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Ⅰ

研究の背景と目的

て縮約し,そのネットワーク特性から住民自治組織を類
型化する手法を提示した2)｡一九上野(2009)は,熊

地方交付税の大幅な削減を背景とした平成の大合併

本市のコミュニティ政策を受けて複数の自治会および農

では,過疎化や高齢化が進行する農村部を抱える新たな

村集落が共同して創設した新組織を対象に,個人と既存

基礎自治体を多く生み出したoこうした基礎自治体では,

組織を架橋するSN構造に着目し,その構造特性からソー

行政区域が拡大する一方で,旧市町村レベルでの個性的

シャル･キャピタルを醸成する基盤としてのネットワー

な地域づくり活動を継続することが大きな課題となって

ク特性を検証している3)｡しかしながら,これらの研究

いる｡そのため近年,従前の自治体行政の役割を見直し,

は新たな｢テーマ型｣活動における既存組織の位置づけ

地域住民自らの意思決定に基づいてテーマを設定し地域

を明らかにしたものの,既存組織が構築する複雑で多層

活動を進めていく｢テーマ型｣地域活動(以下｢テーマ

的なSN構造が,どのように形成されているかを十分に把

型｣活動)江1)を支援する取り組みが多く見られるCそ

握するまでには至っていない｡こうした課題に対応する

の狙いは,自治体側が地域住民の主体的な地域づくりを

ためには, ｢テーマ型｣活動の組織(新組織)と既存組

後押しするような補助施策にもとづき,既存組織(自治

織(旧組織)が織り成す組織間連携に注目しつつも,同

会･町内会,商工会など)や地域内外の市民活動団体･

時に既存組織がこの新組織との関係性において持ち得る

個人が協働で活動組織を設立することで,地域づくりを

SN構造が如何なる状態で形成されるかについて可視化

推進していくことにある｡しかし,山崎(2006)が指摘

し,それらの構造を明らかにする必要がある｡

するように,既存組織は地域秩序に基づいた生活充実(親

そこで本研究では, ｢テーマ型｣活動におけるSN構造

睦)型であるため,必ずしもテーマ設定によるプロジェク

の裏側にある既存組織相互のつながりを明快に可視化す

ト型の地域づくりに慣れているわけではないl)｡このた

るために, SN論における2‑modeグラフの概念を用いて,

め, ｢テーマ型｣活動においては,如何に既存組織を取り

新旧組織間のネットワークを描画や階層的クラスター分

込みながら,地域内外との協働体制を構築するかが鍵と

析を実施した｡こうすることで｢テーマ型｣活動におい

なる｡しかしながら,既存組織が従前から持つ複雑で多

て連携が不十分である既存組織について如何なる支援が

層的なっながりが, ｢テーマ型｣活動においてどのよう

必要かSN構造を提示しながら改善方策を検討できるo

な影響を与えるかは未だ明らかにされていない｡こうし
た課題を解決するためにも,新たな｢テーマ型｣活動に

Ⅱ

調査･分析方法

おいて,既存組織がどのように関与し,如何なるネット

ワークを構築しているかを可視化する必要がある｡

こうした中で,既存組織を取り込みながら新たな地域
づくりを推進する事例を研究したものとして,例えば,

1調査対象地域の選定および地域の概要
(1)調査対象地域
調査対象地として, ｢テーマ型｣活動の地域づくりを行

萩原ら(2011)が新たに設立された住民自治組織におい

政が助成し,地域住民が主体的に活動している愛知県豊

て形成される既存組織のネットワーク構造を社会ネット

田市を選定した｡同市は, 2005年に6町村(旧西加茂郡

ワーク(以下SN)論におけるブロックモデリングによっ

藤岡町･小原札旧東加茂郡足助町･下山村･旭町･稲

めて決定している｡

武町)が旧豊田市に編入されたことによってできた自治

本研究においては,このわくわく事業を実施している

体であり,人口は36万人から42万人に増加し,豊橋市

を抜いて県下第2位の人口規模である｡市域面積は,合

26地域会議の内, sN分析に協力のあった2地区(足助,

併以前の290. 12km2から918.47 km2に拡大し愛知県全体

旧豊田市猿投)を対象(選定理由は後述)として分析･

のおよそ20%を占め,岐阜県や長野県に接しているo

考察する｡
2

(2)豊田市における地域自治の体制

調査方法

豊田市は, 2005年10月に地方自治法注2)に則り, 12

sN分析においては, 2010年度に;わくわく事業に参画

の地域自治区, 26の地域会議(地方自治法における地域

した全地域自治区の団体代表者を対象に2011年2月に実

協議会に相当)を設置することで,都市内分権注3)およ

施したアンケート調査(筆者が調査票のデザインに関与)

