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［平成₂₇年度］
3 ‒ 2 ．第211回産業セミナー

（a）．ポスター

 

 

  
 
 
  

 
    

  

【開講の挨拶】 

今日、わが国が直面する課題は、少子高齢化、多文化共生、情報社会、災

害対策、地域生活の活性化など、いずれも日常生活や地域社会と密接に関連

しています。これらの問題に対処するためには、市民が主体的に向き合い、

解決に向けて糸口を見出し、持続的に解決していく力（市民自治力）の向上

が求められます。本セミナーでは、まちづくりに実践的に取り組むお二人の

研究成果を報告し、今後の市民主体の自治と地域社会のデザインの推進につ

ながる実践知へと、皆さまをご案内します。 

＜市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班 主幹 松井 修視＞ 
 

日 時：平成 27年 9月 16日(水)13：00～16：10 
会 場：千里山キャンパス 

児島惟謙館 2階第 2会議室 
 
 

【テーマと報告者】 

 「機嫌よく暮らす、生き方としてのまちづくり」  

市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班研究員 

環境都市工学部准教授 

 

 

「価値観を共有するまちづくり 

〜コミュニティ・オーガナイジングの進め方」 
市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班委嘱研究員 

首都大学東京・都市教養学部准教授 
 

 

◆ 対象者  経営者、企業・行政関係者、社会人      

◆ 聴講自由 参加ご希望の方は、当日会場にお越しください。（定員 70名） 

◆ 連絡先  〒564-8680 吹田市山手町 3丁目 3番 35号 

関西大学研究所事務グループ TEL(06)6368-1179／FAX(06)6339-7721 
http://www.kansai-u.ac.jp/Keiseiken/ 

主 催 関西大学経済・政治研究所 

後 援 大 阪 商 工 会 議 所 

         大 阪 市 工 業 会 連 合 会 

 大 阪 市 産 業 経 営 協 会 

      株 式 会 社 り そ な 銀 行 

室田 信一 

関西大学 

岡 絵理子 

聴講自由  
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（b）．報告資料

関⻄⼤学経済・政治研究所 第211回産業セミナー
機嫌良く暮らす

生き方としてのまちづくり

2015/09/16
関⻄⼤学 環境都市工学部

岡 絵理⼦

住⺠参加まちづくりの、次のカタチは？

●地域自治の考え方
多様化、複雑化する地域の課題は、地域のことをよく知る住⺠が、地域の特性に
応じて主体的に取り組み、⾏政がその取組みを⽀援することにより、より良い解
決を図ることができます

従来型の住⺠参加まちづくり（豊中市）

2豊中市ホームページ；市⺠公益活動・地域自治

住⺠参加まちづくりの、次のカタチは？

●地域の住⺠が主役です
地域自治の取組みは、仕組みをつくればうまくいくというものではなく、日ごろ
の地域の人や団体のつながりがあってこそ成り⽴つものです。地域住⺠が主体と
なって、地域コミュニティを活性化していくことが⼤切です。

従来型の住⺠参加まちづくり

3豊中市ホームページ；市⺠公益活動・地域自治

よい住環境（residential environment)とは？

●１９６１年 WHO(世界保健機構）のよる「健康的な住生活の環境」
安全性（safety）:生命・財産が災害から安全に守れていること
保健性（health）：肉体的・精神的健康が守れていること
利便性（convenience）：生活の利便性が経済的に確保されていること
快適性（amenity）：美しさ、リクリエーションなどが十分に確保されていること

住環境とは、住居や生活の場を取り巻く生活環境の総体

●１９８７年 WCED（環境と開発に関する世界委員会）による
報告書「地球の未来を守るために」

旧来の４理念の内容は、多かれ少なかれ、不動産価値を高めることに寄与している。
そのため、住宅の価格を分析することで、住環境要素の価値を推定することも可能
である。

持続可能性（sustainable development)
:将来の世代の存続可能性を脅かすことのない現世代の発展

「住環境 評価方法と理論」：浅海泰司 編 5

１．住⺠参加まちづくりの、次のカタチは？

・協働のまちづくり；市⺠がお互いに、そして市⺠と⾏政が対等の⽴場で(相互
の主体性を尊重しながら)、信頼と理解のもと、それぞれの持つ特性や能⼒を活か
しながら、役割を発揮し、連携し、協⼒して、共通の目的の実現に(社会的課題の
解決に)向けて取り組みを進めること。

