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知縁コミュニティにおける防災まちづくりに関する一考察 
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1. 研究の背景と目的 
我が国では近年，東海・東南海・南海地震など大規模地震

発生の切迫性が高まっており，被害を軽減するための防

災・減災対策を進めることが急務となっている．多くの災

害研究が指摘するとおり，災害に対する地域の脆弱性や対

応能力は，その地域に存在する社会ネットワークによって

大きく左右される1)2)．阪神・淡路大震災の際に建物の下か

ら救助された人の多くが近隣住民に救助された 3)ことを見

ても，社会ネットワークが災害の対応能力に影響を与える

ことがうかがえる．しかしながら，現代では過疎化や生活

様式の変化などから，従来の互助組合のような半強制的な

地縁の付き合いを維持するのは困難である．そのため，住

民が自身の知的好奇心や共通の興味などによって自主的に

生成する，知縁のコミュニティの重要性が防災の視点から

叫ばれている 4)．  
一方で現在，災害に強い地域社会の形成に向けて取り組み

として，「防災まちづくり」が各地で取り組まれている．具

体的な活動としては，避難路の整備等の防災施設づくり，

炊き出しの体験等の防災訓練などが挙げられる. また災害

に強い社会ネットワークの構築を目的として，地域住民と

災害弱者とのふれあいのイベントや，連絡網を作成する等

の活動が行われている．このような活動は災害の被害軽減

には非常に重要である．しかし防災が直接的な目的でない，

地域のお祭りや清掃などのまちづくり活動も，地域住民を

対象にしている以上，地域の社会ネットワークに何らかの

影響を与えるものと思われる．防災を意識した活動に限定

せず，まちづくり活動全般によって，災害時に機能するネ

ットワークがどのように変化するのかに着目することが重

要であると考えた． 
そこで本研究では，まずネットワークを可視化する試みを

行った．その後，同地区のネットワークの変化を追うこと

で，その地区の各まちづくり活動が地域のネットワークに

与える影響について考察した． 具体的には，神戸市東灘区

内の一地区である，住吉呉田地区（以下呉田地区とよぶ）

の地域コミュニティ「住吉呉田まちづくりの会」（以下同会）

を対象とし，以下の調査を行った． 
まず，同会が行ってきた活動に関する資料やヒアリング調

査などから，同会の発足から約11年分の活動をその地域の

ネットワークに与える影響に着目しつつ分類した．また，

並行して2007年の12月にアンケート調査を行い，同会の

役員が保有するネットワークの可視化を試みた．次に2009
年2月アンケート調査，5月追調査の結果から，各活動の

ネットワークへ与える影響に関して考察を行った． 

2. 対象地域・地区について 
・呉田地区について 
本研究で調査対象とした呉田地区は東西約500m，南北約

800mの範囲で，面積約25ha，人口約2900人(約1400世帯)