び地域住民と行政との協働による地域づくりを推進して

を用いた｡なお,回収状況は,配布数285 (26地区の合

きた｡これに伴い,各地域自治区には,事務所(地域支

計),有効回答数227部,有効回収率79.6%であった｡

援課および11支所)に地域振興担当を配置している｡同

分析に使用した質問項目は, ｢代表者から見た,わくわく

市では,以上のような体制のもとで｢地域自治システム｣

事業における所属団体と既存組織(20種類)の連携の有

の構築を目指しているが,特に中山間地から都市部まで

無および頻度｣であり, ｢1.多少連携している, 2.ある程

の多種多様な地域特性を活かして,住民自らが行政との

度連携している, 3.緊密に連携している｣の3段階で測

協働のもとでそれぞれの地区にあった地域づくりに取り

定したo SN分析では,一つでも組織の欠落があると,そ

組むことに重点が置かれている｡

の後のSN構造の検証に支障が生じる｡本研究では, ①回

収率を地域自治区毎に集計し, (診アンケート回収率が

(3)豊田市における｢テーマ型｣活動の助成制度

100%であり,かつ③誤回答による欠損値がない事例を選

この重点目標を達成するために, 2005年度より実施さ

定した｡この条件を満たした地区は足助,猿投の2地区

れている施策が, ｢わくわく事業(豊田市における｢テー

マ型｣活動の助成制度)｣であるo

この施策は,地域にあ

であった｡足助は農村地域(人口8, 749人,世帯数2,

る既存組織(自治区,コミュニティ会議注4), PTA,商工

885世帯,高齢化率32.43%),猿投は都市近郊農村地域

会,老人クラブなど)が主体的に取り組む地域づくりに

(人口69,918人,世帯数27,021世帯,高齢化率17.60%)

対し,補助金を交付するものである｡わくわく事業の選

であることから,地域特性の違いによる既存組織のネッ

定にあっては,地域会議が公開審査のもとで審議し,そ

トワーク形成の差異を検証する上でも最適と考えた(秦

の結果を踏まえて各支所長が最終決定する｡各地域とも

1)｡なお,こうした2地区のSN構造の違いが,どのよ

同一基準(社会的公益性が確保されているか,地域の必

うな要因に基づいているのかについては,ヒアリング調

要性が高いか,実現性が十分か,継続･発展性があるか

査および提供資料から補足的に検証した｡

の審査)によって選考がなされるものの,都市内分権の

3

考えに基づき,補助率や補助金額の決定(各地域の年間

(1)組織間SN構造の把握

全体予算は500万円)は,各地域会議によって基準を定
表1

分析方法4)5)

分析では,まず,わくわく事業団体と既存組織との関係

調査対象地区の概要
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既存組織4

①既存組織とわくわく事業団体

の71係1表11 A

転

わくわく事業
わくわく事業
(テーマB)

わくわく事業
(テーマC)

②2‑modeグラフへの描画

@
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に近い状態｣ にある組織が存在するケースが多い｡階
③接続行列と

その転置行列への変換

層的クラスター分析では, ｢構造同値である｣か｢構造

④接続行列と

その転置行列の積算

図1 2‑modeグラフから1‑modeグラフ‑の変換の手順
Fig･l The process of changing graph from 2‑mode to 1‑mode