従来型の住⺠参加まちづくり（吹⽥市）

4吹⽥市ホームページ；市⺠自治推進

まちづくりは住⺠が地域コミュニティを活性化させて
頑張ってやりなさい！

・市⺠にもとめられること；自治会の連携を軸に各諸団体が連携をとり「自治会
主導型」の連合自治会を「協議会型」に移⾏させていくなど、協働の広がりをめ
ざすことが求められています。さらに、NPO・ボランティアグループを含めた
「市⺠参加型コミュニティ」づく りを進めるとともに、「地域自治」の確⽴をめ
ざし、「地域の課題を地域の⼒で解決で きる」主体的なまちづくりシステムが必
要となってきます。

住環境の再価値化の視点 新しい住環境価値

その地域での暮らしに私が豊かさを実感する
→周辺地域への経済価値では測れない波及効果

戦後の高度成⻑期、高度成⻑期に1970年代に、むしろ取り残された
存在であった地域・・・場所としての住まい方を守り続けている地域

評価されていなかったところ、改善しなければいけないと認識され
ていた地域の特徴を、住み手が魅⼒として再認識することにより、魅
⼒ある住環境をつくり出そうとしている

・・・魅⼒の気づき（再評価、再認識）による住こなし

住環境の再価値化は、居住者が環境と関わり、あるいは同化するこ
とにより、その⾏為自体に豊かさを感じる ・・・価値の顕在化

6
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地域の価値を保つ・高める
住宅地マネジメント

≠
住み続けられる地域マネジメント

地域の住環境マネジメント

地域マネジメントの目標は？
「機嫌よく暮らす」

⇒ご機嫌な暮らしの団地のご紹介

ベトナムハノイの集合住宅団地

ベトナム：1954年独⽴、ハノイが⾸都に
1960年代
政府官僚や軍人のための住まいとして、市街地縁
辺部に多くの集合住宅団地が建設された。

1970年代
国営企業従業員や公営工場労働者のための集合住
宅団地の建設

⇒村＋集合住宅団地をセットにした地域核の形成

ハノイの市街地

社会主義団地の⼀例

ジャンボ団地
1973年完成

規模：３０ha（２７棟）
・国家公務員向けのモデル集合住宅
・プレハブパネル工法
・５階建て集合住宅
・小学校、中学校
・近隣住区論を取り入れた団地構成

（図は2003年調査）

ハノイの市街化（1925-1996）と集合住宅団地の⽴地

Open 
space

Ope
n 
spac
e

ハノイの団地 敷地内カスタマイズ

1. 住宅部分の増改築
2. １階部分の張り出し、店舗化
3. オープンスペースの店舗化
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1.住宅部分の増改築 オープンスペースカフェ

玄関周りは意外とゆったり

店の上は我が家の庭 建築家も顔負けのHOUSE on HOUSE

住⼾の増改築：自分で住まいのカスタマイズ
DIY、カスタマイズ部品、カスタマイズ業者

両側モールの写真幼稚園

ゲームセンター

カフェショールーム

２．1階部分の張り出し、店舗化

居住者やまちのニーズに応じた、店舗の出現
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⼤学隣りの団地はすっかり学⽣街

両側モールの写真

居住者が勝手にカスタマイズ

❋HANOI NEW SPOT 湖沿い団地カフェ❋

Open
space

Open

space

１階部分の張り出し、店舗化
⇊

住棟間空間のモール化
人間スケールの空間へ
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❋HANOIのカワイイ・竹下通り❋
一般的1階住戸 バイクの預かり所＋貸店舗 ハノイ竹下通り

居間・食堂

寝室

寝室

寝室

貸店舗
（古着屋）

ト
イ
レ

台
所

元は屋根のかかっていない前栽

夜はバイクを預かっている

玄関

ト
イ
レ

台
所

陳
列
棚

レ
ジ

レ
ジ

陳列棚

陳列棚

陳
列
棚

陳
列
棚

団地内自由市場
３．オープンスペースの店舗化

団地内専門店街（電気部品市場）

団地内専門店街（飲食屋台）

団地内専門店街（古着市場）

団地の敷地は都市の自由空間・広場
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団地内に現れる様々な景色
機嫌よく暮らす人たち