の地区である．呉田地区は，1938(昭和13)年，1967(昭和

42)年の大水害や，阪神・淡路大震災など，たびたび災害に

見舞われる地域であるため，住民の災害・防災に対する意

識は比較的高い土地柄であると考えられる．また，この地

域に住む住民には「南部」「北部」という認識があり，これ

はこの地域を住民の視点から捉える上で非常に重要である．

南北を分ける地理的な境界線はこの地域に東西に走る国道

４３号線であり，幅は約50メートル，上には阪神高速道路

3号神戸線の高架が走る．呉田の住民が日常的に用いる，

電車の駅・バス停・小学校・スーパーマーケット・役場な

どの施設は，呉田外部を含め４３号線より北側にほとんど

が集中している．そのため，南部の住民は日常生活を送る

上で，北部に行く機会は多いが，北部の住民が南部へ行く

機会はそれよりも少なくなる．また，戦後からの住民は南

部に多く，北部には阪神・淡路大震災後から近年にかけて

転居してきた住民が多い．阪神・淡路大震災後にこの地域

に住み始めた住民は，呉田地区の全住民の５０％にも上る．

ヒアリング調査によれば，こういった新しい住民の中には

呉田という地域を意識せずに生活している者も少なくなく，

このような人々は北部のみを自身の生活圏と考えていると

思われる． 

・まちづくりの会について 
本研究では「住吉呉田まちづくりの会」という団体の活動

に着目する．まちづくりの会では会則として，呉田に住む

住民全員が会員であるとしている．従来の互助組合などと

は違い，自治会費を住民から回収せず，寄付金と助成金，

その他イベントなどでの収入を経費としている．そのため，

本研究において同会は，まちづくりという共通の目的を共

有している住民による，知縁コミュニティであると位置づ

けた． 会員の中には活動について定期的に話し合いを行う

役員がいる．現在の役員は54名であり，そのうち主な活動

者は15名前後である．以下に活動の簡単な経緯を述べる． 
1990年代半ばに呉田地区に産業廃棄物処理施設を設置す

るという計画が持ち上がり，住環境に大きな影響がある可

能性から住民による反対運動が発生した．最終的にはその

施設は設置されたが，主にこの反対運動へ参加していた住

民により，住環境の維持・向上を行っていく目的で，同会

は1997年に設立された．役員のまちづくりに対する意識は，

反対運動が動機であったこともあり，地域の問題を解決し
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たり，地域を盛り上げたりするための活動に関しては，現

在まで非常に活発に取り組んでいる． 例として，月一度行

われる地域の公園の清掃活動や，年１回定期的に行われて

きた地域のお祭り(『わいわいフェスタ』)やもちつき大会，

親睦バスツアーなどがある．また近年では婦人会主催の盆

踊りや，住吉地区住民全体を対象とした祭り等のイベント

を手助けするなど，呉田の他の団体との交流を図っている．

このように同会の活動は特に防災まちづくりに特化して行

われてきたという訳ではなく，市民が望むまちづくりに関

する様々なテーマの中の一つとして防災まちづくりに取り

組んでいる． 
 

 

3. 活動がネットワークへ与える影響 
同会が行ってきた活動に関する資料やヒアリング調査など

から，同会の発足から現在まで，約11年分の活動をまとめ

た．例として表1が2008年の活動についてまとめた物であ

る． 
表-1 2008年に役員の関わった活動 

維持の性質が強い活動
活動・イベント・出来事 回数(頻度) 参加人数 主な参加者 メモ

クリーン作戦 12(月１) 15-20 地域住民 御旅公園の掃除
第129回-140回定例役員会 12(月１) 11-20 まち会役員

スズメの松原公園草抜き 2(不定期) 35
まち会役員数名，魚崎
地区学童保育児童

防災公園の掃除

生垣剪定・花の苗植え 3(不定期) 10-25 地域住民 御旅公園にて
だんじり祭り 1(年1) 地域住民 他団体主催イベント
年末特別警戒 1(年1) 約100 地域住民 他団体主催イベント
まちづくりニュースの配布 5(不定期) 14 まち会役員 各役員が担当地区へ配布（40-140部)

生成の性質が強い活動
活動・イベント・出来事 回数(頻度) 参加人数 主な参加者 メモ

第１回防災安全まちづくりセミナー 初回開催 80 地域住民 神戸市危機管理局の方の講演など

わいわいフェスタ 1(年1) 600
スタッフ(手伝い)約100
名動員，地域住民

餅つき、ステージ、バザー、紙芝居、新鮮野
菜、工作コーナー、各種屋台など

まち歩き 2 20-30 役員，住民
まちかどビンゴの準備のためのまち歩き，
住民へ協力を依頼

まちかどビンゴ 初回開催 55
子ども会参加家族など
(子供40名，大人15名)

