティア

町内会解体

紙屋式簡易
町内会

総会

区の球技大会

市が周旋する
校区のイベント

福岡マラソン

広域NPO

募金

役員

公民館の活動

ゴミ捨て
ルール

古参住民からなる地域与党の同調圧力

町内会は「オール与党」体制で運営されます。
与党派と野党派が議論できるか疑問があります。
町内会には「国対」はありません。

大企業の場合「第二組合」がありましたが、現行の
法体系の中では第二町内会はない。

本来、ムラの決め事は、「全会一致の原則」があっ
て、少数者が意見できる場でした。議論にそれなり
に時間を割いていました。(Cf. 米上院は全会一致)

ムラの伝統がなく、参加の少ない町内会では、「民
主主義」「多数決の原則」が先走って、あっという
間に少数派の意見が無視される危険があります。
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古参住民からなる地域与党の同調圧力

町内会執行役員は転入者・新規会員に対して圧力を
感じさせる立場にある事を認識すべき

「時間がかかっても、みんなの意見を聞きます」と
いう姿勢を表現する必要がある。逆にみんなの意見
が一致した場合、迅速に行動できる身軽さも必要。

町内のルール・総会資料は、すぐに渡せるように準
備しておくべきです。

オール与党体制とは、上部機関から効果的に予算獲
得する手段でもある。課題解決の経緯と成果をうま
く記録報告できれば町内の関心も高まる。

町内会・自治会

1) 町内会・自治会の事実

2)汚い街にしない番による管理

3) 町内会の保守性とマンネリ

4) 町内会の規範・宗教・政治

5) 会長のキャリア/町内会のこれから
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町内会の規範

1.宗教との関係

・神社やおみこしに町内会費を支出できるか?

A) 明治以前から集落にある神社なら支出できる

B) 宗教法人格を取得しているなら支出できる。

C) 総会で反対意見が一定以下ならよい。

D) 宗教には支出できない。

馬場案

地域の史跡・文化と認められるなら支出可では?

・理想的には氏子団体が自力で行うべき。

・文化的価値があるものには公費が投じられている。
→祭事、神楽保存会、農民能、相撲協会 (神事)

・史跡文化として認める寛容さがあってよい。(市史跡)
・地元の寺社について知ってもらうための工夫が必要

・知って認めてもらうための費用・労力を払うべき。

(郷土史家に文書や看板を作ってもらう)
・津地鎮祭訴訟の判例(他宗教が不利にならない程度)
・絶対に許せない人がいるなら、一人分返金したら?
・無神論の子どもお神輿もどきに「悪趣味」の評価アリ
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神社の責任者

典型は、宗教法人〇〇神社 包括団体=神社本庁

出張してくれる神職が代表者の合議制

合議結果を境内に掲示する

敷地は地目「境内地」

香住ケ丘高塚神社は神社本庁に所属しない。
昭和28年神理教神功大教会に時効取得される
平成21年「彦素根神社」に改称・雑種地

神理教とは天理教などと同じ明治期に成立した神道
系新宗教。本部は北九州市。各地に教会がある。

町内会と新宗教との関係はダメですか?

集会所・神社の境内

国道に面する。集落の中央。所有が宗教法人でなければ固定資産税がかかる。
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宗教の問題

・新(興)宗教とタイアップしてよいか?
・いつの時代までに成立していればよいか?

・神社本庁の保守性や問題点を認めるか?
・キリスト教会やイスラムのモスクを地域で援助できるか

できないなら不公平ではないか?

・文化的価値を何を基準にして決めるか。

・お祭りなら支出してもよいか、神輿代ならよいか?

・宗教法人は「公益的」法人として認められている。

・私もよくわかりません。

町内会の規範

2. 町内会費からで一括募金をしてよいか

A) 使途が明確にされるなら良い。

B) 役員会での承認があればよい。

C) 全予算の(1/10)以下ならば役員の裁量では?

D) 戸別訪問されるより、会費から一括でお願いしたい。
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馬場案

一括募金は問題多い(判例アリ)、
町内会に募金協力させる時代ではない。

・募金は個人的信条と経済的判断の結果で判断する。

・個人でできる募金に町内会が介入するのはおかしい。

・今は募金もクレジットカードで払う時代です。

・町内会ができる事は、振込用紙の配布まで。

・町内会は募金の使途を調査発表できる立場にない。

・町内会は会員一人一人に領収書を発行しない。

→本来は所得申告のために必要なはずです。

町内会の規範

3. 転入した際、おかしなルールに従うべきか

A) 従うべき。

B) 入会して、すぐにルール改正を要望する。

C) 入会して様子を見る。

D) おかしいので入会しない。
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転入先の、おかしなルールに従うべきか
C 様子を見ながら従う。なにか事情がある可能性がある。