地域のマネジメント

地域マネジメントの目標は？
「機嫌よく暮らす」

住⼾のカスタマイズ
カスタマイズの部品と業者
カスタマイズ・システム

住⼾のカスタマイズ
カスタマイズの部品と業者
カスタマイズ・システム

団地のカスタマイズ
カスタマイズの部品と業者
カスタマイズ・システム

団地のカスタマイズ
カスタマイズの部品と業者
カスタマイズ・システム

地域マネジメント（地域自治）
今ある制約（法、規則など）を外す（団地特例？）
ことを一手に引き受け、機嫌よく暮らすことのでき
る空間を実現（使用、改修、建て替えなど）する

インタビュー対象者

33

まちを元気にする方法・インタビュー

豊⽥雅⼦氏（NPO法人尾道空き家再生プロジェクト）
；空き家バンク、尾道ゲストハウス「あなごのねどこ」
尾道建築塾

山下裕⼦氏（株式会社 まちづくりとやま）
；まちなか広場「グランドプラザ」の運営

若狭健作氏（株式会社 地域環境計画研究所）
；尼崎での地域活性活動 フリーペーパー「南部再生」、
「尼崎21世紀の森」森の会議など

綾野昌幸氏（伊丹市都市活⼒部参事、兼 都市企画室室⻑）
；伊丹市⽴図書館「ことば蔵」交流スペースの運営、伊丹バル

山下裕⼦氏
（株式会社 まちづくりとやま）
；まちなか広場「グランドプラザ」の
運営・マネジメント

「人のいる景色」をつくる
イベントは、そこにいることを楽しむ
ためのもの
気持ちの上でのリッチ。リッチな日常
消費の豊かさをねらわない
ちいさな経済活動
人とのつながりをつくる「挨拶」
⼦供の時から引きつけて、成⻑をまつ
昼と夜の顔をもつ、24時間解放の空間
まちをえらぶ感覚を育てる
２：６：２の原理（前向きな人は２割
だけ、２だけで走る！）
市⺠がやりたいことができる空間
次の目的をつくることのできる場所
わかりやすい楽しさの伝達

豊⽥雅⼦氏
（NPO法人尾道空き家再生プロジェクト）
；空き家バンク、尾道ゲストハウス「あな
ごのねどこ」、尾道建築塾

情報発信して価値観を共有する人を
探す。
みんなの手が加わって、愛着を持って
もらう。
面白おかしく活動して、人を集める
⼀緒に作業して、⼀緒にご飯をたべる
掃除も⼤工仕事もワークショップで楽
しくやる
丁寧な生活。ライフスタイルを変える。
自分の生活を⼤事にする。
人が近くことが当たり前のまち
⼦供が生まれる町（⼦育ての街ではな
くて）
元気になっていることがわかる町のサ
イズ
出て⾏った息⼦より、わざわざ住んで
いる若い家族

若狭健作氏
（株式会社 地域環境計画研究所）
；尼崎での地域活性活動 フリー
ペーパー「南部再生」、
「尼崎21世紀の森」森の会議など

公共空間を考える緩やかな⺠意
やりたいことを持ち寄って
わが町は、「自分がやりたいことが実
現できる街」
めっちゃ面白いから、次につながる
面倒なことをやらせるのではなく、や
りたいことに社会的意味をつける
取材することから始まる人の縁
「これ、めっちゃ得意やねん」を活か
す。
人の顔が⾒えすぎないコミュニティ
世話させられる地域活動から、やりた
いことができる地域活動へ
「機嫌よく」何かをし出す。
自慢できる。シビックプライド
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綾野昌幸氏
（伊丹市都市活⼒部参事、兼 都市企画
室室⻑）
；伊丹市⽴図書館「ことば蔵」交流ス
ペースの運営、伊丹バル

⾏政と⺠間がいっしょになって、町を
元気にする。
市⺠からの「こんなことやりたい」の
声に応える。
「楽しい・面白い」を伝える。
人のネットワークでをつなげていく
実現できる方法を考える
できることを役割分担する
いろいろなグループとコラボする
ちょうど歩けるいいサイズの町が舞台
地域が儲かることをめざす
「使っていないとき」に「使われる場
所」にする
楽しい場所のある、楽しい町

38

人々の居場所づくり

⼀緒に作業して、⼀緒にご飯を食べる、使っていないときに使われる
場所にする、人のネットワークを広げていく、出来ることを分担する、
人のいる景色をつくる、「これめっちゃ得意やねん」を活かす、自慢
できる・シビックプライド・・・