子供達が住民へインタビュー

ラジオ体操 20日間 子供会，地域住民(子 最終日にスイカ割り
芋掘り 1(年1) 子供会，地域住民(子

第12回定期総会 1(年1) 100 地域住民
特別講演，終了後アンケートを実施：講演・
セミナーに参加したいが7割

東灘GENKI祭＠川井公園 2(年数回) 8000
スタッフ(手伝い)参加者
50名，地域住民

他団体主催イベント

白鶴酒造酒蔵開き 初回開催
酒蔵の職員の方，地域
住民

他団体主催イベント，まち会から模擬店を
出店

第２回住吉フェスタ＠住吉公園 1(年1)
まち会役員，スタッフ
(手伝い)50名、子供も
店番として参加，地域

他団体主催イベント，まち会から模擬店を
出店

盆踊り＠御旅公園 1(年1)
婦人会、子供会と協
力，子供も店番として
参加(約20名)，地域住

他団体主催イベント，まち会から模擬店を
出店  

 

同会の役員により定期的に行われるほとんどの活動では，

初回開催時から徐々に参加者が減って行き，やがて参加者

数はだいたい一定に落ち着くという変化が見える．ここか

ら，活動がネットワークの変化に及ぼす影響について二つ

の側面があると考えられる． 
活動の持つ性質として重要な物の一つはネットワークの生

成の性質である．活動の初回開催時から数回の間には，参

加者は多種多様であり参加者数も多い．この期間の参加者

は，友達や知り合い以外の人と交流ができる可能性があり，

活動が新たな関係の生成に貢献しているといえる．一方で，

参加者数が一定となった活動については，毎回同じ住民が

参加している場合が多い．これはすでに知り合いの人と顔

を合わせるため，すでに存在する関係の維持に活動が貢献

しているといえる．このように，活動にはネットワーク「生

成」と「維持」の二つの側面がある．以下では二つの側面

のうち，各活動が役員のネットワークの生成に特に及ぼし

た影響について分析する． 
現在のネットワークが形成された過程で，非常に大きな役

割を果たしたのが，まちづくりの会の発足(1997年)当初に

行われた全戸アンケートであると考えられる．1997・1998
年に，同会がまちづくりに関するアンケートを行った際に，

役員は全戸を訪問している(回収率82％・60％)．この活動

は役員に，今まで訪れたことのなかった住宅や住民を意識

する機会を与え，また住民側も同会を意識する機会となっ

たと考えられる．その後，2006年にまちのルール作りであ

る「まちづくり協定」の締結の際にも全戸アンケートを行

っている．神戸市の規定で，協定の締結にはその地区の住

民の80％以上アンケート回収率，90％以上の同意が必要で

あった．以前の全戸アンケート以上の回収率や，反対住民

への説明・説得が必要とされたため，ヒアリング調査によ

れば，返信のない世帯には何度も足を運ぶなど，住民と接

触する機会の非常に多い活動となった．これらの機会が現

在の役員のネットワークの基礎を形成したと考えられる． 

一方で現在，ネットワークの生成に貢献している活動とし

て，住民が役員の手伝いとして参加する活動が挙げられる．

例えば，年に一度行われる祭事行事である｢わいわいフェス

タ｣の際には，毎年600人もの参加者があり，活動規模も

年々大きくなり，役員以外の住民の手助けが必要不可欠で

ある．手助けとして参加する住民は，すでに知り合いであ

る役員によって誘われ，参加するケースが多い．このよう

な形で住民が参加すると，知り合いを誘った役員が他の役

員に，その知り合いを紹介するなどして，新たな繋がりが

生成される場合がある．そのためこれらの活動は，ネット

ワークの生成の中でも，新たな住民をネットワークに加え

る効果以上に，すでにあるネットワークの密度を高める効

果があると考えられる．また，子供が参加者となる活動も

ネットワークの生成に貢献している．これらの活動は芋掘

りや凧揚げなど，子供の体験を目的とした活動であるため，

普段まちづくり活動に興味の薄い住民の家族単位での参加

が期待される．活動の際には，子ども同士の交流に加え，

親-親間，役員-親間の交流がはかられる可能性が高い．そ

のため,これらの活動は，まちづくりの会のネットワークに

含まれていない人物を新たにネットワークに加える効果が

あると考えられる．特に2008年には「呉田子ども会」が結

成され，まちづくりの会は子ども会とともに活動すること

が多かった．ヒアリング調査からもそのような機会が，新

たな人と知り合う重要な機会となっていることが伺われ，

子ども会の結成および活動は今後，役員のネットワークを

生成・拡大する機会となると考えられる． 
 

 