同値でない｣の二者択一ではなく,連続量として捉え
てネットワークを階層的に分類する｡図2は,図1の

行列演算で算出された｢既存組織×既存組織｣のSN
構造を階層的クラスター分析によって解析した結果で
ある｡まず左のデンドログラムは,算出されたユーク

リッド距離に基づいて,構造同値な関係にある組織が
クラスター化されているo

ここで得られた所属クラス

ターをもとに, SN構造にプロットしたものが右図であ
既存姐汝2

既存租★4

り, 3つの階層に分割されている｡こうすることで,

地形図における等高線のように, SN構造をより立体的
既
存

琴｡鳶2Th讐nPn讐ご言霊霊三野黒雲讐
Fig･2 The process ofhierarchical clustering
性を表すsN構造を描画するoここで得られるSN構造は,
2‑modeグラフと呼ばれるものであり, ｢行為者｣と｢そ

に備撤することが可能となる｡なお,一連の分析は,
Analytic Technologies社のUCINET6を用いてSN構造

を描画した後,同ソフトに内包されている階層的クラ
スター分析によって実施した｡

の属性｣ (本研究では,既存組織とわくわく事業団体)の
関係表をもとに作成される(図1の①, ②)｡しかしなが

Ⅲ

結果

ら,本研究が対象とする既存組織間のSN構造を捉えるた
めには, 2‑modeグラフを1‑modeグラフ(既存組織×既

存組織)に変換する必要がある｡今, ｢既存組織×わくわ
く事業団体｣をnxmの行列Aとすると,転置行列であ
る｢わくわく事業団体×既存組織｣はmxnの行列̀Aで
ある(図1の③).この時,行列AlAによりmxmの正方

行列を求めることで(図1の④),行為者間関係,すなわ

ち｢琴存組織×既存組織｣のSN構造(図1の⑤)の把握
が可能になる｡
(2)ネットワーク構造の多層性の把握

次に,得られた｢既存組織×既存組織｣のSN構造の多
層性を可視化するため,階層的クラスター分析を行うo
この分析手法の柱となる概念は, ｢構造同値(structural
equivalence)である｡例えば,同じネットワークに存在

する組織AとBが,ネットワーク内の他の組織と完全に

同じ関係を持つ場合,組織AとBは構造同値であるとい
う｡ただし,紐帯数が増えて複雑化したネットワークで

は,似通った関係を持っているが,わずかに関係性の異
なった, ｢厳密には構造同値ではないが,構造同値に非常

1 2lmOdeグラフによるSN描画

2‑modeグラフによるSN構造を描画したところ図3の

ようになった(ただし紙面の都合上足助地区のみ掲載)0
SN構造の特徴をあげると,第1に,自治区や地区区長
会,地区コミュニティ会議が,各わくわく事業団体とネ
ットワークを結んでいる一方で,ネットワークに含まれ

ない孤立した既存組織が存在している(図3左上に列挙)o

第2に,各わくわく事業団体を媒介する形で,間接的
に他の既存組織と関係を持つライオンズクラブ,土地改
良区, PTAなど,他の団体と繋がりのない団体が存在す
る｡こうした特徴は,猿投地区においても同様であり,
2‑modeグラフの描画が,各既存組織によるわくわく事業

団体とのつながりの違いを鮮明に表出させていることが
わかる｡

2 1‑modeグラフ(既存租轍×既存組韓)への変換
次に2‑modeグラフに内在する既存組織間のネットワ

ークの抽出を行うため,図1および図2の手順を踏まえ
ながら, 2‑modeグラフを1‑modeグラフ‑変換した｡生

成された足助,猿投両地区の既存組織間のSN構造は,そ
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れぞれ図4および図5である｡ 11mOdeグラフでは, (丑事

業団体が媒介する形で既存組織がつながっていた各組織
は直接結合として描画し ,I ②孤立していた組織は,ネッ
トワーク図からも孤立した形で描画するo

これを足助,

猿投の両地区を比較してみると,足助地区のほうが,全

体的なsN構造が密であり,猿投地区は,各既存組織を貫
く次数が少ない状況にある｡以上の1‑modeグラフの特徴

から,足助地区のほうが,わくわく事業‑の既存組織の

〆部ささb体育榊鼻
その他

参画が比較的進んでいることが示唆される｡

3

図3 2‑modeグラフ(足助地区)
Fig.3 The 2‑mode graph in Asuke area

既存組拝聞で形成される多層的なSN構造の可視化
既存組織間で形成される多層的なSN構造を可視化す

るため,足助,猿投両地域のSN構造に対して階層的クラ
スター分析を行った｡図6は,同分析によるデンドログ
ラムである｡これを,図2で示した手順に沿って, SN構
造にプロットしたのが,図7,図8である｡これによる