人々の“やりたい”を⽀援する
丁寧に暮らすライフスタイル、自分の生活を⼤切にする、楽し
くやる、おもしろおかしく活動する、実現できる方法を考える、
地域が儲かることを目指す、２：６：２の原理、市⺠がやりた
いことができる空間、次の目的をつくることのできる場所、
めっちゃい面白いことを次につなげる、「機嫌良く」何かをし
だす、自分がやりたいことができるまち・・・

これからのまちづくり

コミュニティとまちづくりの⼤きな転換

39

・ファミリー世帯 ⇒ 個人での地域との関わり
・２割の人の夢をかなえるまちづくり
・おもしろく関われるまちづくり

まちを元気にする仕掛人

⇒居場所があるまち、主体的に関われることまち
生きがいとしてのまちづくり

＋

選ばれるまちの住環境要素
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関西大学 経済・政治研究所 第211回産業セミナー

価値観を共有するまちづくり
〜コミュニティ・オーガナイジングの進め方〜

関西大学 経済・政治研究所 第211回産業セミナー

価値観を共有するまちづくり
〜コミュニティ・オーガナイジングの進め方〜

室田信一
（首都大学東京）
室田信一
（首都大学東京）

住民主導
Citizen Control

部分的な権限委任
Delegated Power

官民の協働作業
Partnership

形式的な参加機会拡大
Placation

形式的な意見聴取
Consultation

一方的な情報提供
Informing

不満をそらす操作
Therapy

世論操作
Manipulation

住民の権利としての参加
Degrees of Citizen Control

形式だけの参加
Degrees of Tokenism

実質的な民意無視
Nonparticipation

Arnstein, S. R. （1969）

市民参加の梯子

公民権運動後の参加をめぐる政策

経済機会法、1962年
Economic Opportunity Act 「最大限可能な参加」

モデルシティ法、1966年
Title I of the Demonstration Cities
and Metropolitan Development

「幅広い層からの住民参加」

コミュニティ法、1974年
The Housing and Community Development Act 単にコメントを求めるに過ぎない

混合と移転

ソーシャル・
プランニング

コミュニティ・
ディベロップメント

ソーシャル
アクション

プランニング／
ディベロップメント

アクション／
プランニング

ディベロップメント／
アクション

【保健所】

【児童保護基金】

【グリーンピース】

【ユナイテッド・ウェイ】

【ピースコープ】

【フェミニスト・オーガナイジング】

すべての混合

Rothman 1995：49を一部修正

3つの実践モデル

ソーシャル・
プランニング

コミュニティ・
ディベロップメント

ソーシャル
アクション

Rothman 1995：46

Ganz＝2014：10

「私の課題は何か？」と尋ねるのではなく「誰が
私の同志か？」という質問から始まるリーダー
シップの一つの形である。

そして同志の視点からみて「問題は何か？」、
「同志の資源を用いて、どのように彼ら自身の問
題解決する力を蓄積することができるか？」と尋
ねていくこと。

ガンツによる定義
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映画「紅の豚」より 2004年民主党大会

Ganz＝2014：14

ひと、くらし、みらいのために

厚生労働省
支え合いによる地域包括ケアシステムの構築について

地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」（平成25年３月）より

自助：・介護保険・医療保険の自⼰負担部分
・市場サービスの購入
・自身や家族による対応

互助：・費⽤負担が制度的に保障されていないボラ
ンティアなどの支援、地域住⺠の取組み

共助：・介護保険・医療保険制度による給付

公助：・介護保険・医療保険の公費（税⾦）部分
・自治体等が提供するサービス

○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提
として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。
○自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる（体系化・組織化する）役割が必要。
○とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。

全社協『「生活支援サービス」が支える地域の暮らし』pp. 2

生活支援サービスの位置付け

「やる福祉」と「やらされる福祉」

やってもらう福祉

やらない福祉

やる福祉

やらされる福祉
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生活支援サービスに求められること

集い
見守り

生活支援

場
活動

サービス

合意形成 物語の共有 運営補助

コーディネート

リーダーシップ 互酬性 コミットメント 自治力
地域に醸成
されるもの

活動の展開

ワーカーに
よる関わり

参加促進

住民

室田（2014）

コミュニティ・オーガナイジングの構成要素

Ganz＝2014：25

物語の構造

教訓

Ganz＝2014：26

パブリック・ナラティブの構成要素

Ganz＝2014：26