4. アンケート調査と考察 
・アンケートの概要 
アンケート調査は，2007年12月と2009年2月の2回行い，

調査の対象はまちづくりの会の主要な役員13名とした．こ

れは，月に一度行われる定例会に高頻度で参加しているメ
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ンバーであり，まちづくりの会の主要な構成員である．イ

ベントの運営等においても主に活動を行うメンバーであり，

このまちづくりの会のネットワークを形成する上で重要で

あると思われたため，この13名を選出した．初回のアンケ

ートは2007年12月3日の第128回(平成19年度9回)定例

役員会において配布した．呉田地区の住宅地図を拡大した

もの，およびアンケートの説明用紙を配布し，簡単な説明

を行った．役員13名中10名のアンケートが回収できた．

今回のアンケートでは次の作業をしてもらった．呉田地区

の全世帯数1177世帯に対し，自分(アンケート対象者)の直

接の知り合いの人が住んでいる世帯を色で塗る．知り合い

が集合住宅に住んでいる場合は部屋番号を色で塗る．この

際の直接の知り合いの定義については，住宅地図に記載さ

れている名前(表札名)を見た場合に，その個人の顔を思い

出せるかどうかとした． 
・2007年アンケート結果 
アンケートの集計結果から，役員の世帯および各世帯をノ

ード，それぞれが知り合いである関係をリンクとし，ソシ

オグラムを作成した．役員10人に対し行った2007年12
月の調査では，合計1652本のリンクが計測され，呉田地区

の全1177世帯中，約半数の582世帯(49％)が役員のネット

ワークに含まれることが分かった． 図-1は，各役員の保

有するリンクの本数である． 

 

図-1 役員が保有するリンクの数 
 

・ハブとなる人物の存在 
ネットワークにおけるハブとは，多数の関係をつなぐ中心

的な位置を占めるノードのことである．災害直後の救援期

において，住民の安否確認や被災状況などの情報収集を行

う場合，地域住民間の口頭伝達が情報伝達の手段としての

役割が大きいことが知られている 5)．また地域住民間の情

報収集システムとして，ハブとなるノードの元に情報を集

積するシステムが考察されている 6)．そのため，災害直後

の安否確認や被災状況などの情報集約のために，ネットワ

ーク内でハブとなる住民が重要となる可能性があると考え

た．まちづくりの会の役員は他の住民と比べ，多くのリン

クを持っていると考えられるが，ここではまちづくりの会

のネットワーク内で特に多くのリンクを持つノードをハブ

とし，その状態に着目する． 

 

図-2 ハブの持つネットワーク 
 

図-1においてリンクの数が1番目に多い役員と2番目に多

い役員である，会長と事務局長に着目する．図-2はこの2
人のネットワークだけを取り出してGIS上に表示したもの

である．図-2からこの２人のネットワークだけでまちづく

りの会のネットワークの大きな部分を網羅していることが

うかがえる．実際，この2人はまちづくりの会が保有する

全リンク1652本中の566本(34%)ものリンクを保有する．

またこの2人だけで1177世帯中426世帯の世帯と知り合い

である．これはまちづくりの会全体が網羅する世帯の約

73％に上る． 
・南北のネットワークの差異 
呉田地区は国道43号線によって南北に分けられるが，南部

では572世帯中371世帯(65％)の世帯がネットワークに含

まれる．各役員が自身の世帯のある地域へ張るリンクを

GIS上に表示し，可視化したソシオグラムである図-3にも

その様子が見て取れる．

 
図-3 南北のネットワーク 
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このように南部においてより密なネットワークが存在する

ことが伺える．この点に着目し，複雑ネットワーク理論 7)