・一見不合理に見えても過去のいきさつからそのような
ルールになった可能性がある。

・転入するものは、転入先のルールを検討する余裕がほし
い。(難しい場合もある)。町内会側も説明文書が必要。

・既に住んでいるものは、ルールの変遷や根拠を説明でき
る必要がある。特に役員さんは説明が求められる。

・一応ルールを受け入れ、十分に寄与すると役を任される)。
その際に不合理を改善できる機会がある。

新成員が集団全体に意見できる立場になるには? 集団研

馬場案

町内会の規範

4. 議員や市職員と町内会が関係を持ってよいか

A) 一定の距離を置くべき。

B) 地域の困難を陳情する場合には面会してよい

C) 選挙応援でなければ許される。

D) 接触しても良いが支出してはならない。
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馬場案

4. 議員と町内会が関係を持ってよいか

B) 地域の困難を陳情する場合には面会してよい

D)接触しても良いが支出してはならない。

・「応援はできないが、陳情のために接するのはよい」
という趣旨の規約を複数回見た経験がある。

・接触した議員の党派・会派の好き嫌いがばらつくので、
常時、特定議員と関係を持つことは望ましくない。

・支出にはいくつか問題あり。

・会長の支持表明はグレー。公的立場があれば×。

・町内会は議員を輩出する場でもある。利益誘導。

町内会の規範

5. 連絡の為に名簿を作成することは許されるか?

A) 目的が目的なので許される。

B) 全員に配布ではなく、配布先を限定すべき。

C) 情報が名前と電話番号だけならよい。

D) 印刷せずメールでだけ配布すればよい。
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福岡市の申し出

○○自治会会長様

福岡市

資料配布に必要な名簿の提供について

福岡市にご協力いただき、ありがとうございます。

市内自治会各位には、市からの広報の配布などの

際に有用な地域の皆様の名簿をお渡しする準備が

ございます。つきましては会長様のご連絡先につい

て・・・・

町内会からの返答

福岡市様

○○自治会会長

△ △ △ △

名簿提供辞退

この度は自治会の活動に関して名簿をご提供くださ

るとのことでございますが、個人情報の運用には法

律上の責任が強く求められております。当自治会で

は名簿の運用・保管に関して、責任を負える体制で

はございません。申し訳ありませんが、名簿の提供

は辞退させていただきたくお願い申し上げます。
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名簿は難しい

そもそも会員数や役員数が多すぎるから名簿が
必要になる。

名簿の運用には金庫やシュレッダーが必要。ま
た運用する人の研修も必要。

名簿が必要な業務は町内会には向かないのでは?

会長・役員が覚えられる規模の集団であれば名
簿はいらない。

町内会を離れて考えると、名簿データ漏洩には、
一件一万円程度の責任が自動的に発生してほしい

ペッカネン(2008)の描く日本社会と町内会

1) 日本には政策提案を行う市民団体がほとんどない。

2) 政策提案を行わない町内会・自治会が遍く存在する。

町内会は少なくとも今は政治とはあまり関係がない。

3) 日本人は、政策について意見を表明できる場がない。

直接議員に相談するしかない。国政に意見を言える

機会がない。その代わり町内会の催事に参加できる。

細かい生活上のことを相談できる。

4) 政策提案はできないが、集う機会が豊富にある日本

を民主主義の劣等生と見てよいか? アメリカには全米

退職者協会(強い政治団体)はあるが、敬老会はない。

・NPOの活動が活発になれば上記の状況が変わるか?
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アドボケーション(政策提案)なしの団体?

町内会は積極的に新政策は提案しないが、
地域の政治団体である。

行政に働きかけても成果に乏しいとき、議
員に接触する機会は多い。

最も身近な話題は「うちの地域に○○を実
施してほしい」

政治に関して全くの中立ということは難し
い。完全な中立とは意思がないこと。

地方議員と町内会長

地方議員と町内会長は同じようなキャリアを持って
いる。有志として地域で活動してきた。

糸島市では1校区に一人の議員がいる。町内会長に
とっては所属政党・会派は重大事項ではない。

地元に足を運んでくれることが重要。

どちらも郷土愛がある事が前提になっている。

議員から会長⇔会長から議員、どちらもありうる。
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町内会改善策1 現町内会役員の取り組み

・町内会の仕事を積極的に開放する。知ってもらう。

・事務局長と会計はテクニカルな印象がある。

→PCの扱い・会計の経験がある人の増加を期待

・だれでもできる仕事は、お金で解決すれば? (入札)
・地元の人でなくてもよい仕事があるのでは? (公募)

 ・強制参加をやめ金銭解決を許す

・参加の度合いを選択できるように。金銭解決導入。

・やりたくない役や、順番を売る/買う。

町内会改善策2 行政の取り組み

BABA,T.Y.