と,足助地区においては,自治区以外の既存組織が, 2
つのグループ(②, ③)に分かれ,その間を取り持つよ

うに自治区(グループ①)が存在している｡とりわけ自

治区を貫く次数は他の既存組織よりも多く,各既存組織

自治区

図4

を取り結ぶようなハブ機能を有していることがわかる0
‑九

卜modeグラフ(足助地区)

Fig.4 The 1‑mode graph inAsuke area

猿投地区では,自治区および地区コミュニティ

会議以外の既存組織が, 2つのグループ(②, ③)に分
かれ,その間を取り持つように自治区と地区コミュニテ

ィ会議の2団体が各既存組織間を取り結んでいる｡ただ
し,自治区と地区コミユニティ会議が取り結ぶ団体は,グ

ループ③が属する既存団体‑の次数が多いことから,足
助地区よりも,既存組織の関係は特定の団体に偏る傾向
にあることが窺える｡
自治区

以上を総括すると,クラスターの多層性からSN構造を

地区コミュニティ会議

図5 1‑modeグラフ(凍投地区)

分類した結果,足助,猿投地区ともに,自治区あるいは

Fig･5 The 1‑mode graph in Sanage area

地区コミュニティ会議が,他の既存組織とは別の結合形
態を持つこと,そしてこの2団体が,他の既存組織を取

49793
26 t92

り持つような位置特性を有していることがわかった｡
25446
19307

Ⅳ

考察
̲ 6 ̲ 5 け化 伯 7 0

矧 g 紗 Ⅷ 318 ㈹

本章では,得られた知見が,実社会にどれほど適用し

うるかについて,主に豊田市地域支援課からのヒアリン
グ調査と提供資料注5)をもとに考察する｡

まず,足助地区におけるわくわく事業を介した既存組
織間の連携は,自治区をハブとするような階層構造のも
とで行われていた｡その一方で,ネットワークから孤立

するように8つの団体が存在しており,テーマ型地域づ
くりであるが故のまとまりの悪さが垣間見える結果とな
っている.一方,猿投地区においては,自治区と地区コ

ミュニティ会議が同じグループ内に包含され,それぞれ
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足助地区