などで用いられる指標である，ネットワークの密度および，

クラスタ係数を南北で比較する．まちづくりの会の役員の

数をNyとし，南部の全戸数をNs，北部の全戸数をNnと
し，地域 i（＝S,N）で実際に張られたリンクの数を liとす

ると，地域 iにおけるネットワークの密度diは式(1)で表現

することができる． 

iY

i
i NN

l
d

×
=

 
今回は役員のみを対象としたネットワークを分析するため，

役員のノードのみを対象としてクラスタ係数を計算した．

求め方を説明する．地域 における全ノード数を ，役員

のノード数を ，全ノードを とする．

ここであるノード と直接リンクで結ばれて

いるノード(隣接ノード)の数を 個とし，それら隣接ノー

ド間で張られているリンクの本数を とすると，ノード

のクラスタ係数 および，役員のネットワークの地域 にお

けるクラスタ係数 は，式(2)で表現される．
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ネットワークの密度，クラスタ係数を南北で比較すると，

南部ではds=0.264，ks=0.132，北部ではdN=0.106，kN=0.010
となり，南北でのネットワークの状態に格差が見られた．

は視点を変えると，ある役員のある知り合いが他の役員

の知り合いでもある確率を示している．このような関係が

生成された過程を考えると，役員同士の共通の知人は，役

員それぞれの独立した行動から知人ができたことも考えら

れるが，役員が自分の知人を他の役員に紹介するなど，3
人が共通の「場」を共有することで知人となった可能性が

高いとされている 8)．様々なイベントなどがこのような

「場」の役割を果たし，その結果として関係が築かれたと

すると，この係数は，地域におけるまちづくり活動の影響

の度合いを表していると言える．  
ヒアリング調査によると，ほとんどのイベントにおいて，

参加住民の南北比は，南：北＝3：1であるという意見が聞

かれた．実際に2009年に行われた呉田地区総会において，

参加住民の南北比を計測したところ，北部住民の人数は20
名なのに対し，南部住民の人数は57名であり，これはヒア

リング調査の通りであった．活動の歴史も長くイベントの

参加者も多い南部において，北部よりもクラスタ係数が高

いことは，イベントへの参加がネットワークに影響を与え

ていることを示唆していると言える． 
・2009年アンケート結果 
次に2009年2月に，役員3名に対し同様のアンケート調査

を行った．この3名は2007年度のアンケートにおいて，ネ

ットワーク内でハブの役割をしていると思われた会長と事

務局長に，副会長を加えたものであり，同会の活動に参加

する頻度も高く，役職柄役員の中でイベントによる影響が

出やすいと思われる．調査の結果，45本のリンクおよび10
世帯が新たにネットワークに加えられた．またヒアリング

調査から，新たに加えられたリンクの内，約1/3が子ども

会との活動の上で張られており，特にネットワークに含ま

れていなかった北部の世帯は，子ども会との活動を通じて

リンクが張られる傾向が強いことがわかった．また他の約

1/3がその他の同会の活動を通じで張られており，すでに

ネットワークに含まれる世帯に対し張られる傾向が強かっ

た．結果，密度やクラスタ係数に変化が見られ，dおよび

kiは南部でd=0.269，ks=0.136，北部でd=0.109，kN=0.011
となり，各活動によりネットワークの状態が改善している．

クラスタ係数は特に南部において増加が顕著であった．期

間中に行われた13回の生成イベントの内，役員の知り合い

が手伝いとして参加するイベントは7回も行われている．

先ほどの子供会との活動以外で張られた約1/3のリンクは

このようなイベントで生成されていると考えられる．その

ため子ども会との活動がネットワークの拡大(ネットワー

クに含まれるノードの増加)に影響を与えているのに対し，

役員の知り合いが参加するイベントは，南部のクラスタ係

数や密度を高めることに貢献していることが示唆された．  
 

 

5. まとめ 
本研究では，「住吉呉田まちづくりの会」の活動をネット

ワーク維持と生成という観点から分析し，特に子ども会と

の活動と，住民の手伝いがネットワークの生成に影響を与

えていることを考察した．また継続的なアンケートから，

それを検証した． 
地域活動がネットワークに与える影響をより分析するた

めには，さらなる継続調査および，イベントごとにネット

ワークにどのような変化が起きるのかを計測する手法を確

立する必要がある．また，シミュレーションモデルなどの

検証の枠組みを構築する必要がある． 
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