1.ごみ集積所と街灯

ゴミ集積場と街灯は紛争になる。自治体も考えるべき。

２.役員削減/役員労力削減に取り組む―入札・公募
・「男女共同参画」「防犯」「交通安全推進」などの、

町内会で実施する必然性がない役職は不要では?
・上記役職を削減するかわり専門家がイベントをやれば?
・住民は「監視と報告」だけの役割ならできる。

・若者も「申し込みの必要がないイベント」は参加できる

3.基準(団体格)を作るー「認可地縁団体」「地縁NPO」

法人格を与えると同時に運営規準を作る。

・NPOのように法人格取得にインセンティブを与える。
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とある福岡市の町内会の役員(160世帯)

会長1
副会長2
事務局長1
会計1
催事部長(体育部長)1＋副部長1

－－－以上は総会承認が必要な執行役員－－－

子供会役員5(加盟10世帯)
班長(棟長)7 － 一班15~30世帯×7班
班会計7

福岡市が求める町内会役員(160世帯)

交通安全推進委員1
男女共同参画委員(男1女1名)
防災委員1
防犯委員1
人権尊重委員1
青少年健全育成委員1(育成会が兼務)
高齢者見守り7→(無理なので班長が兼務)
高齢者クラブ会長1 (設立断念)
保健衛生委員1
児童委員＋民生委員1 (の推薦)
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町内会・自治会

1) 町内会・自治会の事実

2)汚い街にしない番による管理

3) 町内会の保守性とマンネリ

4) 町内会の規範・宗教・政治

5) 会長のキャリア/町内会のこれから

BABA,T.Y.

社会的影響力の分類(French & Raven, 1959)

５つの社会的影響力 会長・役員にとって重要な順に

１.準拠的影響力：人柄・魅力・(過去の仕事ぶりの評価)

２.専門的影響力：仕事の巧みさ・地域の問題把握

３.正当的影響力：人物が承認されている・言える立場

－－ここまでは正統な影響力

４.報酬的影響力：利益誘導／個人優遇

５.懲罰的影響力：罰則の厳しさによる影響・報復人事

4.5.による地域運営を阻むにはどうすればよいか?
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会長の典型的なキャリア

・地域に地所を持つ家庭に生まれ育つ。
・地域の学校に通う。学童期から地域の事情を知る。

1.職業生活の早期から地域で働く
(自営・親の後を継ぐ・大卒後早く帰ってくる)

2.職業時代に、相応の役を担当し寄与が認められる。
(子供会役員、班長、催事の担当役など)

3. 職業時代の後半か引退直後に会の重役を担当。
(会計・事務局長・副会長・氏子総代・檀家長)

4.年齢と過去の貢献の度合いに応じて、相応の役が
回ってくる。(総合・一般)

E.エリクソンによる心理社会的発達段階

Ⅵ段階 20(25)～40歳 親密性vs孤独 他人に対する十分な配慮と
理解があるならば、安定した暖かい人間関係を構築できる。
vs 孤独 ＊恋人・配偶者・公私にわたる友人への愛

Ⅶ段階 40～65歳 世代性vs停滞

子どもを生み育て、あるいは若い年代の人々を教育しながら、
働き盛りの世代として社会からの要求に応えることができれば、
自分自身のおかれた時間的位置を確認して生産的に活動すること
ができる。vs停滞・自己中心性＊夫婦・子ども・若い世代への愛

Ⅷ段階 65～ 統合vs絶望 第一線での活動が収束する時期に、

これまでの各段階での課題を達成し、自らの生き様に肯定的な評
価を下せるならば、老いと死の恐怖から距離をおき、人生に対す
る満足と豊かな老後の日々を送ることができる。評価できない人
生であれば挽回できない時期であることに直面し絶望する。
vs老と死を逃れる苦闘。 ＊人類愛



41

Ⅶ段階 40～65歳 世代性vs停滞
夫婦・子ども・若い世代への愛 vs停滞・自己中心性

この間の発達にも程度があるのではないか? 
自分の子ども→子ども一般→広く若い世代への愛

↓

同職(退職後も)の者・同郷・同窓の者に対する愛
↓

興味関心を同じくする者に対する愛
町内の人々に対する愛、市に対する愛、国に対する愛

↓

世界に対する愛
Ⅷ段階 65～ 統合vs絶望 人類愛 vs苦闘と絶望

E.エリクソンの発達段階、ⅦとⅧの間の発達

地域(の人々)に対する愛
・良くも悪くも地域の事をよく知っている。
・熱心な者も冷淡な者もいるが、良い人たちだ。
・不便もあるが、かけがえのない場所だ。
・うるさい人間もいるが、それもふるさとの一部だ。

・自分はそれなりにこの場所のために働いてきたが、
それを評価してくれるみんながいる。だから会長職
を務めることができる。だが、課題をすべて解決す
ることはできない。次にはもっといい会長が出てき
て地域をよくしてくれることを望む。

・行政も困難がある中で手伝ってくれる。

地域愛の段階の会長職の心理発達状態