図6

猿投地区

階層的クラスター分析の結果

Fig･6 The result of hierarchical clustering

図7

足助地区の既存組織間ネットワークの階層性

図8

蘇投地区の既存組織間ネットワークの階層性

Fig.8 The configurationality or network of existing

Fig･7 The configurationality of network of existing
structure in Asuke area

structure in Sanage area

が他の既存組織と関係を取り結ぶ状況にあった｡しかし

‑マとした地道な活動が,社協やpTA,農林業団体,土

ながら,足助喝区と比較して,ネットワーク全体での紐

地改良区の連携を強めており,こうした意識の高まりに

帯の密度は疎となっている｡

よってわくわく事業を活用した,ため池周辺の散策道の

こうした2地区のSN構造の違いが,どのような要因に

基づいているのかについて検証する｡最初にあげられる

整備もつながっている(図8の③)｡
ところで,安田が指摘するように2‑mode

グラフを

のは,旧豊田市と旧4町2村における自治区と地区コミ

卜modeグラフ‑変換する際の接続行列の乗算は,行為者

ュニティ会議の成立過程の違いである｡具体的には, 1975

問(および属性間)の紐帯の存在を保証するものではな

年以降,旧豊田市における地区コミュニティ会議が,お

いことに注意しなければならない6)｡隣接行列の掛け算

よそ6‑10の自治区を含む中学校区を単位とした地域活

によって得られる関係性は,行為者が一定の属性に関し

動を担ってきたのに対して,足助地区を含む旧4町2村

て共通であること,また属性が相互に共通の行為者を含

では,合併後に地区コミュニティ会議の仕組みを導入し

むことを指し示しているに過ぎないからである｡

ている｡つまり,旧豊田市に属する猿投地区では,約40

ただし,こうした制約条件を考慮しても,これまで属

年をかけて自治区と地区コミュニティ会議の役割往6)を

性の背後にある行為者間のネットワークをつぶさに可視

整理しながら,中学校区の地域づくりを推進してきた｡

化する手法はなかった｡その意味において,少なくとも,

その一方で,足助地区は,長年の自治区による地域活動

ある活動を通じて行為者間が取り結びうるポテンシャル

(主に集落や隣保単位)が,合併直前まで行われていた｡

を提示できたと考える｡また,一連の分析では孤立した

地区コミュニティ会議による中学校区の範囲での地域づ

既存組織が多く描画される一方で,相互に直接的にはつ

くり活動の経験は,わずか5年程度であり,その活動は,

ながりはないが,構造同値的な組織(例えば,足助地区

緒に就いたばかりである｡こうした実態が,わくわく事

のグループ③のPTA,土地改良区,体育指導員)が確認

業というテーマ型地域づくりにおいても,根深く影響し

された｡つまり,位置特性から見て,よく似たネットワ

ていることを,本研究の階層的クラスター分析は,強く

ークを持つ組織がある場合,同組織間における直接結合

示唆している｡例えば,ヒアリング調査においても,足

の可能性を予見できることを示唆している｡

助地区では,重要伝統的建造物群保存地区に指定されて

以上をまとめると,本稿が検討した一連の手法は,ま

いる界隈を中心に観光協会や商工会だけでなく,地域コ

ず,①本研究で得られた既存組織間の多層的なsN構造の

ミュニティ会議などとの連携体制が構築されてきた(図

可視化は,実社会とも整合している(換言すれば, ｢テー

7の②)｡加えて, PTAやライオンズクラブ,土地改良区

マ型｣活動の裏側にある既存組織のSN構造は,旧来から

などは,小学校などにおける総合学習のサポートを通じ

の既存組織間の関係性が色濃く残る)こと,さらに②構

て,地区内の用水やため池の管理の啓発を行っている(斑

造同値に注目することで,似通ったネットワークを持ち

7の③)｡他方,猿投地区では,防犯協会や民生委員,也

ながらも直接的に結合しない組織同士を比較的容易に探

区区長会などの連携は,地区内の見守りなどの活動に拠

索できること,の2点において有効であることが示され

るところが大きいという｡こうした特徴は,描画された

た｡

sN構造からも読み取れる(図8の②)｡また,防災をテ
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Ⅴ

おわりに

注5)ヒアリングは本庁の地域支援課(対面による聞き

取り)と足助および猿投支所の支所職員(電話に
本研究では, 2‑modeネットワーク(わくわく事業団体

×既存組織)から卜modeネットワーク(既存組織×既存
組織) ‑の変換によって,既存組織間のSN構造を描画し

たo

さらに階層的クラスター分析によって既存組織が持

つ多層的なネットワーク形態の可視化の検討を行った.

よる聞き取り)に対して実施した｡また資料9)は

地域支援課の提供による｡
注6)旧豊田市においてはこれまで, (丑地区コミュニテ

ィ会議(中学校区の地域づくり), ②自治区(隣保

レベルの地域づくり) ③地区区長会(自治区間の

これまで,地域づくり事業活動に関わる既存組織が,

連携づくり)の3つによって地域課題に対応して

どのようなっながりを持ち,かつ如何なる階層性のもと

きた｡新市移行後,これらに4番目の組織として

でSN構造を構築しているかについては明らかにされて

地域会議(諮問事項の審議･答申)が加わった9)｡

こなかった｡本研究により,既存組織が持つ多層的なSN
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Summary : Inthis study, we drew a network structure between the existlng Organizations, uslngthe method which converts 2‑mode
to I ‑mode graph. In addition･ we were able to visualizethe network structure with multiple layers of existing Organizations uslng
hierarchical clusteranalysis･ The reality of network existing organizations involved in community improvement projects has not

been disclosed so far･ Itwill be able to get a step by the results of this research, and go to improve the network between the existing
organizations.
キーワード(Keywords) :社会ネットワーク(Social network) , rテーマ型｣地域活動(thetheme‑oriented communityactivities) ,

2‑modeグラフ(2‑modegraph) ,階層的クラスター分析(Hierarchical clusteranalysis)
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